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令和元年第６回大玉村議会定例会会議録 

 

第１２日  令和元年９月１７日（火曜日） 

 

 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。 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第４８号 大玉村森林環境譲与税基金条例の制定について 

     議案第４９号 大玉村立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例について 

     議案第５０号 大玉村水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

     議案第６０号 令和元年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第６１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６２号 令和元年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について 

     議案第６３号 令和元年度大玉村農業集落排水事業特別会計補正予算について 

     議案第６４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６５号 令和元年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算について 

     議案第６６号 令和元年度大玉村水道事業会計補正予算について 
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     議案第６７号 大玉村固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

    委員会付託事件（平成３０年度歳入歳出決算認定議案）の委員長審査報告 

     委員会委員長審査報告に対する質疑 

    議案の討論・採決 

     議案第５１号から議案第５９号まで 

     ①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 

     ②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 

     ③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 

     ④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 

     ⑤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 

     ⑥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 

     ⑦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 

     ⑧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 

     ⑨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 

    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５号 幼児教育・保育の無償化の実施に伴う陳情書 

     陳情第６号 「令和２年度及び復興・創生期間後も国の『被災児童生徒就学支 

           援等事業』の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見 

           書」の提出を求める陳情書 

     陳情第７号 「ふくしま学力調査」中止の意見書提出を求める陳情書 

    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５号 議会広報編集特別委員会設置に関する決議について 

     議員発議第６号 令和２年度及び復興・創生期間後も国の『被災児童生徒就学 

             支援等事業』の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求め 

             る意見書について 

    議員派遣の件について 

    閉会中の継続審査申出について 

     （１）総務文教常任委員会 

    閉会中の継続調査申出について 



 

- 117 - 

 

     （１）総務文教常任委員会 

     （２）産業厚生常任委員会 

     （３）議会運営委員会 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 矢崎由美、書記 菊地拓也、鈴木真一、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。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○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） 日程第１、議案第４８号「大玉村森林環境譲与税基金条例の制定に

ついて」を議題といたします。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） その条例そのものについては問題ありませんが、条例の中で言う、

この６条では、基金の目的を達成するためには必要な事業で、その必要な経費に充て

ると。それは当然でありますが、その上の５条では、確実な繰り戻しの方法で、基金

を現金にかえて運用することができるんだというようなことが掲げているわけですけ

れども、わずかな金をこれ運用しなきゃならないことは容易でないことにならないの

かと。 

   それから、５条では、６条できちっとその目的のためにと言っていながら、５条で

ちゃんと後に回収できれば使っていいんだというのは、何か矛盾するような気がする

んですけれども、それを繰替運用して、どういうところに充てようとして、仮に使う

とすれば、どこに充てようとしているのか。 

   それから、公布の日ということを、一番下、公布の日からというのは、公布の日は、

きょう議決して、これを公表した日が公布の日なのか。その点についてお願いします。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどの森林環境譲与税基金条例の５条と６条の言葉の違いについてかと思います。 

   初めは、５条のほうの繰替運用、これ運用と言っておりますとおり、例えば一般会

計の事業予算の中で森林関係以外の部分、この部分で財源的に不足したような場合、

今までも何回か繰替運用という形で基金の取り崩しをさせていただいて、まずは充当

をさせていただくと。これは、あくまでも運用ということでございますので、その次

の年以降、順次返済をするという形になります。これは、一般会計の中で補正予算を

組みまして、基金のほうにお戻しをするという形になります。 

   一方、６条につきましては、あくまでも処分という言葉を使っております。これに

つきましては、目的の事務事業関係について、完全に基金を取り崩しをして予算に充

ててしまうということで、戻す行為はございません。 

   この言葉の違いでご理解をいただければと思います。返済をするのは運用、処分に

ついては、もう使い切りという形の意味合いになってきます。 
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   一方、もう一つの附則の、この条例は公布の日から施行するということでございま

すけれども、これにつきましては、議決後、議会のほうから村長宛てに条例関係の議

決案件の報告がなされます。それ以降、村長の決裁をとりまして、公布をすると。そ

の公布の日が、この基金条例が生きるといいますか、施行された日にちということに

なりますので、村長決裁後の告示行為が行われた日ということになります。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そうすると、条例では一応そういう掲げておく、条例上の整理だ

ということですね。この銭も使わなきゃならないほどになっちゃって、わずかな、た

しか数百万くらいなるのかな、それ一般予算に繰り向けなきゃならないなんていうこ

とは考えられないと思うんだけれども。それは、そういう条例的な中身だということ

でよろしいんですね。 

○議長（菊地利勝） 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をいたします。 

   今ほど議員さんおっしゃるとおりでございます。あくまでも今持っております基金

条例につきましては、この条文が全て入ってございます。一時的な運用の必要性が発

生した場合のみということで、それを実際に履行するという今のところの予定は持っ

ておりません。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。８番。 

○８番（武田悦子） この森林環境譲与税基金ということで、このお金の流れ、どこから

どういうふうにして、ここの基金に積み立てるお金が回ってくるのかということを伺

いたいと思います。 

○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。 

   お金の流れということですが、こちらにつきまして、森林環境税につきましては、

令和６年度から課税されるということになっておりまして、それまでの間に関しまし

ては、暫定的に交付税並びに譲与税の配付金特別会計において借り入れしながらとい

うことになってございます。そちらは国のほうから県のほうに配分されまして、県か

ら各市町村に、森林の面積、林業の就業者数、あと、大玉村の住民の人数等によって

案分されまして、交付されること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。１１番。 

○１１番（押山義則） まず、この第２条の基金として積み立てる額の、この定める額で

ございますが、その定義をまず伺います。 

   それから、基金の基本的な財源活用による事業の内容、今ほど課長からちょっとそ

の部分については説明あったんですが、大玉村のこれに対する該当面積とか、私有林

の面積とか人工林の面積、どのように把握されておられるのか伺います。 
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○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。 

   最初のご質問の定める額、第２条関係の文末にあります定める額でございます。こ

れにつきましては、予算としまして上程をさせていただきます。それは、歳入額でま

ずお示ししまして、それを歳出のほうで積立金という形で議決後の予算を定める額と

いうふうにご理解いただければよろしいかと思います。 

   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。 

   事業の内容、さらには大玉村での該当面積等、把握しているかというふうなお尋ね

でございますが、まず、この森林環境譲与税、市町村における使い道、使途につきま

しては、間伐、あるいは林業に携わる方の人材育成、担い手の確保、さらには木材利

用の促進、普及啓発等の森林整備、それから、その促進に関する経費というふうなこ

とで使途が明示されてございます。 

   それぞれの私有林の人工林面積等につきましては、課長のほう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。 

   森林環境譲与税の森林等の面積なんですけれども、こちら令和元年度から３３年度

までの試算ということで数値が記載されてございます。その中で、私有林人工林の面

積が３６０ヘクタール、林業就業者数が１２名、人口のほうが８，６７９人というこ

とで、こちらの試算をもとに今年度から交付されること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） 私有林の面積、これ３６０ヘクタールということでございますが、

これは、今までもこの森林に関することだと組織的なところにお世話になって、森林

整備とか何かしているところのみがいろんな事業の対象になってきたと思うんですが、

例えば森林組合にお世話になっているところとか。そういう形も今後もとらざるを得

ないんでしょうか。３６０ヘクタールという面積はかなり広いと思うんですが、その

辺の理解を伺います。 

○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。 

   森林環境譲与税につきましては、私有林の人工林面積が試算の原則となっておりま

して、そちらの面積が３６０ヘクタールとなってございます。使途につきましては、

先ほど部長が答弁したとおり、間伐、人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普

及啓発等の森林整備、また、その促進に関する費用に充てられるということでござい

ますので、こちらの譲与税をもって森林のほうの全体の環境整備を行っていくという
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ことになります。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 私が伺いたいのは、結局、いろんな森林面積がありますが、該当

