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令和２年第１回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  令和２年３月６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 １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 ２号 大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正 

            する条例について 

     議案第 ３号 大玉村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例に 

            ついて 

     議案第 ４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 ５号 大玉村帰還環境整備交付金基金条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

     議案第 ６号 大玉村社会教育指導員設置条例の一部を改正する条例について 
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     議案第 ７号 大玉村地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例に 

            ついて 

     議案第 ８号 大玉村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

            について 

     議案第 ９号 大玉村特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例について 

     議案第１０号 大玉村村営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 矢崎由美、書記 菊地拓也、鈴木真一、藤田良男 

 

 

 一般質問者目次 

６番 佐 原 佐 百 合 Ｐ.１０１～ 

２番 菊  地  厚  徳 Ｐ.１１０～ 
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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、議会だよりに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。 

   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） 本日の傍聴に、國分秀子さんほか６名の方々がお見えになっており

ますので、ご報告申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○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、一般質問を行います。 

   ６番佐原佐百合君より通告ありました「大玉村の魅力を発信する体制を」ほか１件

の質問を許します。６番。 

○６番（佐原佐百合） ６番佐原佐百合です。議長の許可を得ましたので、さきに通告し

てあります２件について、これより一般質問を行います。 

   まず１件目の質問です。 

   大玉村の魅力を発信する体制をについて質問をさせていただきます。 

   今まで情報発信について何度か一般質問をさせていただきました。指摘させていた

だいたホームページの掲示板は、頑張っているなあ、ありがとうという感じで見させ

ていただいております。以前は掲示板に掲載されていた回覧文書に穴が空いていたり、

斜めだったり、そういうのもきちっとされていて、すごくみんなに見てくださいとい

うのが伝わる内容に変わっています。ただ、公式のＳＮＳとかについては、ホームペ

ージについては、まだ少しもうちょっと頑張ってほしいなという部分があります。 

   大玉村の情報を知る手段は、広報おおたまや新聞、公式ホームページ、公式ＳＮＳ、

フェイスブックやツイッターですね、あとユーチューブ、テレビやラジオなどがある

と思います。村民の皆さんの多くは、広報おおたまから情報を得ていると思います。

とても大切なものだと思います。 

   ただ、近年スマートフォンの急速な普及で、年代によっては紙媒体ではなく公式ホ

ームページやＳＮＳ、インターネットで情報を収集していると思います。 

   総務省が発表している平成３０年度通信利用動向調査によると、世帯におけるスマ

ートフォンの保有割合は８割、１３歳から５９歳の年齢層でインターネット利用が

９割を超えていると報告されています。ＳＮＳ、つまりソーシャル・ネットワーキン

グ・サービスの利用も上昇しており、利用目的の特徴として、知りたいことについて
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情報を探すための割合が上昇しているようでした。 

   郡山市の情報ですが、スマートフォン、タブレット端末の活用や市政情報の収集な

どについての近況を把握し、今後の施策に生かすため、平成３０年１２月に市民の皆

さんにアンケート調査を行っております。その中で、スマートフォン、タブレット端

末の利用は８７．４％と高い数字になっています。スマートフォン、タブレット端末

を使用している方のうち９３．６％の方が通話やメール、ＳＮＳなどのコミュニケー

ションに利用しているようです。 

   では、大玉村ではどうなのでしょうか。ちょっと友人、知人にアンケートする時間

がなかったのですが、皆さんの周りではどうでしょうか。ご自身はどうでしょうか。

きっと全国、郡山市の調査と村内もほぼ変わりがないのではないかなと思っておりま

すが、今後機会があれば私のほうでもちょっと調査したいなとは思っております。 

   以上のようなことから、ＳＮＳを利用して知りたいことについて情報を探す、その

ニーズに応える情報提供が必要だと考えます。大玉村に住んでよかった、住んでみた

い、行ってみたいと思ってもらうためには、今まで以上に大玉村の情報や歴史、自然、

食などの魅力を発信する人材が重要だと考え、次の２点を質問させていただきます。 

   村内や村外の皆さんに大玉村の魅力を知ってもらうために、ＳＮＳの利活用をさら

に充実させる情報発信をするための人材について伺います。 

   まず１つ目です。 

   ＳＮＳで情報を発信する地域おこし協力隊、昨年募集をかけていたかと思うんです

が、その応募状況はどうなっているのかお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   ご質問の地域おこし協力隊の応募状況でございますけれども、現時点におきまして、

応募者がいないというふうな状況でございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 多分、地域おこし協力隊の方の応募をいただけるために、いろん

な努力をされていたかと思いますが、応募がないような要因とか何か、その辺は考え

られることはあるんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） 募集に当たりましては、これは年度当初からになり

ますけれども、関係機関でありますふるさと回帰支援センターでありましたり、福島

県の東京事務所、日本橋にありますふくしま館ＭＩＤＥＴＴＥ、こういった関係機関

を訪問しまして、それぞれ協議をしてまいりました。同時にふるさと回帰センター等

を通じまして募集を行っておりますけれども、現在、全国的に地域おこし協力隊の需

要が多くなっております。逆に、応募といいますか、それぞれの協力隊に就きたいと

いうふうな方々が限られておりますので、需要と供給のバランスが保たれていないと

いうふうなのが大きな要因かと思います。 
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   そういった中で、募集のほうに力を入れるということで、これは有料のサイトにな

りますけれども、株式会社シゴトヒトと昨年の１２月に契約をしまして、ウェブサイ

トにあります日本仕事百貨ウェブサイト、こちらのほうに募集のページを今作成です

か、こういった業務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） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 大玉村が魅力がなくて応募されないのではなかったことは安心し

ました。需要と供給ということで、今後も、こちらは次年度も村政執行基本方針の中

に入っていたと思いますが、予算書には計上されていなかったんですけれども、次年

度も継続して募集するということで、応募するということでよろしいんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   募集に関しましては、今現在も行っております。４月以降、新年度に入りましても、

継続して募集のほうは進めていきたいと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 今年度ですね、昨年も長い期間応募していたのですが、そこで募

集がなかったということで、来ないのをずっと待っているのではなくて、何か別な形

で情報を発信する方を雇用できないのかなと考えまして、次の質問に入ります。 

   会計年度任用職員の雇用は考えられないかということで、フルタイムの方とかパー

ト、時間が短くというのもあると思うんですけれども、そういうことは考えられない

のかお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   今のところは地域おこし協力隊にお願いをし、国の制度が、有利な制度がございま

すので、それを活用していきたいというふうに考えていますが、どうしてもこの情報

発信というのは村にとっては非常に大切な部分ですので、できるだけ早く発信をした

いというふうに考えていますので、どうしても地域おこし協力隊が見つからない場合

は、適当な適任の方がおられれば、そういう形で任期付で採用するとか、そういう形

での採用も検討しなければいけな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） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 一番は、やはり地域おこし協力隊の方に来ていただくこと、もし

それでなかなか難しいときには任期付で検討ということで、ありがとうございます。 

   次の質問なんですが、もしそれも駄目だったらというか、そこがかなわなかったら

ということで、私の中で村民の皆さんが情報発信のために参加できる仕組みがないの

かなと思ってお伺いしたいんですが、実は、他町村だと地域の方に情報発信をお願い

したり、委託をしたりということをしていると思います。村でそういった考えはござ
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いますでしょうか。 

