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令和元年第９回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  令和元年１２月１３日（金曜日） 

 

 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   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第 ７３号 大玉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

             制定について 

     議案第 ７４号 大玉村太陽光発電設備と自然環境保全との調和に関する条例 

             の制定について 

     議案第 ７５号 大玉村区長等設置条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ７６号 大玉村交通教育専門員設置条例の一部を改正する条例につい 

             て 

     議案第 ７７号 大玉村職員定数条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ７８号 大玉村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を 
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             改正する条例について 

     議案第 ７９号 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ８０号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条 

             例について 

     議案第 ８１号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正す 

             る条例について 

     議案第 ８２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

             について 

     議案第 ８３号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい 

             て 

     議案第 ８４号 大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する 

             条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ８５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

             例の一部を改正する条例について 

     議案第 ８６号 村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に 

             ついて 

     議案第 ８７号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ８８号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する 

             条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ８９号 職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ９０号 大玉村税等徴収嘱託員設置条例の一部を改正する条例につい 

             て 

     議案第 ９１号 英語指導を行う外国青年の給与等に関する条例の一部を改正 

             する条例について 

     議案第 ９２号 大玉村公民館条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ９３号 令和元年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第 ９４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 ９５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 ９６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 ９７号 令和元年度大玉村水道事業会計補正予算について 

     議案第 ９８号 大玉村教育委員会委員の任命について 

     議案第 ９９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 

     議案第１００号 人権擁護委員候補者の推薦について 

     議案第１０１号 村道路線の認定について 

    委員長審査報告並びに審査報告に対する質疑・討論・採決 

     陳情第７号 「ふくしま学力調査」中止の意見書を求める陳情書 

     陳情第８号 看護師と介護従事者の特定最賃新設を求める陳情 
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    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７号 看護師と介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設 

             を求める意見書について 

    議員派遣の件について 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 矢崎由美、書記 菊地拓也、鈴木真一、藤田良男 

 

一般質問者目次 

８番 武  田   悦  子  Ｐ.８６～ 

10 番 須  藤   軍  蔵  Ｐ.９７～ 

３番 菊  地   厚  徳  Ｐ.１０８～ 
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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。 

   会議に先立ち、申し上げます。 

   本日の一般質問は、議会だよりで使用する予定の写真を事務局で撮影いたしますの

で、ご承知願います。 

   本日、報道機関より会議取材のため撮影、録音等の申し出があり、大玉村議会傍聴

規則第８条の規定に基づきこれを許可しましたので、ご了承願います。 

   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、傍聴に渡辺左内さんがお見えになっておりますので、ご報告

申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１、一般質問を行います。 

   ８番武田悦子君より通告ありました「学校給食費の負担軽減について」ほか３件の

質問を許します。８番。 

○８番（武田悦子） ８番武田悦子です。 

   議長の許可をいただきましたので、さきに通告しました４件について一般質問を行

います。 

   まず、１番目の質問です。 

   学校給食費の負担軽減について質問いたします。 

   この質問は、これまで何度も行ってまいりました。保護者にとって、子どもの成長

にかかるお金、数千万円とも言われています。子どもが公立の学校で学ぶのか、私立

の学校で学ぶのかによってもこの金額は大きく変わりますが、子どもを一人前にして

いくために保護者は大変だということは、誰もが認めるところではないでしょうか。 

   その一方、子どもの貧困という問題がますます大きくなっています。子どもの７人

に１人が貧困の状況にあるとの数字もあります。さらには、ひとり親の家庭では、半

数を超えて貧困というデータもあります。また、ヨーロッパなどでは、所得だけでな

く物質的剥奪を貧困の指標にするという動きもあります。３度の食事や学習必需品な

ど、子どもが必要とする物や生活が与えられないことも貧困とする捉え方です。特に、

食事について言えば、所得を基準にした貧困家庭でも朝食や夕食をしっかり食べられ

ている家庭もありますが、所得の点からは貧困とみなされていなくても毎日の食事を

きちんと食べられないという子どももいます。児童虐待やネグレクトなど、子どもら

しい生活が剥奪されていないのかという視点からも、とても重要だと思います。 
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   今回は、学校給食の負担軽減の問題です。子どもたちにとって、学校での給食が唯

一しっかりした食事という子どもがいることも、悲しいことですが現実です。保護者

にとって、さまざまな教育費の負担がありますが、その中で給食費の負担はとても大

きいものです。子どもたちが食べる給食ですから、保護者が負担するのは当たり前と

いう考えをお持ちの方も当然おられます。全ての子どもが義務教育では無料でいいの

ではないかという考え方も、当然にあっていいわけです。 

   学校給食は、単にお昼御飯というだけでなく、今日の食材は何か、体が成長するた

めにはどのくらい食べ物をとる必要があるのか、誰がどんな思いでつくったものなの

かなど、食育教育の要素が非常に大きいと思います。このようなことを踏まえて、ま

ず、保護者の負担の実態をお聞きいたします。学校給食費は小・中学校で金額が違う

と思いますが、月額幾らになっているのか伺います。 

○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させていただきます。 

   学校給食費の保護者負担につきましては、学年での若干の違い、また、月ごとの集

金額の違いというものがございますが、小学生は１食当たり２６９円ということで月

額平均で４，８００円、中学生は１食当たり３２６円ということで月額平均

５，７００円というような集金の状況でございます。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   子どもを、小学校、中学校と２人、３人と通わせている保護者にとっては、毎月の

この負担、大変大きいものがあると思います。 

   その一方、保護者が負担するこの食材費だけで学校給食、給食センターの運営でき

ないこと、よく承知しております。村で負担している金額は年間どのくらいになって

いるのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） ８番議員さんに再度お答えさせていただきます。 

   給食費の村負担額につきましては、今回の補正予算に平成３０年度の精算金及び本

年度の補正額を計上させていただいておりますが、平成３０年度の負担額は

４，５３３万７，７３４円、本年度の負担額は４，６５８万７，０００円となってご

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） ありがとうございます。 

   ４，５００万、４，６００万という大きな数字が村の負担になっているわけでござ

いますが、しかし、そこでもう一歩進めて学校給食費の無料化、一部補助制度、この

問題について伺いたいと思います。 

   この間、県内でもこの制度、大きく前進いたしました。今年１０月の時点では、全

額補助を行っているのが１２の自治体、半額補助を行っているのが１０自治体、一部

補助を行っているのが１０自治体、この県内自治体の半分以上、３２の自治体で取り
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組まれています。さらに、来年４月からは、福島市でも一部補助が行われるようであ

ります。 

   大玉村、子育て支援には十分力を入れているというふうに思っているところですが、

学校給食費のこの制度をつくる上で、ほかの自治体におくれをとらず、ぜひ取り組み

を進めていただきたい。保護者、そして子どもたちが安心して給食を食べることがで

きるような制度をつくってほしいと思っております。考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   前からこの給食費の問題については検討も、内部で検討してまいりました。既に、

低所得者の要保護、準要保護については給食費は支給されておりますので、その要保

護、準要保護に該当しないレベルの低所得者の負担軽減ということも検討してまいり

ました。財政状況を見ながらやっていきたいなというふうに考えているわけですが、

合わせて約８，５００万、村の負担が８，５００万にトータルなると、毎年ですので、

かなりの負担増になるということも踏まえて、財政的な状況を勘案しながら進めてい

きたいなと思っています。とりあえずは、低所得者の給食費の軽減を来年度から実施

できないかということで、検討を始めております。それは、所得をどこにおくかとい

うことは、やはり生活実態を見きわめる必要もありますので、その辺も含めて実施を

していきたい。福島県の半分がもうそういう状態になっておりますので、大玉もやは

りこれに取り組む必要があるなと。あと、それ以外の軽減については、令和３年度以

降、段階的に軽減を図ってまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   来年度から低所得者向けに実施をしていくと。まず、第一歩を踏み出していただい

たということで、大変ありがたいと思っております。一遍に、一足飛びに全額無料と

いうわけにいかないのはよくわかっているところでございますが、なるべく早い段階

でもう少しこの補助制度の拡充を進めていっていただきたいというふうに、重ねてお

願いをするところです。 

   次の質問に入ります。 

   国民健康保険制度について伺います。 

   国民健康保険は県一本化となり、大玉村では保険税が毎年上がっています。大玉村

は所得も高く、医療の水準も高いから保険税が高くなるというふうに言われています

が、無医村の大玉村、なかなか納得いくことではありません。さらには、国保の均等

割は加入者一人一人にかかる税となっております。特に、収入のない子どもにも均等

割が算定されます。せめて子どもの分だけでもなくなれば、保護者の負担、大きく軽

減されます。今年の６月にも質問いたしましたが、改めてこの問題について質問しま

す。 

   今年の４月の時点は、全国２５の自治体で減免制度が行われています。福島県内で
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は、子どもの均等割減免を行っているのが南相馬市、白河市です。どちらも高校生世

代まで所得制限なしで第一子から全額免除となっています。また、来年度から福島市

でも減免が行われるということであります。人口減少、少子化が進んでいる今、子ど

もはまさに地域の宝です。保護者だけが子どもを育てていくのではなく、みんなで育

てていくという点からすれば、子どもの均等割はなくしていくべきとおもいます。村

長の考えを伺います。 

○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。 

   余りいい言い方でありませんが、人頭税みたいな、所得のない子どもに対しての課

税と。子どもが多ければ多いほど税がふえるということの、この制度の不合理さとい

うことについては当然認識しております。ただ、これを廃止した場合に、その分は、

均等割、子ども除く人たちに対する均等割という形で負荷がふえるということもあり

ますので、ここですぐになくしますというわけにもいかない状況ですので、この辺は

どの程度均等割、ほかの方たちに対する、均等割に対する影響があるのかということ

も見きわめながら、あと、国保運営協議会がありますので、そういうところにも諮り

ながら検討をさせていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   国保の制度からして、なくせばその分ほかの人に行くということはどうしようもな

いことではありますが、その分を村の一般財源等々活用いただくという考えも、ほか

の自治体ではやっているところもございますので、ぜひ取り組んでいただきたい。 

   さらには、この問題、制度そのものの問題でありますので、ぜひ国に対しても、国

保の子どもの均等割なくしていくようにという部分は強く求めていっていただきたい

というふうに思いますが、その点について村長の考えを改めて伺います。 

○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。 

   その子どもの負担分を村が支出するという件につきましては、この制度として村費

を一般投入することはまかりならんということが強く出てきておりますので、来年度

予算から村の一般財源を国保に充当することはできないという事態になってきており

ますので、基金を活用しながら激変緩和をしていかざるを得ないというような状況で

ございますので、その分を、税金を投入するということは現時点ではできないという

ことになりますので、その辺については十分に検討して対応していきたいなというふ

うに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 失礼しました。 

   再度お答え申し上げます。 
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   これについては町村会のほうでも国のほうにもお話をしておりますので、なお、町

村会の会合等があった場合には、その辺についても確認、要請をしていきたいと思い

ます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 基金を活用していくということでありますが、ますます大玉村の国

保税は上がっていくばかりなのかなというふうに感じるところですが、そういう点か

らもさまざまな施策を取り組まれ、医療費を削減するという、まさに健康長寿ですが、

なかなかそこも難しいところではありますが、一歩一歩着実に進んでいっていただき

たいというふうに思うところです。 

   ３番目の質問に入ります。デマンドタクシーの運行について伺います。 

   村民の足を確保するという視点から始まったデマンドタクシーですが、利用者数、

かなり伸びてきていると思っております。始まってから今日までの利用状況の推移、

登録者数、総延べ利用者数、運行日数、一日平均の利用者数、これを年度別に、そし

て今年の整理できている部分までお答えいただければというふうに思います。 

○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。 

   運行日数から累計登録者数まで、３０年度から本格運行ということで、３０年度の

１１月までの数字でお答えしたいと思います。 

   まず、３０年度の運行日数につきましては、１１月までで１６４日、それから運行

回数につきましては９３６回、利用者人数につきましては２，９７２人、運賃につき

ましては５３万４，９００円でございます。うち、利用券につきましては５万

２，５００円でございます。走行距離につきましては、２万１，２０６キロメートル

です。累計登録者人数につきまして６０８人でございます。これが３０年度の実績で

ございます。 

   本年度の１１月までの実績につきまして、お答えいたします。運行日数につきまし

ては１５９日、前年度と比較しまして５日ほど少なくなってございます。運行回数に

つきましては９３３回、前年度と比較して３回ほど少なくなってございます、これは

日数の減に比例しているものと思われます。続きまして、利用者人数につきましては

３，２０３人、前年度と比較してプラス２３１人の増でございます。運賃につきまし

ては６３万４，８００円で、９万９，９００円の増、プラスとなっております。うち、

利用券につきましては１３万４，１００円でございます。８万１，６００円の増とな

ってございます。走行距離につきましては２万１，５９８キロメートル、２万

１，５９８キロメートル、３９２キロメートルの増、プラスとなっております。累計

登録者数は６９５名、６９５人で、３７人の増となってございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 
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   ３０年、３１年比較してもかなりの伸びが見られます。運賃収入は何とも、コメン

トも何ともできないところではありますが、これはいたし方ないというふうに思って

おりますが、これほど利用されている方がいらっしゃると。 

   このデマンドタクシー利用されている方、皆さんそれぞれに利用されてきての思い

というの、あると思うんです。デマンドタクシーというふうにタクシーがつくからだ

と思うんですが、タクシーという割にはちっとも時間がかかるとか、時間どおりに来

ないとか、あとは行ける場所に制限があると。もうちょっと遠くまで行ってほしいな

どという話、そういう声を聞いているわけですが、村当局としては、利用されている

方からこのような声、ご意見、ご要望については把握されているのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   現在の運行の予約等につきましては、本宮地区タクシー協会のほうに委託をさせて

いただいております。このため、要望等につきましては、運転手さんに対する要望、

またはタクシー協会のほうに直接入っているもの、また、一部村担当課のほうに入っ

ているもの、それぞれございますけれども、その都度、そういった事例があった場合

につきましては打ち合わせを行いまして、利用者の方のご意見、ご要望等の把握に努

めているところでございます。 

   主な今までの要望の内容を申し上げますと、今、議員さんおっしゃったように運行

エリアの拡大、これについては二本松の市街地への運行、そういったものも考慮でき

ないかと。そのほか、対象施設でございます。アットホームおおたまに行っていただ

けないかと。運行時間に関しましては、早朝から深夜、ちょっと時間の幅を持たせて

くれないかと。あとは、到着時間が読みづらいと。最後に運行日でございますけれど

も、土日の運行も考慮していただけないかというふうな意見、要望等をいただいてお

るところでございます。 

   なお、本年１２月から開始ということになっておりますが、タクシーの車内のほう

にご意見カードを設置させていただいて、広く利用者の方のご意見、ご要望等の把握

に努めるという形で改善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） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   それぞれに出されている要望は、大体私も把握しているものかなと。なかなかこれ

一足飛びにいかないわけでございますが、タクシーの中にご意見カードを入れていた

だくという部分では、より一歩進んだ形で皆さんの声を拾うことができるのかなとい

うふうには思うところですが、私もまだ、登録はしてありますがデマンドタクシー利

用したことはございません。ぜひ乗ってみたいなというふうには思っているんですが、

なかなか思い切って乗ることができない状況にあるんですが、村長さんや担当の皆さ

ん、部課長さんの皆さんは乗ったことがあるんでしょうか。そして、この乗っている

皆さんから直接ご意見等聞くという機会はあるのかどうかというふうなところを伺い
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たいと思います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   実際、私もまだ乗車はしておりません。登録自体もまだしていないところでござい

ますけれども、かなり、朝の８時の時間帯に、実は私のうちの前、交差点を通って毎

日のように馬場ザクラ方面に行くのは見させていただいております。その際にも、も

う既に三、四人の方が乗車されているという実態のほうは見させていただいておりま

す。これに関して、職員の中で、担当者の乗車状況の調査という形で、月１回実際に

車に乗らせていただいて、ご意見の拝聴であったりルートの確認、そういったもので

月１回乗車をさせていただいているというような対応は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） ８番。 

