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令和元年第６回大玉村議会定例会会議録 

 

第６日  令和元年９月１１日（水曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 斎 藤 信 一   ２番 渡 邉 啓 子   ３番 菊 地 厚 徳 

    ４番 本 多 保 夫   ５番 松 本   昇   ６番 佐 原 佐百合 

    ７番 鈴 木 康 広   ８番 武 田 悦 子   ９番 佐 原 吉太郎 

   １０番 須 藤 軍 蔵  １１番 押 山 義 則  １２番 菊 地 利 勝 

 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 代表監査委員 甲野藤 健 一 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

    総括質疑（平成３０年度歳入歳出決算認定議案に対する質疑） 

     議案第５１号 平成３０年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について 

     議案第５２号 平成３０年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

            ついて 

     議案第５３号 平成３０年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決算認定につ 

            いて 

     議案第５４号 平成３０年度アットホームおおたま特別会計歳入歳出決算認定

            について 

     議案第５５号 平成３０年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

            定について 

     議案第５６号 平成３０年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定につい
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            て 

     議案第５７号 平成３０年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

            て 

     議案第５８号 平成３０年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

            について 

     議案第５９号 平成３０年度大玉村水道事業会計決算認定について 

    平成３０年度歳入歳出決算認定議案（議案第５１号から議案第５９号まで）の委 

    員会付託 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 矢崎由美、書記 菊地拓也、鈴木真一、藤田良男 
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会 議 の 経 過 

 

○議長（菊地利勝） 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。 

   ９月１１日は、総括質疑のため代表監査委員、甲野藤健一君に出席を求めておりま

す。 

   本日、傍聴に遠藤勇雄さんがお見えになっておりますのでご報告いたします。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 昨日の一般質問の答弁について、佐原佐百合議員、武田悦子議員の

一般質問の答弁に訂正があります。住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） おはようございます。 

   昨日の答弁で 3 点ほど答弁違いがございますので、ご報告させていただきます。 

   まず、６番佐原佐百合議員の質問の関係で、交通事故件数本宮署管内で５０件と申

し上げましたが、６３件でございました。前年同時期に比べ３件減と申し上げました

が、６件減の誤りでございました。 

   続きまして、８番武田悦子議員に対する答弁でございますが、ＳＯＳネットワーク

関係で、登録している方たちの通報実績はないということの答弁でございましたが、

登録実績のある方の行方不明事案はあったということの認識違いでございました。 

   続いて、同議員もう１件、社会福祉協議会放課後児童クラブ正職員の数でございま

すが、２名と申し上げましたが、３名でございました。 

   いずれも訂正しておわびいたします。よろしくお願いいたします。 

   以上です。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） ３番菊地厚徳君より通告がありました「ラジコンヘリによるカメム

シ防除の必要性と環境への影響について」外３件の質問を許します。３番。 

○３番（菊地厚徳） ただいま議長の許可をいただきまして、通告の内容に従いまして、

令和元年９月の議会２日目の一般質問をさせていただきたいと思います。 

   私、今回８月の議会議員選挙で当選させていただきました菊地厚徳と申します。今

回の選挙は私、３回目でございます。おかげさまで当選することができまして、これ

から一生懸命に頑張って精進していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

   私のことで恐縮なんですが、私、東京からＵターンで戻ってまいりまして、その後、

米をつくらせていただきました。米づくりに際しても、私、免許がありませんで、農

家が免許がないというのはとても大変なことらしくて、東京では、電車がありまして
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電車を利用していたので免許を取るという状況が、本当に移動に電車を使っておりま

したので、そういう状況ではなくて、免許がないままに農業ということで、私、させ

ていただくようになりました。それでも、不足というのも不足ではなくて、農業１年

目の秋口ですけれども、免許がないならどうしようと思っていたら、耕さない田んぼ

というのがありまして、トラクターも何もないところで田んぼをつくれるという状況

に出会いまして私、郡山の方ですけれども伺いまして、その耕さない田んぼという農

法を教えていただきました。それは冬場に刈り取ったところに米ぬかをまきまして、

水をためて湛水にするということで、皆さんもご存じだと思うんですが、白鳥の来る

田んぼというところで、あちらの方でお教えいただきまして、私も何年か田んぼで米

をつくっておりました。 

   そのときに、私、米ぬかをまいて湛水にするというだけで、後は切りわらがある状

況で田んぼをつくるということで、そのとき化学肥料も使わない、農薬も使わないと

いうことで、「有機栽培」という言葉を勉強させていただきまして、私の農業はその

出発点から「環境」という言葉が入りまして、あ、これは何か縁があるんだなと思っ

たのは、私、こちらにＵターンする前に埼玉のほうにもあるんですけれども、養豚施

設やら下水道施設の汚水処理を微生物でさせていただきまして、そちらのほうの環境

浄化ということで仕事をさせていただいておりました。（不規則発言あり）そういう

形で、そろそろ本題にさせていただきます。 

   ということで、入りました。勉強もさることながら、私、本当に何も使わないとい

う状況で、車もありませんでしたので、自転車で堆肥を運んで、もう本当に自転車に

草刈機を積んで、くわを積んで、鎌を積んでということでしたけれども、その延長線

上で選挙があったと思います。自転車で選挙をするという形で今に続いて今があると

思って、本当にいろいろな出会いに私、感謝して今、ここに立たせていただいており

ます。ぜひ、村長初め役場の関係の皆様、私もど素人でございますけれども、一生懸

命精進して頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

   それでは、質問にさせていただきます。よろしくお願いします。 

   今回、ラジコンヘリによるカメムシ防除の必要性と、環境への影響ということでご

質問させていただきます。 

   水田のカメムシ防除に使用される殺虫剤の必要性とその効果についてお聞きいたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地利勝） 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） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   カメムシ防除に使用される殺虫剤の必要性とその効果についてというご質問でござ

います。 

   まず、必要性という部分についてご説明申し上げたいと思います。カメムシ被害に

よる斑点米の混入、これについては出荷時の等級検査にきまして１，０００粒当たり

１粒までであれば１等米、それから２粒～３粒で２等米、４粒～７粒で３等米、それ

以上の混入になりますと規格外という米になります。これは米農家におきましては大
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変大きな問題でありまして、防除については必要な対策であるというふうに考えてご

ざいます。 

   本村における防除の経過でございますけれども、ラジコンヘリによるカメムシ防除

につきましては、被害の大きかった平成２５年度を受けまして、平成２６年度から

ＪＡが事業主体となり実施しておるもでありまして、平成２７年度からは、村が費用

の一部補助を実施しているところでございます。 

   効果という点でございますが、効果の指標といたしましては、ＪＡ出荷米の１等米

比率を年度ごとに見ますと、カメムシ被害のなかった平成２３年産米が９９．３％、

２４年産米が９９．５％となってございます。最もカメムシ被害が大きかった平成

２５年産米につきましては９４．２％、防除の始まった平成２６年産米につきまして

は９５．８％と、１等米比率が大きく低下しているところでございます。２７年産米

につきましては９７．７％、２８年産米については９８．８％、２９年産米につきま

しては９３．２％、平成３０年産米につきましては９８．８％という経過となってご

ざいます。平成２９年産米の１等米比率が大きく低下していることにつきましては、

カメムシ被害によるものではございませんで、８月の日照不足、あるいは１０月の収

穫時期における天候不順による未熟米比率が多くなったことでありまして、それ以外

の年では１等米比率が、被害が大きかった年よりも確実に回復しているということか

ら、カメムシ防除について効果があったというふうに考えているところでございます。 

   以上であります。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

   ３番と言ってから、挙手にて、立って質問してください。 

○３番（菊地厚徳） はい。今、具体的な数字でお伺いしましたけれども、このカメムシ

防除で確かに１等米比率が年度を超えて上がっているということなんですけれども、

このカメムシ防除の殺虫剤、これは２番の問題にもありますので、２番の質問という

ことで話をさせていただくんですけれども、このラジコンヘリのお話は私が知りまし

たのは、去年は実際にラジコンヘリでの防除を拝見させていただきました。今年に関

しましては、お盆の１４日と１５日に、防災無線での放送がありまして、それを受け

て、あ、朝の４時半からラジコンで殺虫剤をまくのかということで、そういう形の認

識だったのですけれども、農業を離れると不思議なもので、自分のことではないと身

につまされないんですね。それで、そこで初めて防災無線での放送でしたので、はっ

と思いまして、ちょっと調べるような気持ちになりまして調べましたら、このカメム

シ防除の殺虫剤に関しましては、ミツバチ被害ということで、養蜂家のほうにも含め

て殺虫剤の散布があるということで、そういうことがあることを知らせながらなさっ

ているようなんですけれども、実際２番目の質問ということで、タイトル読ませてい

ただきますけれども、カメムシ防除に使用されるこのネオニコチノイド系農薬はミツ

バチ減少の原因と言われており、ＥＵの政策決定機関でもあるＥＣでも２０１８年、

去年でございます、４月２７日に屋外の使用を全面禁止ということが決定されている
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ということで、このミツバチ被害からも明らかであるように、この使用を続けるとい