○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。 

   村民の方の協力というのは非常に大切だというふうに感じております。実は地域お

こし協力隊に来ていただいた仕事の一つに、住民ブロガーの育成とかＳＮＳ発信のた

めの研修とか、そういうものも含めてやっていただきたいなというふうに感じており

ますので、地域おこし協力隊を何とか採用できれば、その中で、これを協力に、住民

の協力を得られるんじゃないかというふうに考えておりますが、駄目な場合には、今

ある中で広報とか、それからあといろんなＳＮＳで発信を応援できればいいなという

ふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） もし不可能な場合は、今ある中でというお話がありました。 

   では、私のほうから提案させていただきます。お隣のお隣の伊達市では、伊達な宣

伝部長を募集ということで、ボランティアで無償でということで応募をかけました。

無償の活動となります。２年間、４名の方、今回、その中にちょっとたまたま知人が

いたので、この情報が分かったんですが、忙しくならないのと聞いたら、自分がやっ

ている活動の中でやれることを発信していくだけなので、全然大変じゃないですよと

いうお話だったりとか、あと市がいろんな事業を、伊達市の情報をその方に事前に配

付して、こういうことがありますので、自分の都合があるときに行ってくださいと、

そこで情報を発信してくださいという、そういうようなこともやっているので、無償

でも人は集まるんだと思ったので、ぜひいろんな分野の方、そのもともと伊達市に住

んでいる方、そうでない方、いろんな職業の方、女性１名、男性３名が４月からやっ

ております。 

   それと、福島市では市民カメラマン募集ということで、ホームページとかあと広報

紙、そこに福島市の場合は、多分大きいからでしょうが、一応ボランティアなんです

けれども、年額１万円ということで謝礼を払っております。以前、大玉村で活躍され

ていたカメラマンの方も福島市の市民カメラマンとして今年度から登録して頑張って

いるようですが、そういった自分で情報発信できる人、写真を撮るのが好きな人、そ

んな人、村内にもたくさんいると思いますので、そういう力を借りてみてはどうかな

と思いますが、皆さんもこういったことをちょっとこう、何か、村長はじめ皆さんで

もいろいろアイデアを出して、その地域おこし協力隊、その次、その次の手を考えて

ほしいと思うんですが、この話を聞いて改めて村長のお考えをお伺いします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   先ほど言いましたように、村の情報、いろんなことをお知らせするものがあります

ので、村を知っていただくということについて、やはり外に対して情報を発信すると

いうことは非常に大切なことだというふうに感じていますので、今あったような提言、
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実は先ほど言ったように、地域おこし協力隊が任命できた暁には、そういうことをや

っていただくということで考えていたわけですが、なかなか見つからないと。ですか

ら、任期付雇用は、そういうものも含めて、できるだけ早くそういうものに専念でき

る、そして指導できるような人材をしっかりと確保して進めていきたいというふうに

考えていますが、見つからなければ次の策として、やはり今の体制でそういう組織を

お願いしていくと、働きかけていくということは大切かなと思っていますので、後で

その資料をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） やはり一番地域おこし協力隊、あと今の体制でという、私もこの

質問するときに、皆さんのお仕事が忙しくなっちゃうんではないかなと思いつつもこ

の質問をさせていただくんですが、今の体制で頑張っていくのであれば、やはり職員

の皆さんの広報の向上、研修なども必要になるのかなと思います。職員の皆さんだけ

に頼るのではなく、私たち議員、もちろん私もですが、協力して情報発信に努められ

るようにしたいと思いますが、村民の皆さん、村外の皆さんに大玉村に情報が届けら

れる体制をぜひお願いしたいと思いまして、１つ目の質問を終了させていただきます。 

   次、２番目です。 

   ＳＤＧｓ推進の村づくりのためにについて質問いたします。 

   ＳＤＧｓとは、誰ひとりとして取り残さない持続可能な社会をつくるために、

２０１５年に国連で採択した２０３０年までに達成を目指す１７の目標です。そして、

大玉村ではＳＤＧｓ日本モデル宣言に賛同し、また地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラッ

トフォームに参加しています。福島県において、まだ少数の自治体の参加ですが、大

玉村が先進的であると言えます。大玉中学校の生徒さんたちも昨年から学び始めてい

て、大玉村の１０年後、将来を考えてくれています。私もテレビやイベント会場など、

あとＳＮＳなどで多く目にするようになってきました。皆さんもそうではないでしょ

うか。 

   第五次大玉村総合振興計画の策定にも生かされると聞いております。広報おおたま

や公式ホームページ、あとＳＤＧｓのマークが封筒に印刷され、村民の皆さんへの周

知が始まりました。 

   そこで、ＳＤＧｓを村民の皆さんとともに推進することでよりよい村づくりができ

ると考え、次の質問をいたします。 

   先ほども言いましたが、広報おおたまで内容、ＳＤＧｓはこんなことですよと広報

始まりましたが、大玉村がＳＤＧｓに取り組む意義、メリットについてお伺いいたし

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） ６番議員さんにお答えいたします。 

   大玉村が取り組む意義といいますか、これは全世界的な取組になります。

２０３０年度までに世界をよりよくするための目標ということで、今もお話ありまし

た１７の目標、さらに１６９のターゲットというものが設定をされております。それ



 

- 106 - 

 

ぞれ事業活動を支える社会と自然は、今の経済、生活の仕方を続けると持続しないと

いうふうに言われております。このため、世界はＳＤＧｓを共通のゴールに設定をさ

れております。 

   そこで、全ての自治体、国、住民が未来のために取り組まなければならない重要な

目標ということであるというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 今の生活のままでは持続できないという、そういう世界になって

しまうということで、世界的に取組を始めたＳＤＧｓです。 

   それでは、今の生活のままではということだと村民の皆さんにも関わってくること

だと思います。 

   そこで、２番の質問になります。 

   ＳＤＧｓを村民の皆さんにどのように生かしたいと考えているかお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   基本方針等でも村長のほうから申し上げておりますけれども、来年度ですね、令和

２年度におきまして、第五次大玉村総合振興計画の策定を行うこととなります。その

他、計画がかなり盛りだくさんという状況でございますけれども、それらの策定に当

たりまして、このＳＤＧｓの目標、さらにはターゲット、こういったものを選択しな

がら設定をさせていただきまして、村民の皆さんにご理解をいただきながら、また村

民の皆さんの声を十分に取り入れさせていただきまして、それぞれの計画の策定にま

ずは反映をさせていただきたいというふうに思っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 令和２年度の策定の中でＳＤＧｓを入れていくこと、それと村民