する事業というものは限定される。今までもされてきたと思うんです。だから、そう

いう形でも、今後もこれを運用されていくのか。全体３６０と言っていますが、実際

は森林組合にお世話になっている部分とか、そういう形のところしかこの補助対象に

ならないのかということであります。その辺の具体的なその縛り、それを伺いたいん

であります。 

○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。 

   今ほど村内の私有林の人工林面積、これが３６０ヘクタールというふうに申し上げ

ました。基本的には、こちらの面積を対象にということでございますけれども、それ

の全てを実施するのには譲与税、まだまだ少額でございます。したがって、基金とし

て積み立てた上で事業を実施するということになりますが、当然事業を実施する上で、

現時点でまだ国のほうから明快な事業、どういったふうな形で村では実施するのかと

いうふうなガイドラインとして明確なものは、まだ示されていない状況でございます。 

   したがいまして、村としては一定の金額、これを基金として積み立て、当然事業を

実施するために所有者の方にみずから行ってくださいというのはかなり難しい現状で

ございますので、１１番議員ご指摘のように、当然のことながら森林組合なり、その

他の林業事業者に委託をするという形も、もちろんこれは出てくると思いますので、

そういった形での事業構築、これらを進めてまいりたいというふうに考えてございま

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。 

   質疑を打ち切るにご異議はございませんか。 

（「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。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決することに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、これより議案第４８号を採決いたします。 

   本案は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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 
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   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第２、議案第４９号「大玉村立幼稚園預かり保育条例の一部を

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。１１番。 

○１１番（押山義則） 端的に伺います。 

   日額２００円、それから４５０円と、これ、それぞれ決定されておりますが、これ、

日額決定の根拠はどのような形でこの数字出されているのか伺っておきます。 

○議長（菊地利勝） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） １１番議員さんにお答えいたします。 

   今回、１０月１日から実施されます保育の無償化に伴いまして、条例改正の提案を

させていただいたところです。 

   ご質問の日額の根拠でございますが、まず、７時から８時の日額２００円につきま

しては、臨時の預かりにつきましても日額２００円となっております。当初設定した

ときに、月額上限の１０分の１という形で設定をさせていただきました。今回、

４５０円の根拠でございますが、無償化の日額の上限額が４５０円となっております。

当村の定めでいいますと、従来まで月額の設定でございました。日額の上限４５０円

ということになりますと、利用日数少ないご家庭が逆に利用負担が出てきてしまうと、

そういう不公平を講じさせないために、今回日額４５０円ということで設定をさせて

いただいたところです。 

   以上です。 

○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） 質疑なしと認めます。 

   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、これより議案第４９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（菊地利勝） 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（菊地利勝） 日程第３、議案第５０号「大玉村水道事業給水条例の一部を改正す
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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（菊地利勝） 質疑がないようですので……１１番。 

○１１番（押山義則） １点だけ伺います。 

   現行の中で、村長が給水装置工事の設計をするとき１件につき１万、これは削除の

理由はどういうことでしょうか。 

○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） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   現行であります４２条第１項第１号、村長が給水装置の工事の設計をするときとい

うことでございますが、これにつきましては、水道導入当時、例えば水道の加入者に

かわって村が設計をしてというふうな、そういうふうなことがございました。ただ、

近年、こういった事例は全く該当するものがございません。いわゆる給水装置の工事

事業者、こちらにおいて行うということでございましたので、該当することがなくな

ったということで規定が不要となったもので、今回の改正に合わせて削除をするもの

でございます。 

   以上であります。 

○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。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第５０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（菊地利勝） 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（菊地利勝） 日程第４、議案第６０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） まず、１２ページの村債関係でありますが、臨時財政対策債につ
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いて発行可能額が確定したのでというようなことで、今回こういう補正がなされたわ

けでありますけれども、今までの、その前のずっと前のページですか、それで、普通

交付税の総額が確定したということで、その交付税のページには出ているんですけれ

ども、それによって発行可能額が確定したんだと。したがって、その前に既定で既に

発行している分を除いて、その差額について今回計上するという説明だと思うんです

けれども、ざっくり言って、この臨時対策債というものは発行できる、する、何てい

うか、枠組みというか、どういう方法でというか、この計算式があると思うんですけ

れども、そこらについて、まず最初に伺っておきます。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   臨時財政対策債の発行可能額関係でございますけれども、これにつきましては

１３ページの上段のほうにございます。これと、９ページの上から２段目のほうにご

ざいます地方交付税の普通交付税をあわせてごらんをいただければと思います。 

   まず、仕組みとしましては、普通交付税の交付額の算定がございます。これについ

ては、毎年７月、当初、国のほうから算定シートというものがまず来ます。これにつ

いては、それ以前から決算統計等の事務を５月から進めておるわけでございますけれ

ども、最終的に７月の交付税算定シートが国から来た際に、本村の状況、環境、全て

そのシートの中に入力をいたします。この入力をしますと、最終的に普通交付税の交

付額と臨時財政対策債の発行可能額が自動的に算出をされるという仕組みになってお

ります。 

   これにつきましては、従来からお話ししておりますとおり、本来、普通交付税とし

て、その総額を国が地方公共団体に交付をする責務がございます。ただし、国の交付

税の特別会計では不足を実はしておるというのは、前からお話をしております。本来、

交付をしなければならないんだけれども、国の予算としては交付税総額を全額交付で

きないと。この臨時財政対策債といいますのが、その国の予算の中で不足をしている

額というふうにご理解をいただければと思います。 

   この額については、国が交付するかわりに市町村が借り入れをしてくださいという

ことになります。その借り入れをした、今回６９０万円ほど補正予算で計上させてい

ただいておりますけれども、結果としまして、これ当初と合わせますと１億６９０万

円。これは、本来交付税で交付すべき額ではありますけれども、予算がないので、村

で一時借り入れをしてくださいという結果になっております。 

   以前、後年度、借り入れをした翌年、後年度以降です、国の交付税の中で市町村に

返しますよというふうに申し上げましたけれども、これは、基準としてはおおむね

１０年程度の期間の中で、国が交付税の中に算入をさせて市町村に交付をするという

ことになってまいります。 

   合計しますと、普通交付税が１５億３，６００万円程度になりますけれども、臨財

債については１億６９０万円。合計しますと１６億４，３６３万４，０００円が、本

来国が交付税として交付すべき額というふうにご理解をいただければよろしいかと思
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います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   引き続き、ほかのことについてを伺います。 

   ページ、２６ページの農業振興費の委託料、米の食味計の分析で１００万円として

いるんですけれども、やらんとしていることはおおよそ理解できますが、これは何年

度の分の事業で、そして、どういう方法でというようなこと。ざっくり１００万とい

うことなんで、この内訳、おおよそどういうことでということでをお願いしたいと思

います。 

   それから、２８ページの農地費の２カ所のかんがい排水施設整備費。この事業との

関連でお尋ねといいますか、お願いしておきますが、村の農業そのものが大きく変わ

ろうとしている状況で、土地改良区のこれからのあり方というのは今後変わってくる

と思うんですけれども、村では、そのことによって非常に今後の村の農業にもかかわ

りあるので、特に村長にこれは申し上げておきたいんですけれども、しっかりと村の

役割を果たすために、議会との連携も図りながら進めていただきたい。これはお願い

でございます。 

   それから、３２ページの教育費の事務局費、福島県版市町村学校支援の統合型校務

支援システム、これらの概要について、そして導入の委託料は４５万円ですけれども、

これ１回ぽっきりで、これで全部終わるのかどうか。さらには、当初予算の関係で見

ると、そこら辺の関係についてはちょっと見当たらないんだけれども、そこら辺はい

つごろからどのような方向に進んできて、このように相なってきたのかということに

ついての経緯についてもお願いをします。 

   それから、２８ページの林業振興関係、先ほどもお話、林業の関係で話ししました

が、直接ここの中には入ってこないんですけれども、林業振興ということで、あえて

お尋ねしておきますが、今回、横堀平、前、村で求めた土地、山のほうありますね、

杉のテストした。いわゆるあそこのところ含めた民有林、大山の方、主に持っている

んですけれども、俗に権現堂山なんて言われているんですけれども。あそこ一帯の調

査をするんだというようなことで、あそこの集会場に車置かせてくれなんていう話が

あったというんですけれども、それは、どこが主体になって、どのような調査をして、

そこで、その目的やことについて掌握しているとすれば、お願いしたいと思います。

していなければしようがないね。 

○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） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   ページ、２７ページ、米の食味等分析委託でございますけれども、これは、今年度、