○８番（武田悦子） 担当者の方は月１回乗っているようですが、ぜひ、いろいろ決定権

を持っている皆さんが乗っていただいて、生の声を聞いていただきたいなというふう

に思っているので、ぜひよろしくお願いをいたします。 

   このデマンドタクシーだけではなくて、生活バス、福祉バス、それぞれに運営をさ

れているところですが、いずれかの時期には整理をしていく必要があるのではないか

というふうに思っております。これらについて、どのように考えていらっしゃるのか

伺います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   以前から、総合交通体系への見直しということでお話はさせていただいております。

今回、その一部の中でデマンドタクシーということで運行のほうはスタートさせてい

ただいたということでございますけれども、今後の見直し関係、これは第５次大玉村

総合振興計画、これの策定が令和２年度中に行われます。 

   その策定に当たりましては、住民の方々へのアンケート調査というのも当然行われ

ます。そのアンケート調査の中に、公共交通体系に対する項目を加えさせていただい

て、皆さん方の意見を集約させていただきたいというふうに考えております。そのご

意見に対しまして、今後デマンドタクシー、生活バス、福祉バス、そういったものを

統合していったほうがいいのか、あとはデマンドタクシーを１台から２台にふやす方

法がいいのか、そういったものも含めて、アンケート結果を利用しながら検討をさせ

ていただきたいと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   アンケートをとっていくということでございますが、それも大変重要なことではあ

りますが、先ほど部長からもありました。増車の話もありました。仮に、現在の公共

交通、整理していくとすれば、やはりデマンドタクシー増車なり、エリアの拡大なり
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というのが必ず必要になってくるのではないかというふうに思っているところであり

ます。今後の公共交通のあり方、方向性というのをどのように考えていらっしゃるの

か、大きな視点でどのように考えているのか、村長に伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   この公共交通システムの統合というのは、もう１０年も１５年も前から課題として

おります。生活バスが乗車率が非常に悪いということもありますが、これは二本松、

本宮と共同運行なので、村の考えで一方的にやめますというわけにはいかない部分も

ございますので、その辺も含めての調整がなかなか難しいということと、先ほど言い

ましたように、福祉バスと、それからデマンドタクシーと、それからあと生活バスと、

それからスクールバスも運行しておりますので、その辺をどういうふうにやっていく

かということ、なかなかタイムスケジュールとか、あと運転手の確保が非常に難しい

というのが今あります。 

   そのことも含めながら、来年度１年かけて、公共交通システムをどういうふうにし

ていくかということはアンケートとあわせて検討していきたいと。これも余り先送り

はできないなというふうに考えています。デマンドタクシーを２台にした場合の経費

の増大というのもありますし、要望はいろいろ、本当に先ほど試乗の話がありました

が、サロンとか老人クラブとか、敬老会等でこのデマンドタクシーについては啓発も

させていただきながら、いろんな意見は聞く機会はありますので、十分に理解はして

おりますが、増車というふうにした場合に生活バスが廃止できるかどうかとかという

ことも含めて、できるだけ早い時期に結論を出したいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   長年検討を重ねてきた公共交通でありますので、すぐに結論というのは難しいこと

ではありますが、それぞれの公共交通、運行していればそれだけ経費もかさんでくる

という現実が片一方でありますので、来年 1 年かけて検討していただいて、余り遅く

ならない時期に結論なり、こうだという方向性を示していただきたいというふうに思

います。 

   最後の質問に入ります。 

   災害時の対応についてであります。 

   毎年、日本列島は台風を初めとする自然災害に襲われ、大変な被害が出ております。

今年１０月に発生した台風１９号の被害はとても大きく、本宮市、二本松市では犠牲

になった方もおられ、大変な被害となりました。改めて、お亡くなりになった方々に

は衷心より哀悼の意を申し上げますとともに、被害に遭われた皆さんに心からお見舞

いを申し上げます。 

   毎年発生する災害、もう想定外という言葉は使いません。地震も洪水も、噴火も地

すべりも、大玉でも起きるんだと、災害を想定し対策を講じていくことが必要だと思
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います。今回の台風１９号では、エリアメールや防災無線が活用されましたが、情報

伝達に課題となる部分はなかったのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今般のスマートフォンが普及しておりまして、携帯電話基地局を介して発信される

緊急エリアメールにつきましては、身近で有効な情報伝達手段である一方、今回の場

合においては、近隣自治体が発信する防災情報も混合して受信してしまうため、自分

に必要な情報がどれなのかがわかりにくくなるといった事態が明らかになりました。

また、発信する情報については、文字数に制限がありまして、限られた文字数の中で

いかに有効でわかりやすい情報にするか、日ごろより検討を重ねていく必要があるの

かなと考えてございます。 

   引き続き、防災行政無線を初めとするさまざまな情報伝達手段を活用して、緊急時

の住民の安全確保には努めてまいりたいと思っております。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   今回は特に夜中だったということもありまして、何回も何回も入ってくるエリアメ

ール、本当に部長がおっしゃったように、村のだけでなくて本宮、二本松等々のエリ

アメールが入ってくる中で、次はどこなんだ、自分のところなのかどこなのか、など

ということも確かにありましたので、やっぱりそういう意味の情報伝達の難しさとい

うのを改めて感じたところでもありますが、この今回の台風の場合、大玉村は村のホ

ームページではそのような避難を誘導するような情報の発信というのは行ったんでし

ょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   同時にホームページ、それからあとテレビのテロップにも流れるように、係のほう

で情報機器操作をして掲載をしてございました。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 大玉村ではなかったと思いますが、ほかの自治体ではホームページ

へのアクセスがあまりにも集中してもうパンクしてしまったというような話も聞いて

おりますし、村内３カ所に川に設置されている水位計、あれのホームページは実はア

クセスできませんでしたよね、当日。なので、そういうふうに余りアクセスが集中し

てしまうと、肝心なときに情報が得られないというような状況もありますので、何か

操作すればできるようになるという話も聞きましたので、ぜひその辺も検討されては

いかがかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ネット回線については、ご存じのとおり回線の太さ、俗称を申し上げますが、容量
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によってつながりにくくなるということで見づらかった、見られなかったという現象

が起きました。これも課題にはしたいと思います。 

   また、これは今後の検討になるのかなと思いますが、県内でテレビとインターネッ

トをつなげて情報を発信できるようなシステムを導入したところもございます。費用

の面等々の課題もあるようでございますが、そういった面での調査も含めて進めてい

きたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ぜひ、そういう点では、ますますいろいろな情報を、どう自分で選

択していくかという部分もありますが、きちんと発信していただかないことには選択

する項目もございませんので、そのあたりはしっかりと進めていっていただきたいと

いうふうに思います。 

   今回、この台風で大玉村では大規模な地すべり、さらには道路、河川、さまざまな

形で被害がありました。人的被害が発生しなかった、これは大変よかったなというふ

うに思っていますが、被害としては大変大きかったのかなというふうに思っておりま

す。 

   大玉村、これまで幸いなことに大きな災害、人的な被害が出るような大変大きな災

害に見舞われたという経験がほかの市町村から比較すれば少ないのかなと思っており

ます。そのためにも、今回も大したことないんじゃないかなというふうに思った方、

少なくないと思います。お隣の本宮市、７人の方が亡くなったわけですが、三十数年

前、８．５水害ございました。そのときも大変な被害でありましたが、そのときの経

験からしても、今回も大したことないんじゃないかなという思いがどこかにあったん

じゃないかと。実際、本宮で被害に遭われた方にお話を伺っても、自分たちも余り深

刻に思わなかったところがあるという話も伺いました。しかし、大変な被害になった

わけです。 

   いつどこで起きるかわからない、このような災害にどう備えていくのか。災害の種

類ありますし、どこでどういうふうに起きるかわからないということで、大変難しい

ことではありますが、やはり日ごろの訓練、さらには学習というのが大変重要になっ

てくると思います。東日本大震災の際にも、昔からの言い伝えを守って避難して助か

ったという話もあちこちに聞かれています。経験したことがないことを想定していく

ということは大変なことではありますが、もうこの想定外ではない災害、想定外と言

うことはできないような災害が毎年のように起こっているのが現実でありますので、

訓練や学習、これは大変重要だと思いますが、行政として取り組むべきことたくさん

あると思います。それぞれに考えを伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   本村では、本年防災訓練を行いました。前回の定例議会のほうでもご指摘なりがあ

ったかと思うんですが、小規模単位での防災訓練等実施していくというのが現在私ど
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も担当部署で持っている課題でありますので、これにつきましては来年度開催に向け

て検討といいますか、実施に向けて動いていきたいなと考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   防災訓練、小さな規模での防災訓練、大変重要であります。その一方、災害に対す

る学習、学ぶということも重要になってくると思うんです。災害時の対応、今、いろ

んな災害時におけるいろいろなやり方、避難所の形成の仕方から調理の仕方から、い

ろいろなものが情報として出ています。そういうものを皆さんにお知らせをすると、

皆さんに学んでいただくと、そういう機会も大変重要かと思いますが、その点につい

てはどのように考えていらっしゃるのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   来年度実施に向けて想定したいのが小さな地域での防災訓練でありますが、その際

に、その地域の方だけを対象にするのではなく、これは今後検討が必要になると思い

ますが、全村に呼びかけて、例えばですが、この地区でやります、今、議員がおっし

ゃたような、そういった必要な学習とか展示もやりますので、広くおいでいただくな

どというＰＲも可能かなと思ってございます。それらも検討課題の一つにさせていた

だきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ実施していただきたいというふうに思います。 

   そして、いざ災害が起きれば避難すること、これが必要となってきます。そうなれ

ば、やはり隣近所での助け合い、これが大変重要になってくるのではないかと思いま

す。自分の身は自分で守る、まずはそうでありますが、自分の身を自分で守れない、

そういう方がいらっしゃることも事実であります。行政が全ての住民を守っていける

はずもありません。９月議会でも質問をいたしました。行政区単位での防災組織、早

急につくるべきだというふうに思っております。 

   今、部長からは、小さな規模での防災訓練の実施というお話ございましたが、もう

一歩進んで、防災組織というものも立ち上げていただきたい。ある集まりで消防団長

から、地域の皆さんと力を合わせて予防消防に取り組みたいというお話ありました。

まさに消防団が中心となり、小さな単位での避難訓練、住んでいる皆さんの情報を共

有する、このような組織をつくっていくこと、これがまず核となってその後の災害対

応につながっていくのではないかなというふうに思います。その考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ご指摘のように、以前も定例会のほうで答弁をさせていただいたというふうに記憶
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しておりますが、総合的な防災に対する地域組織というのが村内では私設消防組と、

いわゆる防火関係の消防組の組織は３３ございますが、総合的な防災を組織している

住民組織というは、そういった意味ではないのかなと思います。来年度のそれぞれの

地域での小さい防災訓練の際に、それを契機として防災組織を組織できないか、また

は区長さん等を通じたそういった組織化を図れないかといったことは、住民の皆様に

働きかけていきたいと思ってございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ取り組んでいっていただきたいというふうに思います。一足飛びに村内全域が

できるわけでもありませんので、１つでも２つでもモデル地区が生まれれば、では自

分のところもやってみようという方、必ず出ていらっしゃると思いますので、よろし

くお願いをしたいと思います。 

   災害から自分の身を守ること、これは当然でありますが、地域の中でみんながどの

ように力を合わせていくのか、それによって災害からの避難、被害を最小に抑えるこ

とができるというふうに思っております。その仕組みをどうつくっていくのか、課題

は大変大きいものがあると思います。この現在薄くなっている地域のつながり、これ

をどう強くしていくのか、そこにも大変な課題ございます。本当に地域の中のつなが

りをまずつくっていかなければ、防災組織つくってもなかなかうまく回っていかない

のかなというふうにも思いますが、まず、行政にはそれらの先頭に立って汗を流して

いただきたいというふうに思い、私の一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（菊地利勝） 以上で、８番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議をいたします。再開は午前１１時といたします。 

（午前１０時４４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午前１１時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） １０番須藤軍蔵君より通告がありました「住民に一番近い村政につ

いて」の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １０番須藤軍蔵でございます。 

   通告いたしております質問を議長の許可のもとに行いたいと思います。 

   押山村政が掲げる「住民に一番近い村政」、これはすばらしいことであります。そ

れがスローガン倒れに終わるかどうかと、これもまた問われるところでありまして、

そういうことについて忖度なく質問し、そして、広くリトマス試験紙にかけて、それ

が本当かどうかと、本当に追求してやられるかどうかということも問われると思いま

すので、そして、広くその答えを村民にお知らせするというのも私の責任の一つかな

ということで、以下、質問をさせていただきたいと思います。 
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   初めに、村内の生活ごみの収集関係についてお尋ねをいたします。 

   この質問をするに当たって、先月、水、木、水、木と２回にわたって役場の後ろと、

あとは何カ所かをずっと見させていただいたということを踏まえてお尋ねいたします。 

   まず最初に、村内に収集場所というのは何カ所あるかお尋ねをしておきます。 

○議長（菊地利勝） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） １０番議員さんにお答えいたします。 

   村内の収集場所は何カ所あるかとの質問ですが、公共施設６カ所、アパート２０カ

所、各地区、地域に９９カ所、合計で１２５カ所になります。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 役場の後ろにある収集所も大変大きくて、また、たくさんの方も

見えられているようでありますが、これらの方は、どういう方がお使いになられてい

て、また、その利用状況、使っている状況等々についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   役場裏のごみステーションでございますが、自家用車で来て搬入をされているとい

う方がほとんどのような推察でございます。これにつきまして、村内に利用できるご

みステーションがここしかないという方、もしくは自分の地域にもあるにもかかわら

ず、役場のほうが利便性がよいという方がいるのかなと推察ではございますが、感じ

でおります。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そうすると、利用の状況は非常に、使用状況はよいというふうに、

こういうことですね。 

   その辺に立って、ごみの集積場所について、もっと別なところに欲しいとか、ある

いはそういうことについてどのような対策がとられているとか、いろいろ村に対する、

行政に対するところの苦情、要望という等については、このごみの収集についてはあ

るのかないか、お尋ねします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   村内には、地域に、自分の地区にごみステーションがあるという方で徒歩で行ける

方、もしくは遠距離で車で行かないと不便だという、それぞれいらっしゃいます。こ

れ、地域が広がっているところ、密集しているところ、さまざまなそういった事情が

ございますので、これについては現在のところ、現状でしか物事を申せませんが、そ

ういった中で、自分のところの近くにもつくってほしい、また、新たに引っ越してき

た方で自分の近くにあったらいいというようなお話は聞いております。これにつきま

しては、対応できる部分は、るる対応している状況でございます。 

   以上です。 
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○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） このごみの収集問題については、生活の基本的になる、ここ二、

三日前のテレビでも、昨日かな、元政務次官の息子さんね、ごみの出し方からとかい

うことで、当然そういうこと、基本的な問題だなというふうに思っておりまして、な

ぜ私この問題取り上げるかというと、やっぱり定住促進。もともとの出発はね。定住

促進で住んでいただいた、広く大玉村に住んでいただいた。にもかかわらず、今度こ

ういう問題でなかなかうまくいかないというようなことがあっては相ならん、いうの

がまず基本でありまして、さまざまな考えがあるわけですから、できるだけそういう

基本的な問題は、これは生活していく自分の一つの責任というものを果たしていただ

くのは当然でありますが、またそういう新たな場所の希望とかについては、従来地域

の自治会なり地域の皆さんのところに、既存のところに協力をしてやってくださいな

どということでは、これは進まないんですね。 

   そこで、やはり行政というものがひとつかかわって、方向性を見出すということが

求められると。これ何回言ってもこれは進まないというのはやっぱり問題だというふ

うに思いますので、そういうことがないようにしていただきたいということと、それ

から、ごみ収集の場所そのものはどうかは別として、収集をするところの施設につい

ては、上限５万と言ったかな、そのいろんな工夫、カラスよけとか屋根をちょっとか

けるとか、そういうのもあるそうですね。そういうものを活用しながら、やっぱりみ

んなで協力して、新しく来られた方は来られたなりにやっぱり協力してやるという、

この行政の責任、そしてやっぱり住民にも協力してもらうということによって、住み

よい地域づくりの一環になるんだということについても、やはり地域の人が言うとい

ろいろ角が立つこともあるんですよね。やっぱり行政ということの名において、指導、

あるいは責任というものも果たしていただきたいと強く思ところでありますので、こ

の点についての決意なり考え方を伺いしておきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   考え方は、今１０番議員さんが言われたとおり、行政の役割とそれから住民の役割