うこと、今、メリットは伺いました。確かに何でしょうか、１等米比率が上がって、

その上がった分の経済効果というのは大きなものであると思うんですけれども、実際、

この使用を続けるそのメリットがそれだけということでしたら、実際、例えば今、カ

メムシ防除の被害米については色彩選別機というのがございます。使って、やってい

ただくと、私、ライスセンターに頼みますので、全然その防除とかそういうものは余

り意識せずに被害米はよけていただくような状況になるんですけれでも、実際あれで

しょうか、試算としてはカメムシ防除、例えばその今、何％１等米の比率というふう

に出されましたけれども、色彩選別機を使ってどこかこう、私のちょっとお話を聞い

たところでは、農協さんがまとめて色彩選別機を使ってくださる、金額的なところも

出ているんですけれども、そういうところを具体的に何かございますでしょうか。 

   もし、こういう形で出ておりますけれども、いろいろなその考え方の方がいらっし

ゃると思います。非農家さん、例えば健康のことについてもそうですけれども、一番

考えなくちゃいけないのは、その健康でございます。それについては、また次の段階

で質問ということになりますけれども、今、もし、防除を例えば切りかえる、例えば

違うものにしていく、補助を積極的に出していくということではなくて、そのことを

どうにか違った形で緩和していこうという方法があると思います。問題は、農業者だ

けで住まいしている者は違うということで、たくさんの多くの方が大玉村には来てい

ただいております。健康長寿の村ということでもありますけれども、その健康につい

て考えたときに、住民の感情があると思います。その感情について、じゃ、どういう

施策があるのか、どういうふうな、じゃ、こういうふうな代替案手段があるんだよと

いうのを明確にしていただければ、住民の方々も考え方があると思います。情報策が

探れると思うんですけれども、だめだと、経済的にはこうなんだということではなく

て、その辺のところをぜひお願いをいたします。 

○議長（菊地利勝） 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） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、ネオニコチノイド系の農薬についてでございますけれども、これにつきまし

ては農林水産省におきまして農薬登録を受け、さらに現在、減農薬推進の薬剤と位置

づけられておりまして、小型、大型のカメムシに対応できる農薬というふうなことで、

現段階では有効な農薬であるというふうに考えてございますが、議員ご指摘のように、

ミツバチにつきましては、養蜂家の方に事前にミツバチを移動していただくというふ

うな措置をとらせていただいているというところもありまして、ミツバチについての

影響は否定できない部分でございます。 

   また、県の研究でも懸念されているところでは、農薬登録時の安全性、あるいは動

植物の影響について農薬そのものの毒性についての評価というものから、使い方によ

って受ける使用後の動植物への影響、こういったものも評価した評価と手法へ見直す

というふうな検討も始められてございます。 

   したがって、議会でも何度かこの件につきましてはご質問、それからご意見をいた
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だいているところでございます。本村といたしましては、必要な農薬登録を受けてい

ることから、農薬を使わないでくださいということは、これは各農家さんには言える

ことではないですが、村が補助してラジコンヘリによる農薬散布、これについての補

助を行う、これについては今年度で打ち切りをしたいというふうに考えてございます。 

   代替措置といたしましては、今ほど３番議員さんお話ございましたいわゆるカメム

シ被害による斑点米、これにつきましては、色彩選別機を使用することによる品質の

維持を図っていくと、これに対して補助を行っていく。村内でも色彩選別機を所有さ

れ、活用されている農家の方々いらっしゃいますので、そういった方々に委託をする

というふうな形で色彩選別機の使用、さらにそれに対する補助というふうなことがで

きないか、現在、来年度に向けて検討を進めている段階でございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございました。 

   検討するということですけれども、使わない、ミツバチに被害があるから養蜂家は

それを受けまして、シートをかぶせて被害がないようにということなんですけれども、

実際にこの話、ヨーロッパで本当に空中散布防除を取りやめた、去年のその決定が

４月２７日ですか、あったといういことなんですけれども、本当に時間をかけてゆっ

くりとヨーロッパのほうでは検討を重ねて、去年の決定になっているわけなんですけ

れども、実際に本当にミツバチだけではなくて、アリであるとか集団で動くもの、そ

れから、いろいろな生物、それと人間に対してどうだというような、これははっきり

とはしていないようですけれども、本当に健康被害ということは、大きく取り沙汰さ

れております。ヨーロッパだけではなく、フランスでも使い方、例えばラジコンヘリ

というのは濃度がとっても濃いそうです。一桁の数字で散布されるので、その濃い数

字のものが空中散布されるということで、いろいろその使い方の検討ということで先

ほどお話いただいて、３月ですか、そのときに粉末のものを使えるとかそういう切り

かえがあるということではあったんですが、このネオニコチノイド系のものというの

は、水に溶けて吸収性が速くて、広がりが速いということで、どこでどういうふうに

使っても使用を減らすか、本当にヨーロッパのように、これはちょっとやめようとそ

ういうような考え方でいかないと、深刻な環境被害、これは健康被害を含めてですけ

れども、健康長寿をうたっているということが、どの辺が健康長寿なのかというとこ

ろが揺らぐようなお話かもしれませんけれども、私、その辺のところ、どういうふう

に検討したらいいか自分の中で基準がございませんけれども、その健康ということに

関しましたら、明らかに昆虫、ミツバチに関しては明確な状況が出ているということ

なので、その辺のところ、ぜひ、しっかりした形で具体的に早急にご検討と、結論的

に転換させていただいて、その色彩選別機の検討とか後々、また、その結果を伺いた

いと思いますので、どうぞ、よろしく願いいたします。 

   ３番まいります。「日本で一番」と書いてしまいました、一番ではなく「最も美し

い」、とってもすてきな言葉の使い方だと思いますけれども、「日本で最も美しい村」
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連合の加盟により、その実現のための取り組みは、環境と食と健康はどのような位置

づけになっているかということで、お答えいただきたいと思います。 

   ぜひ、村長にそのお考え、よろしければ伺いたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   環境と食と健康はどのような位置づけになっているかということですが、当然、健

康長寿の中では、健診を受けることがベースですが、食、運動、社会参加、この三つ

が健康長寿のキーワードになっております。これを政策的に進めると村の村民の皆さ

んにもご理解をいただいて、参画をしていただくということですが、この関係からい

うと、食の安全というのは、まず空気、それから水、それからその植物を育む土壌、

土、これがやっぱり３点セットで大切だと。これが環境になろうと思います。今のカ

メムシの防除の関係もそうですが、水と空気と土壌、そして、これが安全・安心な食

べ物を食と健康に結びついていくというふうに考えておりますので、食と健康と環境

というのは一体だというふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） 食と健康と環境は一体であるというお考えなんですが、その位置づ

けとして、その食と健康と環境は一体であるというのは確かに私も大賛成でありまし

て、そのとおりであると思われます。ご説明のとおりだと思いますけれども、私ここ

でお伺いしているのは、今年、健康長寿のもとに掲げて、この大玉村走り出している

ということなんですけれども、日本で一番美しい村連合ということで、その実現のた

めの取り組みはということで、きのうも質問がそのところでありまして、職員の方が

一生懸命周りに出て、この庁舎の草刈りをされてくださったりとか、そう具体的にき

れいにするとか、目に見えてこう何でしょうか、整うとか、そういうのは本当にある

意味で美しさの一因かもしれませんけれども、美しいと感じるのは非常に個人差があ

りまして、そういう美しさもあるかもしれませんけれども、私ここで質問させていた

だいているのは、健康、環境ということで、その兼ね合いの中で、じゃ、村長のお考

えになっている美しさというのは、どの辺からにじみ出てくるものなのか、お考えを

お聞かせください。 

○議長（菊地利勝） ３番さん、通告書の内容に基づいて質問してください。 

○３番（菊地厚徳） 美しい村連合の加盟により、その実現のための取り組みは、環境と

食と健康はどのような位置づけになっているかというような、美しい村にとって環境

と食は、すみません、書き方がまずかったかもしれませんけれども、美しい村に対し

て環境と食と健康はどのような美しい村との相関関係になっているかという意味合い

で出させていただき、すみません、ちょっと、明確でないかもしれませんけれども、

環境と食と健康の関係は了解いたしました。美しい村というところで、ぜひ、この後

にも続きますので、今、４題ほどありますけれども、一貫して今、言ったテーマがず
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っと続いております。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答えを申し上げます。 

   「日本で最も美しい村連合」に加盟をするときの条件というのは、景観、自然環境

に特化されるように感じられますが、そうではなくてトータルとしての美しい村とい

うことは文化、伝統、そういうものも含め、そして、やはり経済、生活環境、それか

らコミュニティも含めて全てのもので、審査のときには７０項目ありました。そうい

うものの総合的な判定ということであります。基本的には、昔の農村の原風景の残っ

ている、そういうところという定義がありましたが、美しい村連合の定義も年ととも

に変わってきておりまして、大玉村が認定された後、認定基準が大きく変わったとい

うことがありまして、昔ながらのものが残っているのが美しいものでもないだろうと。

やはり現代にあって新たなものに取り組んでいるものも含めてのトータルとしての美

しい村ということに基準が大分変わってきましたので、今回５年目の審査を受けまし

たが、その辺をしっかりと感じるような審査内容だったというふうに感じております。 

   先ほどの食と健康、環境の問題は、それに特化すればそう言えますが、そこには今

度村民の生業、なりわい、経済というものが入ってきますので、それは当然環境だけ

に特化して政策を進めることは難しいということになりますので、除草剤も含めて農

薬には全て何らかの生体に対しての害がございますので、ただそれを一切使わないで

生産活動ができるかということになると、それは現実的には難しいので、疑わしいも

の、確かに影響はあるだろうというふうに思われるものについては、来年度からは補

助を村としては進めないと。ただそれをやめさせることは、認可されている農薬です

ので、使う側の判断ということになりますが、村はそれはバックアップはしないと。

別の形で選別機を使って助成をするということですが、これにも予算がかかりますの

で、どの程度の予算がかかるか、現実的にどういう手法で実現できるかということを

今、検討していると、前向きに検討しているという状況です。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） 次のコミュニティについて、全部同じようなテーマでいきますので、