の皆様に理解していただき、意見を聞きながらということですが、中学生は既にＳＤ

Ｇｓを授業中の中で学習しており、理解する機会があると思います。子どもたちばか

りが理解しても、大人も理解しなければＳＤＧｓの推進にはつながらないと思います。

先ほども村民の皆さんの声を聞きながらということもありましたが、まず村民の皆さ

んもＳＤＧｓのことが何なのか分からなければ、話を理解していただいたり、意見を

聞くということが少しちょっと難しいのかなと考えます。 

   そこで、次の質問です。 

   村民の皆さんがＳＤＧｓをもっと理解したいと思っても、身近に知る場所や機会が

ありません。研修を受けている職員の方々による出前出張講座とか広報紙、あとはホ

ームページですね、それ以外に村民の方と一緒に学べる方法がないか伺います。出前

出張講座、私もふれあいセミナーに参加して思ったんですが、役場の職員の皆さんが

地域に何人以上集まれば、いろんな村政のことを情報交換しますよなんていう、そう

いう出前出張講座があるので、そういう中でもできないのか、そんなことも含めて村
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長、教育長のほう、お二人にお伺いしたいと思います。 

○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。 

   ＳＤＧｓについては、２０１５年に国連で採択をしたわけですけれども、かなり時

間を要して、２０１９年ぐらいから、去年ぐらいから全国的にＳＤＧｓの言葉が一般

的に使われるようになってきた。それまでは、まあ私から言うと何もしないで過ごし

てきたというふうに感じていますが、去年、こおりやま中枢都市圏都市連携の中でＳ

ＤＧｓが取り上げられて、これが非常に大切なものだというふうに感じて、大玉村も

いち早くそのように取組をさせていただいたということですが、まだまだＳＤＧｓに

ついては日本の中でも定着はしていないということですので、まずは、村民にお知ら

せしたりする前に、役場職員が理解をしないと駄目だろうということで、去年から職

員を対象にしたＳＤＧｓの学習会を開いていると。これからも開いていきますが、や

はりいろんなことを計画する段階で、その職員がＳＤＧｓの考え方を理解をしないと、

上滑りというんですかね、そういうものになってしまうので、まずは職員からと。今

はその段階です。 

   第五次振興計画をつくる段階で、住民の方にいろいろと意見を聞いたり、資料を提

供したりする中で、ＳＤＧｓの考え方というのはしっかりと伝えていきたいなと考え

ています。ですから、第五次振興計画の中では、一つの事業、一つの事業に全てＳＤ

Ｇｓの１７ターゲットのどれが該当するんだということをつけながら計画をしていき

たいなと。ですから、その時点で何かの事業をやるという場合には、ＳＤＧｓのどの

部分に該当するのかということを考えないと、つけることができませんので、計画に

深みが出るだろうと、広がりが出るだろうというふうに期待をしておりますので、村

民に対しては、その時点で周知を図っていきたいというふうに感じています、考えて

います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんにお答えします。 

   私も恥ずかしながら、このＳＤＧｓの考え方を知ったのは大分最近のことでござい

まして、中学校のほうでもああいう取組をしていだだきまして、何よりも中学生はも

とより、村民の方に理解していただくというようなことが大事だと思っております。 

   生涯学習課のほうでいろんな事業をやっておりますけれども、できるだけニーズに

応えられるように、直接職員が行ってお話しする、または講師を紹介するとか、そう

いった形で広く村民にご理解いただくような機会を提供してまいりたいと、そんなふ

うに考えております。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 村民の方よりも先に職員の方が理解をするということ、あと何か

今後事業をやるときには必ずそのマークが入るということなんですが、ぜひ職員の皆

さんが学んだことを、学びの循環というか還元ということで、職員の皆さんが話すこ
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とで、村民の皆さんに話すことで、職員の皆さんもより深まるでしょうし、より関係

も村民の方と身近になるのではないかと思いますので、ぜひ私としては講師の方を派

遣されるよりは、お忙しいところ大変でしょうけれども、職員の方と何かお話できた

らいいなと、ぜひ生涯学習課のほうで出張講座等して派遣していただけたら、サロン

などとかいろんなところもありますので、気軽に行けるのではないかと思います。難

しいことではなくて、本当に簡単なことからでいいと思いますので、ぜひよろしくお

願いいたします。 

   ＳＤＧｓは先進国、途上国全ての国を対象に、経済、社会、環境、この３つの側面

のバランスが取れた社会を目指すために１７のゴールと課題があると思うんですが、

その経済、社会、環境というものがこの１７の、どうしても１７の目標ばかりが表に

立ってしまって、この３つの私はバランスが大切だと思っています。そのバランスを

理解するというゲームもありますので、ぜひ座学ではなくて、実際に体験して学べる

方法もぜひ皆さんで学んでいただいて、村民の皆さんと一緒にやっていただける機会

があればな。会話が生まれますし、一方的ではないので、ぜひ勉強していただいて、

ぜひ職員の皆さんと村民の皆さんで、そういうことをやっているような輪が、そうい

う絵が見えたらいいなと思います。 

   本村では、地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームの会員登録をしていますが、

活動内容を教えてください。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   これは村の活動ということではなく、プラットフォーム全体の活動でよろしいでし

ょうか。 

（「官民連携」という声あり） 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） 今ご質問の地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォ

ームについてでございますけれども、本村でも登録をしております。今現在、福島県

内でも福島県を含めまして、２０の自治体がこちらのほうに加盟をしております。こ

の中の活動でございますけれども、まず一つは総会の開催でございます。２つ目が分

科会の開催ということで、今現在３９ですか、の分科会が設置をされております。そ

の分科会につきましては、失礼しました、３８です、３８の分科会が設置をされてお

ります。それぞれ専門的に事業者のほうで提案をしまして、その提案に対して賛同す

る企業、事業所等を、自治体も含まれますが、そういったものがその分科会に所属を

すると。同じ目的を話し合って、最終的に結論を出すというふうな仕組みが分科会に

なっております。 

   今現在３８でございますけれども、その中で身近なものにつきましては、食料廃棄

の半減を目標として多様なアプローチを見いだすというふうな分科会がございます。

これは食品ロス関係でございますけれども、これにつきましては、民間８団体が加盟

して協議をしているということで、これは自治体の参加がないものでございます。 

   このように、それぞれ専門的な目標を設定をした分科会がそれぞれ設置をされてい
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ると。この中で、自治体の参加といいいますのが、今現在は横浜市でありましたり、

日野市でありましたり、そういった中核市がほとんどでございまして、大玉村のよう

に町村の参加は今のところないように見受けられます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 分科会に参加している団体は自治体では中枢都市なので、大玉村

では参加していないということなんですが、これは中枢都市ではないと、小さな村と

かでは参加できないということでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） 参加は自由でございます。ただし、今お話ししまし

たとおり、提案をします事業者のほとんどが一般企業でございます。今ちょっと全て

のリストは持っておりませんけれども、先ほどの食品ロス関係のほかにも、都市温暖

化対策と「住むだけＱＯＬが高まるような都市づくり」とか、そういった本当に各事

業所が専門的な自分たちの分野に対して提案、項目立てをして提案をして、それに対

して賛同する事業所が構成員ということで、大玉村にとりましては、どちらかという

とかなり専門的な分野が多いということで、今現在についてはその分科会の参加を行

っていないと。参加はできますが、行っていないということでございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 専門的な分野が多くて、今、大玉村のほうでは参加していない、