というのをやはりそれぞれ果たしていただくというのが方法だと思います。 

   ごみの問題については、地区の組に入るか入らないかということが、一つその地区

のごみステーションを使えるか使えないかということにも連動しておりますので、過

去にそういうの数件ありました。集落には入れないと。入れないとごみステーション

も使えないと。それについては２カ所ほどいろいろとお話をさせていただいて、組の

ほうに加盟をしていただいて解決したという事例もございます。 

   それから、役場裏については、やはりそういうことで組に入らないと。とごみ捨て

場がないと。それで役場のほうに捨てると。これをとめると、逆に言うとその辺にポ

イ捨てされてしまうということもありますので、これについてはだめですよというこ

とではなくて、できれば組に入っていただきたいということは、その都度お願いをし

ているところではあります。これについては生活にかかわることですので、その都度
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お願いをしていきたいと。 

   それから、あと住宅開発の場合には、必ずそこにごみステーションをつくってくだ

さいというお願いをして、現時点では、造成工事が行われれば必ずごみステーション

はセットで行われると。それについては、箇所数がふえても広域のほうにお願いをし

て、負担金はふえるわけですけれども、しっかりとごみ対応をしていくということで、

今後、そのように進めてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） よろしくお願いしたいと思います。 

   次に、高齢者の買い物、特に日用品関係でございまして、昨日来もお話があった、

全くそのとおりだなというふうに思いますし、近年、ネットなり、あるいは農協、生

協等々、業者さんいろいろそのほか業者さんも食材の宅配サービスというもの非常に

広がって、利便性は広がっているわけでありますけれども、一方、いわゆるひっくる

めて高齢者と言っていいかどうかはちょっと疑問ですけれども、そういう皆さんが、

やっぱり、いわゆる対面方式でやる移動販売という車を来てもらうのを頼りにして生

活しているという方も実はある。そんなに多くはないかと思うんですけれども、ある

んですね。 

   いろいろそういう方にもお話も聞きましたし、移動販売の方にもいろいろ聞きまし

た。きのうも出ました。かれこれ５０年近く、俺もやっているけれども、体と車だな、

大変なのは、ということでありまして、車は小型ポンプの、消防のポンプと同じくて、

１回車を買って、やっぱり艤装するんだろうね。そして、冷蔵ですか、冷凍ですか、

で、中古ではなかなかちょうどしないし、買うとなると銭かかるというようなことと

か、あるいはそこは保健所は福島と郡山ですか。で、そのエリアが、いわゆる縄張り

という言葉はどうか、エリアがあって、その一定のエリアを歩くんだというような話

で、以前よりは相当減ったけれども、待っていてくれる人もいるので、ルートを工夫

しながら何とかもう少しは頑張ってみたいなというお話でありました。 

   ２０年、３０年先のことはどうかはともかくとして、やっぱりそういう方が両方、

これ買い物いわゆる難民の皆さん、難民という言葉はどうかは知らないけれども、そ

ういう困っている、そういうことについての最も身近な村政にあっては、そこについ

て、何らかの、どうこうせい、こうせいと私は今ここで言わないけれども、やっぱり

そういうそれぞれの皆さんの事情を聞いて、しかるべく対応というものが求められる

のではないかというふうに思いますので、それらについての考え方についてお尋ねを

しておきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １０番さんにお答え申し上げます。 

   前にも質問がございましたが、空き店舗とか、それから集会所も使えると思います

が、玉井、大山に１カ所ぐらいずつ、そういうモデル的な地区、例えば農協前に空き

店舗がありますので、ああいうところも検討を今、内部では検討を始めております。
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今、片づけをやっているので、片づけ終わった時点で正式に、まだお話はしていませ

んので、お話をして、そして、そこを日常的に地域の人たちが集まれるような場にで

きないかということでございます。そのためには、トイレを設置したり、設備投資が

かかりますので、そういうものについては村のほうで設置、整備をするということに

なるというふうに考えておりますが。 

   ですから、集まる場所、それからそこを運営する組織、それからボランティアを含

めて、それからそこで例えば買い物ができるという場合には、誰かが代行して買うこ

とがこれもできる。そのときの保険も国のほうで認めておりますので、代行で買い物

に行って、行った来たのものについても大丈夫。それから、代行で人を乗せる場合も

きちんと手続をしておけば保険適応になるということもございますので、そういう方

法か、今言われたように、移動スーパーで定期的に来ていただいてやるかということ

も含めて、これも来年度中に、できれば、もう来年度中に始められればというふうに

考えていますが、持ち主との交渉等もございますし、あと地域の中でやってみようか

なという動きも出ておりますので、その場合にはその団体に対する助成も考えたいな

と思っております。 

   ですから、車の問題ありました。これは大玉村も制度として包括的に検討していき

たいということですから、当然移動スーパー的なものでこれを進めていくというふう

になれば、それに対する助成というものもやはりこれ検討しなきゃいけないなと考え

ていますので、ばらばらではなくて、一つのシステムとしてできないかということで

検討してまいりたいというように考えております。 

   以上です。 

○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。 

   ひとつ、総合的なということで、システム的にということでございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

   次に、暮らしの中の治山治水ということにかかわって、３点ほどお伺いしたいと思

います。 

   その１つは、まず、村は水道の給水については給水区域を設定して条例で定めてお

ります。その逆としては、給水しない場所もある。何カ所かありますね。そういう箇

所、あるいはまた、大まかな戸数というのがつかんでいるとすれば、まずその点につ

いてお伺いをしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） １０番議員さんにお答えいたします。 

   現在の給水区域外の地区と戸数につきましては、４地区１２戸となってございます。

内訳につきましては、道谷地地区２戸、馬場平地区７戸、鶴ノ子地区２戸、守谷山地

区１戸であります。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 
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○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   そういう地区が水道の給水の外だということであります。 

   さまざまな事由でそれは外になっているわけでありますけれども、やはり特に飲料

水、飲み水に限っては、やはり大事なこれ生活の、それこそ生活の一歩でありますの

で、こういうことに対するところの具体的な事例でいうと、例えばボーリングですね。

お隣の二本松市では上限５０万ということの助成で、特に旧町村、市ですか、の頃の

特に岩代あたりがそういうものがあった。それが合併してそれも一緒に持ち込んでそ

ういう形になったということで、とりわけ今年の春先あたりの水不足ということでは

大変な役立ったということで、この間聞いたところによると、約５０件の希望が今年

は今の段階でありましたよというようなお話がありました。 

   例えば、この中でも道谷地、あそこだってなかなか給水は実際問題として大変です

ね、これやるというのは。だとするなら、やっぱり、あるいは馬場平だと杉田川の上

流のほうから引き水しているんですね。これもこの前はちょっと何かの関係で濁った

のかな。これからずっとやっていくのには、管理していくのは大変だというようなこ

とがあります。そういう意味での生活用水、同じ馬場平でも周りは二本松市でござい

まして、それなりの恩恵にあずかっているわけでありますので、それらについての何

らかの、これまた、どうせい、こうせいということではございませんけれども、やっ

ぱりしっかりそこは対応していくという姿勢が求められると思いますけれども、それ

についてのご見解を伺いたいと思います。 

○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。 

   二本松の地区の何カ所かが渇水で井戸が出ないということで、給水車を出して、本

当に１カ月、２カ月とか長期にわたって給水車で給水をしたということを伺っており

ますので、村は幸いにもそこまでは至りませんでしたが、これから末端１戸とか末端

２戸に水道施設を布設しますと大変なお金がかかります。やはり、現実的に助成とい

うのが現実的かなというふうにも感じておりますので、来年度中に、その辺は近隣の

調査をしながら、助成制度について検討してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ひとつよろしくお願いをしたいと思います。 

   暮らしの中の治山治水のその２であります。 

   村道大渡度・鎌研沢線の又兵衛山地内、昔、ブドウ畑が上下にあったところであり

ますが、今、大規模な土盛り工事、そして、またそのすぐ隣に住宅が建っているし、

あるいはまた、この前の台風で土手の、村道の崩落があったじき下にも１戸、今住宅

の予定がされているというような状況でありますけれども、そこを見て、全くの素人

でありますが、危ないなというふうに感じている、まず最初に思ったところでありま

すので、これらについての、業者がどうのこうの、所有者がどうのこうのでなくて、

どういう安全対策なり、あるいは指導なり、そういうものがなされているか、あるい
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はまた、そうしたものがしっかりとクリアされた中で進められているのか等々につい

て、お尋ねをしておきたいと思います。 

○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） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   村道大渡度・鎌研沢線沿線の又兵衛山地内の盛り土地区でございますけれども、こ

ちらにつきましては、農地の一時転用によって耕作の利便性を図るという目的を持っ

て盛り土造成を行っている箇所でございまして、一時転用の期間は過ぎておりますが、

現在まだ事業は完了していない箇所でございます。 

   これらについては、現在、今までもそうですが、事業の早期完了、さらには当該箇

所の災害発生防止について、強く指導をしているところでございます。先日も、事業

者、一時転用の事業者を呼びまして、これらについて十分な指導を行い、早期完成と

いうことで指導を行ったところでございます。 

   さらに、沿線の住宅地の部分でございますけれども、これらにつきましては、昨日、

１１番議員さんにもお答えをいたしたところでございますが、今までも村道について、

それから側溝について改良を行ったわけでございますけれども、今回水があふれるよ

うな状況がございまして、崩落がいたしたところでございます。これにつきましては、

対応といたしまして、まずは水路の、山からの水をきちんと受けるような形、さらに

はその水が流れるように、桝、それからその前後の側溝の的確な管理を行いまして、

まず水を流す。さらには、道路勾配の調整によりまして、住宅側に水があふれないよ

うな措置を講じていく。将来的には、そこから流れる水路の断面の確保、これらも視

野に入れながら進めてまいりたいというふうなことで計画し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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） きのう話あったかどうかは私はわかりません。私は通告書に基づ

いて場所を言ってやっておりますので、きのうのはどこだかわかりません。 

   今はそういうお話がありましたが、これで大丈夫なのかとかという、それから、南

団地に入る手前からずっと中森のほうに斜めに登っていく途中でとまって見渡すと、

こちらは土盛りしたところ、こちらは崩落したところと、非常におっかないなという

のが率直に思ったんですね。この前に、あそこに知人が住んでおりまして、あの住宅、

新しいところに。俺げの宅地さ水湧いてきて、どんどん出てきているんだ、すぐ来い

と言わっちゃので行ったらば大体なくなっていたんですけれども。つまり、あそこ崩

落したところから出て、宅地に出てきたんだない。そういうことで、村のそういう、

あそこののり面の下、下というか、下というと道路の下かというから、そうでなくて、

のり面の下にまだ今ロープ張って宅地をつくる、なっていますよね。そこについて、

仮にそういう土砂が出たり、うちに入った場合の、村の責任は生じないのかどうか。 

   それから、今指導している、あるいは土盛りの関係については、今、工事関係が過
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ぎたと言われている平成２７年２月１５日から３年間ということで、農業委員会で許

可がされている看板が、ひっくり返っているけれども、ありました。それは今言われ

たようなことで指導しているということですけれども、それを完了して大丈夫なのか

と。極めて迫ってくるような感じなんですけれども、これらについての今後大丈夫な

のかどうか。 

   それから、村のそうしたことに対する、仮にそうしたことについての何らかの責め

は発生しないのかどうかということについて、改めてお伺いします。 

○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） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   住宅地に係る、崩落の部分の責任ということでございますけれども、あの部分につ

きましては、道路のり面のほぼ中央を境界が、道路とそれから民地の官民境界になっ

てございます。したがいまして、業務上からいきますと、その崩れた場所によってと

いうふうなことにはなろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、それが何

に起因するものかということにもなりますので、村といたしましては、道路からの水

のあふれ、これがないようにというのがまず一義的に果たさなければいけない、そう

いった部分ではないかというふうに考えているところでございます。 

   さらに、盛り土部分についてでございますけれども、１０番議員さんご指摘のよう

に、３年間の一時転用によって現在行われている事業でございますが、事業完了に際

して十分な防災措置を講ずるようにというのはあわせて指導を行っているところであ

りますので、これらについてもさらに指導を強くしていきたいというふうに思います

し、これを例えばそのまま放置した場合の崩落、そういったものの危険性については、

再度、こちらとしても検証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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございます。 

   確かに、村としてはそうした崩落なり事故が何に起因するものかということは極め

てこれ、あれの関係で大事だとは思うんですけれども、ただ、起こっちゃってからは、

受けるほうは何に起因するかなんてこと関係なくて、これは受けるわけでありますか

ら、それ誰がそれこうだったからこうだったという話で終わるわけじゃなくて、村で

一体何していたんだとこういう話に結局はなるんですよね。いや、それはしかじかこ

うでこうで、俺のほうは関係ないんだと言ってみても大変でありますから、あそこは

つまり自分で擁壁を積んでもらうとか、防護するとか、あるいはのり面から何メータ

ー下がるとかという、確かあると思うんですよね。高さ、土手から何メーターを下が

るとかあると、それはきちっとクリアしてやられているんだと思いますけれども、や

っぱりあれやこれや言っても大丈夫かというのがまずは思うところでありますので、

しっかり絶えずそこら辺についての、今お話ありましたような指導というものについ

ては、あるいは監視を続けていっていただきたいというふうに思うわけであります。 
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   次に、第３番目の問題でありますけれども、河川等の利活用に際しての許認可、指

導、管理の方策ということで、土地改良区が再来年から大幅に河川等水路等の管理の

体制を見直すというようなお話であります。 

   土地改良区に言わせれば、今まで管理していたほうが法律には違反していたったん

だと。だから、法に基づいてそれはやらなくするんだということだそうでありまして、

つまりは、三ツ森溜池から上についてのいわゆる水道、水路等々、田畑についての管

理、あるいはそうした賦課金とか、そういうものは生じなくするんだということであ

ります。つまり、撤退するということですね。でありますから、今後、じゃどうなる

のかなとそこら辺の関係についてですね。 

   例えば、小高倉山地内、いわゆる田代と言われているところのあの水、ああいう景

観について、今後どうなってしまうのか。あるいはまた百日川、あれ水商売ができる

くらいなきれいな川の、百日川の上流等々について、今後一体どうなってしまうのか

な。一昔前、乱開発がどんどん進められようとした経過もあるわけでありまして、こ

れ先人たちの苦労でそういう乱開発をとめてきたという結果もあるわけですね。大規

模な墓地公園とか、あるいは自衛隊の演習場とか等々、この山が、あるいは川が荒ら

されようとしたのを防いできたわけでありますけれども、今日農業が大変だというこ

とで、後ほど出てくる太陽光もそうでありますが、そういう別なほうに転用して暮ら

しを立てるという方法も出てきているわけでありまして、こういうことに対して非常

に懸念を持っております。 

   とりわけ、この百日川については、当時昭和４６年に、当時村有地、雨ケ沢の村有

地を一部貸したんだよね。この間ちょっと調べてずっと追っていったら、安田留吉村

長の時代でありまして、土地改良区の理事長は温麺屋の鈴木正平さんということであ

りまして、既に村が土地を郡山の内水面業をやっている人に貸しちゃったんです。貸

しちゃったから、土地改良区は追従的に水利権を認めているんだというようなことが

あるわけですね。土地改良区の、今問題になっている公文書の中にちゃんと保管され

ている。これはシュレッダーかけていないですね。きちっとある。今いろいろとその

後、公害の問題とかなんで、さまざまな議論が起こった時に、後々起きたらば、あの

当時許可したことが間違いであったというようなことが、ちゃんとこれまた書面に残

っているんですね。この間見せてもらいました。カーボン紙を使った書類です。立派

だな、大したものなんだな、ちゃんと間違いであったということはちゃんと認めてい

るんだなというふうに感心をしたところでありますが、さて、じゃこれからはそれど

うするんだという問題になると思うんですね。 

   水利誌、ずっと改めて今、村の読ませてもらっている最中でありますが、大玉は安

達太良の水系全部土地改良区で管理するんだというふうになって、今日まで来たわけ

でありますけれども、そういう治山治水にもかかわる、きのうからもお話ありました

そういう治山治水の面からも大きな課題になるんであろうというときに、一体じゃ村

はどういう役割、責任果たしていくんだという基本的な問題になってくるであろうと

いうふうに思いますので、これについての基本的な方向づけ、細かいことはともかく
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として、基本的にどうする考えなんだということについて、お尋ねをしておきたいと