ちょっとそこだけ詰めてお話させていただきますけれども、どういうベースで考える

かという、その重心をどっちにかけるかということだったりするのかもしれませんけ

れども、補助を出していたところを補助を出さなくなったということは、つまり、そ

の環境への影響を認めたということではあります。そういう状況で認めてヨーロッパ

がこの形でやめることができたということが、なぜ日本は、例えばやめることができ

ないんでしょうかと。むしろ、私このカメムシ防除については、ラジコンヘリだけで

はなく、これから、この間防災でドローンが出てきましたけれども、ピンポイントで

やれるということで、ドローンについて、むしろ小さくなるよりも、どんどんこう広

がっていく傾向にいくんだという、そういうようなご説明も受けたんですけれでも、

実際問題として、カメムシ防除のそれを使わなくても農業が成り立つ、じゃ、経済的
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なものというのは具体的な試算は今、産業部長の菅野部長にお話をさせていただいて、

そちらのほうは数字として具体的にご検討いただけるということで、積極的にまたテ

ーブルに上がってくるものと私、信じておりますけれども、その辺のところをきちん

としていただかないと、グレーゾーンで突き進むということではなくて、可能なとこ

ろでやれているということをしっかりとした形で、健康長寿ということでしたら、こ

れは人体のことも含めてですけれども、そこを抜きにしては語れないことだと思うん

ですよ。これは教育のことについてもそうです。どんな立ち位置でその人が立ってい

るかということで、こう立っている人、後ろで…… 

○議長（菊地利勝） ３番さん。 

○３番（菊地厚徳） 失礼しました。 

○議長（菊地利勝） 失礼じゃなくて、質問の趣旨に基づいて。 

○３番（菊地厚徳） 失礼しました。 

○議長（菊地利勝） やってください。 

○３番（菊地厚徳） 申しわけございません。関連質問になってしまいました。 

   そういう形で、ぜひ、ご検討いただいて、その立ち位置についてですけれども、今、

一歩足を踏み出して、重心を、補助をしない方向にいったということは、その方向性

は確実にその殺虫剤の使用ということを、否定的にこの大玉村は捉えていると、そう

いうふうに私、理解しておりますので、何か新しい代案と経済も含めて考えられるこ

とがあればと思っております。 

   質問を終わります。 

   カメムシ防除についての質問を終わります。失礼しました。 

○議長（菊地利勝） ３番さん、落ち着いて、整理をよくして、この質問要旨にのっとり、

お願いします。時間も来ていますので、よろしくお願いします。 

○３番（菊地厚徳） 次の質問に移らせていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） 次の質問に移らせていただきます。 

   次の質問ですけれども、直売所の今後の方針として後継者の育成と具体的な取り組

みについてということで、お答えいただきたいと思います。時間をとり過ぎましたの

で、とんとんいきたいと思います。 

   生産者の登録人数、年齢構成についてと、後継者の育成ということでお話いただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 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） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、直売会に登録されていらっしゃいます人数でございますけれども、２８５人

でございます。年齢構成につきましては、会員登録の際に生年月日と年齢を確認でき

る登録はいただいておりませんので、こちらについて把握してございません。 

   後継者の育成についてということでございますけれども、議員ご存じのように、現

在、直売所の運営につきましては、村の指定管理によりまして、村づくり株式会社が
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行っているところでございますが、村といたしましては、生産物の出荷促進、それか

ら端境期の農産物出荷、こういったものを促すために、ビニールハウスの設置補助を

行いまして、安定的、さらに継続的な農業経営ができるように支援をしているところ

でございまして、今後につきましても直売所と連携、協力いたしまして、ハウス栽培

の営農指導等も実施する予定をしてございます。 

   これらに加えまして、直売所でのイベント開催、さらには直売所、直売会への支援

を通じまして、後継者の育成につなげてまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   それでは、次に、今、後継者の育成、これが本当の意味で３番のこれから質問させ

ていただくのにもつながるんですけれども、まず、そこにつながるところで、では、

２番目の生産者の収益の最高と平均ということで、具体的な数値を皆さんに知ってい

ただいて、その後継者の問題にまた再び触れてみたいと思います。お願いします。 

○議長（菊地利勝） 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） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほど申し上げましたが、直売所の運営につきましては、現在、村づくり株式会社

が行っていることと同時に、生産者の収益、最高、平均ということでございますが、

これについては、生産者の個人情報というふうな側面もございますので、村としては

把握をいたしてございません。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） 個人情報ということであれですけれども、では平均的なところとい

うのはどんなところでございますか。売り上げが２億を突破とか、そういう全体的な

売り上げについては伺っております。それと、具体的に手数料は十何％の後半という

ことも伺っておりますけれども、そのところで、公表された数字はございますので、

そこから大体想像させていただくということで、あれでしょうか。（不規則発言あり）

はい、今、私、計算するというよりも、ぜひ、お願いします。 

○議長（菊地利勝） 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） 今ほど、売り上げの総数というもの

と、それから登録者というものから割り返せばということでございますけれども、売

り上げにはさまざまな品種、加工品もございますし、生鮮もございます。そういった

ものと、それから登録者の中には、全く登録だけで出荷をされていないというふうな

方もいらっしゃいますので、これらについては単純に割り返すだけでは、その数字と

いうものは把握できないかなというふうには考えてございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） じゃ、単純に収益はどのぐらい上がっているということでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 
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○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） 冒頭の答弁で申し上げましたように、

収益というものに関して、それぞれの生産者の部分に関しては把握してございません。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   ２億円突破ということで、本当に直売所について、私、昔のところから米を出させ

ていただいて、大変お世話になっている状況で、手狭な直売所があれだけの大きな見

事な物になったということで、私も喜んでおります。直売所が、あの４号線に面して

プラント５の横にあるというのはとってもメリットがあって、あれが一つのエネルギ

ーになって大玉村の牽引になる。私、選挙でも言わせていただきましたけれども、あ

そこが一つバスターミナルになるような、オンデマンドタクシーもありますけれども、

そういう意味ではなくて、エネルギーの中心になるようなところでと思ったんですけ

れども、この直売所、どういう状況でなっていくかということ、これからまた考えな

ければいけないところだと思うんですけれども。 

   ３番にまいります。直売所は生産者自身が値付けをしておりますけれども、仕入れ

が要らない、これです、仕入れが要らない利益率を基本とした経営ですね、普通は市

場から仕入れて、１００円のものを、例えば１５０円で売ったりとかするわけですけ

れども、そのときに売れないと、それが損気になるわけです。でも、例えば売れない

からといって、野菜だったらそのまま置いておくとあれですけれども、午後になると

半値に切り返す、全然、直売所は痛くないです。痛いのは、出している皆さんだけと。

だから、トータルにそういうところでいうと、その辺のところのさじかげんは、売り

上げともちろん考え方の問題だと思うんですけれども、後継者の育成と言ったときに、

そのお考え、それからそのシステム、仕入れが要らないというところから殿様商売と

いうふうにしか私は考えられないんですけれども、その辺を例えばどういうふうに還

元するとか、消費税の問題とか、その辺について伺えるとありがたいんですが。 

○議長（菊地利勝） 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） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   野菜、生鮮物等についての販売については、出荷者の売り上げに対しての手数料を

直売所のほうが、手数料を取ってということになりますが、それ以外の部分で直売所

が仕入れをして販売しているというふうな側面もございますので、これについては仕

入れが全く要らないということではございませんし、その経費はかかっているという

ふうに認識をしてございます。 

   また、それらについての運営の方法等につきましては、指定管理を村づくり株式会

社において行っているところでございますので、村が直接そこに言及するという立場

のものではないというふうに認識してございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   村が直接言及するものではないということですけれども、株式会社ということで、

村が大株主になっておられるということで、株式会社という認識は、利益を追求して、
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株主に配当するということなので、必然的に安く仕入れて高く売ると。それで利益を

上げるという宿命がございますので、その考え方でいうと、株式会社という方式、第

３セクターという考え方もあったかもしれませんけれども、その方式も含めて、何か

こう、私、自分で出していていろいろ感じたことでありましたけれども、その辺のと

ころ、また、具体的にお話を伺いたいと思いますけれども、（不規則発言あり）では、

こちらのほうは、次の質問に移らせていただきます。ちょっと時間がありませんで。 

   コミュニティ・スクールの質問にさせていただきます。これも、カメムシ防除のよ

うなものでございまして、気持ちのあり方でございまして、どういうふうにするかと

いう教育の問題というのはとても難しいと思うのですけれども、コミュニティ・スク

ールの運用とこれからの見解と方針についてということで、まず１番、コミュニテ

ィ・スクールの運用に当たって、一番の成果と考えられるものは何かということで、

よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   成果というようなことでお尋ねでありますけれども、まず、コミュニティ・スクー