米のブランド化、大玉産米のブランド化に向けて、現時点で栽培されているお米、こ

れを食味、さらには土壌等を分析する委託料でございます。 
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   委託先といたしまして、現在協議を進めておりますのは、福島大学の食農学類のほ

うに委託を申し上げ、現時点で栽培されている村内の各所のお米、これらについて分

析をしていただいて、来年度の作付に向けて、それらの結果について反映をしていく

というふうな形で進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   後段の林業関係の事務につきましては、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） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ページ、２８ページ、林業関係なんですけれども、今現在、横堀平のほうの民有林

調査ということで、森林再生事業の年度ごとに実施する箇所を委託して、決定してと

いうことで、その調査を今現在行ってもらっております。それに基づいて、今度その

民有林の所有者のほうから同意いただいて、同意をもらえれば、そこの森林に対して

森林再生事業のほうで整備を行っていくというものになってございまして、今そちら

の調査のほうを実施しておりまして、その調査の委託機関なんですけれども、森林・

林業・緑化協会のほうに委託しまして、実施して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） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ３２ページ、教育委員会事務局の管理運営に要する経費の中の委託料、福島県版市

町村立学校統合型校務支援システムの導入の関係ということでございます。 

   まず、概要につきましてですが、学籍、出欠、成績、学習や生活、健康の記録等の

児童・生徒のデータを一元管理して、その都度データを入力することなく、通知表や

調査書、指導要録等の必要な帳票が出力できて、他校に移動しても同じシステムで操

作できるよう、学校種ごとに統一したシステムを導入するというようなものでござい

ます。 

   機能といたしましては、成績処理、出欠管理、時数管理等の業務系、健康診断表、

保健室来室管理等の保健系、指導要録等の学籍系、学校事務系など、校務情報を一元

管理するとともに集計することを行うシステムというものであります。 

   システム上、システムにおける効果としましては、まず、定性的効果としまして、

学習指導の質の向上、生徒指導の質の向上、業務の質の向上、教員の異動への対応、

セキュリティーの向上、通知表等の記載内容の充実、コミュニケーションの向上とい

うものが挙げられてございます。 

   それと、今回の委託費ということでございますが、今回は、そのシステムを導入す

るに当たっての先生方の研修費というものでございます。この研修費につきましては、

来年度以降も必要に応じて計上させていただきたいなというふうには考えてございま

す。 

   また、このシステムそのものにつきましては、来年度以降導入いたしまして、運用

し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。 
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○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） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   ページ、２８ページ、農地費の土地改良区の関係について、村長のほうにご要望と

いう形でございましたけれども、現在、土地改良区のほうと協議を進めておりますの

は、多面的機能の直接支払いの広域化によって、村内の主に直接水田に水を引く水路

等について、その多面的機能を利用した管理をしていくというふうなことで、土地改

良区が直接管理をする幹線の水路、あるいは頭首工、そういったものの管理。それか

ら、一般の末端水路、そういったものの管理の切り分け。さらに、広域化による事業

の展開。これを土地改良区が担う。そしてまた、それを村のほうがしっかりと支えて

いくというふうなことで協議を行っているところでございます。 

   また、中山間特別直接支払制度につきましても、同じくこの広域化というふうなこ

とで、これらをしっかりと支えていくことが本村農業の持続可能な部分を担保してい

くということになろうと思いますので、この部分、しっかりと協議、あるいは支援を

しながら進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（菊地利勝） ほかにございませんか。８番。 

○８番（武田悦子） ３３ページ、先ほどもございました福島県版市町村立学校統合型校

務支援システム、それぞれいろいろできること等々ございました。これは、県内の全

ての学校に導入されるということがもう決定しているのかどうかがまず１点。 

   いろいろ健康状況、成績だけではなくて、健康状況の部分もここで管理できるとい

うお話ございました。例えば、転校していった子どもの情報とかを、これで、転校先、

相手先の学校に送るというようなこともできるのかどうか。そういった場合のセキュ

リティーの問題。やはり個人情報、究極の個人情報ですので、そういう部分の不安と

いうのがないのかどうかという部分をお聞きしたいと思います。 

   さかのぼりまして１７ページ。 

   １７ページ、企画費の中の⑦地方創生の推進に要する経費の委託料、新たな出会い

応援事業委託料というものございますが、これの具体的な中身、委託をされるのはど

こになのかという部分について伺います。 

○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。 

   １７ページ、⑦地方創生関係の新たな出会いということで、この事業の中身につき

ましては、少子化対策の推進、結婚奨励事業ということで進めてございます。 

   今回は、結婚サポーターセミナーということで、世話やき人の方をつくっていきた

いということで考えているのと、あとは、婚活セミナー業務委託としまして計上して

ございます。婚活セミナーについては、委託先については、ＦＭ Ｍｏｔ．ｃｏｍさ

んのほうで本宮市さんのほうで取り組んでいるということで、それらを参考に検討し

て進めてまいりたいというふうに考えております。 
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   以上です。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ３３ページ、統合型の校務支援システムの導入でありますけれども、昨年度来から

検討委員会を県のほうで設けまして、そこで検討してきました。先ほど部長のほうで

お答えしましたように、市町村が違っても同じものを使えるということが大きなメリ

ットであろうというようなことで、そんなことで５社のうち１社を決めて、それを各

自治体が契約するという形になります。ですから、全ての市町村で導入するかどうか

というのは市町村の判断なんですけれども、そのメリットを十分にお伝えして、その

方向でお願いしたいというようなことが県の方向であります。県立学校のほうは県の

ほうで負担するんでありますけれども。 

   それから、そういったことでメリットがあるというようなことと、それから、今ご

心配いただきましたセキュリティーの問題なんですけれども、これは、入札するとき

に専門的な立場から検討委員会も置きまして、その中での非常に大事な要素として、

そのセキュリティー問題というようなことについて検討させていただきました。そう

いう点で、この点については大丈夫であると。ですから、転学していっても、あるい

は進学していっても、そういったものを使えるというようなことで、非常に使いでが

あるというようなことで、導入する方向で検討させていただいております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） 大変申しわけございません。８番議員さんに再度答弁させ

ていただきます。 

   それぞれの事業の委託先ですが、私はＦＭ Ｍｏｔ．ｃｏｍと申しましたが、ふく

しまＦＭの間違いでございますので、訂正させていただきます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） それぞれありがとうございます。 

   校務システムについてもう一度伺います。 

   ５社のうち１社に決めて導入をするということは、導入自体はそれぞれの自治体に

お任せをするということは、結構ばらばらなものが導入されるという認識でよろしい

んでしょうか。県内それぞれの自治体でばらばらな、５つあるわけですから、それの

うちのどこかということになれば、そういうことなんでしょうか。 

   あとは、始まってみないことにはわからないんだろうと思いますが、先生方の負担

というのがどのぐらい軽減されるというふうに予想されているのかどうか。そのあた

りを伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えします。 

   ちょっと私の説明が十分でなかったみたい。ばらばらじゃなくて、県内全ての自治
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体で同じものを使ったときのメリット、それは先ほどお話ししましたように、市町村