思います。 

○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） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   村内の河川、用排水路のまず管理という部分でございますけれども、今般の土地改

良法の改正によりまして、土地改良区における財務会計制度、こちらの見直しが行わ

れるところでございます。これによりまして、貸借対照表等の作成が必須になること

から、その資産を把握するということが必要になりました。それともう一つ、徳島県

の土地改良区における排水に係る手数料を徴収していたという部分に関して、底地と

それから施設の所有の区分が曖昧さということで、その使用料を土地改良区が徴収す

ることは法に照らして違法ではないかという判決がなされたところでございます。以

上のことから、今回、土地改良施設の、まず土地改良区が資産評価を行うに当たりま

して、所有区分を明確化するということが必要となりました。 

   このことから、今後の区分といたしましては、底地の所有者が施設を管理するとい

うふうなところで、土地改良区が管理する、これについては主に幹線水路、それから

主要なため池等々が、それから河川に係る取水施設等々の一部になろうかと思います。

それ以外の部分につきましては、普通河川につきましては村の所有管理、それから幹

線の用水路は今ほど申し上げました土地改良区の所有管理、そこから先の支線あるい

は田んぼに直接かかるような水路、そういったものについては、底地に関しては村の

所有地になりますが、管理につきましては、それぞれの受益者が行うというふうなく

くりで現在協議を進めているとことでございます。これにつきましては、土地改良区

の考え方というのが、水を売るのではなくて、あくまでその水を流す施設を維持管理

するというふうな考え方に基づくものでございます。 

   今後、これらの区分によりまして、それぞれの管理権限者がその許認可、あるいは

指導等を行っていくということでございます。 

   しからば、実際の管理はどうなるんだというふうなところでございますけれども、

村、それから土地改良区とも、これはもう受益者がやるんだから全部村も土地改良区

も関係ないということではございませんで、それを行うために、より手厚くできない

かということで現在進めておりますのが、中山間直接支払制度、さらには多面的機能

支払交付金事業、これらを広域化して、村内全部にそれを行き渡らせることによって、

国・県の補助も活用しながら、今まで以上に維持管理の面を充実できないかというこ

とで現在協議を行っているところでございます。 

   現在におきましても、土地改良区に対する用水路、排水路への要望は数多いものが

ございまして、中にはなかなか本当に順番回ってこないんだというふうな状況でござ

いますけれども、これらの制度を活用することによって、財源の充当も可能になるの

ではないか。土地改良区がその事業を受託という形をもって、職員についても増強も

できるんではないかというふうなことを現在協議を進めているところでございまして、
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これら、今後の進め方につきましては、村と土地改良区が説明会等々、連携協力して

進め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ので、ご理解を賜りた

いと存じます。 

   それから、後段の百日川に係ります養魚場の部分でございますけれども、この水利

の取得につきましては、これまで土地改良区が養鱒浄水の使用契約書という形で行っ

てまいりました。しかしながら、先ほど申し上げましたように、判例判決から引用す

るに、土地改良区の役割というのは施設の維持管理であって水を売るということでは

ないというふうな一定の判断が示されたことから、これによる根拠が失われたことに

なります。 

   したがいまして、今後につきましては、村が主体になって河川管理者、普通河川で

ございますので、村が主体となって取り組んでいくというふうなことで、今後１月を

予定したいというふうに考えておりますが、普通河川からの水利取得、これらについ

ての協議、これを村と土地改良区、それから当該業者、さらには当該箇所から取水を

している南小屋地区、これらの４者による協議を行いまして、これらについて今後ど

のようにしていくのか。村としては河川の専用という形で一定のたがをそこにはめて

いくというふうな形で進めていきたいというふうに考えておりまして、現在詳細につ

いて調査を進め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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   土地改良区がこういうふうに変わったということについての経緯については、部長、

そのとおりでありまして、そのことによって、底地は今度村のだけれども管理は、な

んていう話を最初に聞いたものだから、これは村も適当だなと、とんでもないなとい

うふうに思ったのね。そういうことについて、やっぱり先ほど来言っている治山治水

のやっぱり責任というのは、やっぱりこれは行政しかできないんですね。これ業者を

任せたらなじょでも勝手にしてしまうんだよね。特定のあれこれの業者がどうのこう

のと私は申し上げるんでなくて、これからどんどんいろいろなほうになった場合に、

一点に誰がそこに歯どめをかけてというふうなことを心配したわけなんです。 

   そうしたら、普通河川については村が責任を持ってというお話でありましたから、

少し安心したところでありますが、この間水路掃除したとき行って、どうなんだべ、

という大変心配があって、村は構わないんだとはあ、という話もありましたので、よ

くそこら辺はやっぱり何回も言うようですけれども、そういう貴重な安達太良の水と

いうもの、あるいは自然、守ろうというのは、今現在生きている人々の課せられた課

題だというふうに思いますので、そこら辺を踏まえた村のしっかりとした責任、引き

続き果たされるように希望して、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

   ３番菊地厚徳君より通告がありました「米のブランド化で越えるべき課題はなにか」

ほか１件の質問を許します。３番。 
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○３番（菊地厚徳） ３番菊地です。 

   今、議長より許可ございましたので、質問をさせていただきます。 

   今回、私は環境ということをテーマに９月から議員をさせていただきまして、まだ

まだ勉強不足なものですから、ひとつ環境という形のものをしっかりと追求しまして

議員としてのベースをつくろうと思っておりますので、ぜひ職員の皆様もご協力いた

だきますようによろしくお願い申します。 

   今回、１０月の台風１９号によって大変な、甚大な被害がありました。被害で亡く

なられた方々には心からお悔やみ申し上げます。 

   この自然の脅威、それから今回の災害でこの自然の脅威については皆さん改めてそ

の力に対して人間は人知の限りを尽くして備えることしかできないということがひし

しひしと感じられたと思います。確かに……（不規則発言あり）はい、大丈夫です。

その自然の力ですね、備えを、自然の脅威というのはやすやすと乗り越えてまいりま

す。人間は、一生懸命それについて対応しようとしてくるわけですけれども、人間自

身、この自然に対しておそれ敬う気持ちというのは、でも、自分たちの生活、なりわ

いの中で考えております。祭りの中、そういう中で一生懸命人間は知恵を絞って、自

然に対応する対応、どういうふうにしていったらいいかということを考えてまいりま

した。しかし、自然、それだけではなくて、人間というのは自分の知恵を絞って自然

に対して手を入れてまいりました。 

○議長（菊地利勝） ３番さん。 

○３番（菊地厚徳） はい。それがその、例えば…… 

○議長（菊地利勝） 質問に入ってください。 

（「本題」という声あり） 

○３番（菊地厚徳） 入ります。 

   人災というものが実際あるわけですが、自然災害プラスその人災というのは、自然

に対する人間の敬いの恐れということではなくて、脅威、おそれ、恐怖以外の何物で

もないものを我々に与えてまいりました。これから、その自然に対して人間というの

は自分の本当の気持ちを取り戻さなくてはならないと思います。その一つの入り口が、

大玉村というのは一番自然に近いところで農業というのがございます。これは、これ

からの質問につながってまいりますけれども、この農業を通して我々人間は自然に対

しての敬い、そういう気持ちを取り戻して生きていかなくてはいけないと思っており

ます。 

○議長（菊地利勝） ３番さん、質問入ってください。 

○３番（菊地厚徳） 入ります。 

   それでは、まず、村長に伺います。今、大玉村の自然の豊かさということで、農家

はこれから米でお考えだということなんですけれども、その個々の農家所得を高める

ことについてお伺いいたします。 

   今年は、国連家族年の１０年のスタートの年に当たります。小規模農家のよさを世

界が認めるようになっているということですけれども、これからの村のビジョンとし
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て農業というふうに、確かに道路から、４号線から見ますと、安達太良山の裾野、田

園風景が広がるということなんですけれども、大玉村の未来の農業ということについ

て、これからブランド化をする、米で行くんだということを踏まえて、村長のお考え

をお伺いしたいと思います。 

○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） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   大玉村の農業、さまざまな、米以外にもさまざまな作物、そういったものでござい

ますけれども、大玉村といえばやはり米で、米を主産物としていくんだという考えの

もとに、今般、産米のブランド化について取り組みを始めたところでございます。 

   現在、つきましては、福島大学の食農学類に研究の委託を行いまして、食味分析、

さらには土壌、水位、水質の分析ということで現在進めているところでございまして、

これらの取り組みによって、大玉村産の米がなぜおいしんだかと。こうだからおいし

いんだと、そういうふうな裏づけをされたおいしさ、こういった付加価値を加えるこ

とによって、大玉村産米の全体的な底上げ、ひいては農家所得の向上につなげてまい

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。 

   そのブランド化、いろいろ大学との連携、そちらのほうは伺っておりますけれども、

まず、その１つ連携ということですけれども、農家、農家を存続させるということも

含めてですけれども、米の消費量も減っております。それから、何ですか、担い手と

しての労働力も高齢化しまして、どんどん、そういうところで大変な状況になります

けれども、１つ、この農家所得ということも含めてですけれども、一般の農家は兼業

が中心です。それで、専業農家という形で兼業の支援と、それから専業農家の育成と

いうことで、ひとつ所得を高めるということで、ブランド化ということをお考えいた

だいて、その見解を伺いたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。この

１番のところですね。今。（不規則発言あり）そうですか。すみません。失礼しまし

た。 

   ２番の、その中で、人・農地プランで毎年アンケートをしているということになる

んでしょうか。人・農地プランの、毎年アンケートをしている、農家の後継者問題を

考えたときの、その具体的な成果と見通しはどうかということで、ここでも後継者と

いうことで今話をさせていただきましたけれども、日本の農業というのは兼業が中心

です。兼業農家が日本の農業を支えてまいりました。その兼業農家とそれから後継者

の問題というのは切り離せないと思うんです。今、国連の家族農業の１０年というこ

とになりましたけれども、大事なところは、いかにして地域を維持して守っていくか

ということもそうですし、米をつくるということが一つの文化になっております。そ

れをしっかりと守り育てるという意味で、ぜひこの農地プランのアンケートがどうい

うふうになって、具体的に見通しということでなっているのか、その辺もお伺いした
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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。 

   人・農地プランに係るご質問でございますけれども、これらにつきましては、毎年

アンケートを行いまして実態の把握に努め、さらに、その先に今後５年先、１０年先

の農業の、地域農業のあり方についてを見通すものでございますけれども、現在、こ

の人・農地プランのどう実質化するかというのが全国的な課題となってございます。 

   現在、村におきましては、玉井大谷地地区と、それから大山の谷地地区、さらには

村全体をという３地区の計画が成り立っておりますけれども、大山の谷地地区につき

ましては、ドリームアグリの設立によって、一定の実質化が見られているんではない

かというふうに考えているところでございます。 

   今後、後継者がいない、あるいは後継者が、労働力が不足している、そういった問

題、さらには耕作放棄地、これらについて、地域ぐるみでどう考えていく、あるいは

どう取り組んでいくか、そういったものについて、関係機関と協力いたしまして、現

在は大玉全域の計画ということでございますけれども、地区的に細分化しながら、そ

の地区の実情に合った計画の実質化を進めてまいりたいというふうに考えてございま

す。 

   さらに、お尋ねのあった兼業農家の部分でございますけれども、これにつきまして

は、大玉村の農業、もちろん支えていただいておりますのは専業として農業に取り組

んでいただいている皆さんでございますが、より多くの農地を管理していただいてい

るという点では、兼業農家の方々に係る部分が極めて大きいものというふうに考えて

ございます。現在、村が行っております機械の共同利用に対する補助金、これについ

ては、まさしくこういった家族農業でやられている方、そういった方が共同で機械を

使用する、こういったものに助成をしていくという考えでありますので、兼業農家が

より持続可能な農業を進めていく、こういったことに今後とも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す。 

   その兼業農家に対して機械の共同利用の補助、非常に私も身にしみて重要だなと思

います。なかなかある一定期間しか使わないものですから、機械を購入するというこ

とはとっても大変なことだと思うんですけれども、それと１つ、今いろいろ話を伺っ

ていますと、もっと大変な部分というところですね。今耕作放棄地の問題、鳥獣の被

害とかそういうことでもあるんですけれども、この耕作放棄地、これも個々個人でや

っぱり自分の、何ですか、兼業農家さん、個人の農家さんに管理していただくとか、

まとめてという話があるんですけれども、まとめて管理するということはいろいろな

意味で、例えば会社化したりとか、そういう方向性もあると思うんですけれども、な

かなか会社化しますと経費の問題とかあるんですけれども、そこも含めて、例えばこ
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こでテーマとしております兼業とそれから受け皿としての専業ということなんですけ

れども、耕作放棄地も兼業の中で何か補助も含めて取り込んでいって、それがひとつ

兼業農家のプラスになるような考え方、そういう方針というのはございませんでしょ

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） ３番議員さんに再度お答えをいたし

ます。 

   今後の方向として、その受け皿としての専業農家というふうなご指摘でございます

けれども、今後、人・農地プランを実質化していく上で重要でありますのは、専業農

家に対する支援、措置はもちろんでありますけれども、よりその出し手となる兼業農

家、これがこれ以上農家を続けない、じゃ誰かにお願いしたいというふうな、そうい

うふうなものをどう整理、集約していくかというのが、より大切ではないかと思いま

す。と申しますのは、専業農家の規模にも一定程度の制約ございます。これ、現在で

も、俺らもこれ以上はなかなかやりようないぞと、それから、俺らもいつまでのでき

るわけでないと、これ今は農地受けているけれども、これ俺があしたにはもしかする

と出し手に変わるかもしれないと、そういうふうなお声も伺っている状況でございま

す。 

   したがいまして、その専業農家全て、実質化を専業農家頼みというふうなことでは

なくて、やはり兼業農家も含めた取り組みが必要なんではないかというふうに考えて

いるところでございます。さらには、それらを可能にするためには、今、土地の集約

化ということですが、それは耕作をする場所の集約化ではなくて、名義の集約化とい

うことになりますけれども、将来的にはやはり水系別の、水系同じ水路で同じ耕作者

が実施する、そういった団地化ということも視野に入れながら進めていく必要もある

のかなというふうに考えてございます。 

   耕作放棄地につきましては、なかなかこれは耕作がしづらい、あるいは作業条件が

よくない、そういったさまざまな事由もあろうかと思いますが、水田以外、さらには

それ以外の用途に、例えば景観作物であったりだとか、そういうことも含めて、検討

を進められればいいのかな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す。 

   我々、山形の庄内町のほうに伺いました。山形の庄内町というところで、こちらか

ら伺うところでずっと田園地帯が広がるんですけれども、山形の庄内町、経営規模で

経営耕作地帯が５，０００ヘクタールございます。大玉村は前に伺ったところで

８６０ということで、大体６倍の面積になるんですけれど、基本は個人だそうです。

個人が兼業ということではなくて、花をつくったりいろいろ展開して所得を高めると

いう形でやっているそうですけれども。 

   大玉村、確かに兼業でやってというんですけれども、息子さんたちがここで仕事を
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しているんだったら兼業の担い手ということで家族農業ということも成り立つとは思

うんですけれども、そういう可能性と、何ですか、実際企業として農業に触れるとい

うのと、個人が家族ぐるみで農業に触れるというのは意味が違うと思うんです。そこ

を、例えばあえてどういうふうに育てていくかとか、そういうのがひとつ村づくりの

根幹に、ベースになっているところで、農業の持つ文化的な要素とか含めて、それが

例えば、何でしょう、直接何か教えるとかそういうことではなくて、目の前で見てい

くという一つの学びになるんではないかと思いました。失礼しました。ありがとうご

ざいます。 

   それでは、次の質問に移らせていただきたいと思います。３番でございます。 

   ブランド化は品質だけではなくて栽培方法がポイントになるということで、今回、

先ほど発言させていただいたように、山形の庄内にまいりました。あちらでは、品質

だけではなくて栽培方法ということで、特別栽培米と有機栽培米に特化したブランド

戦略ということで、価格を高める方法というふうにして考えられて、工夫されており

ますけれども。今回ブランド化ということで、大玉村ですね、超えるべき課題、まだ

調査段階といいますけれども、でも調査段階で大きな見つめる方向というのはあると

思います、村の。それがあっての調査だと思うんですけれども、その辺のところ、ざ

っくりとお話いただければありがたいと思います。 

○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） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   ブランド化で越えるべき課題というふうなことでございますけれども、現在の委託