マッチングするものがあれば参加もできるということと受け止めました。 

   では、また私のほうから提案させていただきます。 

   私も幾つか、三十何団体全部チェックしました。その中で、私、すぐできるのでは

ないかと思うのがありまして、自治体もまだゼロ団体なので、大玉村、ここにぜひ入

っていただいて、１団体登録していただけないかというのがあります。一般社団法人

マーチング委員会、マーチングバンドではなくてまちイング、まちが動いているよで

マーチングなんですけれども、そういう団体がありまして、ここは分科会の目的とし

て「まちなみイラストを活用した全国地域の共感プラットフォームを創設し、自治体、

公益団体、地域企業と協働する。」ということで、イラスト、その村、その地域のい

いところを村民もしくは市民、住民の皆さんと一緒にイラストを描いてくださる団体

で、なおかつ地域の大玉村に印刷所さんってそんなにないと思うんですが、地域の印

刷所さんとマーチング委員会と、あとほかの民間の団体が集まって協議をしていくん

ですが、最終的に多分、多分です、私のこれは想像になるんですが、大玉村のいいと

ころをイラストに、すごく水彩画のきれいな透明の本当に味のあるイラストでした。

それを何か所も描いて、それを販売にもつなげていました。なおかつ、展示もやって

おります。 

   そういうことで、何か専門的なことではないんですけれども、すぐに村民の方と、

ああ、ここがいいよ、ここ描いてほしいねというのをアンケート取ればできるし、職

員の方が多分この分科会というのに参加して、もうちょっと詰めていただかないと分
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からないと思うんですが、この辺は専門的じゃなくても参加できるんではないかなと

思って、私もちょっと調べてみたんですが。中には、専門的なことじゃないのもある

と思いますので、この辺も含めて、ぜひ皆さん頑張って、ＳＤＧｓ推進のために頑張

っていただきたいなと思います。 

   そもそもＳＤＧｓは、私たちが日々行ってきていることだと思います。それを今あ

る事業、村も同じだと思います。今ある事業が１７の目標のどれに当てはまるか、ど

れに位置づけするのかだけではなく、その目標に向かって、皆さんと一緒に考え、村

独自の計画をつくることが大切だと思います。多分まだ始まったばかりだと思います

が、職員の皆さんのほうが事前に勉強しなくてはいけないと思います。２０３０年、

まずは１０年後、誰ひとり取り残さない持続可能な大玉村になることを願い、私の一

般質問を終了させていただきます。 

○議長（菊地利勝） 以上で、６番佐原佐百合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「ＴＰＰが種子法廃止を生んだ影とは」ほか

１件の質問を許します。３番。 

○３番（菊地厚徳） 議長からの発言のお許しが出ましたので、発言させていただきます。

菊地厚徳です。 

   今回、私はひとつ分かりやすく、いつもなかなか難しく、緊張でいろいろ話したい

ことがなかなか具体的にならないんですが、１つ大きなテーマとして、皆さん村では

健康ということを掲げておりますので、私も食べることについてお話をさせていただ

くということで、医食同源ということをまず頭の中にイメージしていただいて、私と

いろいろ話を進めて、お考えいただければありがたいと存じます。 

   我々は今、大玉村だけではなくて福島県、原発事故がありました。本当に避難され

た方もそうですけれども、我々大玉村民にとっても去年の台風１９号であるとか、そ

れから今インフルエンザの、コロナウイルスの問題もありますけれども、日々本当に

自分で選択して決めていくという小さな積重ねを求められているときであります。そ

して、私は本当に自分がこういう立場になってみて思ったんですが、政治は本当に選

択と決断、それもスピーディーに対応していかなければいけないというライブ感が大

事なんだということをつくづくとこの半年で身に染みて感じております。 

   どういうふうに、じゃ勉強していったらいいのだろうかとか、問題意識をどういう

ふうに取ったらいいのだろうかというのは本当に、皆さんずっと役場の方々も、村長

をはじめ皆さんもお考えになってきたかと思うんですけれども、私も今自分の農業と

いう手元のところから伺ったときに、分かるものだけ１つ提言して、提言ではないな、

本当に自分の考えを述べさせていただいて、分からないところを質問ということで進

めさせていただきます。 

   それでは、質問させていただきます。 

   まず、今回、私の質問では、１番目に「ＴＰＰが種子法廃止を生んだ影とは」とい

う、何か週刊誌のタイトルのようであれですけれども、ＴＰＰということ自体もなか

なか捉えづらいところなんですけれども、我々考えたときに、ＴＰＰというのはいろ
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いろな具体的にどうなんだということがなかなかイメージできないんですけれども、

殊農業においてはそれぞれの分野で大いに影響が出ているようであります。それも、

なかなか具体的に自分たちの生活、特に村民の方々、農業者とか具体的なそういう部

分ではあるのですけれども、その辺のところが具体的にイメージできないということ

なんですが、まず、すみません、質問に入ります。 

   種子法廃止により、国民の税金で蓄積されてきた育種知見を内外無差別に民間に提

供するようになったということで、固定種が公的機関でどういうふうに保存する必要

がなくなったということについて質問させていただきます。 

   村では、原種とか原原種とか、種を栽培している方々がいるんですけれども、まず

そういう栽培農家というのは今存在するのでしょうか。その辺のところから具体的に

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。 

   村では、原種や原原種を育てている農家が存在するのかというお尋ねでございます

が、村で把握している段階で、現在原種栽培等を委託されている生産農家さんはござ

いません。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   失礼しました。現在ないということなんですけれども、種子農家さんというのは今

回、２０１８年ですけれども、種子法が４月から廃止になりました。それによって今、

種やなんかを供給する必要がなくなったというんですが、今まででしたら、種子法と

いうことで県がその種子法に基づきまして予算をとって、種をずっと栽培してまいり

ました奨励種、米でいいますと、奨励品種という形でなされてきたわけですけれども、

その栽培農家さんもございます。村ではないということですけれども、とても農家さ

んとしては圃場も限定されますし、非常に技術の要る栽培農家さんになります。 

   そういう意味では、その方々が仕事としてこれから作る必要がなくなるとか、そう

いうことになるかもしれないわけなんですけれども、じゃ、今、大玉村では、そうい

うものがないということなんで、すみません、ちょっと水を飲ませていただいて。失

礼します。 

   大玉村では、そういう農家さんがないということなんですけれども、では農業とい

うことを考えたときに、本当に基本的に、前回家族農業１０年ということで、今農業

を支えているのは家族農業、世界もそうですけれども、法人的な農業というよりも家

族で、みんなで仕事を分担しながらやっているということが大きな割合を占めている

ということなんですけれども。 

   それでは、次の質問にまいらせていただきたいと思います。 

   今、その家族農業ですけれども、人出が足りないということで休耕田、たくさんご

ざいます。それから、休耕田を荒らしておいて鳥獣被害とかそういうこともあるんで

すけれども、今できている休耕田は、今飼料米を栽培しているという形で、我々も大
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きな丸い包みを田んぼのあちこちで秋口になると見かけるんですけれども、あれは品