を越して転出入した人たちが同じものを使えるというようなことで、非常に使いでが

あるでしょうと。それからもう一つは、県内全て同じものにすることによって、価格

の面でかなりこう安価になるんじゃないかと。大きな２つのメリットがあります。そ

ういったことで、ばらばらに契約するというのは、一つのものについて、いつ契約す

るかというようなことについては各自治体の判断になる。そういう意味でご理解いた

だきたいと思います。 

   それからもう一つ、もう一つは何でしたっけ。先生方の負担。これは、いろんな先

行事例がありまして、例えば大阪の例で言いますと、年間１２２時間かな、多分。で

すから、かなりの時間数、１日当たりに換算しますと、１時間近く仕事量が軽減され

るという、そういう実績もありますので、多忙化解消にも非常に有効であるというよ

うな、そういうことで導入というようなことで検討させていただいております。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 年間１２２時間。何かすごく負担軽減されるような気がしますが、

月に直せばわずか十何時間ということで、１日に直すと何時間なのかな、何分なのか

なというふうに考えてしまうと、大した、大変失礼ですが、まあまあこれを導入して、

そんなにすごく皆さん先生方の負担が軽くなるというふうには何か思えない部分があ

るんですが、これを一つのきっかけとして、もう少し別な形の負担軽減という策も考

えていくべきかなというふうにも思いますが、その辺の考え方。 

   あと、もう１回確認したいんですが、５社のうち１社にするというのは、もう県内

統一のものを一つに決まったということで理解してよろしいんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 失礼しました。ちょっと数字の訂正させてください。大阪の例は、

年間で２２４時間です。ですから、それを大体勤務日数に割り返しますと、１日１時

間ぐらい仕事が軽減されるというようなこと。 

   それから、仕事量だけじゃなくて、先ほど部長のほうでお答えしましたように、子

どもたちに対しての、子どもたちのデータがいっぱいありますよね、それを持ち込ん

で手書きでやるというよりは、それをみんなで共有していって、先生方で共有する。

それから、中学校に進学したときに、小学校のデータを使えるというようなことで、

成績、そういったことで、非常に指導上の効果もあるというようなことで、この統合

型の校務支援ソフトというのは非常に使いでがあるやつなのかなと思っています。 

   それから、これだけじゃなくて、多忙化解消につきましては、前もお答えしました

けれども、さまざまな点でできるところはやっていって、今のその現状を少しでも改

善していきながら教育の充実というようなことに努めていきたいと、そんなふうに考

えております。 

○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します。 

   ５社の話ですが、この統合型支援システムにつきまして、市町村立学校統合型校務
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支援システムの在り方検討委員会、その専門の部会のほうで５社によるプレゼンテー

ションを行いまして、その中から１社の選定ということでございます。全市町村、そ

のプレゼンテーションを行って、採択した１社でということでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。４番。 

○４番（本多保夫） １７ページ、総務費なんですが、一番上の公用車リース料３０万、

これはどういった意味合いなのか、ご説明願います。 

   それから、２９ページ、農林水産業費なんですが、工事費で請負費ですか。ふれあ

い広場の駐車場防護柵５８万。ふれあい広場にはもう既に防護柵がついているはずな

んですが、新たに設置する必要がある場所が出たのかどうか。 

   それから、有害鳥獣防止対策に要する経費で１９７万ですか。これの内訳、例えば

電柵に幾らと、わなに幾らとか、そういったものを把握してあれば教えていただきた

いと思います。 

   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） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   １７ページ、一番上にございます使用料及び賃借料の中の公用車リース料関係でご

ざいます。 

   これにつきましては、それぞれ総務課のほうで公用車集中管理を行っております。

中に無償貸与を受けておりました電気自動車１台ございましたが、これにつきまして

貸与期間満了となりまして、本年の３月に返納をしております。この返納を受けまし

て、１台分の予算を計上したものでございます。 

   内容としましては、従来、購入という形で予算を計上させていただいて、メーカー

から買っていたというのが実態でございますけれども、これにつきまして、リース物

件ではどうなるのかという検討をさせていただきました。この結果、修繕費とか車検

費用、そういったものを含めてもさほど差額はないと。これについて、大きな修繕が

出た場合については逆転する場合がございますので、今回１台について試行的に、こ

のリースという考えを採用させていただいたところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ４番議員さんにお答えいたします。 

   まず、２９ページ、ふれあい広場の防護柵ということでございます。 

   こちらにつきましては新たな設置箇所になりまして、県道からの出入り口の部分の

西側のほうに直売所の看板がございます。営業時間とかイベントの内容とか、たまに

記載してあるんですけれども、そちらの看板の脇が大体１メートルぐらいの段差にな

っておりまして、県道から駐車場に入る際に、国道から上がって来て、県道入って、

駐車場に入る際に、その駐車場の入り口を通り過ぎて忘れてしまって、その看板の西

手からたまに入って落っこちちゃっているという車が、何件か１２区の区長さんが目
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撃しておりまして、うちのほうに相談がございました。確かに１メートルの段差があ

りますので、何かのイベントの際、夜になった場合、明かりも余りございませんので、

歩行者の方もそこから落ちる可能性もあるということで、そこの部分に今回防護柵を

設置させていただきたいということで、こちらのほう予算計上させていただきました。 

   ２点目、有害鳥獣防護柵設置事業なんですけれども、こちらにつきましては、全て

電気柵になっております。９月４日現在で、既に申請のほう３６件上がってきており

まして、当初予算ではさすがに予算のほう対応できないということで、今回不足分に

関しまして補正予算ということで計上させていただいております。 

   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） 何点かお伺い申し上げます。 

   まず、１７ページ。１７ページの村おこし活性化事業補助金について伺います。 

   これ、これまでも村おこしについてはいろんな形で取り組まれていると思いますが、

この活性化事業の全体計画伺うとともに、今回の５４万３，０００円、これ何のため

なのか。それを伺ってまいります。 

   それから、１９ページ。１９ページの国内外交流事業の中で、首都圏消費者交流事

業委託料ございます、８７万２，０００円。これ県の事業なんだと思いますが、大玉

村ではどのような取り組み方をするのか。また、独自性などを考えていらっしゃるの

か。その点伺っておきます。 

   それから、２１ページ。２１ページの委託料の中で、プレミアム付商品券発行業務

委託料ございます。これ消費税増税に対する施策の一つと考えておりますが、執行方

法と対象者の利用率とか何か、どのように考えておられるのか。これ、ある意味で低

所得者に向けてのようなことの対応でございますが、生活格差を助長するようなこと

がないように対応してほしいんでありますが、その点について改めて伺います。 

   それから、２５ページ。２５ページの同じく委託料で、先駆的健康づくり実施支援

事業委託料と元気づくりシステム導入事業委託料と、これ計上されておられます。こ

れ、それぞれの具体的な中身を伺います。 

   それから、２７ページ、再生可能エネルギー利用促進について。これ産業振興セン

ターに太陽光発電装置つけるんだと思いますが、村民の捉え方なんでございますが、

産業振興センターについては、村づくり株式会社に、ある意味で委託されている部分

大きいかなと思いますが、この事業の中で、村づくり株式会社への運営の手助けとい

うことは構わないと思うんでありますが、一般財源で７００万の負担があります。こ

れは捉えようでありますが、問題ないんでしょうか。その辺伺います。 

   それから、同じページの中で、先ほども質問ございました米の食味等分析委託料

１００万円でございます。これは生産者とか産地の選択方法、受け入れ農家とか受け

入れ法人とか、どのように選択される、考える、やられるのか、おられるのか、その

考え方を伺います。 

   それから、これはまた２９ページをお願いします。 
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   ２９ページ、先ほども質問ございましたが、有害鳥獣の防護柵。これ、現状私も驚