ルの意義についてちょっと前に触れたいと思います。 

   これからの教育、今、大きく変わろうとしております。どういうことかといいます

と、「社会に開かれた教育課程」といった言葉がキーワードになっています。どうい

うことかといいますと、今までは、ともすると学校の教育は学校の中でこうやってい

く、計画を立てて実践して、生み出そう、高めていくという教育だったんですけれど

も、社会に開かれたということは、学校が地域、当然保護者が入りますけれども、保

護者、地域と一体となって、教育のあり方について、その中身を共有していって、そ

して、子どもたちを地域の人たちと一緒にかかわって育てていくという、そういうふ

うにシフトしてきました。そういったことを考えますと、コミュニティ・スクールそ

のものが地域住民の人たちに参画していただいて、教育のあり方を考えて、教育内容

をよくするということで、今やっているものですから、これからのことを考えると、

その社会に開かれた教育課程ということを実現していく上で、大変大事な大事なツー

ルを担ってくるのかなと、そんなふうに捉えております。 

   そういったことを前提にお話をしますと、まず、保護者、地域住民の立場に立った

ときの一番の成果は、学校という、何というかな、言葉がいいかと、敷居が高いとい

うことをよく言われたんですけれども、代表的な言葉がある教育学者が言っている、

「登校、下校」という言葉があるんですね、登校というのは登るというので、高いと

ころという意識の問題なんです。そういうイメージがあったんですけれども、おおた

まコミュニティ・スクール、今年９年目になりましたけれども、それが非常に高くな

くなってきたということが一番の成果なんだろうと思っています。これは、地域住民

の皆様の協力を得ていただいたいろんな形で学校に入っていただいている、今度は学

校が地域に出ていって活動する、そういった段階に来ていいますので、そこが非常に

大きな意義になろうと思っております。 
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   それから、コミュニティ・スクール委員さんたちが本当にいろんな意見を出してい

だただいて、学校の運営にかかわっていただいている。いろんな意見を出していただ

いて、それが実現して教育の中身が充実してきていると。典型的な例が、この２８日

に行われます「おおたま・オータム・フェスタ」なんですけれども、これもコミュニ

ティ・スクール委員会さんたちのご意見をもとにして、これを学校の行事としてやっ

てきた中身であります。そういったことで、地域住民の参画ということをやられてき

たということです。 

   それから、子どもたちで見たときに、学校に行くと先生方に教わったり、友達と一

緒にかかわりながら学習したり、活動しているんですけれども、そこに地域の方々が

入ってくることによって、多くの方々の目で教育が行われているというようなこと、

これは非常に大きな意味があると思います。「人は人を浴びて人になる」という言葉

があるんですけれども、まさにそういったことで、コミュニティ・スクールの成果に

なってくるのかなと、そんなふうに思っています。 

   それから、先生方にとっての成果というようなことで、毎年その年においでいただ

いた先生方を夏休みに村内の研修会、視察等やっています。文化施設であったりいろ

んな。その後、ふるさとホールでいろいろと意見交換するんですけれども、来て３カ

月たっての印象ということでお話ししてもらっています。「大玉村のよさって何です

か」ということで、毎年質問します。同じようなことが毎年出てきます。一例を申し

上げますと、今年のこれは先生方の感想で、地域で子どもを育てようとしていると、

そういう感想を寄せてくださった先生がいます。それから、地域の子どもは地域で育

て、支えるという意識が大変強いというふうに感じているという、それから幼稚園、

小学校、中学校の連携や地域の人との交流など、さまざまな人とのつながりがあると、

そういったこともあります。それから、コミュニティ・スクールということを確認し

ながら教育に力を入れているというようなそういった印象を持ってくださっている方

もいます。そういったことで、主な成果ということで、３つの視点からまとめてみま

した。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） 大変具体的なわかりやすいご説明ありがとうございます。 

   きょうは２日目ということで、私、きのうもいろいろなお話頂戴してありがたいと

いうか、一つ「自己マネジメント」という言葉が出てまいりまして、マネジメント、

自己管理ということなんだなという理解だったんですけれども、今、大玉村でそれに

つけ加えて、親切と強い意思、大丈夫でしょうか、強い意思ということで、それを一

つの柱にしてマネジメントというところで、とても当てはまると思うんですけれども、

私、結構意思の弱い者でございまして、「マネジメント」というこの言葉をいただく

前に、自己回復能力というのを勝手につくって、自分自身とか子どもたちに対しては、

ちょっと用務員もさせていただいた経緯もありまして、これは何か頑張れと言っても

頑張れないやつがいるんだ、それは東日本大震災でもそうですけれども、そういう何

て言うんでしょうか、寄り添うしかない、「一緒に、じゃ、頑張って」と引きずり上
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げるんじゃなくて、一緒に座っていて、「いや、大変だったな」と言葉をかけるんじ

ゃなくて、それは、よくもう皆さんが経験しているようなことですけれども、これは

一緒に涙流すしかないなとか、そういうことがあると思うんです。それがマネジメン

トとして、何でしょうか、親切で、親切も行き過ぎると押し売りになります。何です

か、強い意思といっても、今、動けないやつもいます。本当にタイムリーなやつはい

いんですけれども、元気なやつ、私、元気なんですけれども、元気なやつはいいんで

すけれども、元気でない者、そういう者に対して「頑張れ」と言うのは酷です。酷で

すけれども、じゃ、その（不規則発言あり）失礼しました。 

○議長（菊地利勝） 質問は、どうしましたか。 

○３番（菊地厚徳） わかりました。 

   教育ということで、今、考えていただいて、今、２番につながりますので、話をさ

せていただきますけれども、コミュニティ・スクールということで、そのマネジメン

トですね、マネジメントということで話はいただいたんで、２番の質問につなげたい

と思います。 

   学校の先生方の労働時間の超過勤務が取り沙汰されているということで、一般教科

の指導とのバランスはどういうふうになっているのかということで、その辺のところ

をお伺いしたいと思います。きのう、いろいろな、どこかで、英語の教員の専門の方

と、それから印刷したりとか、そういう補助要員の方とかいろいろ伺いましたけれど

も、簡単なところでもう一度お願いします。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ３番議員さんにお答えをします。 

   学校多忙化解消が大きな問題になっていると昨日も２番議員さんにお答えしたとこ

ろです。その解決策と改善策についても昨日申し上げたとおりです。 

   ご質問なんですけれども、先生方の勤務時間の中身を持ち時間だけで捉えるという

ことは、ちょっと違うのかなということでお答えします。 

   例えば、大玉中学校で見たときに、平均の持ち時間は１８時間なんです。ところが、

最も多い人で２０時間、少ない人で１０時間と、かなり差があります。何でそういう

差が出てくるかといいますと、これは学校の先生の仕事というのは、授業教えるとい

うのが一番中核なんですけれども、それだけではなくて、さまざまな業務を持ってい

ます。そういったその業務の中身によって、時間を調整をしているというか、そうい

う形で多い人で２０時間、少ない人で１０時間と差が出ます。例えば、教頭先生とい

うのは、全体的に運営にかかわっているんですから、そういった中でも１時間当然少

なくなっている。教務主任の先生も同じです。それから生徒指導主事とか進路指導主

事とか学年主任とか、そういったことがトータルで考えていったときに、持ち時間に

差が出てくるというのは、それが実態であります。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   一番最後に出てきましたので、しゃべることがないのかと思いましたけれども、枝
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葉が広がって余計質問しづらいというか、そういう部分もありまして、とんとんとい

きたいと思います。 

   ３番のＡＩの登場によって人材育成に読み書きに加えてそろばんの復活ということ

で、突然何だという状況ですけれども、このアナログとして検討されてはどうかとい

うことで、ぜひ、具体的に何かこうイメージで結構ですので、ぜひ、乱暴な質問で申

しわけございません、よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ３番議員さんにお答えをします。 

   教育の内容につきましては、国が定める学習指導要領に従ってやっています、公共

教育をやる以上は。その中で、学校裁量の時間というか、総合的な学習の時間とかと

いうのは、時間が決まっていますけれども、内容についてはその地域、学校の実態に

応じてというのが、日本の教育のシステムです。そういったときに、そろばんの話を

なさいましたけれども、そろばんを学校によってやるかやらないかというのは、指導

要領に定められています。現在もそれはやっています、３年生で３時間というのかな、

４年生でやっています。この後、今、新しく教育課程が変わるんですけれども、そこ

においても、そろばんということについて入っていますので、それは充実した内容に

していくように努めてやっていきたいというふうに思っています。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   ３カ月で挫折したほうなので、そろばんをやると算数ができるようになると言った

のですが、残念なんですが、ぜひ、そろばんは私、電卓とは違ってイメージで五玉が

頭の中で暗算で動くということを伺って、そろばんは囲碁や将棋に通じるなというこ

ところで、ぜひ、よろしくお願いいたします。すみません、それでは、次、この質問

は終わらせていただきます。ありがとうございます。 

   次にまいりたいと思います。すみません、もう一つ。大丈夫です、失礼いたしまし

た。次の質問に進めさせていただきます。すみません。紙に書いてはきたのですが、

ちょっと読み飛ばしまして。 

   食の安全と環境への取り組みについてということで、これも安全・安心、環境とい

うことで、同じことの繰り返しですけれども、１番目、２番目、３番目、４番目のと

ころも、全体の３つを受けての環境です。私、選挙のときにもお話しましたけれども、

環境遊歩道というタイトルで話をさせていただきました。それは、一つは生活環境で

あり、社会環境であり、そういう考え方の問題でございます。 

   まず、原発事故からの復興をアピールするために、目に見える形での成果があれば

心強いが、その具体的な取り組みについてということでお伺いします。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