研究の状況につきましては先ほどお答えをさせていただいたところでありますが、今

後これらの調査結果をもとにしまして、来年の作付、さらにはその結果をもとにとい

うふうな形での磨き上げをしてまいりたいというふうに考えておりますが、それらに

基づきまして、推進委員会において栽培方法、それから管理方法等について検討して

まいりたいという段階でございます。 

   それの中には、特別栽培米、あるいは有機栽培米というふうなものも含めて、検討

を進めていくところになりますが、その中で、現時点で私ども担当といたしまして課

題として考えられるのは、１つは余りにも栽培方法難しい、あるいはハードルの高い

ものにしてしまいますと、どうしても取り組んでいただく農家さんに敬遠されてしま

っては本末転倒の内容でございます。現に、最近では特別栽培米も、この農協管内で

も取り組みが減っているというふうな状況でございますので、これらについてどうい

うふうなものにしていくかということでございます。 

   ２つ目につきましては、そのブランド化の選別基準なり何なりというものを、余り

またこれも高いものにしていくと、当然価格も高くせざるを得ないということになる

と、当然販売戦略との関係もございますけれども、このブランド化によって、大玉村

の米の底上げを図っていくんだという目的に外れてしまうんではないかというふうな

懸念も持ってございます。 

   ３つ目といたしましては、消費者が望んでいるものとかけ離れた米というふうなも
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のになってしまっては、これもブランド化という意味からかけ離れてしまう。購買意

欲が低下して売れなくなってしまうということになってしまっては、これもそもそも

目的から離れてしまう。こういったことも踏まえながら、バランス等もしっかりと考

慮して、研究成果をきちんと検証しながら栽培方法、あるいは選別の基準値、そうい

ったものについて検討を進め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した。 

   今、結局米をつくる、我々、庄内、山形というと進取の気性で本当に新しいものに

ついて取り組むということでは、何でしょう、全国屈指なんですけれども、その意味

で米もいったわけですけれども、例えば、ここで私お聞きしたのは、確かに特別栽培

米、有機栽培米に特化するということで、ブランド化するということは、ある意味で

値段を高く、品質をあげるということでなっているんですけれども、もちろん私も有

機栽培という形で取り組みましたけれども、買っていただける値段というのが基本で

す。それで、安全・安心で割安感があるというのがとってもいいということで、私は

なるべく値段は上げないようにはしておりました。でも、目で見てわかるように、こ

れはという戦略をとろうと心して、つくり方、栽培方法を考えました。成分が幾ら入

っているとかそういうことではなくて、目に見える化を図っていったわけなんですけ

れども、今、特別栽培米の方々、それさえも大変だからと減っているとおっしゃいま

した。じゃ有機栽培の方々、今我々有機農業研究会という形で大玉村にもあったわけ

ですけれども、今どのくらいの方々加わっていらっしゃるんでしょう、今。特別栽培、

有機栽培ということなんで、関連質問ではなくて、その中のものということでぜひお

答えください。数字的なもの、具体的にございますでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ３番議員さんにお答えいたします。 

   有機栽培者ですけれども、県の認定を受けている方は村内ございません。有機栽培

に準じた栽培をなさっている方、米の栽培になりますけれども、この方は４名ほどい

らっしゃいます。 

   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。 

   ４名ですか。結局、何ですか、有機栽培自体はやっぱり難しいということで敬遠さ

れるということなんですか。先ほど、何ですか、特別栽培も大変だからということで

敬遠されるということなんですけれども、農薬と化学肥料を減らすということだと、

あれでしょうか。話のところでいうと、堆肥を入れる、ベースで肥料分の窒素分をふ

やすという、そういうお考えかもしれませんけれども。ブランド価値を高めるといっ

た場合に、確かにできた米の成分表示で食味計でそれをはかるというのもあるんです
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けれども、１番は栽培方法だと思います。いろいろな考え方で栽培して、難しいとい

うこともありますが、例えばアイガモ農法であるとか、いろいろ農法があります。今、

４軒しか有機の方残っておりませんけれども、特別栽培米よりも農法でいうと有機は

楽でございます。というか、省力化なので、お金がかからなかったりします。そうい

う考え方のもとに立って、ブランド化を進めていきますと、よりよい選択とよりよい

方向性が見えてくるのではないかと思われます。よろしくお願いいたします。それで

は、こちらの質問、これで終わらせていただきたいと思います。 

   それでは、次に…… 

○議長（菊地利勝） ３番さん。 

   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。 

（午後０時０７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） 引き続き、３番菊地厚徳君の一般質問を許します。３番。 

○３番（菊地厚徳） 午前中に引き続きまして、よろしくお願いいたします。 

   今日は、午前から午後にわたってということで、午前中は米のブランド化というこ

とで、大玉村の農業の未来についてお話を皆様から頂戴いたしました。 

   今回は、午後の部ということでテーマを子どもたちの未来ということで、とらせて

いただきました。 

   それでは、質問させていただきます。 

   前回の９月の定例会からお忙しい中をお立場で学校の勤務時間について、質問させ

ていただきました。 

   先生の側からということで、ひとつ話をさせていただきました。 

   今度はですね、学校で授業を受け、行事に参加する子どもたちの立場から学校のカ

リキュラムをどのように受け止めて生活しているかを質問させていただきたいと思い

ます。 

   私のこれからのこの問いは、今回、月刊誌であります１１月の「地方議会人」の中

で発見いたしまして、質問事項とさせていただいております。 

   その中で、この子どもたちの生きる力はどこで育つかということで、レジリエンス

という言葉を、私、余り聞きなれないところで拝見したんですけれども、意味として

は回復力といった意味になるそうなんですが、それは具体的に申しますと、ストレス

や逆境にさらされても適用し、自分の目標を達成するために頑張ることのできる能力

だそうです。 

   これは、本当に能力と言われるぐらい鍛えられるものだと、こういうふうに表現さ

れていると思いまして、本当にこういう能力ということで考えますと、こちらでは、

中高一貫教育の中でそれを培っていくということなんですけれども、大玉村では今コ



 

- 115 - 

 

ミュニティ・スクールというものを 8 年ほど前から一生懸命取り組んで皆さんやって

いらっしゃるんですが、そこに通じるものもあるのかなということで、子どもたちの

その未来に対しての生きる力、そこはどういうふうになっていくかということで、

３点にわたって問いを立てさせていただきましたので、質問させていただきます。 

   まず、１番目としまして、子どもたちの学習時間もふえている中で、放課後子ども

たちが使える可処分時間は確保されているかということで伺いたいと思います。 

   昔は、放課後に先生が、教室の机で、ガリ版で配布書類を書いたりしておりました。 

   先生のいるうちは、その時間帯で一緒に話を聞いてくださったり、友達同士でしゃ

べったりとか、そういう時間がありましたけれども、今、カリキュラムの中で放課後

のそういった時間というのはどのような使われ方、いろいろ放課後の児童クラブや何

かあると思うんですけれども、どんな意識でその時間を、まずそちらからお伺いした

いと思います。 

   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いたします。 

   子どもたちの放課後の時間というお尋ねでございました。 

   単純にお話ししますと、１日６校時がマックスなんです、授業時間。週５日ですか

ら、五六、三十時間、６校時毎日やって３０時間が組めると、これは非常に苛酷とい

うか非常に大変です。全くもうあとの時間がありません。子どもたちも先生方も。 

   それで、授業時数がふえてきておりますので、大玉に限ったことでなく全国同じな

んですけれども、これが今２８～２９組まなきゃならない、そうするとあいている時

間３０からそれを引くと、週当たり６校時をつくらなくていい時間が１日ないし２日

間ということです。 

   一昔前までは、６校時を組まなきゃならない日が２日ないし３日で済んだんですか

ら、それだけの差があって、非常にその可処分時間が子どもたちにもないというのが

現状でございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   昔、確かに４校時の時間とかあって、時間的には何か余裕があったような気がしま

した。確かに１日、２日ということでは、放課後本当に学校で過ごすという時間は限

られているということはわかりました。 

   いろいろ我々も、先生にお話をさせていただいて先生と話す時間というのは、授業

以外では本当に貴重なお時間でしたので、そういう放課後楽しんだ覚えがありました

ので、ぜひそういうところ伺いたいと思いましたので。 

   では、次まいります。 

   この一番メインとして、取り上げさせていただきましたけれども、これも中・高一

貫教育の中で取り上げられていたものなんですが、中１ギャップという言葉を拾わせ

ていただきまして、この中１ギャップといわれる不登校が、増加傾向にあると言われ
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ているということなんですけれども、１２月１０日の郡山市議会のものなんですけれ

ども、これ皆さん民報新聞なんでご覧になったと思うんですけれども、この中でやは

り、不登校が増加傾向にあるということで資料が出されております。 

   前年度が、郡山市の場合ですと小学校が７４名、それから中学校が３０８人の不登

校の方、それで前の年と比べますと小学校は変わらないんですけれども、中学校の場

合には５４名増加というそういう結果が出ていて、不登校は増加傾向にあるというこ

となんですけれども、これは郡山市の場合ということなんですけれども、大玉村にそ

れを当てはめてということもあれなんですけれども、そのことで、じゃあ大玉村の場

合はどうか、何か問題がある、なしにかかわらず、そういうものを意識されて何かご

指導されていることはあるかということで、お伺いしたいと思います。 

   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いたします。 

   不登校というようなことについては、国で統一した基準をつくっております。 

   これは、年間にわたって３０日以上、病気あるいはまた経済的理由以外で３０日以

上休んだ子の数をカウントするというやり方です。 

   毎年、経年で追っていますので、ふえているとか減っているとかいうのがそこで出

てくるわけです。 

   大玉について言いますと、昨年度の不登校の子どもの数なんですけれども、小学校

で１人、全体の０．２％になります。それから中学校で９人、今、ご質問にありまし

た中１ギャップ、同じような問題が幼稚園から小学校に行くときもあって、これは小

１プロブレムという問題を抱えているんですけれども、そういったことを解消しまし

ょうというようなことでさまざまな取り組みやっているわけですけれども、昨年度で

言いますと２人、中学１年生、それから本年度、これは３月末までの累積ですからこ

れからふえてくる可能性もあるんでけれども、学校の様子からすると多分この数でも

つでしょうという数が１人になっています。 

   ですから、全国的に見て、福島県と比べても多い数字ではありません。 

   それから、それに対する対策なんですけれども、最近、小中一貫校というようなこ

とが随分出てきました。 

   いろいろな課題があって、その地域地域の課題の中で生まれていった制度だと思う

んですけれども、大玉は小中一貫校はとっていません。 

   最近は義務教育学校といいまして、６、３をもっとこう４、３、２とか分けるやり

方も出てきていまして、県内でもそういうような何校か出てきているんですけれども、

さまざまな要因でやっているんです。 

   小中一貫校、なんで大玉はやっていないかと言いますと、小中一貫校の一番のメリ

ットは併設型なんですね、小学校と中学校が同じ所にある。そこでかかわり合ってい

くのが非常にいいというようなこと言われていますけれども、大山小学校、玉井小、

それから大玉中は離れていますので、それ一緒にするということは考えていませんの
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で、大玉では小中一貫的教育と、的を使いましたがなぜかと言うと、最初は小・中一

貫校と言ったんですけれども、その小中一貫校が出てきたんで、それと区別するため

に一貫的取り組みという風にやっています。さまざまな取り組みやっています。 

   まずは、子どもと子ども、小学生の子どもと中学生の子ども、あるいは幼稚園の子

どもと小学生の子どもが、子どもと子どもがかかわっていくという活動を意図的に取

り入れています。 

   それから、子どもと先生がかかわる。これは当然小学校の先生と小学校の子どもと

になります。小学校の先生と中学校の先生もかかわったり、中学校の先生が小学校に

きていろいろ授業やってもらったりという、子どもと先生のかかわり、それから先生

と先生のかかわり、これも非常に大きな問題ですけれども、いろいろな授業研究会と

か何かを通して子どもたちを同じまなざしで見ていって、育ちを見ていきましょうと

いうようなことで、そういった取り組みをやっています。 

   授業においても、そういった取り組みを教科によってやっていますけれども、大変

特徴的なことをちょっとお話し申し上げますと、大玉オータムフェスタという今年で

３回目になってやったんですけれども、これは非常に今回データ出てきまして、

９６％以上の人たちが意義あるというようなことで認めていただきましたけれども、

ここで、意図的に小学校６年生と中学校 1 年生を組み合わせてミニ運動会みたいなや

ったんです。そこでさまざまなかかわりが、大山小の子と玉井小の子のかかわりも出

てきましたし、大玉中と小学生のかかわりもでてきました。そういったかかわりを大

事にしていって、今度はそれが今の６年生が来年中学校にいったときにというような

ことで、そういった形で小・中の壁を少なくしていって、中１ギャップを改善してい

って、子どもたちの連続した育ちを大事にしていきましょうというそういう教育に今

取り組んでおります。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   ９月からいろいろ行事を拝見させていただいて、小学校の低学年の方と中学校３年

生の方がボール遊びをしているとか、そういうところも拝見しました。 

   全然面識がないというのと、そういう経験があるというのでは、全く結果が違うと

思います。 

   ありがとうございます。 

   今、この中高一貫教育という考え方で拝見させていただきましたけれども、それで

は、中１ギャップということで、細かいところをかなめになるところでお互いに交流

する場をもつ中高一貫教育のできないところはお互いに交流することで、補うという

タイプの違ったやり方ということで、小中一貫的なやり方ということで、お伺いしま

した。 

   それでは、３番目の問いをさせていただきます。 

   強い意志を持ってということで、その持続のためには何か目的を持つということが、
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目的を持ってというふうに考えられるんですけれども、私、中学校３年生のときに、

私ごとですけれども、卒業のアルバムに将来の夢というのがありまして、私は自分に

合った職業につくというふうに書いたんですけれども、本当にこれは正直なところで

わかりませんでした。今もわかりません。そうではないですか。本当に何でしょう、

必死になって子どものときも考えておりました。自分に合った職業につく。じゃその

ために何ができるのかとか、身近な例えば農家の方、それから学校の先生、いろいろ

な職業の方、自分でも見ながら将来の夢ということを考えましたけど、なかなかその

ところでイメージできませんでしたけれども、これから未来を背負う子どもたちが強

い意志を持ってやっていくために、目的を持ってというふうに考えられるんですけれ

ども、これからの１０年、２０年はいろいろ職業も変化のときであって、いま一つこ

の職業を決めたからずっとそれについて一生懸命取り組んでいけるということではな

くて、あらゆるものに興味を持って、その幅広いスタンスでということになるかと思

うんですが、そこで、意識的にまた、そういうこの新しい時代の中で、ご指導に考え

られているということは何でございましょうか。 

   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いたします。 

   強い意志というようなこと、非常に大事だというふうに思っております。 

   先ほど、議員さんからレジリエンスという言葉がありましたけれども、この言葉、

特に東日本大震災の後、脚光を浴びてきた言葉なのかなと私も理解しています。 

   それで、大玉の教育は当然村の教育ビジョンがあって、それを受けて各学校で目標

をつくってもらって、そして具体的な実践をしていただくというそういうふうになっ

ています。どこも同じですけれども、その１つに、諦めない強い心と健康な体をもっ

た人というのを掲げています。５つのうちの１つに。これをもとにして、各学校でそ

れぞれ教育計画等々をつくって具体的な実践をしております。 

   今年度の反省を踏まえて、来年度どうするかというようなところをやっているんで

すけれども、１つはキャリア教育というようなことを大事にしていきたいと、特に中

学校のほうで特に力を入れています。 

   自分の未来像とか自己像とか職業観とか、そういったことをさまざまな体験でやっ

ていきましょう。それから、それを総合的な学習の時間でやっていきましょうという

ようなことで、これを大事にして自分の職業に関して関心を持っていくと、子どもた

ちに持ってもらうというようなことでやっております。 

   その一つの例が、職場体験というようなことになってくるかと思います。 

   それから、これからの教育で特に大事にするのは、何を学ぶかということも大事な

んですけれども、何のために学ぶかというようなことが大事になってきますので、常

にただ勉強すればいいというのではなくて、それは何のためかっていうようなことを

そのことを踏まえながら、子どもたちの指導に当たっているということについてもお

話ししたいと思います。 
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   それから強い意志というようなことで、これさまざまなところで思っているんです