種的にはどんなものを栽培しているのでしょうか。日本、いろいろな今米の品種、ブ

ランド化ということもあるんですけれども、私気になるところで伺いたいと思ったん

ですが、よろしくお願いいたします。もし、品種、具体的に分かるようでしたらよろ

しくお願いいたします。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

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

   現在、村内で飼料用米を生産されている生産農家さんは５軒ございます。このうち

品種的には２軒がふくひびき、３軒がコシヒカリを栽培されているということでござ

います。ふくひびきにつきましては、飼料用稲として福島県の奨励品種に指定されて

おりまして、指定年次が平成１６年度に指定されているものでございまして、いずれ

も固定種ということになります。 

   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。 

   固定種ということで、コシヒカリも栽培品種として飼料用ということで栽培されて

いるようなんですけれども、コシヒカリの場合には丈が長いので、倒伏しやすいとい

うこともあるんですけれども、どうしても飼料用米というと肥料をたくさんあげて収

量を上げようというような方向になるんですけれども。分かりました。ありがとうご

ざいます。 

   例えば、飼料ということになると、ほとんどのものが牛、豚のものについていって

も輸入になるんですけれども、輸入の飼料米は多くが遺伝子組換えのもので育てられ

た飼料ということになっております。随分前の資料ですけれども、全体でも

１，３００万トンほどあって大体の輸入の額が５，０００億円というのは、もう平成

二十四、五年の話でございますけれども、その当時でもそのぐらいの輸入になってお

ります。 

   それでは、今固定種を作っているということで、次、３番目の質問にさせていただ

きたいと思います。 

   その中で、今Ｆ１という品種が皆様の家庭の中でもそうですけれども、耳にするこ

とがあると思いますけれども、Ｆ１というのは雑種１代で作られているものなんです

けれども、雑種というのはお互いに掛け合わせたときに、よりよいお互いの良い部分

だけが、例えば収量が上がって、こちらのものが収量が上がって、こちらが食味がい

いというものを掛け合わせると収量がよくて食味がいいのができるという、そういう

いいことずくめだということで、いろいろ使われているわけなんですけれども、ただ

いま日本でも野菜においてはこのＦ１種が多くを占めているということなんですけれ

ども、これについてまた質問させていただきます。 

   このＦ１の品種もたくさん作られておりますけれども、この固定種、在来種の種子

を守るという考え方から、例えば今、米については飼料米は輸入は遺伝子組換えでし
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たけれども、村では今固定種を使っているということで、どうでしょうか、村長。こ

れからいろいろ、ブランドもそうですけれども、今いろいろな作り方、品種について

もそうです、新品種やなんかも考えられておりますけれども、その今までの在来種、

これだけＦ１という形のものが入ってきています。Ｆ１にはいろいろな意味がありま

すけれども、ぜひその辺のお考えをお聞かせいただければと思いますけれども、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えします。 

   米については固定種で決められたコシヒカリとかを作っているわけですが、野菜等

については今Ｆ１が主流になっておりますので、多分８割、９割はＦ１だろうという

ふうに認識をしておりますが、固定種だけを扱っている種苗店も全国にはありますの

で、それについてはそのまま種を取って、また引き続きそれを毎年耕作ができるとい

うことですから、Ｆ１のよさは今言ったように、食味とか収量が多いとか、そういう

ことで消費者には喜ばれる場合が多いと。固定種の場合には、昔ながらのものですか

ら、種は自分で取って、また作付ができますけれども、その辺の固定種のよさもあり

ますので。だから、京都の野菜なんかはほとんど固定種でやっているわけですから、

それぞれのよさがありますので、それぞれのよさを利用しながらやっていくのが現実

的だろうというふうに感じています。 

   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。 

   今固定種、Ｆ１についてお話しいただきましたけれども、確かにＦ１、野菜につい

てはほとんど９割がＦ１ということなんですけれども、私ここでＦ１固定種という話

を出させていただいたのは、実は、今もちろん在来の今まであった野菜、京都の野菜

なんていうのは有名なんですけれども、そういうことではなくて、Ｆ１を作るという

ことが、実際Ｆ１種というのは雑種をして、そのまま今自家採取をして種をまいてと

いう、そういうお話も含めておっしゃっていたように思うんですが、固定種という部

分ではそうなんですけれども。 

   Ｆ１種の場合には、種を取って、それをまた自家採取してやるということができな

いようになっております。雑種２代目にまちまちのものが出て、形がそろわない、実

際にはＦ１種というのは、毎年毎年種を買うような状況になって、種を売るというこ

とが一つ大きな今産業にもなるわけなんですけれども、そのことについて、これから

もう一、二題、話が続くんですけれども、質問を続けさせていただきたいと思います。 

   その固定種、Ｆ１ということなんですけれども、４番目ですね。種子法廃止に伴い、

種子条例を制定して在来種の保存に乗り出した都道県があるということなんですけれ

ども、ここでは今村長お答えいただきましたけれども、例えば米について、種子法で

今２０１８年４月から種子法廃止に伴って、今まで奨励品種やなんか、こうつないで

きたものを保存していく法的根拠がなくなったということで、実際、じゃどういう形
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でそれを継続していくかということも考えられるということで、ほかの他府県ではい

ろいろなされているということなんですけれども、この辺で、どんなところで具体的

にお答えいただきたいと思ったんですけれども、よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

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

   種子法の廃止に伴いまして、都道府県独自に条例等の制定はということでございま

すけれども、私ども把握している範囲でございますと、現在までに１０の道府県で条

例を制定して、それから見込みとして４県で条例を制定する動きがあるというふうに

把握をしているところでございます。 

   ちなみに、福島県でございますけれども、条例ではありませんが、種子法、いわゆ

る主要農産物種子法の廃止が平成３０年４月１日でございますが、これに合わせて福

島県では主要農作物種子取扱基本要綱というものを定めてございます。これは、廃止

に伴う国の対応のところで、奨励品種の決定、原種、原原種の生産、種子生産、圃場

の指定、審査業務についてはそれぞれの都道府県の判断で対応するという方針を受け

たものでございまして、この要綱によって福島県におきましては、県が奨励品種の決

定、原種等の生産と配布、種子の品質確保、検査を実施することを定めているもので

ございます。 

   なお、これらに基づきまして、基本要綱にのっとり福島県原種・原原種生産及び配

付要領に従いまして、現在も種子の水稲、大豆、麦の主要農作物、これらの種子につ

いての生産、それから流通が行われているというふうに承知をしてございます。 

   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。 

   今お話しいただいたように、本当にほかの他府県で一番最初に大阪や和歌山といっ

て、その政府の趣旨に賛同して種子法廃止にのっとった考えで行政を進めるという県

もあったわけですけれども、今おっしゃったように、福島県、種を原種、原原種で定

めて守っていくという考えで進めているということで、そちらのほうは安心いたしま

した。 

   それでは、５番目です。 

   今種子法というところで、今種子法廃止ということで見てまいりましたけれども、

福島は米どころで、酒どころの福島で今種子条例の検討ということですけれども、今

条例ではないですけれども、内容について原種と原原種を守っていくというところは

なされているということでしたので、今この５番目の問いで、米どころ、酒どころの

福島では、種子条例の検討はあるのかということで申しますと、今原種、原原種が守

られているということなんですけれども、福島は皆さん御存じのように、酒どころで

ございます。酒どころで、米を使った、酒は杜氏によって作られますから、その杜氏

を会津のほうの研究室で養成して、今福島ブランドの酒は世界的にも賞を頂くとか、

有名な状況にあるんですけれども、ぜひ福島の酒、それから大玉村も田植踊りという
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ことであるんですけれども、米がうまいところでは酒もうまいということがございま