   ３番さん、マイクのスイッチを切ってください。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   復興をアピールするために目に見える形での成果というふうな部分、あるいはその
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具体的な取り組みというお尋ねでございますが、私どもの立場から申しますと、生産

された農産物につきましては、村として現在、自家消費野菜の放射性物質、さらには

直売所におきましても簡易測定器を配置いたしまして、販売する農産物等の放射性物

質検査を実施しております。その検査結果についても、印刷されるようになっており

まして、自家消費野菜の検査結果につきましては、広報紙やホームページにおいて公

表しているところでございます。 

   さらには、昨日もご質問がございましたが、米については全量・全袋検査を実施い

たしまして、出荷可能となる米については、ＱＲコード、こういったものを貼付し、

販売するというふうな内容でございます。 

   また、県におきましては、県内で生産・採取された農産物、あるいは山菜等におき

まして抽出検査を実施しまして、出荷制限等の一覧表も公表されているところでござ

います。 

   大玉村におきまして、復興をアピールするため、その具体的な取り組みというふう

なことでございますけれども、これにつきましては、県の補助事業を活用いたしまし

て、農産物のＰＲ、あるいは風評払拭というふうな意味から、昨年と今年、大宮駅構

内におきまして、駅ナカ食の安全ＰＲ事業、あるいは東京駅でのグランルーフ内の飲

食店と大玉村産の野菜のコラボレーション企画、あるいは友好交流都市であります茨

城県美浦村、あるいは茨城町のそれぞれのイベントにこちら出向きまして、参加をさ

していただいて、これら農産物等について販売をする、さらには安達地方と、それか

ら県の共同で東京都の浅草、浅草寺で開催されます観光物産展、そういったもの、さ

まざまなイベントに参加、物販等行いまして、県内外に村農産物の安全・安心のＰＲ、

あるいは販路拡大に取り組んでいるところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） 次にまいります。 

   食の安全・安心は放射線の測定値などで客観的にあらわすことができる。そのほか

に環境の安全・安心を表現する手段はないか、具体的にということなんですけれども、

放射能は目に見えません。その目に見えない放射能で大玉村の場合、私、農家なんで

すけれども、本当にほかが雨降っても、雨が降らずにため池がたくさんあります。そ

のため池なんですけれども、除染されているということなんですけれども、どういう

ような状況になっているのか、具体的に数字を上げてご説明いただければありがたい

と存じます。よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 質問内容とちょっと、大丈夫ですか。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） 数字は持っています。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

○議長（菊地利勝） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   ため池の除染状況でありますが、大玉村村内では、荒池、西ノ池、重箱池、羽黒池、
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諸田池、こちらのほうを実施しております。１、２、３、４、５、６、すみません、

申しわけございません、平成２９年度に荒池、西ノ池、重箱池、羽黒池、諸田池を実

施しております。平成３０年度に岩高池、あとは鐙ヶ池を実施しております。こちら

のほうの成果といたしましては、荒池につきましては当初、県のほうで実測したとこ

ろ、３万３，０００ベクレルありました。こちらのほうが、施行によって３４０ベク

レルと非常に低い数字になっております。西ノ池については、当初県のほうではかっ

た数字は１万２，９００ベクレル、こちらのほうが、検出値ｎｄ、検出値以下となっ

ております。重箱池につきましては、当初８，１００ベクレルが施行後２，８００ベ

クレル毎リットルとなっております。羽黒池につきましては、県１万１，３００ベク

レルが施行後７３０ベクレル毎リットル以下となっております。諸田池につきまして

は、当初県のほうで測定１万９，７００ベクレルがこちらのほうｎｄ、検出下限以下

となっております。こちらのほう、あと岩高池が当初１万５，８００ベクレルでした

が、こちらのほうは施行後１，０００ベクレル毎リットル以下となっております。鐙

ヶ池については、当初１万６，０００ベクレルありましたが、施行後は５６０ベクレ

ル毎リットル以下となっております。こちらのほう、ため池の実績になっております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   ３番にまいります。ありがとうございました。復興再生の取り組みにおいて今、一

番困っていることは何ですかということで、抽象的なんですが、ぜひ、一題お願いし

ます。 

○議長（菊地利勝） 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） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   食の安全・安心という観点から、復興再生の取り組みで今、困っていることという

観点で答弁を申し上げます。 

   原発事故後につきましては、それぞれに除染等を実施いたしまして、住民の不安払

拭に努めてきたところでございますけれども、風評被害については、今なお、影響が

続いている状況でございます。 

   また、放射線物質については、完全になくなるというふうな部分ではございません

ので、こういった部分を踏まえて、今後とも消費者への安全・安心な農産物を提供す

るために現在行っている取り組みを継続していく、あるいは関係機関と協力、強く

ＰＲしていく必要があると考えてございます。 

   困っていることということでございますが、これは村として、また、生産者の方々、

大変苦慮されているという点では、山菜やキノコなど出荷制限と摂取制限が課されて

いることから、山菜、それからキノコの採取に山に入る方が少なくなったといった影

響もございまして、イノシシが住民の方々の生活している場所まで出てきている、あ

るいは農地を荒らしている、そういった状況にございます。 

   こういったことから、今後とも、電気柵の補助、あるいは猟友会のご協力を得なが
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ら、そういった鳥獣被害対策、そういったものに取り組んで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（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございました。 

   今回は、一番最初に環境ということで話をさせていただきまして、環境は社会環境、

それから本当に人間のなりわいも含めてなんですけれども、自然環境ということであ

るんですけれども、本当に村長がおっしゃったように経済抜きには回らないというの

は確かだと思うんですけれども、どの問題も実は経済ということであって、人間がや

っていることなので、経済を人間の人体に例えますと、体を…… 

○議長（菊地利勝） 以上で、３番菊地厚徳君の一般質問を打ち切ります。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 今後、もう少し整理してよろしくお願いします。 

   以上。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） ここで休憩のため、暫時休議いたします。再開は午前１１時２０分

といたします。 

（午前１１時０２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第２、総括質疑を行います。 

   議案第５１号から議案第５９号までを一括議題といたします。 

   なお、この総括質疑は議事整理の都合上、議案ごとに行います。 

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

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

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

れた内容とするとの申し合わせにより、ご協力くださるようお願い申し上げます。 

   初めに、議案第５１号「平成３０年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について」

に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。６番。 

○６番（佐原佐百合） 成果報告書ページ数、３７ページ。 

   ２の１の７の１の高齢者運転免許証自主返納支援事業の（３）番、デマンドタクシ

ー利用率ということで２６．７％とありますが、この利用率をどのように分析してい

るかをお伺いいたします。 

   続きまして、同じく成果報告書９４ページ、いきいき子育て広場ということで、障

がいを持つ親の育児不安の解消や同じ悩みを持つ親同士の交流を目的とした事業がご
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ざいますが、対象者が５１人、参加者も１３人いらっしゃるのですが、１回しか開催

されていないということで、何か、もっと回数があってもいいかなと思うんですが、

何かその状況があるのかお伺いいたします。 

   それから、同じく９５ページ、下から２段目の丸になります、新生児聴覚検査費用

助成事業、こちらが１人につき３回以内助成しておりということで、助成件数が

１００件となっておりますが、その内訳をわかれば、それと金額などもわかれば教え

てください。 

   それから１４０ページ、ちょっと私も勉強不足でした。大いなる田舎の道と水路と

いう整備事業があるようなのですが、どのような事業なのか、お伺いいたします。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ６番議員さんにお答えいたします。 

   成果報告書３７ページ、２・１・７・②の高齢者運転免許証自主返納支援事業、こ

ちらにつきますデマンドタクシー利用率についてでございますけれども、こちら記載

にございますとおり、利用券の交付数に対して、デマンドタクシーを何回使ったかと

いった利用率を掲載しておるものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   ９４ページのいきいき子育て広場に関してでございます。 

   まず、いきいき子育て広場なんですが、こちらは村内、村の単独事業でありまして、

お子さんの発達やかかわり方について、不安などがあった場合に相談をするという形

の事業になってございます。対象者につきましては、療育センターなどに通院してい

る方や身体障害者手帳、また療育手帳などの交付を受けている中学３年生以下のお子

さんをお持ちの保護者さんを対象にしておりまして、平成３０年度は５１名というこ

とになっております。回数について１回ということで、こちらにつきましては、個別

の相談等は複数実施しているのですが、全体が集まってそのお話を聞くという会につ

いては年１回の開催となっておりまして、今後ちょっと開催については検討していき

たいと考えております。 

   また、９５ページの新生児聴覚検査の関係になります。助成件数１００件というこ

とで、そちらの内訳ということになっておりますが、まず聴覚検査につきましては、

１人１回、まず、必ず受けるような形にしておりまして、そちらでちょっと異常があ

った場合に再検査２回目、再々検査３回までということで助成することになっており

ます。その内訳なんですが、その細かいところにつきましては、医療機関からの請求

が一括になっておりますので、そちら個別に計算するのはちょっと時間を要しますの

で、後ほど調べましてお答えしたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 
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○建設課長（杉原 仁） ６番議員さんにお答えします。 