けれども、道徳の時間てあるんですけれども、その中で特に力を入れたいというよう

なことで、大玉村共通のものの中に強い意志というようなことを重点目標に掲げてお

ります。 

   こういった結果なんですけれども、実は、今年度４月１１日に新しくふくしま学力

調査という調査を行いました。その結果が来ましたんですけれども、そこに学力の状

況とあわせて子どもたちの意識の問題について問う問題があったんですけれども、こ

の中で、難しいことでも失敗をおそれないで挑戦していますかという問いがありまし

た。それに対する答えなんですけれども、全ての学年と言いますのは、この調査は小

学校４年生から中学校２年生までやっています。 

   この調査において、全ての学年で福島県の平均値を大玉の子どもたちは平均は高く

なっています。ちなみに一番高いのは小学校５年生なんですけれども、福島県のほう

は７９．４、難しいことでも失敗をおそれないで挑戦していますか。はい。そう思う。

ややそう思う。というのが福島県の平均が７９．４なんですけれども、大玉村は

１３．１ポイント高い９２．５になっています。 

   それから中学校で見ましても、県の中学１年生で言いますと７７．３に対して

６．８ポイント高くて８４．１というような数字出していますので、議員さんがお話

しされたように非常に子どもたちの教育、しかも生きる力というようなことで考えた

ときに大事なことになってくると思いますので、これからもこういった形で取り組み

をしていきたいなとそんなふうに思っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   難しいことでも失敗をおそれずということに当てはまるかどうかわかりませんが、

私も今回無投票で議員になりましたが、３回目でございます。難しいというよりはわ

からないというところで、本当に中学校の三つ子の魂じゃありませんが、わからない

ところに立ち向かうという意味では、今、子どもたちが九十何％の中の 1 人に入れる

かと思いまして、胸をなでおろしましたけれども、もう一つだけお伺いします。 

   県の平均が７９．４、大玉村が９０％以上のこの力を発揮した１つの要因というの

は、何だとお考えでしょうか。 

   お願いします。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） これはですね、学校の教育も大事だと思います。 

   学校の教育も偏りなくというのは心を大事にしながら教育やっています。それに加

えまして、大変大きな意味を持ってきているのがおおたま学園コミュニティ構想、そ

れから地域学校協働活動本部、地域の多くの方々に入っていただいて、いろいろな子

どもたちとかかわりを持ってもらっています。 

   そういう中で、子どもたちはいろいろな人に褒めてもらって、自己肯定感と言うん
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ですかね、そういうのも高くなっています。 

   それから、協働に対する思い、大玉に対する郷土愛というのもより高くなっていま

す。これは、地域ぐるみで子どもたちを育てていこうというそういったことの一つの

あらわれなのかなと思って感謝しております。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   大人の世界、自分たちが安心感を持って受け入れられるという気持ちというかそう

いうものが、本当に子どもたちにとって何物にもかえがたいものだと考えます。 

   ありがとうございます。 

   もう一つですけれども、子どもたちというのは、いろいろなものを考える基準が学

校の先生からいろいろこういうことでっていうことで与えられたものもあるんですけ

れども、自分自身で判断のつかないことっていうのはたくさんあると思うんですけれ

ども、私あの本屋に伺いましたら、ちょうどこういう「こども六法」というのを皆さ

んはもう最近売れているそうなんですけれども、この本を目にしまして、何だろうと

思って買っておいたら、ラジオでとっても売れている本ということで、たまたま朝の

ＮＨＫの番組でしたけれども、そちらのほうでありまして、私、ちょっと読ませてい

ただきましたら、この方の中でですね、結局どういうことを言っているかと言うと、

反対に子どもたちが何かこう、例えばメールや何か携帯で相手をいろいろ中傷したり

するそういう言葉というのは、実はどう意味があるのか、自分が受けたときにそれっ

て文句言っていいんだよとか、悩むんじゃなくて、あ、そうか、それは真正面で受け

ていいんだと理解に至ったときに、何が問題だったのかなと、解決するその問題が、

それはどういう意味だったのかというのがわかったとき、初めて自分で安心して、何

でしょうか、する部分があるんですけれども、そういった意味の助けになるんだとい

うこの方、ご自分の体験も含めて書かれているんですけれども、それと、もっとおも

しろいことは、実は前の定例議会で、私提案しようかと思って、ちょうどラグビーの

ワールドカップがあったものですから、ラグビーっていいよなと思って私、ラグビー

見るのが好きでやったラグビーワールドカップ、１回もテレビで見ないでラジオで聞

いていたんですけれども、本当に想像力だけで聞いておりましたけれども、あのラグ

ビーのスポーツ、あのルールをそのまま当てはめますと、この世の中の法律が全部あ

れで説明できるというふうに言っておりました。 

   ですから、お互いに球を持ったときには、ラグビーは前に出ることはできませんけ

ど、一緒に走らないと仕事になりません。伴走しないとだめなんですよね。 

   私、ルールも細かくはわかりませんけれども、見ていると肉体と肉体がぶつかりま

すので、相撲と一緒なんでそこにエネルギーを感じます。言葉がいらないというとこ

ろで、とってもスポーツのある教育能力という意味でも、今回のワールドカップとい

うのは、皆さんにいろいろな影響があったのかと思いました。 

   ぜひ、そういったところで子どもたちにとっても、具体的なところで、与えられた

ものというのは、実は一方通行で道が１本しかありません。 
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   でも、自分から求めると大体わかりませんが、１００本ぐらい行って１個当たるか

なって、当たらないんでよね。でも、振り向いてわかったときに通った１００本の道

が全部どこかでつながるんですよ。そういうところでいうと自分でわからないところ

を探る一つの手がかりとして、ある議員も言っておりましたけれども、公民館に例え

ば、本をやってそこのところに公民館に通ってそこで自分が根っこになるような読書

をしたとか、そういうようなものを自分の手からとって、飲みたくない馬に水は飲ま

せられないんですけれども、飲みたいと思って飲めるような状況をつくれるような、

そんなところで、もうそれは我々が言うより、皆さん一生懸命おやりになっていると

ころであれなんですけれども、今回のスポーツとこういうことで、見させていただい

たところでは本当に感じました。 

   ぜひ、よろしくお願いいたします。本当にあの大玉の教育行事もそうですけれども、

学芸会も楽しかったですし、イベントもいろいろな意味で、我々勉強になったところ

でございます。 

   ぜひ、我々もできる限りのところで一生懸命勉強させていただきまして、議会のほ

うにも臨みたいと思います。 

   どうぞこれからもよろしくお願いいたします。 

   私の質問これで終わらせていただきます。 

○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。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第２、議案第７３号「大玉村会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の制定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（武田悦子） 今回この条例が提案されるということで、現在、大玉村で仕事をさ

れている臨時職員、委託職員、そのような皆さんが該当になるというふうに理解して

おりますが、これまで働いてきた皆さんと今回の会計年度任用職員の処遇の大きな違

いというところはどこなのか、まず伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、法律で位置づけが明確になりましたので、位置づけとしましては一般職の非

常勤職員ということで、地方公務員法のほうで規定をされました。 

   任用関係の処遇ということでございますけれども、これにつきましては、まず、今

まで臨時職員の方、委託職員の方、それぞれの賃金または委託料をお支払いしており

ました。これが、同じような形でございますが、給与と報酬に移行すると。 

   そのほか、村の政策としまして通勤手当、これについては相当部分について支給を

させていただいておりました。これにつきまして、職員に準ずる形で同じような形で

支給をさせていただくと。そのほか、今まで加給賃金、加給委託料という形で支給を

させていただいておりましたが、これにつきましても、フルタイムの職員の方につい

ては期末手当、同じようにパートタイム会計年度職員の方についても、一定の条件、



 

- 122 - 

 

これは半年以上の勤務実績という条件はつきますが、同じように期末手当の支給が可

能になるということでございます。 

   そのほか、フルタイムの会計年度任用職員の方につきましては、職員と同等の勤務

時間、勤務日数が１年を満たした段階で、私たちの加入します職員共済組合の加入が

可能になると。 

   また、６カ月経過した時点で退職手当組合ですか、こちらのほうの加入も可能にな

るというふうな処遇の改善が図られるところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） かなりの部分でこれまでより処遇改善されるというふうに理解をす

るわけですが、そうすると今のお話ですとフルタイムとパートタイムでは、退職手当、

共済の加入、その部分が違うだけで、あとそのほかは同じということで理解をするわ

けですが、会計年度任用職員なので、会計年度ごとに、１年ごとに再契約という形な

んですかね。再契約という形で、つながっていくのかなというふうには思うんですが、

この更新、更新というのは今まで臨時だと３年というふうに言われていたものが、そ

れがその枠はなくなるんだというふうに理解してよろしいのかどうか。 

   あとは、この給与表、昇給もあるということでございますが、この昇給は１年ごと

であっても前歴換算をしていくので、それがプラスされて昇給という形になると理解

していいのかどうか。 

   あとまた、現在大玉村でこの会計年度任用職員に該当する方、今働いていらっしゃ

る方で、何人該当するということになるのか伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、あの３年の縛り関係でございますけれども、おっしゃるとおり契約ではござ

いませんで、村長からの任命になりまして任期ということになります。 

   これにつきましては、初年度、任用された職員の方につきましては、当初は、本来

試験または選考試験、これは面接になるかと思いますが、こういった方法によって任

用者を決定するということになります。 

   このような競争によって公募しなさいというのが原則ではございますけれども、大

玉村の場合はほとんどの方が免許職でございますので、今現在は面接による採用の決

定ということで任用したいというふうには考えてはございます。 

   ３年という縛りについては、もう当然なくなっておりますので、これにつきまして

はその方が、例えば極端に仕事に対する意欲がないとか、そういうふうな面接上そう

いったところが見受けられましたらば、任用はその年度で終わるということはござい

ますけれども、通常的に業務をこなしていただければ、そこでストップということは

ございません。ただ、国のほうで示しておりますのは、３年間はそういった再任用は

いいでしょうと、３年目、４年目を迎える前にもう一度面接、そういったものをしな

がら更新をしてくださいというのが基準になっております。 
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   ２つ目の昇給関係でございますけれども、これにつきましては先ほどおっしゃられ

たとおり、職員の例に倣いまして、まず初任給の決定をさせていただきます。 

   その決定に基づきまして、そのあと前歴換算をさせていただいて、そこに級のプラ

スをしていくと、採用初年度の級はそういった２つの操作をした上で決定になってま

いります。その後、基本的に給与表、別表でついておりますけれども、１年に１号の

昇給は行うというふうな方針で今規則のほうの調整を進めているところでございます。 

   以上でございます。 

   失礼しました。人数ですね。 

   失礼いたしました。８番議員さんにお答えいたします。 

   人数につきましては、今、フルタイム、パートタイムちょっと区分けのほうがまだ

完全にできておりませんけれども、臨時職員、業務委託職員の方々の総数は、今現在

１５３名対象者がいらっしゃるところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 大玉村ではないとは思うんですが、ほかの話を聞きますと、新聞

等々で読む情報でございますが、フルタイムで働いていた方を時間を少し短くして、

パートタイムに移行していただくとかという話も伺うわけですが、大玉村ではそうい

うことはしないということで確認をしてよろしいでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほど、免許職の方が多いというふうにお答え申し上げました。 

   これにつきましてご存じの通り保育所、または幼稚園関係でお仕事をしていただい

ている方々でございます。 

   フルタイムというか、フルに活動されている方の中でも、保育所職の場合につきま

しては、これはきちっと７時間４５分、そういった形で働いていらっしゃる方、あと

は当然シフトを組んでおりますので、その間につなぎという表現はおかしいんですが、

フルの方の時間を補うためにパートという方も当然いらっしゃいます。これはパート

の方をフルにということになりますと、これはパートをフルにということになると余

剰人員当然になってまいりますので。 

   フルをパートですか。わかりました。 

   そういったフルからパートというふうな任用がえというのは今のところ考えており

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。１１番。 

○１１番（押山義則） 今の質問で大体のことは伺ったんでありますが、働き方改革の制

度化によって、今までの保育所とか幼稚園の異常な状況は解消されるものだと思って

おります。 

   １点、確認のため伺いたいのでありますが、今後のスケジュールの中で意向調査さ
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れていくと思いますが、この家庭の事情などで、それぞれの意向調査の中で、フルタ

イムでなくてパートタイムとか選ぶとかその判断、それはどのような形でされる考え

でおられるのか 1 点だけ確認しておきます。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどのご質問と逆のパターンかと思います。 

   これにつきましては、採用試験の申込書、これを出していただくようになります。 

   その際に、そういった事情加味していただいて選択をしていただければよろしいか

と思いますので、提出の時点での意向ということでよろしくお願いしたいと思います。 

○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。 

   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７３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。 

   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７４号「大玉村太陽光発電設備と自然環境保全と

の調和に関する条例の制定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。４番。 

○４番（本多保夫） この条例、大変いいものだとは感じておりますが、一方、この原発

事故以来の太陽光自然を生かした電気をつくろうということ、これまた今は日本中ど

こでもとり行っているところでございますが、今回の村としての条例、自然環境、景

観、生活環境等を守るんだということでございますが、大体第６条を読みますと適用

対象を１０キロワット以上とすると。ここで１つお聞きしたいんですが、一般家庭に

おいて屋根にあがっているもの、普通に考えていただいて大体何キロワットぐらいが

上がっているのかお聞きします。 

○議長（菊地利勝） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ４番議員さんにお答えいたします。 

   屋根に上がっているキロ数とのことですが、村の補助をしている中での数字ですが、
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通常でありますと、普通の新築の家であれば５キロ前後と考えております。 

   一応、補助事業の中で屋根に上げた中の最大が、平成２９年度は９．４５キロワッ

トになっております。平成３０年度であれば屋根に上げた、これは補助外となってい

る部分ですが、９．８キロワットが最大ということで村のほうで補助をしております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） そうしますと大体５キロから１０キロ未満だということなんですが、

普通に見ますと、屋根に上がっているパネル１０枚程度なのかなというふうに私は見

ておるんですが、１０キロ以上だと大変村では設置上難しく、第４条から第２０条ま

でこれ業者の全部責務に値しているんですね。 

   今の原発事故以来は、太陽光自然エネルギーを使っていきましょうと言っているも

のに対して相反しているような感じを受けます。 

   また、石炭火力によると地球温暖化につながっていくというのを考えれば、余りに

も厳しい条件のもとの設置条例ではないかと、そういうふうに感じておるところです

が、村長はこの辺はどのように思っていますか。 

   お伺いします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   この１０キロというのは大きさではなくて、国の太陽光発電事業というのがＦＩＴ

という事業になりますが、それが、１０キロ以上が国の買い取り事業ということです

ので、１０キロ未満が自家用のものということで、１０キロ未満の場合には買い上げ

補償が１０年間、それからＦＩＴの事業については１０キロ以上、これ２０年間、で

すから大きさではなくて１０キロ、１００キロ、２００キロという大きさではなくて、

ＦＩＴに該当する事業として収益を上げるために設置をしているものについては

２０年間の買い上げがあります。 

   そこを一つの区切りとして今回１０キロとしたということでございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。８番。 

○８番（武田悦子） 今回のこの条例、１０キロワット以上の太陽光発電設備が対象とい

うことで、さまざまな条件をクリアしていただいた上で、設備設置をしていただくと

いうふうなことかというふうに思いますが、特にこの第１５条の中で、規則で定める

基準を満たさないと認めるときは、この条例を目的達成するために必要な措置を講じ

る事を勧告することができるとなっております。この措置とはどのようなことを指す

のか伺いたいと思います。 

   また、第１９条、設備廃止時の措置というものも明記されておりますが、この廃止

時に廃止をしますよ、きちんと片づけますよという文書なり計画書なりというものは

もちろん出していただくわけですが、それだけで、この１０年、２０年先をきちんと

担保できるのかという不安がありますので、そのあたりはどのように廃止のときのき
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ちんとした終わり方を担保されるのか伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   １５条でございますが、必要な措置をとることを勧告することができるという表現