いているんですが、最近、通学路とか人家の庭まで出没しているようなイノシシであ

りますが、そういう状況がございます。抜本的な対策の検討が必要と考えるんでござ

いますが、その点についてどのような考えでおられるのか、伺っておきます。 

   それから、３１ページ。３１ページの観光の振興に要する経費、うまいものマップ

ホームページ製作業務委託料４９万５，０００円とございます。これ、意気込みは大

変理解できるんでありますが、この前も似たような事業を既に実施しておられます。

成果はさほど期待できないと捉えております。それぞれの店舗の独自性とか企業努力

が大切ではないかと思っております。それで、そういった意味で、これに対して行政

がかかわることなのか。これは村民の理解が得られると考えているのか。その点につ

いて改めて伺っておきます。 

   それから、最後にもう１点、先ほどから何度もお話が出ます３３ページの統合型校

務支援システム導入委託料でございます。これは議案調査の中で、それぞれ具体的

な中身は伺ったんでありますが、まず根本的に考えなきゃいけないのは導入の必要

性、これをどのように本当に検討されたのかということでございます。何となく聞

いておりますと、何か教育委員会の主導している、そういうふうな形にとらわれが

ちでございます。それぞれの学校の中で校長先生とか、その辺の考え方はどのよう

に捉えておられるのか。根本的には教員の働き方改革が、それ前面にあるんだと思

いますが、それに対しての捉え方。こういう形も確かに正解なのかもしれませんが、

これを取り入れることについていいことばかりは、先ほどからお話伺っているんで

ありますが、これによって起こり得る、そういう問題点などの検討はなかったんで

ございましょうか。 

○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。 

   １７ページ、中段、①企画事務関係の村おこし活性化事業の補助金でございます。

総事業費が１０８万５，４００円でございます。補助金が２分の１でございますので、

今回５４万３，０００円の計上となってございます。内容につきましては、特注品の

浴衣５０着を玉井三区太鼓台の保存会のほうでつくって、それを貸し出すということ

での補助の要望でございます。 

   それから、１９ページになります。 

   国内外交流事業に要する経費としまして、首都圏消費者交流事業でございます。今

年度につきましては、東京の本所法人会の方をこちらのほうに招くということで予定

をしてございます。これにつきましては１０分の１０の補助となっておりまして、今

回は、予定としましては１０月２０日から２１日に予定をしてございます。大玉村に

来ていただいて、それぞれ、この日にちょうどうまいもの祭りが開催されますので、

そちらのほうに参加していただき、その後、アットホームのほうで、それぞれ放射線

関係の講話等を聞いていただいて、宿泊して、次の日、村内の関係施設を見学して、

東京に戻るというような事業の内容でございます。 
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   以上です。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） １１番議員さんにお答えいたします。 

   まずは１点目、２１ページのプレミアム付商品券事業についてでございます。理由

につきましては、先ほど議員さんご指摘のとおり、１０月１日改正の増税に対応する

ということになっていまして、現在の対象者の利用率ということですが、まず対象者

数なんですが、当初予算に計上したとおり、１，０９０人で計算していたんですが、

その後、非課税世帯の方、確定しまして、対象者的には約１，５００名が対象となっ

ております。その中で、３歳未満のお子さんの方々もいらっしゃるということになっ

ております。 

   現在の申請状況なんですが、この１，５００人中４８０名の方が引きかえ券対応と

いうことで、非課税の方は１８６名なんですが、残り３歳未満のお子さんを持つ方に

ついては、そのまま郵送しております。この郵送につきましては、これから生まれる

子の部分がありますので、９月３０日までに生まれる方については、今後郵便でお送

りして情報を提供したいと思っています。 

   また、その中で生活格差ということのご指摘がございましたが、今回の事業につき

ましては、２万５，０００円分の商品券を２万円で買えるということで、

５，０００円ということになっていまして、金額的にはさほど大きくないというふう

に認識してございます。 

   続きまして、２５ページ、少々お待ちください。 

   先駆的健康づくり実施事業についてでございます。こちらにつきましては、福島県

が健康寿命の延伸に向けて民間企業と協同した市町村の先駆的事業について支援する

ということになってございまして、実際に県内でもやっているところはありまして、

本村でも、前に実施している市町村があるところと同じなんですが、カゴメ株式会社

さん、トマトジュースとかのあるところなんですが、そちらのほうと連携しまして、

事業を実施したいと思っております。具体的には今後詰めるような形になっているん

ですが、朝ベジ運動４週間チャレンジや野菜飲料の飲み比べなどを考えてございます。 

   続きまして、元気づくりシステム導入事業につきましてですが、２５ページです。

同じ２５ページになっています。 

   元気づくりシステム導入事業につきましては、現在、伊達市さんが取り組んでいる

ところではあるんですが、身近な場所に住民の通いの場を設けて、社会参加を含む心

の、心身の健康並びに介護予防と生活習慣病予防等の疾病予防、また、重症化予防と

いうことで、体操をメインに一体的に実施する事業でございます。 

   具体的には、集会場等に集まっていただいて、週２回、運動を行って、その中で運

動のほかにもいろんな取り組みをあわせてやるというふうな形で、内容につきまして

は今後検討していく形になりますが、今年度は初期導入ということでの費用を計上し

てございます。あと、また来年以降についても継続で維持経費、事業経費はかかって

いくことになります。 
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   以上です。 

○議長（菊地利勝） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） １１番議員さんにお答えいたします。 

   ２７ページ、産業振興センター太陽光発電設備等設置工事の内容ですが、村民の捉

え方と村づくり株式会社との関係、あと、一般会計から７００万という金額が支出さ

れるので、その辺の捉え方というご質問だと思います。 

   まず、この事業でありますが、補助対象といたしましては、市町村または市町村と

連携する法人。補助率といたしましては２分の１以内、上限５００万円ということで

設定されております。 

   こちらのほうですが、村民の捉え方、村づくり株式会社、難しい点はあると思いま

すが、この施設自体が村の管理ということで考えております。非常に省エネには、年

間４０万円ほど省エネになります。それで、地産地消と自家消費をＰＲする事業とい

う内容、目的となっておりますので、合致するということで一応考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） １１番議員さんにお答えいたします。 

   ２７ページ、食味分析の委託関係なんですけれども、こちらの分析を行ってもらう

検体のほうの選定ということで、圃場の選定につきましては、現在、今検討委員会、

ブランド化推進検討委員会ございまして、そちらの生産者の方８名ございます。そち

らの方の圃場で試験圃場等を行っていて、米の食味検査のほうも、そちらの圃場でと

れた米を検査に回したいというふうに考えてございます。 

   続きまして、２９ページの鳥獣対策。こちらの対策につきましては、村のほうでも

本当に困っているところでございます。わな等設置はしておるんですけれども、なか

なかかからないというのが現状でございまして、今後も猟友会さんといろいろと協議

しながら、どういった対策が必要なのか、効果があるのかということについて検討し

てまいりたいというふうに考えてございます。 

   続きまして、３１ページのうまいものマップのホームページなんですけれども、こ

ちら現在、役場の担当職員のほうで各店舗のほう取材等行ってございます。こちらの

ほうを写真等まとめまして、その写真をもとに委託業者さんのほうにお願いして、地

図等と一緒にホームページからリンクできる部分を作成したいというふうに考えてご

ざいます。現在のところ３３店舗を予定しておりまして、今まで店舗等の紹介だった

り、そのお店がどこにあるかという地図での紹介だったりというのが余りございませ

んでしたので、ホームページとかでリンクされるということで、今後は少しはもっと

集客のほうを見込めるのじゃないのかなというふうに考えてはございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １１番議員さんにお答えいたします。 

   ３３ページ、統合型の校務支援システムの導入についてでありますけれども、この
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件につきましては、以前からこういうものがあって、これを使うと非常にいいなとい