すので、ぜひそちらのところでブランド化を進めていっていただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

   それでは、次の……ああ、ごめんなさい、すみません。ということで、今福島では

種子条例の検討はあるのかということなんですけれども、失礼いたしました。今、私、

原種、原原種が守られるということだったんですけれども、今こちらのところ、お伺

いいたします。 

   種子条例の検討ということなんですけれども、今原種、原原種が守られるような状

況にあるということだったんですけれども、そちらのほうも含めてよろしくお願いい

たします。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

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

   先ほど申し上げましたように、種子法の廃止に伴う国の対応というところで、それ

ぞれの都道府県の判断で対応をするというふうな対応方針が示されてございます。福

島県におきましては、それを受けて基本要綱という形で現在進めているという内容で

ございまして、種子条例の制定、これにつきましては県の判断するものというふうな

ことになろうかと思います。 

   ただ、現時点を申しますと、条例ではありませんが、条例とほぼ同様の内容の基本

要綱であるというふうな認識を持ってございます。現在のところ、県が種子条例を制

定するというふうなことは承知をしてございませんが、村といたしましては、今後他

県等の動向も踏まえまして、条例化の必要性も含めて県の動きに対応してまいりたい

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） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   今基本要綱という形で話をいただいたんですけれども、福島では、福島というか日

本で１９９７年７月に地方分権一括法というのが成立したそうなんですけれども、こ

れが２０００年の施行でありまして、今回、各都道府県で種子法廃止に対して条例案

を出したというのは、ここに基づいて各機関委任の仕事をそういう国が地方を指導す

るという状況でなく、地方独自に自分たちの考え方で、法を超えたところで地方の裁

量を高めるという形で地方分権一括法があったんですけれども、そこが基本になって、

皆さん自分たちのところで種子条例という形なんだと思いますけれども、今基本要綱

で福島の米について担保することなんですけれども、実際に条例として具体的にのせ

るということになったときに、ほかの方々が種子条例にした、条例を出したというこ

とには大きな意味があると思います。 

   今も１１機関、私調べたところでは１１機関で、これ今直接種子条例を出している

ところもあるんですけれども、実際にこの種子条例という形で、例えば山形も種子条

例、やっぱり定めておりますけれども、その段階で例えば各市町村、村、町もそうで
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すけれども、これはということで、今、大玉村だったらこうやって農業を主体にやっ

ていくということで、その種についてどういうふうに考えていったらいいか、実際に

条例として出すのと、基本要綱ということでは全然スタンスが、今部長おっしゃった

ところで、スタンスが違うと思います。これから検討の余地があるということは、一

つ全然また違う意味があると思うんですけれども、例えば村の考え方として意見書を

提出させていただくとか、そういう具体的なものに話を進めていって、もっと担保で

きるような状況で種というものを考える一つの拠点にできればいいのではないかと思

うんですね。本当に健康ということを考えたときに、これからいろいろあると思うん

ですけれども、ぜひそちらのほうも含めてこれから考えられればと思いました。あり

がとうございます。 

   それでは、次に２つ目の質問をさせていただきます。 

   ２つ目の質問ですが、大問としてラウンドアップは安全か安心かという、これも一

番最初に私、ネオニコチノイド系の農薬について話をさせていただいて、農薬という

ことで、私、有機栽培的なところで、農薬を使わない安全・安心という形でやってき

たということもあるんですけれども、実は福島に来て有機栽培という言葉を初めて知

りましたし、本当にそういう意味では、何でしょう、日常的に生活をしてまいりまし

て、その農薬とか、何でしょうか、農薬を使わない作物ということに対してあまり深

く考えてまいりませんでした。実際ここに、福島に来て初めて有機栽培という話を知

りましたし、それからエコファーマーという、何ですか、存在がありますけれども、

その有機栽培農家とエコファーマーという考え方も含めて、福島はそれは知事の考え

方でもあったようですけれども、ヨーロッパを含めてオーガニックな作物で健康増進

を図っていくという、そういう考え方に農業というものは基本的な方向で行っている

んだなと。私がちょうどこちらに伺ったのは平成１８年でした。ちょうどそういうと

ころで農業がなされていたところで、私も農薬を使わないというのが、有機栽培とい

う言い方をすることも初めてだったんですけれども、健康、特に今健康長寿、ＳＤＧ

ｓもそうですけれども、全て健康についての考え方から成るということなんですが、

環境についてもそうでしょうし、いろいろなことをそちらで進めているということな

んですけれども、じゃ、今このラウンドアップということなんですけれども、問２、

伺いたいと思います。 

   このラウンドアップは、主要作物の種子と実際には今セットで販売されております。

個々で、やっぱり除草剤としてもう古くから、２０世紀の時代から作って、何十年も

もう使われているものではありますけれども、１９５５年から遺伝子組換えによるラ

ウンドアップでも枯れない耐性のあるような、そういう作物とセットで使われてきた

ということなんですけれども、このラウンドアップ、２０１５年に発がん性があると

いうことで、ＷＨОのほうで、国際がん研究機関ということで認められ、ラウンドア

ップの中のグリホサートというものがそういう成分だということで、それについてま

たちょっとお話を伺いたいと思いまして、皆さんの中で検討の材料になればというこ

とで、お願いいたします。 
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   １番目です。 

   日本でも米は遺伝子組換えによって試験栽培もされるようになりました。やっぱり

ブランドということで、米が大玉村ではメインになりますので、その遺伝子組換えに

よってのお考えを伺いたいと思います。村長。 

   すみません、今……（不規則発言あり）すみません、失礼しました。 

   ラウンドアップのこと…… 

○議長（菊地利勝） ３番さん、ちゃんと整理して質問してください。 

○３番（菊地厚徳） 失礼しました。 

   米ですね、既に遺伝子組換え種子も栽培されておりますけれども、その遺伝子組換

え種子について、そのお考えですね、それを伺いたいと思います。 

○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番議員さんのご質問にお答えいた

します。 

   遺伝子組換え作物種子についてということでございますけれども、遺伝子組換え作

物につきましては、例えば害虫への抵抗性でありますとか、除草剤への耐性というふ

うな点から、優れたメリットがあるというふうなことも言われてございます。 

   また一方で、根強い健康や環境に対しての懸念という声があるのも、これもまた事

実でございます。現在、どのように安全性が確保されているかという点につきまして

は、日本で遺伝子組換え食品を利用するためには、食品として安全性を確保するため

に食品衛生法及び食品安全基本法、さらに先ほどもお話が出ました飼料としての安全

性を確保するためには、飼料安全法及び食品安全基本法というふうな法令によって、

それぞれ科学的に評価を行いまして、問題のないもののみ栽培や流通させることがで

きるというふうな仕組みになってございます。 

   ちなみに、遺伝子組換え食品につきましては、平成３０年２月時点で、国内ではジ

ャガイモ、大豆、てん菜、トウモロコシ、菜種、綿、アルファルファ、パパイヤの

８品目、さらに同じ平成３０年２月時点で、遺伝子組換え技術を利用した農作物につ

いて、日本では試験的に栽培はされてございますが、商業栽培は観賞用のバラを除い

て商業栽培はされてございません。 

   このような点から、現在のところ研究が進んでいるというふうに承知はしてござい

ますが、そのような点から、議員ご指摘のような部分の懸念は、現在持ち合わせてい

ないというふうなところでございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ３番さん、申し上げます。 

   挙手をして、「議長、何番」と言ってから質問を続けてください。よろしいですか。 

○３番（菊地厚徳） はい、失礼しました。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） 失礼いたします。 