ですが、この次の条項で必要な措置を命ずるという命令規定がございます。 

   また、さらに第２０条におきましては公表、そういった指導、勧告等、命令にした

がわない場合には命令という形での条例規定をしてございます。 

   また、１９条、廃止時の措置ということでございますが、この条例上は、現時点で

は計画を出して承認があれば事業は開始することができるということになってござい

ます。 

   条例上におけるそういった担保はございませんが、近年の報道等によりまして、太

陽光の積み立てを強制するというような経済産業省の有識者産業部会での方針と言い

ますか、そういった制度案を大筋で合意したということで、２０２２年７月の導入を

目指すと、これは積み立てが担保されているわけではございませんが、そういった国

との動きも徐々にかわってきているというところで、担保が何とかできるのかなとい

うところでの回答とさせていただきます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） それでは、重ねてお聞きいたしますが、この１５条の必要な措置と

いうのはさまざまな情報公開するとか、そういうことをしますよというのが措置に値

するということで理解してよろしいんですかね。 

   あともう一つ、この条例は新しく設置をする施設についてのみ規定をするものであ

りますが、今現在もう既にあちこちにそんなにもう大規模な太陽光発電設置をされて

おります。 

   この今ある施設もやはり廃止時、終わったときにどうなるのかという不安がありま

す。 

   既存の施設に対しては、どのような形でこの廃止をするとき臨まれるのか、それこ

そ今、口約束で絶対片づけますというのは大変当てにならないことかなというふうに

も思いますが、その辺の取り組みはどのようにされるのか伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず、１５条の勧告の措置というのは、傾斜地にあった場合には土砂崩れが起きな

いようにしなさいよとか、道路から見えないように緑地帯を設けなさいとか、各種条

件がつくわけですね。 

   申請が出た時点で、届け出が出ていた時点でそれが環境等にどういうふうに影響を

与えるとか、景観にどういう影響を与えるかということを村ではやらせていただきま

す。ですからこれは、太陽光発電を支障のない場所に、しかも村の条件どおりにやっ

ていただく場合には設置をしていただいて構わないわけですね。 

   それが、景観とか自然環境とかに、それから土砂崩れとかそういう災害に結びつく
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ような危険性、自然の景観とかを著しく損ねるとか、そういう場合にはいろいろと条

件をつけたり、取りやめをお願いしたりがあるわけですが、それはその場所場所によ

ってお願いする措置、それをお願いしたにもかかわらず従わないという場合には勧告

という形でやってくださいよと、それに従わない場合には命令と、それで従わない場

合は公表というふうに進んでいくという流れになります。 

   それからこの条例は、公布の日からとなりますので、今あるものに遡及してかぶせ

ることは法的にはできないので、これは、この条例が可決いただいたら、この理念を

もって改善すべき既存の太陽光発電所については、こういう条例をつくってこういう

理念で村はやりますので、こういうふうに対応してくれませんかという強い依頼をし

たいなというふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ほかに。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ２条の６でですね、地域住民等というくだりがあるんですけれど

も、その地域住民等というのは、いわゆるこのまま書かれているとおり、その該当す

る行政区をして地域住民というふうに定めているということでそのままで受け取って

いいんですね。そこら辺について確認。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   定義の第２条の６号ということで地域住民等の規定がございます。 

   ご質問のとおり、この当該場所が所在する区長及び区長の認める地域住民、それか

ら境界線からの水平距離が１００メートル以内に土地を所有する方ということでござ

いますので、これは文字どおりそのとおりということでご理解いただければと思いま

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） この条例、６月議会で大規模太陽光発電所と大玉村の自然環境保

全の調和に関する宣言、それを議決されたことに引き続きセットとして、条例の制定

がなされたと理解しておりますが、改めてこの条例制定の目的、内容が具体的に示さ

れました。 

   条例の必要性は十分認めるところでありますが、内容についてちょっと疑問の点だ

け伺っておきます。 

   先ほどもちょっと質問ございました。条文の中で１０キロワット以上、それが適用

されるとありますが、出力数による設置条件について宣言の中でも自然環境保全との

調和ということをうたっておりますんで、環境保護条例に基づくところのその影響評

価といわゆる環境アセスメント制度、福島県そのものがこれで今の規制とか何かを行

っているわけでありますが、出力数については大玉村景観保護審議会の判断に委ねる

制度設計というのは考えられないかなと思っております。 

   理由としては、大玉村、耕作放棄地とか遊休農地が増加傾向にありまして、１つは

経済観念の視点から、それから土地利用の観点からある程度同意条件について一定の
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配慮も必要ではないかと考えております。 

   また、別の考え方としては、１０キロワット以下でも規制を必要とする地域が生じ

てくると思います。 

   景観保護審議会の権限がそういう意味では環境保全の中で必要と思っております。

その辺は検討いただければと思っております。 

   また、先ほど質問もございました既存の方について、これはあわせてこれを条例制

定する、一緒でなくてもいいわけですが、条例同様の行政指導の必要性、これを求め

ております。 

   これが、一緒にある程度の行政指導もなされないと、村民の理解がちょっと行き届

かないのかなと思っております。その点についてある意味で、こういう条例が条件つ

けますと条例がざる法になる懸念も考えられますが、あくまでも条件整備ということ

で伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、１０キロの縛りというのは先ほど言いましたように、ＦＩＴの５０で区切る

か４０で区切るかいろいろと内部で検討しました。 

   全国的にも同じような条例が大阪何かにもありますので、その辺も検討させていた

だきましたが、やはり区切りはＦＩＴに該当しているか、していないかというところ

で皆さん区切っているようでございます。 

   １０キロがだめだということではなくて、１０キロが景観とか環境に阻害しなけれ

ば設置していただいて構わないわけですから、これは太陽光発電所を否定する条例で

はございません。その辺については柔軟に問題のないものについては対応できると、

あと１０キロ未満について事業でやることは制度上あり得ないので、１０キロ未満に

ついては１０年しか買い上げはありませんので、事業でこれをつくる人はまずいない

だろうということになります。事業に該当しないということになります。 

   それから、あと土地利用で耕作放棄地の利活用としてどうかということがございま

すが、その辺については村として、農政も含めてしっかりと対応はしていきたいと。 

   それがあるからそこに太陽光発電をやってしまいますと、田んぼの真ん中にそうい

うものがどんどんできていくということになりますので、これについては６月のとき

にいろいろと議論させていただいて、やはり大玉村のあり方としては、こういう支障

のあるものについては、やはりご遠慮いただこうという考えのもとということでござ

いますので、ご理解をいただきたい。 

   それから、以前の施設に対してとなりますと、この規制条例というのは事業者にと

っては不利益になります。 

   不利益の遡及というのは、これは法律的にできないことになっておりますので、後

から規制条例をつくってさかのぼって適用するということはできないと。ですので、

行政指導もできないと。今は行政指導はやっちゃいかんということですので、ですか

ら勧告とか命令という形になっておりますので、これについては先ほど言いましたよ
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うに、村の理念はこうなんだということで、粘り強く村のほうに合致するようにお願

いをしていきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 丁寧な説明ありがとうございました。 

   おっしゃるとおり理解いたします。 

   いろいろな形で伺いますと、近隣の自治体ではむしろ大規模施設歓迎しているよう

な状況も伺っております。 

   大玉村再生エネルギー活用宣言の村でなかったかという、そういった村民の理解が

その辺に難しいところだったと思っております。確かに自然との調和、日本で最も美

しい村の理念から、これは大変大切、必要と考えていますが、やはり村民の生活を支

える観点からももう少し緩やかな制度制定の中で対応してほしいと考えから質問であ

りました。 

   ある意味で、この条例制定によって大玉村に対する印象がどのようになるのか、少

しいろいろな意味で別な角度から心配している考えから質問を申し上げました。 

   そういうことでございます。答弁は結構です。 

   わかりました。じゃ、お願いします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） これは６月の宣言時点で十分にご理解をいただいて全会一致で宣言

したものですので、ご理解の上での話だというふうに理解しておりますが、私がもう

一つ心配しているのは、今の状態で２０年後に誰がそれを処理するんだということの

心配も大きな心配なんです。 

   要するに、将来的に負の遺産を残すということにもなりかねないので、そこはしっ

かりと条例でもうたって、対応していきたいと。やっと国も、早ければ来年の国会で

その強制的な積み立てということに、やるような考えもちょっと新聞紙上で見ており

ますが、やはり今現在できているもの、これが本当に担保されるのかということは、

やはりもう一つ景観を阻害されるとか、環境阻害というもう一つの理由はやはりその

ことが非常に心配なんですね。 

   結果的には所有者が処理をしなきゃならなくなりますよと。 

   ですから今はいいです処理があって。２０年後にその土地の所有者が、それを例え

ばですね、その会社がなくなったり何かした場合には処理しなきゃならないというこ

ともありますので、やはり慎重にこれを対応していかなければならないというふうに

考えてもおります。 

   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。 

   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。 

   よって、これより議案第７４号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議と認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後２時５０分といたします。 

（午後２時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後２時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第４、議案第７５号「大玉村区長等設置条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今、質疑なしという話だったんですが、中身についてはいいんで

すけれども、新しく今度決まるわけですので、最後まで話ししたんですけれども、副

区長ということは、想定今までしていないんですね、区長だけは何とか３月議会まで

間に合わせるために、何とか選んで１月の末か２月の頭に早く早くと言われて選んだ

んだけど、副区長は先送りして３月末ころになっちゃうんだね。 

   そういうような経過、ほかのほとんどの部分は、とこはうまく回っているから問題

ないんだけれども、ままそういうところもあるかもしれないので、十分ここの条文の

中にそんな話はないので、今回特に進めるに当たっては、区の区長なり関係者と十分

に早目に煮詰めて、１回やるとあと回ると思うんで、副区長も議会の同意を得るって

いうことであるから、そこら辺についてひとつ話聞きっぱなしでなくてちゃんと紙に

書いて、ない課長ね、部長、紙に書いて、そしてそれがちゃんとできるように、あと

でそれ間に合わなかったの、おめら悪いんだなんて言わないように、ひとつよろしく

お願いします。そこ要望しておきます。 

○議長（菊地利勝） １０番さん、答弁よろしいんですね。 

○１０番（須藤軍蔵） はい。 

○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。 
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  質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   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。 

   よって、これより議案第７５号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（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５、議案第７６号「大玉村交通教育専門員設置条例の一部を

改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（松本 昇） ちょっと理解に苦しみますので質問させていただきます。 

   現行では、専門員の身分は地方公務員法第３条第３項第２号に規定する特別職の非

常勤の職員とする。改正後は、下のほうですけれども、第３条第３項第２号に規定す

る非常勤の特別職とするとなっているんですが、どういう意味だかちょっとわからな

いのでご説明お願いしたいと思います。 

   あと、それについてこの交通教育指導員というのは、何名くらいいるんでしょうか。 

   その点についてもお伺いいたします。 

   よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、１点目でございます。特別職の非常勤の職員、これを非常勤の特別職とする

という、これ提案理由でも申し上げました、法律の改正というか法律に文言に合わせ

ました表現の修正ということでございます。 

   意味としましては、同じ意味ではございますけれども、法律の用語に合わせて改正

をさせていただいたところでございます。 

   また、専門員の方の人数でございますけれども、これにつきましては２名以内とい

うふうになっておりまして、現在２名配置をさせていただい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） 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。 
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   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「質疑なし」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７６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（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７７号「大玉村職員定数条例の一部を改正する条

例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（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７７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（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７８号「大玉村人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。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７８号を採決いたします。 
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   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（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、議案第７９号「職員の分限に関する条例の一部を改正す

る条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（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７９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９、議案第８０号「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（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８０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８１号「公益的法人等への職員の派遣等に関す

る条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 
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（「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８１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８２号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。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８２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８３号「職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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８３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。 
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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可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１３、議案第８４号「大玉村議会議員の議員報酬、期末手当

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。１１番。 

○１１番（押山義則） １点だけわからないことですので、自分のことですので、伺い申

し上げます。 

   特例措置の説明だけお願いしたんですが。 

○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。 

   附則の第２項ですか、令和元年１２月に支給する期末手当に関する特例措置。この

条文のほうでよろしいでしょうか。 

   これにつきまして、附則第２項につきましては、期末手当の１００分の５引き上げ

に伴い、改正後の支給率に上乗せすることにより、１２月支給で一括支給を行う。こ

れが特例措置になります。 

   これにつきましては、１２月１日から適用されますので６月の期末手当については

既に支給済みでございます。 

   これを１２月の支給に上乗せすることによって、改正後の１００分の５全部を支給

するという特例措置を規定したものでございます。 

   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８４号「大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について」採決します。 

   この採決は、起立によって行います。 

   議案第８４号を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立をお願いします。 

（起立多数） 

○議長（菊地利勝） 結構です。起立多数です。したがって、議案第８４号「大玉村議会
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議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につい

ては原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１４、議案第８５号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。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８５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１５、議案第８６号「村長等の給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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８６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１６、議案第８７号「職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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８７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１７、議案第８８号「単純な労務に雇用される職員の給与の

種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（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８８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１８、議案第８９号「職員等の旅費に関する条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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８９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。 
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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１９、議案第９０号「大玉村税等徴収嘱託員設置条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（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９０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２０、議案第９１号「英語指導を行う外国青年の給与等に関

する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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９１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２１、議案第９２号「大玉村公民館条例の一部を改正する条

例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（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。 
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   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９２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２２、議案第９３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。４番。 

○４番（本多保夫） ページ、１９ページ上段、復興祭のほうの講師謝礼５５万円、余り

にも高額なんですが講師の方何名いらっしゃるのか、どういう関係の方がいらっしゃ

るのかお聞きします。まずこれが１点。 

   次、ページ、２７ページの予防費、２７ページの下段のほうになってきますが、予

防接種に要する経費で委託料８６０万、この内訳をお願いします。 

   次、ページ、２９ページ、産業振興センターの管理に要する経費、施設修繕料、

８３万６，０００円、確かこれ浄化槽の臭気問題云々と説明があったような気がしま

すが、随分早く修繕するんだなと、この内容的なものを説明お願いします。 

   それから、３１ページ観光費の中の１９、これも下段のほうになりますが、負担金

及び交付金、ふれあい広場にぎわい創出事業補助金１５０万、この内容についてお尋

ねします。 

   次、３５ページ、消防費でございますがこの中の消防設備費、１５ですね、サーバ

ー室非常用電源等工事費、消防のほうのつながりを２４２万ですがこれをお聞きした

いと思います。 

   次、３７ページ、教育費関係で学校管理費の中の３７ページの下段、備品購入費で

学校管理備品となっておりまして１２０万、この内訳をお願いします。 

   最後になりますが、教育費の中の体育施設費になりますか、４１ページ、プール、

テニスコートの管理に要する経費ということで、次のページにいきまして４３ページ

になりますが、水道料の６２万、余りにも高額なのでこの６２万の内容をお願いいた

します。 

   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） ４番議員さんにお答えいたします。 

   ページ、１９ページの上段になります講師謝礼の５５万の内訳でございます。 

   ５万円が司会者の謝礼。それから今現在、調整中でございますが、講師の方に

５０万円ということで予定しているところでございます。 
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   講師については、今検討中でございますのでご理解いただきたいと思います。 