   １４０ページ、大いなる田舎の道と水路の整備事業でありますが、こちらは地元の

方が人夫として出ていただきまして水路、または道を整備するものでございます。そ

れに対しまして、村といたしまして資材の支給を行います。また、重機にかかりまし

た費用等を助成するものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 再質問になります。 

   先ほど３７ページの利用率の分析ということで、何でこの質問をしたかというと、

全体、多分車が運転できないので返納したんだと思うんですが、その方がデマンドタ

クシーを利用されない、もしくはデマンドタクシー、その件数がもうちょっとあって

もいいのかななんて思いましたので、この数字を当局ではどのように分析しているの

かなという質問だったので、計算方法を伺ったのではなくて、この数字をどのように

捉えているのかという質問だったので、もう一度お願いいたします。 

   それから９５ページ、こちらも回数１回目、２回目、３回目というのはわかりまし

た。金額がわかれば教えてくださいという質問も入っていたかと思いますので、金額

のほう、教えてください。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   ３７ページのデマンドタクシー利用率ということでございますが、枚数的にはかな

りの枚数を交付してございます。これは年間に消費した枚数ということでのパーセン

テージと理解してございます。これについては、使用期限がない現在の発行状況でご

ざいますので、後々の必要時に備えている、もしくは必要までには至らなかった、こ

れに関しては公共施設等、病院等に行くための利用券でございますので、そういった

理由があるのかなと。ただ、利用者の詳しい実態等の聴取、利用形態については聴取

してございませんので、詳細についてはわかりかねる現況でございます。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ６番議員さんに再度お答えします。 

   先ほどの回答がわかりづらかったかと思います。件数についてまでは集計しており

ますが、金額値につきましては、レセプトのほうからもう一回抜き出す必要がありま

して、支払った請求書の内容ですか、そちらのほうを分析して、計算してから別途お

答えしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 課長、答弁についてはページ数を言ってからお願いします。８番。 

○８番（武田悦子） 成果報告書３０ページ、こおりやま広域連携中枢都市圏連携推進協

議会ということで、昨年、３０年度に行われたそれぞれの会議、締結式等々も載って

おります。これの現在の状況、昨年はずっと締結式までいろいろ学習会なり何なりと

いうのがあったようですが、今後どういうふうに進んでいくのか、伺いたいと思いま
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す。 

   続きまして、３２ページ。公共交通運行事務事業ということで、生活バス、デマン

ドタクシー、それぞれ載っております。生活バスの１日の本数、人数等々はこれは載

っておりますが、１日の本数というのは現在何便運行されているのか。デマンドタク

シーは昨年の分なので、今年は、より昨年よりは人数がふえているのかなというふう

には思っておりますが、このデマンドタクシーと生活バス、さらには福祉バスもあり

ますので、その辺の整理の仕方もだんだん検討していく時期になってきているのかな

というふうに思っておりますが、そのあたりについての考えを伺いたいと思います。 

   ３４ページ、⑦の地方創生推進事務事業、これアットホームの改修工事のここのと

ころに関しまして、農業人材の育成という部分の改修の大きな要因になっておったと

いうふうに思っておりますが、ハード面ではアットホーム、しっかりと改修が行われ

ましたが、このソフト面の事業というのがどのようになっているのか伺います。 

   １５４ページ、コミュニティ・スクール推進事業並びに１６２ページ、地域学校協

働活動事業ということで、コミュニティ・スクール、さらにはいろいろな形で地域の

皆さん、学校との連携というのを進めて、子どもたちにもよい意味で大きな影響が与

えられたというふうにお話を伺ってはおりますが、この子どもたちに対するいい意味

の評価というのはどういう形で評価を行っているのか。教育委員会の事業それぞれに

おいて、いろいろと評価、毎年、毎年評価をして、継続していく事業等々という評価

をいただいているのはわかっておりますが、この子どもたちに対する評価というのは

どういう形であらわしていくのかという部分について伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   成果報告書３０ページ、こおりやま広域連携中枢都市圏の関係でございますが、現

在の状況につきましては、１０月１８日に隣の二本松市が正式に加盟するということ

で、協定を結ぶ予定となってございます。成果報告書に記載のとおり、さまざまな会

議等を今までに開催してきております。 

   今後につきましては、現在も行っておりますが、さまざまな職員研修等を郡山市の

ほうで企画していただいておりますので、そちらのほうに積極的に参加していくと。

それから、スモールスタートということで、大きな事業をいつもやるということでは

なく、取り組める事業を少しずつ取り組んでいくということでやっておりますので、

ちょっと大きな事業はなかなか予算の関係もございますので、郡山市のほうに積極的

に参加していくということで、現在はそのような状況でございます。 

   続きまして、３２ページでございます。公共交通関係でございます。広域バスの本

数につきましては、現在１日１６本、１６回営業してございます。いずれも公共交通

関係の見直し、デマンドタクシーとも本格的に始まったということもございますので、

広域生活バスについては、村、もちろん隣の市と絡んでございますので、そういった

中身でいろいろ調整も当然必要なのかなというふうにも感じておりますので、今後、

デマンドタクシーの大分利用客、利用数がふえておりますので、そちらのほうの利用
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状況等勘案しながら、十分検討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（菊地利勝） 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。 

   ３４ページ、地方創生推進事務事業のほうのソフト面になります。こちら、アット

ホームおおたま改修工事、地方創生推進事業で行いますけれども、そのソフト面で大

きく分けまして二つ、６次化商品の検討とそば打ち職人の養成ということで大きく二

つに分かれております。 

   ６次化商品につきましては、検討委員会を設立いたしまして、あと、株式会社大広

のほうに委託業務をいたしております。そちらの中で協議を重ねまして、大玉村はや

はり米ということで、米をベースにした６次化の商品開発ということで検討を重ねま

して、皆様も食べたかとは思うんですけれども、鉄板焼きの煎餅だったり、しょうゆ

焼きの煎餅だったり、あと、もう一つは、まだ商品化にはなってございませんが、蓬

大福なんかもいいんじゃないかということで、検討した結果で、今後、その蓬大福に

つきましては、また、加工所との関係もございますので、さらなる検討が必要かと考

えてございます。 

   あと、もう一つ、そば打ち職人養成ということで、こちらは安達太良そば生産組合

さんのほうに講師依頼をお願いいたしまして、合計２０回、そのうち養成講座という

ことで、そば打ちの体験を開催しております。参加人数につきましては、記載のとお

りで１０８名ということになってございます。 

   あと、もう一つ、６次化のほうでは、エゴマの栽培ということで、こちらにつきま

しても、上の加工場のほうに作油機等を設備投資いたしましたので、そちらを利用し

まして、昨年度はエゴマの油を搾りまして販売しております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   １５４ページ及び１６２ページ。１５４ページのコミュニティ・スクール推進事業、

そして、１６２ページの地域学校協働活動事業、子どもにとってのいい意味での評価

ということでございます。こちらにつきましては、それぞれ、特に地域協働活動につ

きまして、地域学校協働活動事業、放課後子ども教室活動事業、学校支援活動事業、

その３事業の評価検証委員１５名によります地域教育協議会を年３回開催しまして、

その中での評価ということでございます。 

   また、事業ごとにアンケート等とりまして、子どもたちからの感想をいただきなが

ら、その感想により、いい評価だというふうに判断してございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 教育委員会の部分の評価の部分ですが、せっかくいろいろな事業を

行っているわけですから、子どもたちにしっかりと何を伝えていかなくてはならない



 

- 104 - 

 

のかという部分も明確にしながら、いろいろな事業に取り組んでいっていただきたい

なというふうに思っております。子どもたちの変化を評価するのは大変難しいと思う

んです。数字であらわれない部分、テストの点数ではないので、数字であらわれない

部分をどう評価するかという観点に立てば、何をどう伝えていくのかという部分も明

確にしながら、事業を行っていく必要があるのかなというふうに思っております。そ

のあたりも再度伺いたいと思います。 

   あとは、３４ページの地方創生の部分、６次化、６次化、６次化という話は随分前

から出ておりまして、ここにかかわらず６次化という話はもう随分長くつながってき

ているのかな、で、その成果はというところになかなか見えてこない現実があるのか

なというふうにも思っておりますが、せっかく６次化の開発委員というか皆さんに取

り組んでいただいているのですから、もっときちんとした形と言ったら大変失礼です

が、目に見える形で、私どもにもこれが６次化商品、試作品なり何なりでも構いませ

んので、こういう物なんだという物を見せていただく機会というのもご検討いただけ

たらなというふうに思います。 

   以上、いかがでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   成果報告書３４ページ、６次化、それから新たな農業人材育成というふうな部分で