うようなことについては、先生方の中からも話出ていました。個々のもの、例えば健

康管理につきましては、例えば「えがお」というソフトがありまして、それを使って

やったんですけれども、それを一元的にやるというようなことに、この大きなメリッ

トがあるというふうに思っています。 

   実は、大玉村でも、３年ほど前だったと思いますけれども、これの検討について業

者に来てもらって、いろいろ検討した経緯があるんですけれども、そのときの課題は、

先ほどお話ししましたように、自治体が違うところに行った先生方、あるいは自治体

が違うところから来た先生方がばらばらでは使えないよねという話があって、それで

何とかお願いしたいというので県のほうにお願いして、今回こういう形に県で全体に

決まったという、そういう経緯があります。 

   課題なんですけれども、一つは、やっぱり導入時に当たって、いろいろ手間暇がか

かると思います。それから、研修等も必要になると思います。今回、補正に上げさせ

てもらったのは、そういったものを学期末の忙しいとき、学年末の忙しいときじゃな

くて、できたら冬休みあたりに研修できないかと。そういったことをするための、そ

の対応策というようなことで予算を計上させていただきました。 

   それから、導入時にいろいろお金、導入をするために当たってデータの移行等で、

かなり手間暇かかると思うんですけれども、できたらそういったことの費用について

も予算化させていただいて、先生方の仕事の軽減化を図っていきたいなと、そんなふ

うに思っております。 

   それから、全県的に見ますと、もう既に導入しているところがあるんです。例えば、

伊達市であるとか、新地町はもう既に導入してあるんです。残念ながら、伊達市も新

地町も今回決まったものと違うものがあるものですから、そういったことの対応をど

うするかということが話題になりました。それは、契約というか、更新するときに、

今回決まった内田洋行（株）という、使うんですけれども、そういったことに移行し

てもらうような形で全県一元化できればなというようなことで今進んでおります。 

   それから、もう一つの課題は、全ての自治体が必ずしも導入するというか、その年

度も違ってきますので、そういったことのずれ、そのことをどうするかという課題も

あるんですけれども、徐々にこうやっていきましょうと。大きな県のほうの目標とし

ましては、うちがそうなんですけれども、２０年度の当初にそれを導入する。２１年

度、それから、既に導入しているところが、あるいは、またもっと別なほうに予算を

使わなきゃならないというようなところに関しましては２２年度というようなことで、

年度計画で徐々にこの狙いを達成できるようにというようなことで、今努めて、その

準備をして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） １１番。 

○１１番（押山義則） １点だけ、今の統合型校務支援システムの導入についてのことで

伺います。 
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   私がちょっとお話を聞きたかったのは、大玉、この管内において、小・中学校の先

生方とそのような話し合いを煮詰められたのかということと、やっぱり一番気になる

のはその点なんです。大玉は、これまでもコミュニティ・スクールとか何かで、いろ

んな形で取り組んでおられます。そういう取り組みそのものが、評価は大分、県内外

でされておられますが、そこで活動する先生方については、いろんな負担とか何かも

重なってきてなかなか大変だというような、そういうことも耳にいたします。その辺

が教育委員会と先生方の中で十分話し合いがなされて、この事業展開されていくのか。 

   確かに、これは後の、これさえ設定してしまえば、あとは年間５万ぐらいの維持費

ぐらいで済むようでございますんで、これは大変、最初は大変だけれども、あとちゃ

んと基本さえ覚えて皆さんに理解していただければ、そのようになると思うんではあ

りますが、その辺の理解、これまで、取り入れるまでの押しつけにならないのか。そ

の辺だけ、もう１回ちょっと確認したいんであります。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 働き方改革、多忙化解消については、事あるごとに校長会とか教

頭会とか、そういうところで話をしています。その中の非常に有効な一つの手だてと

して統合型校務支援ソフトがあるというようなことで、これ決して先生方を忙しくす

るというようなことでなくて、多忙化を解消して、なおかつ子どもたちの指導の中身、

中身を濃くしていくという、そういうシステムでございますので、そこをご理解いた

だきたいというふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） １１番議員さんにお答えいたします。 

   先ほど年間５万ということで、議案調査に来られた際に、年間５万という話で記憶

されているかと思うんですが、初期費用が５万ということで、一番最初に入れるのに

５万、年間としては二十数万、あと回線使用料ということで若干かかるということで

ご理解いただければということでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐原佐百合） １７ページ、企画事業に要する経費の委託料、第５次総合振興計

画等基礎調査業務委託料なんですが、ちょっと初めてなので教えてください。 

   調査方法であったり、いつから実施するのか、内容などわかれば教えてください。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   今回の予算の計上につきましては、計画の基礎調査ということでございます。これ

につきまして、住民アンケート、それから各課の今までの振興計画の進捗状況、それ

からヒアリング等を予定してございます。 

   この策定の流れにつきましては、今ほどお話しした中身に検討委員会、それから住

民の説明会、それから説明会が終わりますと企画調整委員会、それから企画調整小委

員会、最後には、議員の皆様方にご説明申し上げて、振興計画を作成するということ
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でございます。 

   失礼しました。今年度、この予算計上していますんで、今年度の調査、基礎調査の

委託。それから、来年度に計画を策定するという予定でございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 基礎調査の中には、先ほど住民説明ということもありましたが、

住民の方を２回、３回ぐらい集めて住民同士で議論をする。そんなような会議は行わ

れないんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ６番議員さんに再度お答えいたします。 

   ５次の計画を今度、基礎調査に基づいていろいろ策定していきます。ある程度固ま

った段階で住民の皆様にご説明申し上げるようになりますので、今年度はそこまでい

けるか、ちょっと進行を見ながら進めていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（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。 

   質疑を打ち切るに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。 

   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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６０号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 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（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３０分と

いたします。 

（午前１１時１４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午前１１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第５、議案第６１号「令和元年度大玉村国民健康保険特別会計
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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（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。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６１号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するに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、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第６、議案第６２号「令和元年度大玉村玉井財産区特別会計補

正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑はございませんか。１１番。 

○１１番（押山義則） 玉井財産区の財産の維持管理に対することでちょっと伺います。 

   玉井財産区で仮置場がそろそろ返されるというようなことを伺っているんでありま

すが、その仮置場が返されて、大分あの広い面積が仮置き場として活用されてまいり

ましたが、その後の利活用についてどのように考えておられるのか。定まっておられ

ましたら、お伺い申し上げます。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、仮置場としての役目を終えるという、それは、お話はある程度賜ってはおり

ますけれども、いつ現在で村から財産区のほうに返ってくるのか、それがまだ決定は

されておりません。本来の役目を終えますれば、従来の考え方からしますと、現況復

旧というような形かと思いますけれども、そういった日程関係、定まっておりません

ので、ある程度の方向性がついた時点で検討をしていきたいと思っております。 

   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） 
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○議長（菊地利勝） 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、これより議案第６２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 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（菊地利勝） 日程第７、議案第６３号「令和元年度大玉村農業集落排水事業特別

会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑はございませんか。 

（「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、これより議案第６３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 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（菊地利勝） 日程第８、議案６４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。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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６４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（菊地利勝） 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（菊地利勝） 日程第９、議案第６５号「令和元年度大玉村後期高齢者医療特別会

計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６５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（菊地利勝） 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（菊地利勝） 日程第１０、議案第６６号「令和元年度大玉村水道事業会計補正予

算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑はございませんか。 

（「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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 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（菊地利勝） 日程第１１、議案第６７号「大玉村固定資産評価審査委員会の委員

の選任について」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（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 
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   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するに異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 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（菊地利勝） 日程第１２、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」から議案第５９号「平成３０年度大玉村水道事業会計歳入歳出決