   今、安全性はいろいろなもので検査されながら担保されているというお話なんです
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けれども、私、このラウンドアップの作物については、遺伝子組換えの作物と併せて、

一緒にセットで販売されているということについて、健康の問題もそうなんですけれ

ども、今、遺伝子組換えでラウンドアップを使って作物で、例えば飼料作物がありま

す。飼料作物のほとんどは、こういう遺伝子組換えを使ったものが主流を占めている

ということなんですけれども、遺伝子組換えを使って、例えばラウンドアップを使い

まして、その中でもラウンドアップで雑草は枯れるけれども、その作物自体は枯れな

いという、そういう使い方が主流になっております。 

   そこで、ラウンドアップ自体もそうですけれども、食物自体に遺伝子組換えによっ

て虫がそこについたときに、今Ｂｔ毒素という話が問題にもなっているんですけれど

も、そのＢｔ毒素というのは微生物毒素で、例えばそれが虫を取り込んだときに有機

栽培にも使われる微生物の毒素なんですけれども、虫の腸を穴を空けて、その虫がそ

れによって殺虫効果が上がるというようなものなんですけれども、それが例えばラウ

ンドアップと併せて遺伝子組換えということで、Ｂｔ毒素を生産するような植物が今

一緒にセットで、例えば食用のものにも使われているということなんですけれども、

今、２番目になります。 

   ２０１７年の改正で、遺伝子組換えでない穀物のグリホサートの濃度が小麦で６倍、

ソバで１５０倍の３０ｐｐｍに緩和されたということなんですけれども、遺伝子組換

えで輸入される、例えばいろいろありますが、産物については２０ｐｐｍということ

で、実際の日本での規制よりも数値は低いんですけれども、この３０ｐｐｍという数

値の緩和ですね、実際ここでは６倍になり、ソバやなんかでは１５０倍という規制の

緩和になっているんですけれども、これもＴＰＰによるこちらでの法改正に従っての

情報というか、日本での緩和策ということになるんですけれども、現実のものとして

は、今グリホサートということ自体もそうなんですけれども、これだけいろいろな意

味で日本自体が食に関して、今までだったら食品基準として入ってこられなかったよ

うなものについても受入れをしております。 

   そういうことで考えられ…… 

○議長（菊地利勝） ３番さん、持ち時間、整理して質問してください。 

○３番（菊地厚徳） はい、分かりました。 

   考えられております。今、村のラウンドアップの使用状況についてお伺いさせてい

ただきます。実際どういうようなお考えで、例えば除草剤いろいろございますけれど

も、いるのかということで、お伺いいたします。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。 

   ラウンドアップ、いわゆるグリホサート系の除草剤の商品名というふうに認識をし

てございます。ラウンドアップにつきましては、その類似のラウンドアップマックス

ロード等を含めて、農家のみならず農家以外でも使用されている薬剤でございまして、

それぞれの個人的な、個人の薬剤等の使用状況については把握してございません。 

○議長（菊地利勝） ３番。 
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○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   具体的には把握できないというか、していないということなんですけれども、次に

３番です。ありがとうございました。 

   ３番の問いということで、村での遺伝子組換え作物の栽培について伺いたいと思い

ます。 

   今ラウンドアップを使って、もう国外では遺伝子組換え作物を作りながらというこ

とで、日本でもこの遺伝子組換え作物はいろいろ研究もなされております。例えば、

水稲でいいますと、名古屋大学やなんかが水稲とラウンドアップを併せた遺伝子組換

えについて関電で研究されているということがございます。そういうところで、今後

の例えばラウンドアップの使い方ということで、今考え方としては、今ラウンドアッ

プの使い方を捉えていないということなので、その辺のところはありませんが、これ

から一番最初に申しました医食同源という考え方で健康の部分を考えたときに、やっ

ぱり、何でしょう、食べ物ということなので、農薬についてもそうですし、今遺伝子

組換え作物というのが基本的に、もう外国でもそうですけれども、今遺伝子組換え作

物を近くに作ることによって遺伝子汚染ということも広がっております。その考え方

の下に今、今回私こういう形で健康も含めてですが、質問させていただいたのは、医

食同源ということでブランド化、その他について、その健康ということと食べること

ということを一緒に考えましょうということでご提案をさせていただきました。 

   ありがとうございます。 

○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。 

   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１５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２、議案第１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。１１番。 

○１１番（押山義則） 確認のために質問を申し上げます。 

   この条例の改正でありますが、提案理由の中で、平成２０年の法改正ということで

法律上明確に位置づける条例改正と伺ったんでありますが、それは、これがなぜ今な

のか。 

   それから、「区長等」とございますが、「等」はどの辺りまで含まれるのか伺って

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） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   平成２０年の自治法改正によりまして、全員協議会が議会の中の一つの組織という
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ことで明文化されました。なぜということではございます。正直申し上げまして、こ

の議会のほうの自治法改正、それを逃していたというのが実際のところでございます。

その部分での改正でございます。 

   「区長等」、従来の「区長」だけでございましたけれども、１２月に提案を申し上

げました一部改正におきまして、副区長の選任についても特別職ということでの取扱

いをさせていただくために、「等」という文言で副区長を含むと、区長代理ですね、

での改正でございます。 

   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が、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１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２号「大玉村一般職の任期付職員の採用等に関す

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。１１番。 

○１１番（押山義則） この特定任期付職員ということで、これは弁護士とか公認会計士

とか、大学の先生とかそういうものと伺ったんでありますが、これはどういった場合

にこの特定任期職員の採用となるのか。あと、例えば過去に採用の例はあったのか伺

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） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   特定任期付職員、今おっしゃるとおり、弁護士、医師、１級建築士等の専門的な職

にございます。これにつきましては、今現在採用の実績は持っておりませんし、今の

ところ今後採用の予定もございません。 

   ただし、他自治体におきましても本当に専門的な政策監とか、そういった専門的な

立場にある方々の採用がございます。今後、そういった必要性があればという形で、
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この条例を制定をさせていただいた理由でございます。 

   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。 

   よって、これより議案第２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３号「大玉村職員の服務の宣誓に関する条例の一

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３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４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４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５号「大玉村帰還環境整備交付金基金条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。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５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６号「大玉村社会教育指導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６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８、議案第７号「大玉村地域包括支援センター設置条例の一