ございますが、８番議員さんおっしゃるとおり、今までも６次化というものは数多く

なされましたし、新たな農業人材の育成というのも、さまざまな形で人材の育成とい

うものにも取り組んでいるところでございます。今回、このような形で取り組んだこ

とによって、改めて大玉にとって米というものの重要性、私ども含めて認識をしたと

ころでございます。それが全体を底上げするという、米のブランド化というものにも

つながりますし、そこから派生する６次商品というふうなものにつなげていきたい、

また、それらを通じて農業者も育成できればというふうなことと同時に、もう一つは、

耕作放棄地の部分をどういうふうにしていくかというものにも取り組んでいきたいと

いうことでの結果というふうなことで認識をしてございまして、このようなことをブ

ランド化、あるいはそれを通じた米を主力に置いた商品開発等々について取り組んで

まいりたいというふうに考えてございます。 

   先ほど、課長答弁いたしましたように、まだ生産体制、これをどうするかというふ

うな部分も確定してございません。昨年度との成果、スピンオフみたいな形での部分

ですけれども、鉄板焼きの煎餅については、今ほどの直売所のほうで販売をさせてい

ただいておりますが、そういった部分、ある意味、先行販売みたいな形になりますけ

れども、そういった部分も含めて今後、議員の皆様初め家族の皆様に味わっていただ

けるような、そういった機会にも何とかつなげ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（菊地利勝） 教育部長。 
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○教育部長（作田純一） ８番議員さんに再度お答え申し上げます。 

   コミュニティ・スクール、そして地域学校協働本部というものにつきましては、地

域の未来を担う本村の子どもたち、地域の方々に見守られ、支えられながら、豊かな

学びや体験をする活動を数多く経験することにより、健やかに成長し、地域に愛着を

持ち、地域に貢献したいと考える人材を育成するということを目的にしています。子

どもたちには、そのことをわかりやすく伝えるようにしながら進めていきたいという

ふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。１１番。 

○１１番（押山義則） 何点か質問申し上げます。 

   まず、成果報告書の中から、１０ページ、一般会計の性質別歳出決算状況でござい

ますが、この人件費の構成比、これは伺いたい形は理想とする形なんでありますが、

職員大変過重労働となっている感がございます。歳出決算の中で人件費のこの割合、

これについて国か、あるいは村としてのこの指標は、目指すところは、そういう意味

の指標はあるのかということを伺っておきます。 

   それから、同じく成果報告書の１９ページ、行政改革の推進、この文言でございま

す。集中改革プランに基づき、適正な職員採用、人員配置ができたとあります。この

言葉の判断材料、ちょっと気になります。職員の残念な結果もありました。この表現

をどのように考えるのか、改めて伺っておきます。 

   それから、同じく成果報告書の中で２２ページ、光ファイバー網運用についてでご

ざいます。これ運用始めて大分経過したのでありますが、これ当初想定どおりの活用、

運用となっているのか、その辺改めて確認申し上げたいと思います。 

   それから、先ほども質問ございました３４ページの６次産業化の商品開発、あれ業

務委託料など４８０万になっています。この金額に対するその成果の検証は必要なの

かなと考えております。それについて伺います。 

   それから、エゴマの６６万、これは大変活発に活動しているようでございます。今

後のことも含めまして全体計画、エゴマのこの利活用について、どのようなことを考

えていらっしゃるのか、全体計画の内容をお示し願いたいと思います。 

   それから、４５ページお願いします。管理係か、老朽化する住宅の撤去でございま

す。これはそろそろ、跡地の利活用について、何を考えて、これはできないですか。

（不規則発言あり）できない部分は…… 

○議長（菊地利勝） 産業厚生委員ですね。 

○１１番（押山義則） はい、そうです。管理係ですから、これはだめなんですか。 

○議長（菊地利勝） 建設課の。 

○１１番（押山義則） 建設課の管理係だから、だめなんですね。はい、わかりました。 

○議長（菊地利勝） よろしくお願いします。 

○１１番（押山義則） はい、わかりました。 

   それと、１点だけ。今回、決算審査意見書でもこれ関連することについては質問す
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ることはできますね。 

○議長（菊地利勝） はい、結構です。 

○１１番（押山義則） お願いします。 

   監査委員、ご苦労さまでございます。決算審査意見書の中で村税８，０８３万、そ

れから国保が７，６５９万、それから農業集落排水関係の使用料で１２１万、介護保

険関係で２６１万あまりの収入未済額があるんでありますが、これらそれぞれどのよ

うな要因で滞納となっているのか、調査、研究されたのか、まあ、やむを得ない事情

という形だと思うんでありますが、その辺のやむを得ない事情の取り扱いとか、その

辺はどの辺に監査委員としてなっておられたか、１点だけ伺っておきます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   初めに、成果報告書１０ページでございます。 

   第４表の一般会計性質別歳出決算の状況の表になります。ご質問の人件費、これの

構成比１７．５％の割合が妥当なのかどうかというご質問かと思います。あくまでも

構成比につきましては、歳出決算合計額に対する割合ということでございまして、こ

れについて常に毎年度変化がございます。今現在、８億９，２００万というふうな金

額を人件費として支出をさせていただいておりますけれども、これにつきましても職

員数の増減によってかなり変化はございます。これは国・県と比較することはかなり

困難なことではございます。この金額が低ければ低いほど、これは他の事業に振り分

けられているというふうな現実的な問題がございますけれども、その事業を担うのは

職員ということになってございますので、これにつきましては、多いか少ないかとい

うのは、かなり判断が難しいところではございます。その辺につきましては、常に変

動するということで、ご理解をいただくということでお願いをしたいと思います。 

   続きまして、成果報告書１９ページにございます行政改革の推進でございます。先

ほどの定員管理について適正に努めることができたという文言はいかがということで

ございますけれども、これにつきましては、行政改革推進計画集中改革プランという

ものも本村も持ってございます。これに対しましての管理上の問題で適正だったとい

うふうに表現をしておりますけれども、この計画におきましては、本来、３０年度の

計画人数でございますけれども、失礼しました、これが本来の計画ですと、８８名に

定員を減らすという計画でございます。これは今までの定例会の中でも私のほうから

答弁させていただきましたけれども、現実的に原発事故が発生して以来、かなりの除

染でありましたり、健康管理の事務事業が増大しております関係から、これらについ

ての達成は困難であると。それに伴う事務事業量の増加に伴いまして、職員を一時的

ではあっても増員をさせていただきますというふうに答弁はさせていただいておりま

す。これにつきましても、今現在の事務事業量に対する職員の配置につきましては、

適正な配置に努め、結果的にはそういった効率的な行政運営ができたという判断から

こういった文言の整理をさせていただいたところでございます。 
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   私側の質問の答弁は、以上２件でございます。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） １１番議員さんにお答えいたします。 

   成果報告書２２ページ、光ファイバー網関係でございます。 

   現在、村には約９２キロの光ファイバー網が網羅されてございます。また、今年も

追加の増設工事を、ご承知のとおり行っている状況でございます。非常に転入される

方がそういった環境を望んでいるということで、この光ファイバー網については十分

効果を出しているというふうに認識してございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 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） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   成果報告書３４ページ、６次産業化商品開発等の業務委託の部分でございますけれ

ども、これにつきましては本年３月２８日に委託をいたしました株式会社大広から報

告を受けまして、この内容につきましては、４月１９日の全員協議会の際に報告をさ

せていただいたところでございます。その内容でございますけれども、先ほど申し上

げました村としての今後の６次産業化商品の開発に向けての米を中心とした道筋とい

うものが、改めて示されたんではないかというふうに考えてございます。それらにつ

いての検証ということでございますが、金額の面含めて、これを生かすことがこの報

告事業に取り組んだ最大の成果ではないかというふうに考えてございますので、これ

らを十分に生かすように今後とも施策に反映してまいりたいというふうに考えてござ

います。 

   また、エゴマの全体計画につきましては、担当課長から答弁をいたします。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） １１番議員さんにお答えいたします。 

   ３４ページのエゴマの関係でございますけれども、こちらのソフト事業を実施した

ときには、こちら試験栽培ということで７，０１７平米のほうで試験栽培を行ってお

りました。エゴマの会自体で今年度につきましては約２町歩ほど栽培しております。

こちらのほうを今後もっと、５町歩等にふやしていきたいというような考えが持って

ございますけれども、その後、６次化商品化しました油だったり、パウダーだったり、

あと種ですね、そちらのほうの販売ルートを、種につきましてはＧＮＳさんというこ

とでご購入いただいているわけなんですけれども、油につきました昨年度搾ったもの

につきましては完売しております。こちらにつきまして、ＮＨＫでエゴマの特集をや

った絡みもございまして、大変売れ行きがよかったというような経緯がございます。

今後、どういった食べ方だったり、おいしく食べられるのかということで、そういっ

た提案もしながら販売増加につなげてまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 代表監査委員。 
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○代表監査委員（甲野藤健一） １１番さんに申し上げます。 

   村税等の関係で私に対する質問ですけれども、監査委員として個別調査は行っては

いない。あくまでも職員からの聞き取りということで行っていますけれども、村税が

今、累積している状態というのは、私、個人的に考えますけれども、あと税務課長か

ら聞いた内容から申し上げますと、やはり一番は、社会情勢の変化、これが一番大き

いと思います。というのは、アパートの入居者がふえてきている。それに伴う転入・

転出、あと新興住宅の中にもそういう状態。もともと大玉村の方々は、私が税務課に

いたころと比べれば、戸数的には減っていると思います。やっぱりあくまでも、新し

い住宅ができたり、転入・転出がふえたり、増減すると、どうしても、累積していく

と、こういう状況下にあると思います。ですから、税務課にとってもこの徴収率を上

げるということは、並ならぬ力だと思います。必要だと思います、放棄して逃げるわ

けですから。だから、税の徴収額よりも必要額を超えての徴収はしてはならないと私

は思っていますから、やはり法的な時期が来れば、不納欠損で落さざるを得ないとい

うふうに考えております。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） １点だけ、質問漏れありましたので、お願いします。 