算認定について」までを一括議題といたします。 

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

審査特別委員会委員長。６番。 

○決算審査特別委員会委員長（佐原佐百合） 決算審査特別委員会報告書。 

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

告いたします。 

   決算審査特別委員会に付託されました平成３０年度歳入歳出決算認定議案を審査す

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

総務文教分科会、産業厚生分科会の２分科会を設置して審査することといたしました。 

   分科会では、所管する決算項目、特別会計について、９月１２日、１３日の２日間

にわたり慎重審議がなされました。 

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

席のもと、分科会座長から報告を受け、報告に対する質疑応答を行いました。 

   以下、分科会ごとの審査結果を報告します。 

   まず、総務文教分科会について報告します。 

   総務文教分科会に付託されました平成３０年度歳入歳出決算認定議案を審査するた

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

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

育総務課長、生涯学習課長、会計管理者兼出納室長に出席を求め、分科会を開催いた

しました。 

   総務文教分科会に付託されました平成３０年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定に

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

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

   その結果、総務部については、①村の行事やイベントの情報発信についてＳＮＳな
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どを効果的に活用し、また、情報が随時更新できる体制構築を望む。②それぞれの公

共交通の実態を踏まえた効率的運行を検討されたい。 

   教育部については、①幼稚園管理運営について、大山幼稚園園舎の増築の際に減少

した園庭の確保や撤去された遊具の再設置など早急な対応を望む。②小学校への学校

司書の配置により、学校内での図書の貸出数が増加するなど効果が見られるが、ふる

さとホールや大山公民館の積極的利活用が図られるよう工夫されたい。③総合型地域

スポーツクラブ事務事業について、健康長寿の村づくり事業の一環として社会体育施

設を活用するなど、利用者数の増加に努められたい。 

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

たしましたとの報告がなされました。 

   次に、産業厚生分科会について報告します。 

   産業厚生分科会に付託されました平成３０年度歳入歳出決算認定議案を審査するた

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

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

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

催いたしました。 

   産業厚生分科会に付託されました平成３０年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定に

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

成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、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、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、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、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、平成３０年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定について、慎

重なる審査を行いました。 

   その結果、住民福祉部については、①特定健康診査及び各種健診事業について、受

診率の向上に努めること。②ひとり暮らし高齢者及び老老世帯の見守りについて、よ

り詳細な把握に努めること。③外国人労働者の受け入れ体制のあり方について検討す

ること。 

   産業建設部については、①増加する有害鳥獣の被害防止対策をより強力に進めるこ

と。②商業振興のためのプレミアム付共通商品券のあり方について、中小企業及び個

人商店に対しても有益となる取り組みを進めること。③水道事業会計について、将来

を見据えた健全な運営に努めること。④アットホームおおたまについて、公設民営の

利点を生かした運営を進めることとし、付託された全ての案件について、全委員一致

をもって原案のとおり認定すべきものと決定いたしましたとの報告がなされました。 

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

んでした。 

   以上、決算審査特別委員会において慎重審議の結果、付託された議案第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、全委員一致をもっ
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て全議案とも原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

   以上のとおり、決算審査特別委員会に付託されました平成３０年度歳入歳出決算認

定議案について審査結果を報告いたします。 

    令和元年９月１７日 

                   決算審査特別委員会委員長 佐 原 佐百合  

   大玉村議会議長 菊 地 利 勝 殿 

   以上のとおりです。よろしくお願いいたします。 

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

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

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

す。 

   質疑を省略する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。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１３、議案第５１号から議案第５９号までの各議案について、

順次討論並びに採決を行います。 

   議案第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」をお諮り

いたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   これより議案第５１号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

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

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

   議案第５２号「平成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」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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   これより議案第５２号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

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

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

   議案第５３号「平成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」

お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   これより議案第５３号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認定する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、本案は原案のとおり認定されました。 

   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」お諮りします。 

   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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   これより議案第５４号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認定する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、本案は原案のとおり認定されました。 

   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」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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   これより議案第５５号を採決いたします。 

   本案について特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認定する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、本案は原案のとおり認定されました。 

   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」

お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   これより議案第５６号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認定する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、本案は原案のとおり認定されました。 

   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」

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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   これより議案第５７号を採決いたします。 

   本案について特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認定する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、本案は原案のとおり認定されました。 

   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」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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   これより議案第５８号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認定する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、本案は原案のとおり認定されました。 

   議案第５９号「平成３０年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定について」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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   これより議案第５９号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 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５３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１４、陳情第５号「幼児教育・保育の無償化の実施に伴う陳

情書」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の結果の報告

を求めます。８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から報告を申し上げます。 

   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９月６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５号

「幼児教育・保育の無償化の実施に伴う陳情書」について審議するため、９月６日午

後１時３０分より大玉村役場第１委員会室において全委員が出席し、さらに参考意見

の聞き取りのため住民福祉部長に出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   本陳情について、本村の保育所における給食食材費は無償であり、２号認定となる

３歳児から５歳児の幼児についても在籍がないことから、直接該当するものではない

が、支援体制の整備については必要である等の意見が出されました。 

   当委員会では、これらを踏まえ、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９月１７日 

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

   大玉村議会議長 菊 地 利 勝 殿 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 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。 

（「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、質疑を打ち切ります。 

   陳情第５号「幼児教育・保育の無償化の実施に伴う陳情書」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。 
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   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（菊地利勝） 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と決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１５、陳情第６号「「令和２年度及び復興・創生期間後も国

の『被災児童生徒就学支援等事業』の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める

意見書」の提出を求める陳情書」を議題といたします。 

   本件について、付託いたしました総務文教常任委員会委員長から審査の結果の報告

を求めます。１０番。 

○総務文教常任委員会委員長（須藤軍蔵） 議長の命によりまして、総務文教常任委員会

の審査結果を報告いたします。 

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

「「令和２年度及び復興・創生期間後も国の『被災児童生徒就学支援等事業』の継続

と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書」の提出を求める陳情書」を審議す

るため、９月６日午後１時３０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、さらに参考意見聴取のため教育部長に出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   陳情第６号「「令和２年度及び復興・創生期間後も国の『被災児童生徒就学支援等

事業』の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書」の提出を求める陳情

書」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９月１７日 

                   総務文教常任委員会委員長 須 藤 軍 蔵  

   大玉村議会議長 菊 地 利 勝 殿 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 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。 

（「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、質疑を打ち切ります。 

   陳情第６号「「令和２年度及び復興・創生期間後も国の『被災児童生徒就学支援等

事業』の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書」の提出を求める陳情

書」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。 
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   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（菊地利勝） 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（菊地利勝） 日程第１６、陳情第７号「「ふくしま学力調査」中止の意見書提出

を求める陳情書」を議題といたします。 

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

求めます。１０番。 

○総務文教常任委員会委員長（須藤軍蔵） 議長の命によりまして、総務文教常任委員会

の審査結果を報告いたします。 

   去る９月６日の本会議において総務文教常任委員会に付託されました陳情第７号

「「ふくしま学力調査」中止の意見書提出を求める陳情書」について審議するため、

９月６日午後１時３０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

に参考意見聴取のため教育部長に出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   本陳情について、それぞれの立場で是非をめぐる考え方が異なるので、県及び村教

育委員会、学校現場並びに陳情者等の意見を聞いてから慎重に判断すべきであるとの

意見が出され、全委員一致をもって継続審査とする旨決定をいたしました。 

   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９月１７日 

                   総務文教常任委員会委員長 須 藤 軍 蔵  

   大玉村議会議長 菊 地 利 勝 殿 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 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。 

（「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、質疑を打ち切ります。 

   陳情第７号「「ふくしま学力調査」中止の意見書提出を求める陳情書」を採決いた

します。 

   本陳情に対する委員長の報告は継続審査です。 

   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（菊地利勝） 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。 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１７、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（菊地利勝） 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（菊地利勝） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程 配付） 

   配布漏れはございませんか。（なし） 

   ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議員発議第５号「議会広報編集特別委

員会設置に関する決議について」、議員発議第６号「令和２年度及び復興・創生期間

後も国の『被災児童生徒就学支援等事業』の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を

求める意見書について」、議員派遣の件並びに総務文教常任委員会からの閉会中の継

続審査申出書及び各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から閉会中の継続調

査申出書が提出されました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第５号から議員発議第６号及び議員派遣の件並びに総務文教常任委員会か