   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） ４番議員さんにお答えいたします。 

   ページ、２７ページ予防費の予防接種関係の補正の内訳を申し上げます。 

   まず、定期予防接種につきまして、差額で申し上げます。申しわけありません。 

   合計ですね、年額３，４５０万３，０００円が予算額でありまして、それに対して

の支出ということで、今後の予想合計になってございます。 

   定期予防接種につきまして３，０００万円、法定外予防接種が３６０万円、風疹抗

体検査等費用についてが９０万３，０００円ということで、合計２，５９０万

３，０００円が必要になるということで差額の８６０万円を補正計上するものです。 

○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。 

   ページ、２９ページ農業振興に要する共通経費の中の施設修繕料、下段のほうにな

りますけれども、こちらですけれども、こちら食堂脇にありますトイレの浄化槽から

臭気煙突が南側の緑地帯のほうに出ております。立っております。 

   その煙突の臭気の、夏場、南風吹きますと、そこの煙突のところから臭気が食堂の

壁に当たって、ちょうどソフトクリーム売買している場所あたりで滞留して、ちょっ

とにおいがしてしまうということでご指摘を受けました。 

   それで、コンサルに見ていただいて、その煙突を食堂の屋根よりも高く、ちょっと

かさ上げして、広い範囲で拡散させてしまえばある程度臭気もおさまるのじゃないか

ということで、そちらの煙突をかさ上げするための修繕料ということで計上させてい

ただいております。 

   あとページ、３１ページのふれあい広場にぎわい創出事業補助金と言いまして、こ

ちら昨年度から実施しております商工会の青年部のほうで、ふれあい広場のほうで、

今年はあさって１２月１４日点灯式になりますけれども、そちらのほうでイルミネー

ションだったり、あと園児のほうの手づくり絵ろうそくなんかも展示いたしまして、

村を盛り上げるための事業として商工会青年部が取り組む事業になっておりますけれ

ども、そちらに対しての補助金ということになってございます。 

   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） ４番議員さんにお答えいたします。 

   ページ、３４ページから３５ページにかけて消防施設整備に要する経費、１５の工

事請負費、サーバー室非常用電源等工事費でございますけれども、こちらにつきまし

ては、長時間の停電時におきまして、外部との通信を確保するためにサーバーに電気

を供給するため非常用の電源設備を整備するというものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 教育総務課長。 
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○教育総務課長（橋本哲夫） ４番議員さんにお答えいたします。 

   ページ、３７ページの学校管理備品の内訳でございます。 

   来年度、大山小学校で１つの教室ふえる予定に伴って、備品を購入するものでござ

います。 

   まずは、児童用の机、椅子それぞれ２０台ずつ、それから教室の先生の教卓が１台、

それから生徒用のロッカーが３台、あとは片面の書架１台、あとは先生もふえるとい

うことで職員室に置く先生用の事務机、椅子の購入となっております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（溝井久美子） ４番議員さんにお答えいたします。 

   ページ、４３ページ、プールの水道料の関係ですが、夏場どうしてもプールのほう

は利用者が多くなります。その関係で濁り等が出ているために、今回プールの水の入

れ替え等を行ったことによりまして、当初見込んだ予算より足りなくなってしまった

ので今回補正で計上しております。 

○議長（菊地利勝） ほか、ございませんか。 

   ４番さんの答弁終わったよね。答弁漏れないですね。じゃ、１０番さん。 

○１０番（須藤軍蔵） ページで１６ページですけれども、企画費のポイントカード付与

するための個人の番号の利用を促進、私個人的には、これは格差の助長だというふう

に思うんですけれども、国がやれっていうことだからやるんでしょうが、この目標っ

ていうんですか、これだけはやれよとか、そういうのがあるのかどうかですね、ある

程度のお金は来るんですけれども、若干は持ち出しになるんだけれども、これも村で

何でかんで出さなんね金なのかどうなのかね、ここら辺についてもお尋ねしたい。 

   それからもう１点。ページ、３０ページですか、森林の振興で環境の積み立てって

のありますね。それの積み立てしたお金の活用事業というものについてはどういうも

のが、前も聞いたかと思うんですけれども、せっかく積んだお金がただへでもない事

業やったんではしようがないので、そこら辺どういうものを考えているか。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ページ、１６から１７ページの企画費に要する関係でございます。 

   こちらにつきましては、補助事業でございまして、質問のとおりマイナンバーカー

ドのほうに附帯するＩＤを付与することによって、これからのポイントを利用できる

というような中身で今進めているところでございます。 

   そのマイナンバーカードへのＩＤを付与するためのそれぞれの臨時等の賃金、医療

費それから消耗品につきましては、各小売店のカードリーダーを購入しまして、そち

らのほうご利用いただくということで補助率につきましては１００％でございますが、

目標というご質問ありました。特にあの、これだけという目標はございませんが、総

務省のほうでは広くご利用いただきたいということでございますので、推進してまい

りたいと思います。 
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   以上です。 

○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、３１ページ森林環境譲与税基金積立金ということで、こちら国のほうから

来ています森林環境譲与税なんですけれども、こちら一度積み立てしておきまして、

使途につきましては森林整備等、あとは森林に関する後継者の育成等に使用するとい

うことでうたわれております。 

   今のところはまだ、どこをどうするというような内容は決まっておりませんので、

とりあえずは一時積み立てして、内容を精査しながら必要があればこちら基金からお

ろしまして整備のほうの事業に使っていきたいなというふうに現在は考えております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 先ほどの１６ページの関係、補助率１００％っつったけれども、

１００％ってことではないんでないかい。 

   それから、今現在、このマイナンバーカードていうんですか、今一生懸命やれやれ

て国で言っているけれども、やれやれってことはやってる人少ないってことだね。 

   村では何％ぐらいが今持っていらっしゃるのかね。それ伺います。 

   それから、今の森林環境関係は、結局今まで福島県でもやっていたやつだよね。そ

れやめて、今度は我々税金払うようになったんだよね。それで積み立てるお金だから、

あえて、ただどこかのあれでがらがら重機、山の中ブルでおっこくったみたいなので

それで立派にしたなんていうことでは困るので、そこら辺も十分判断していただきた

いなということから、質問したところです。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） １０番議員さんに再度お答えいたします。 

   大変申しわけございませんでした。 

   補助率については１０分の１０ということでございます。上限がありますので、

１０分の１０ということでご理解いただきたいと思います。 

   この今回の計上につきましては１０分の１０の補助率となってございます。 

   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） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １０月末現在のマイナンバー取得件数につきましては、総数で６２４件となってお

ります。 

   総人口の割合ですと約７％となってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。５番。 

○５番（松本 昇） ページ、３１ページ、先ほど１０番議員が質問した積立金の上の委

託料の松くい虫防除事業費ということで２９万７，０００円。 
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   これは、１回やったとこにまたやるのか、それとも新しいとこにこの２９万

７，０００円を使うのか、そこをお聞きしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ページ、３１ページ、松くい虫防除事業委託料ということで、こちら新規の場所に

なっております。 

   連絡をいただきまして現地のほう確認させていただいて、危険が伴うということで、

今回予算計上させていただいております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） すみません、場所はどこでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） 改めて５番議員さんにお答えいたします。 

   場所ですけれども、大山の南小屋地内と玉井の横堀平地内ということでなっており

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。１１番。 

○１１番（押山義則） ページ３１のふれあい広場のにぎわい創出事業について伺いたい

のでありますが、事業の中身は承知しておりますが、あしたのやつ、きょう、ちょっ

と事前着工の状況にありますから遺憾と感じます。 

   検証する必要はあるんじゃないかと思うんですが、その辺改めて伺っておきますが。 

○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） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   ふれあい広場のにぎわい創出事業でございますけれども、これにつきましては、あ

のあさってが最初の師走祭というふうなことですけれども、大きなその冬祭りという

ふうな事業の中で行われるところで、本日の補助金を充ててその全体を執行するとい

うことで、事前着工には当たらな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） １１番。 

○１１番（押山義則） 私、あの議会の立場から申し上げました。 

   事業があさってからやるのに、今回のやるとやっぱりどうしてもその説明は理解し

ます。ただ無理がございます。やはり、こういうのはもう少し前にきちんと提案して、

そして議決を得てからやるもんだと考えますので、改めて。 

○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番議員さんに改めてご説明を申

し上げます。 

   今回につきましては、その内容の見積もり等に若干の時間を要したということでこ
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のような提出ということになりました。今後、できるだけ早期に、あの議会のほうに

ご提出できるように指導に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかに。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 何回も申しわけないんですけれども、さっきの１６ページ関係だ

けれども、１０分の１０て、そうするとそれ１４０何ぼだよね。それなのにこの予算

は１６１万２，０００円だよね。これは１０分の１０と俺どうしても見えないんだけ

れども、そこら辺は、つまりそれ以上に使ったんだからその分は余計出ているんじゃ

ないんですか。 

   その範囲内でやれば、持ち出し少ないんだけど、そこら辺理解できないんだけれど

も。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １０分の１０の補助で進めてございますが、精算の際に１円単位まで合わせるとい

うのはかなり難しい状況になりますので、単独の事業分、単独分を１２万弱程度この

中に入れておりますので、精算する際に１０分の１０で精算するよう単独分を若干入

れているということでご理解いただきたいと思います。 

   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９３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２３、議案第９４号「令和元年度大玉村国民健康保険特別会

計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 
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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９４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２４、議案第９５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９５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２５、議案第９６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９６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２６、議案第９７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９７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２７、議案第９８号「大玉村教育委員会委員の任命について」

を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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９８号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり同意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同意することに決定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第２８、議案第９９号「大玉村固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９９号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり同意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同意することに決定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第２９、議案第１００号「人権擁護委員候補者の推薦について」

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１００号を採決いたします。 

   本案を推薦することに異議なしと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推薦することに異議なしと決定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第３０、議案第１０１号「村道路線の認定について」を議題と

いたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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１０１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。 
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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３１、陳情第７号「「ふくしま学力調査」中止の意見書を求

める陳情書」を議題といたします。 

   本陳情について、付託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） 総務文教常任委員会閉会中継続審査報告。 

   去る９月定例会において総務文教常任委員会が閉会中の継続審査の申し出をいたし

ました陳情第７号「ふくしま学力調査」の中止の意見を求める陳情についてを審査す

るため、１１月１９日午前１０時３０分より大玉村役場第２委員会室におきまして全

委員が出席し、さらに参考意見聴取のため教育長及び教育部長に出席を求め、委員会

を開催いたしました。 

   本案件について、当該調査により児童、生徒及び学校現場への効果が理解できるこ

と、また、陳情書にあるような学力偏重の助長は、本村では確認できない等の意見が

あり、慎重審議の上、採決を行った結果、全委員一致をもって不採択とすべきものと

決定いたしました。 

   以上のとおり、当委員会において継続審査とした案件についての審査結果を報告い

たします。 

    令和元年１２月１３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。 

○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報告に対する質疑を許します。８番。 

○８番（武田悦子） 委員長にお聞きいたします。 

   この報告書では、教職員の忙しさ、長時間労働については何も触れられておりませ

んが、教職員の長時間労働は以前からかなり問題になっております。 

   今回のこの「ふくしま学力調査」を行うことによって、より教職員の忙しさが増す

のではないかというふうに思っているところですが、これらについては委員会では何

かお話が出たんでしょうか。伺います。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○総務文教常任委員会委員長（須藤軍蔵） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   お尋ねの教職員の多忙化ということについては、まさにあの本陳情の柱の一つでも

あるわけでありまして、この件についてもいろいろとお話をしたところであります。 

   ただ、すかっとした答えはなかなか至らなかったというのも事実でありますが、た

だ参考意見聴取のためおいでをいただいた教育長からは、多忙化にあるっていうのは

否めない事実であると、しかし、そこで今どういう方法でその解消したらいいかとい

うことについて今取り組みを進めている状況だということと、それから、確かに年度
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当初の忙しい時期に学力調査やったということは、やはりそれはそれとして問題だな

というふうに反省はしているということで、県の学力調査の委員も教育長やっている

ということで、そういう皆さんの意見を踏まえながら、もう少し時期をずらすなり努

力はしたいとこういう努力についてのお話がありました。 

   それから、時間の関係であれですけれども、多忙化もそうなんですけれども、

３．１１以降の福島県の子どもの状況というものを鑑みた場合、全国の学力調査とは

違う側面の効果がいろいろな面であるんだということで、それはあのここを伸ばすと

いう意味で回数を重ねていくことによって、それがあらわれてくるという状況がある

ということで、今回はまず１回目ということなので、あの２回目、３回目と重ねる中

でさまざまな課題についてはまた協議をし、よりよいものにしていくべきではないか

というようなことが話し合われ、積極的側面を捉えて今回の決定に至ったということ

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、質疑を打ち切ります。 

   陳情第７号「ふくしま学力調査」中止の意見書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不採択です。 

   お諮りいたします。 

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

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（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しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第３２、陳情第８号「看護師と介護従事者の特定再賃新設を求

める陳情」を議題といたします。 

   本陳情について、付託しました産業厚生常任委員会委員長からの審査結果の報告を

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報告。 

   議長の命によりまして、産業厚生常任委員会の審査結果についてご報告いたします。 

   去る１２月１０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につ

いて審議するため、１２月１０日午後１時３０分から第１委員会室において全委員出

席、さらに付託事件に対する参考意見聴取のため住民福祉部長の出席を求め、委員会

を開催いたしました。 

   現在、看護師と介護従事者がおかれる低賃金、過重労働の状況を改善し、福島県の

介護充足率の底上げを図るためにも、全国を対象とした最低賃金（特定最賃）の新設

は必要であることから、陳情第８号「看護師と介護従事者の特定最賃新設を求める陳

情」については、慎重審議の結果、全委員一致をもって採決すべきものと決定し、関
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係機関に意見書を提出することといたしました。 

   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１２月１３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 

   以上であります。 

○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報告に対する質疑を許します。 

   質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（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８号「看護師と介護従事者の特定再賃新設を求める陳情」を採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

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

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（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しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第３３「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の申し出のとおり、閉会中の継続調査することに異議ご

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、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 次に、追加議事日程を配付します。（追加議事日程 配付） 

   配付漏れはございませんか。（なし） 

   ここで議長からお諮りします。 

   議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（菊地利勝） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。 

   ただいまお手元に配付しましたとおり、議員発議第７号「看護師と介護従事者の全

国を適応地域とした特定最賃の新設を求める意見書について」並びに議員派遣の件が

提出されました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第７号並びに議員派遣の件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２として議題にしたいと思います。これ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、議員発議第７号並びに議員派遣の件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２として議題とすることに決定しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 追加日程第１、議員発議第７号「看護師と介護従事者の全国を適応

地域とした特定最賃の新設を求める意見書について」を上程いたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。７番。 

○７番（鈴木康広） 議員発議第７号「看護師と介護従事者の全国を適応地域とした特定

最賃の新設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１２月１３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 菊 地 厚 徳 

   提出先 厚生労働大臣。 

   看護師と介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書（案） 

   高齢化が進む中で、医療や介護の需要はますます高まることが予測されている。 

   しかし、医療・介護の現場では、看護師や介護従事者の過重労働と人員不足が深刻

化し、仕事を辞めたいと感じながら働いている職員の割合が看護師で７５．２％、介

護職で６４．５％にも達しているとの調査報告が出されている。 

   介護職の賃金は、全産業労働者の平均賃金より約８万円も低く、賃金が安いことが

離職の大きな理由となっている。２００９年度以降、国は介護職員への処遇改善策を

行っているが、実際には十分な改善につながっていない。 

   看護師・介護職の賃金水準が全産業平均よりも低いのは、同じライセンスでありな

がら働く地域・施設によって初任給の格差が看護師で月額９万円、介護福祉士で月額

約６万円にもなるような格差があり、それが原因のひとつと考えられる。 

   そのために、低い水準の影響を受けて全体の賃金水準が上がらず、看護師・介護職

の地域偏在や離職者増につながっていることは明らかである。 

   福島県では、「２０２５年度の介護職員充足率」推計が７４．１％と、必要数の
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４分の３に届かない状況にある。看護師・介護従事者の賃金底上げなど処遇の改善で

人材を確保し、安全・安心の医療介護体制を築くため、下記の項目について要望する。 

                   記 

   １．医療・介護の深刻な人員不足を解消するため、看護師及び介護従事者について、

全国を適用対象とした最低賃金（特定最賃）を新設し、賃金の地域間格差の解消と底

上げをはかること。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

    令和元年１２月１３日 

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

以上、よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 議員発議第７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７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、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 追加日程第２、議員派遣の件についてを議題といたします。 

   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のとおり派遣することに決定しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 以上をもって、今期定例会に付議されました議案の審議は全部終了

いたしました。 

   これをもって、本日の会議を閉じ、令和元年第９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４時０１分） 