   決算書の１２ページの中で、個人村民税のことが上がっているんですが、これちょ

っと気になったから質問するんですが、これまで森林環境税という形で、ずっと徴収

されてきたんですが、今回、森林環境譲与税のことを条例化で上がりますので、ちょ

っと確認の意味で質問申し上げますが、これについては、個人住民税など均等割に合

わせて徴収されてきたと。今まで災害復旧の形での支援だったと思いますが、その

１，０００円の数字というのは、この中でどこに上がっているのか、ちょっと確認し

たかったのですが、税務課の方でもどちらでも、お願いします。 

○議長（菊地利勝） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） １１番議員さんにお答えさせていただきます。 

   森林環境税関係に対するご質問でございますけれども、現在、森林環境税として賦

課徴収されていますのは、県の目的税としての森林環境税でございます。森林環境税

につきましては、平成１７年９月だったかと思いますが、県のほうで条例を制定しま

して、平成１８年から村県民税の県税の中の１，０００円、今現在、県の均等割が

２，５００円課税になっていますが、標準ですと、県は１，０００円プラス１８年か

ら森林環境税分が１，０００円、平成２６年から平成３５年までの間は、震災復興分

かさ上げとして５００円、かさ上げになっております。ちなみに村税の均等割につき

ましては、３，０００円が標準税です。プラス５００円が復興関係の上乗せ、３６年

まででございます。合計６，０００円課税になっております。 

   先ほど、若干、国の森林環境譲与税の関係ありましたが、それに関しては、平成

３０年度の税制改正によって制度化されたものでありまして、国のほうの税金、国税

になります。税の種類としては、目的税、これにつきましては、１，０００円ほど均
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等割として市町村が徴収し、県にそれを納めながら、県は国の特別会計のほうに納付

すると。今回の譲与税に関しましては、先取りで国の特別会計のほうで、借入金とし

て２００億円借り入れます。そのうちの８割の１６０億円に関して、それぞれ市町村

に対して、人口割とか人工林面積割とか、そういったもので交付になるということに

なります。国税に関しましては、具体的には現在のところ、令和６年から課税される

と。これについては、震災復興分、村が５００円、県が５００円、これが令和５年で

終わりますので、令和６年からその森林環境税が加わるということで、プラマイ、今

の税制でいきますと、同じく６，０００円均等割として課税になるというような内容

になってございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） １点だけ確認申し上げます。 

   その金額については数字的には、あらわれないということで理解してよろしいんで

しょうか。こういう報告書や何かに均等割で災害復旧のために１，０００円、それか

ら、そういう形で集められている部分の金額というのは数字的にはすることはできな

いんですか。 

○議長（菊地利勝） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） １１番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   具体的数値ということですが、県のほうに対して、税のほうの案分率として約４割、

村県民税の約４割を県税として納めております。あと、課税の状況等具体的に分析を

しまして、最終的にその案分率、小数点以下９桁だか１０桁くらいの数字で最終的に

確定案分率で県のほうに納めるというふうになっております。基本的には税額

１，０００円とか５００円とかと決まっていますので、その部分について県のほうに

納めているというような状況でございます。具体的な成果報告の中では、数字は出し

ておりません。ご了承いただきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐原佐百合） これが最後の質問なので、私も初めての分野の質問なので、わか

るように説明をお願いします。 

   歳入歳出決算書の３１ページ、款２０の５の、一番下になります、右下、５３０万

７，７５０円の収入未済額、これが何なのか教えていただきたいです。 

   それから、９７ページ、地方債現在高の現状ということで、前回、村長説明の資料

にもありましたが、３０年度末現在高で４６億７０２万円の地方債で２０億

９，３１４万円ほどが、言葉がちょっと難しくてわからないのですが、特例債とか臨

時財政対策債で、後年度に全額交付措置されるものでありますと書いているんですが、

私が聞きたいのは、単純にその後年度というのは計画的に入ってくるものなのですか

という単純というか、そういう質問です。 

   以上です。（不規則発言あり） 

○議長（菊地利勝） 整理して。総務文教常任委員なので、よろしいですか、整理して。
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歳入の件に関しては。産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ６番議員さんにお答えいたします。 

   ３１ページ、収入未済額５３０万になりますけれども、こちらにつきましては、堆

肥センターの代金のほうを本宮堆肥センターのほうに委託して徴収してございます。

本宮堆肥センターのほうでちょっと事務手続が間に合わなくて、今年度に繰り越しな

ったわけでございますけれども、こちらにつきましては、現在、収入済みになってご

ざいます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようなので、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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５１号「平成３０年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について」

に対する質疑を終了します。 

   ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は１時３０分といたします。 

（午後０時０８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開します。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 議案第５２号「平成３０年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５２号「平成３０年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 議案第５３号「平成３０年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決

算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。１１番。 

○１１番（押山義則） １点だけ、１９１ページの玉井財産区財産管理運営基金について

お伺い申し上げます。 
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   今回、残高が２，７４３万、補正でも４００万ほど計上されまして、３，０００万

を超える状況になります。これ、時として基金の一部が一般会計に繰り入れされ、玉

井財産区、玉井ということで基金の利活用が限定されると理解している玉井地区の住

民もいらっしゃいます。玉井財産区の存在意義とか存在意識の村民の説明責任は改め

てしておく必要があると考えるんでありますが、今回、新人議員も３人いらっしゃる

ということで、その辺が全員に理解されるようご説明いただくよう願います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １１番議員さんのご質問にお答えをいたします。 

   今ほどの玉井財産区、まず財産区とはということになるかと思いますけれども、財

産区の定義について申し上げますけれども、市町村の一部地域で山林、土地、原野な

どの特定の財産または用水路、温泉などの公の施設を保有する場合、これを管理する

ために設けられる法人格を有した特別地方公共団体のことをいいます。これには長年

の慣習により設けられているものと、合併などの際に財産処分の協議に基づいて用い

られるものがあります。財産区は特別地方公共団体であり、市町村と同じく法人格を

有していますが、市町村のように広範な事務を処理する権能を有するものではなく、

その財産または公の施設の管理及び処分または廃止についてのみ行為能力を有する法

人であるというふうに規定をされております。これは自治法の中で規定をされた団体

になります。 

   今、議題となっております玉井財産区につきましては、その文字のとおり、玉井地

区に存在する団体というふうに言えるかと思います。大山地区についても従来は存在

していたというふうに聞いておりますけれども、これについては財産の処分がなされ

て解散というふうに至っております。 

   今までの基金の関係につきましては、管理者であります大玉村長の提案に基づきま

して、構成団体である管理会の中でその予算の方向性を決定するということになりま

す。従来、この基金の使途につきましては、玉井地区に存在する施設関係の整備関係、

または存在する公共施設に対します設備、備品関係の費用にそれぞれ基金を取り崩し

て予算を振り向けておりました。今後につきましても、今ほどお話した内容に基づき

まして、この基金の有効活用を図ってまいるというふうな流れになるわけでございま

す。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５３号「平成３０年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決算認定

について」に対する質疑を終了します。 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 議案第５４号「平成３０年度アットホームおおたま特別会計歳入歳

出決算認定について」に対する質疑を行います。 

   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（菊地利勝） 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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５４号「平成３０年度アットホームおおたま特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 議案第５５号「平成３０年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５５号「平成３０年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 議案第５６号「平成３０年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を行います。 

   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（菊地利勝） 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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５６号「平成３０年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 議案第５７号「平成３０年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 
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○議長（菊地利勝） 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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５７号「平成３０年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 議案第５８号「平成３０年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５８号「平成３０年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 議案第５９号「平成３０年度大玉村水道事業会計決算認定について」

に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５９号「平成３０年度大玉村水道事業会計決算認定について」に対

する質疑を終了します。 

   以上で総括質疑は終了しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第３、平成３０年度歳入歳出決算認定議案の委員会付託を行い

ます。 

   お諮りします。 

   平成３０年度歳入歳出決算認定議案である議案第５１号から議案第５９号までにつ

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

託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 
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   したがって、議案第５１号から議案第５９号までの平成３０年度歳入歳出決算認定

議案については、決算審査特別委員会に付託することに決定しました。 

◇          ◇          ◇ 

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

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

副委員長の互選をお願いします。 

   なお、人選の結果については議長に報告願います。 

   委員会の会場については、議場といたします。 

   ここで、議事運営の都合により暫時休議いたします。再開は１３時５５分とします。 

（午後１時４１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後１時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

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

局長より報告させます。事務局長。 

○議会事務局長（矢崎由美） 報告いたします。 

   決算審査特別委員会委員長、佐原佐百合議員、副委員長、松本昇議員。 

   以上です。 

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

告したとおり決定いたしました。 

   お諮りします。 

   先ほど決算審査特別委員会に付託いたしました議案第５１号から議案第５９号まで

の平成３０年度歳入歳出決算認定議案については、会議規則第４６条第１項の規定に

より、９月１３日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、決算審査特別委員会審査結果の報告につきましては、９月１７日

の本会議前までに議長に報告願います。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 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

会といたします。ご苦労さまでした。 

（午後１時５６分） 