らの閉会中の継続審査の申出書及び各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長か

らの閉会中の継続調査申出書をそれぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１から追加

日程第５として議題にしたいと思います。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議員発議第５号から議員発議第６号並びに議員派遣の件並びに総務文教常

任委員会からの閉会中の継続審査申出書及び各常任委員会委員長及び議会運営委員会

委員長からの閉会中の継続調査申出書をそれぞれ順番に日程に追加し、追加日程第

１から追加日程第５として議題とすることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 追加日程第１、議員発議第５号「議会広報編集特別委員会設置に関

する決議について」を上程いたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。７番。 

○７番（鈴木康広） 議員発議第５号「議会広報編集特別委員会設置に関する決議につい

て」 
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   上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。 

    令和元年９月１７日 

     大玉村議会議長 菊 地 利 勝 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 本 多 保 夫  

   議会広報編集特別委員会設置に関する決議 

   次のとおり議会広報編集特別委員会を設置するものとする。 

記 

   １．名   称  議会広報編集特別委員会 

   ２．設置の根拠  地方自治法第１０９条及び委員会条例第５条 

   ３．目   的  議会広報の編集及び議会広報に関する対策 

   ４．委員の定数  ６人 

   ５．調 査 期 限  調査終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。 

   以上、決議する。 

    令和元年９月１７日 

                            福島県安達郡大玉村議会  

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 議員発議第５号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   これより採決いたします。 

   議員発議第５号について採決いたします。 

   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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案どおり可決されました。 

   ここで議会広報編集特別委員の選任を行います。 

   お諮りします。 

   議会広報編集特別委員の選任については、委員会条例第６条の規定により議会にお

いて選任することとなっております。 

   議会広報編集特別委員については、先例により、各常任委員会よりそれぞれ３名を

選任の上、議長に報告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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、各常任委員会より３名を選任の上、議長に報告願います。 

   なお、会場については、総務文教常任委員会は第２委員会室、産業厚生常任委員会
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は第１委員会室で行います。 

   ここで議事運営の都合上、暫時休議いたします。再開は２時といたします。 

（午後１時４９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開します。 

（午後２時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 各常任委員会より選任報告がありました。 

   議会広報編集特別委員について、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。 

   総務文教常任委員会より、斎藤信一議員、渡邉啓子議員、佐原佐百合議員。 

   産業厚生常任委員会より、菊地厚徳議員、武田悦子議員、押山義則議員。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） 議会広報編集特別委員会委員について、ただいま事務局長が報告し

たとおり選任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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   ここで、委員会条例第８条第１項の規定に基づき、議会広報編集特別委員会を招集

いたしますから、直ちに委員会室にご参集の上、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いたします。 

   なお、人選の結果については議長に報告願います。 

   会場は、第１委員会室で行います。 

   議事運営の都合上、暫時休議いたします。再開は１４時１５分といたします。 

（午後２時０１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開します。 

（午後２時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 議会広報編集特別委員会委員長、副委員長の互選結果について、事

務局長より報告させます。議会事務局長。 

○議会事務局長（矢崎由美） 報告いたします。 

   議会広報編集特別委員会委員長、佐原佐百合議員、副委員長、斎藤信一議員。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） 議会広報編集特別委員会委員長、副委員長については、ただいま事

務局長が報告したとおり決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 追加日程第２、議員発議第６号「令和２年度及び復興・創生期間後

も国の『被災児童生徒就学支援等事業』の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求
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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。６番。 

○６番（佐原佐百合） 議員発議第６号「令和２年度及び復興・創生期間後も国の『被災

児童生徒就学支援等事業』の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書に

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９月１７日 

     大玉村議会議長 菊 地 利 勝 殿 

                    提出者 大玉村議会議員 佐 原 佐百合  

                    賛成者 大玉村議会議員 渡 邉 啓 子  

   提出先 復興大臣、文部科学大臣、総務大臣、財務大臣 

   令和２年度及び復興・創生期間後も国の『被災児童生徒就学支援等事業』の継続と

被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見書（案） 

   東日本大震災から８年が経過しました。東日本大震災で被災をし、経済的理由によ

り就学等が困難な子どもを対象に、「被災児童生徒就学支援等事業」が全額国庫負担

の単年度の交付金事業として行われています。令和元年（平成３１年）度も、東日本

大震災復興特別会計による被災児童生徒就学支援等事業として計上され、４４億円が

予算化されています。 

   この事業を通して、幼稚園児等の就園支援、小中学生に対する学用品等の援助や通

学支援（スクールバス運行による通学手段の確保にかかる経費を含む）、高校生に対

する奨学金支援、特別支援学校等に在籍する児童生徒への就学奨励、私立学校及び専

修学校・各種学校の授業料減免などが実施されています。被災した子どもたちには、

学校で学ぶための極めて有効な支援事業として機能しています。 

   本事業の対象は全国各地に避難している子どもたちです。福島県では、平成３０年

４月時点で１万７千人以上の子どもたちが県内外で避難生活を送っています。（福島

県こども・青少年政策課公表）。経済的な支援を必要とする子どもたちは多く、子ど

もたちの就学・修学のためには、長期的な支援がなくてはなりません。学校現場から

も事業の継続を強く望む声が届いています。事業に係る予算措置は単年度のため、事

業が終了、もしくは規模が縮小することとなれば、自治体負担となることも危惧され

ます。 

   復興庁は平成３０年１２月１８日、「復興・創生期間後も対応が必要な課題の整理」

を公表しました。被災した児童生徒等に対する支援について「復興・創生期間後も家

族や住居を失い心のケア等の支援が必要な児童生徒が一定数就学している学校が残る

可能性があり、特別な教員加配、スクールカウンセラーの配置等に対する支援につい

て、一定期間継続が必要であるとの要望がある」と報告しています。 

   平成３１年３月８日には、『「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興

の基本方針の変更について』が閣議決定され、復興・創生期間後における復興の基本
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的方向性を示しました。この中の「具体的な取組」にも「被災した子どもが安心して

学ぶことができる教育環境の確保に取り組む」とあります。 

   福島の復興・再生に向けた動きは本格的に始まっていますが、これからも「被災児

童生徒就学支援等事業」の継続による就学支援は必要です。経済的に困窮している家

庭の子どもたちの就学・修学に対し、いきとどいた支援が保障されるよう強く要請し、

令和２年度及び復興・創生期間後も国の『被災児童生徒就学支援等事業』を継続し、

被災児童生徒の就学支援に必要な財政措置を行うことを求めます。 

   このような理由から、下記の事項の実現について、地方自治法第９９条にもとづき、

意見書を提出します。 

   １．東日本大震災によって経済的に困窮している家庭の子どもたちの就学・修学を

保障するため、令和２年度及び復興・創生期間後においても全額国庫で支援する「被

災児童生徒就学支援等事業」を継続し、十分な就学支援に必要な予算確保を行うこと。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

    令和元年９月１７日 

                  福島県安達郡大玉村議会議長 菊 地 利 勝  

   以上のとおりです。よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地利勝） 議員発議第６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。質疑ありませんか。 

（「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、質疑を打ち切ります。 

   これより採決いたします。 

   議員発議第６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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案どおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 追加日程第３、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（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

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

定しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 追加日程第４、閉会中の継続審査申出についてを議題といたします。 

   総務文教常任委員会委員長から付託されました事件について、会議規則第７５条の
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規定に基づき、お手元にお配りいたしましたとおり、閉会中の継続審査の申し出があ

ります。 

   お諮りします。 

   総務文教常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   したがって、総務文教常任委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 追加日程第５、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

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

また、議会運営委員会委員長から所掌の事務調査について、会議規則第７５条の規定

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

す。 

   お諮りします。 

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

続調査とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

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

会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 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しまし

た。 

   これをもって本日の会議を閉じ、令和元年第６回大玉村議会定例会を閉会といたし

ます。ご苦労さまでした。 

（午後２時２６分） 

 

 