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。１番。 

○１番（斎藤信一） 社会福祉協議会の委託ということなんですけれども、昨日、村長が

おっしゃったとおり、社会福祉法人は地域の福祉サービスの中核的な担い手として地

域社会に貢献していくことが目的とされ、公益性、非営利性を持った組織となってお

ります。 

   ここに委託するということで、住民の中には、社会福祉協議会をボランティアの窓

口ぐらいとしか思っていない人たちがたくさんいると思われます。そして、税金が、

村のお金がそこに支払われるということになります。職員の構成とか、事業計画、事

業報告、予算、決算について住民への見える化を果たして行っているのか。そして、

行政の監査権や命令権、情報開示等の適正運営のための行政が関与することができる

のか、そしてどのような行政は権限を持っているのか。地域住民の声を運営に反映さ

せる取組はあるのか、そしてしているのか。天下り等で行政と社会福祉法人の間に癒

着構造が生まれやすくなり、行政側のチェック機能が働きにくくなる可能性もあると

考えられるが、防止策は果たしてあるのか、お願いします。 

○議長（菊地利勝） 副村長。 

○副村長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。 

   社会福祉協議会、今おっしゃったような見方をされている方もいるんだなというこ

とは承知しておりますが、そういう意味でも社会福祉協議会の本来の目的、今やって

いること、これらについて、私も会長になってまだ日が浅いですけれども、もっと村

民の皆さんに多くを知ってもらいたいということがまず大事だろうというふうに思っ

ております。 

   そういうことを踏まえながら、今回地域包括支援センターを社会福祉協議会が受託

するということで、今現在職員４０名近くおります。予算規模も１億５，０００万程

度の予算を運用しております。 

   そういった中で、今回改めてまた、行政からの委託によってこういう業務を行うと。

これまでにも行政の委託、あるいは指定管理、あるいは補助金等の出資によって、

様々な事業を展開しております。こういう事業を展開していることを村民の方々に知

ってもらいたいということと、それから社会福祉協議会の運営全体については、かな

りの補助金、委託金が行政から流れていることを踏まえながら、社会福祉協議会にお

いても、あとは行政としても社会福祉協議会のそういう面についての指導、監督、こ

れらについてもしっかりしていきたいと思いますし、これらについては村の監査のほ

うの業務の一環にも社会福祉協議会の指導、監督等も入っておりますので、そういう

ことも踏まえながら、行政のほうの指導、監督もしっかりしながら、なおかつ社会福

祉協議会自体が自立を深めながら、村民の福祉の向上のために、地域福祉の推進のた
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めに頑張っていきたいということで、今回こういう提案をさせていただいております。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 答弁ありがとうございます。 

   その中で、住民のほうが社協の中、意見とかを言う場所とかはあるんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 副村長。 

○副村長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。 

   住民の皆さんの参与というか関与ということでありますけれども、現在、一つの組

織としては理事会、これについては各種団体の長、あるいはそういう各施設の、具体

的に言えば陽だまりの里あるいは育成園のそういう責任者の方、それから一般の行政

の商工会の会長であるとか、そういう方が構成する理事会というのがございます。 

   また、そのほかには評議員会ということで、村内の区長さんが全員入っておられま

す。理事会には区長会長さん、副会長さんも入っておりますし、評議員会では４０名

弱ぐらいの人数になりますけれども、そういう方々で社会福祉協議会の年間の行事計

画であるとか予算であるとか決算であるとか、そういうものについてご審議を賜って

おります。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。５番。 

○５番（松本 昇） この文言、村が行うと、これを村長が行うということなんですが、

今、斎藤さんからも質問ありましたように、これは例えば、村長がこれ管理運営はや

るということで、その下に、村長は改正後は「村長は、センター管理及び運営の全部

又は一部を社会福祉法人に委託することができる」、これは議会とか何かには諮るん

でしょうか、それとも村長が単独でそういうあれをお願いするのか、そこらを聞きた

いと思います。 

○議長（菊地利勝） 副村長。 

○副村長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。 

   今で村が直営でやってきたことということになれば、当然村の決算とか執行成果の

中でご説明があろうかと思います。 

   今回、運営の全部又は一部を社会福祉協議会に委託するということになりますと、

当然村の予算を通じて、それは社会福祉協議会のほうに委託ということになりますか

ら、そういった意味では、予算の執行成果というような中で、どういう形で運営がさ

れているか、そういうことは明らかになるというふうに思っていますし、社会福祉協

議会は、そちらの中で評議員会とか理事会に中で明らかにしていきたいと。 

   いずれの手法を通じてでも、村民の皆様方には、その中身について知っていただく

ということになろうかと思っております。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。４番。 

○４番（本多保夫） 今の関連ですが、この管理は社会福祉協議会、全部又は一部、その

意味がちょっと分からないんですが、本来ならば全部を任せて社会福祉協議会が対応

するのが普通かと思うんですが、今の答弁によると若干納得できないなといった面が

ございます。 
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   もう一点は、「法人等に委託する」と。その「等」とはどういったものがあるのか

お示し願いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 副村長。 

○副村長（武田正男） ４番議員さんにお答えいたします。 

   全部又は一部ということになりますけれども、本来、地域包括支援センターという

のは、各市町村、いろいろ何個もあります。本宮でいいますと３個。これは中学校区

を一つの組織の一つの固まりとして見ると。本宮は中学校が３つあるということで、

３個あります。それぞれ社会福祉法人等に委託をしているところでありますけれども、

それぞれに任せたから市町村は関係ないということではなくて、包括支援センターの

基本的なものについては各市町村がやらなければならない事務が残るということにな

ります。 

   そういう意味で、１００％全部社協に任せるということではなくて、市町村がやる

べきことは市町村でやらなければならない。例えば、包括支援センター運営協議会、

介護保険運営協議会と今一緒にやっておりますけれども、そういうものは残ると。そ

れに付随する事務とか、一部市町村がやる事務は残るということで、全部又は一部と

いうような表現を今回使わさせていただいております。 

   それから、法人等については、社会福祉法人あるいはＮＰＯ法人とか、そういうこ

とを想定して今回文言に付け加えさせていただきました。 

○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７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８号「大玉村印鑑の登録及び証明に関する条例の

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。８番。 

○８番（武田悦子） 今回の条例の改正の部分で第２条２項の（２）意思能力を有しない
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者という記載がございますが、この意思能力を有しない者の判定というんですか、誰

が意思能力を有していないのかどうかというのをどこが、誰が決めるのかどうかとい

うのを伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ８番議員さんにお答えいたします。 

   印鑑登録の申請者自身に意思能力があるかどうかの判断につきましては、特に基準

などがないために、職員が状況に応じまして判断するものになります。 

   なお、総務省の質疑応答形式の通知によりますと、成年被後見人の場合にあっては、

成年被後見人本人が来庁し、かつ法定代理人が同行している場合に限って意思能力を

有するものとして申請することができるとしております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 職員がその場で、いらっしゃった方の意思能力を推しはかる能力を

有しているというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） 担当の窓口職員、またはその責任ある者がその状況を見て

判断するものと理解しております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ほかに。 

   当局、説明するんですか。追加答弁あるんですか、よろしいですか。 

   ほかにございませんか。１１番。 

○１１番（押山義則） ただいまの質問に関係するんですが、それを判断する定義という

ものはどのように捉えておられるのか、改めて伺いたいんですが。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） １１番議員さんにお答えいたします。 

   意思能力を判断するに当たって、その定義はあるのかという部分でございますけれ

ども、今回、成年被後見人の人権尊重の観点から、国において１８０余りの法律につ

いて整備され、成年被後見人を一律に排除する規定を適正化したと、こういったこと

を受けまして、現行の条例では、被後見人が一律に印鑑証明をすることができないと

していたところを、意思能力を有しない者と改めることで、一定の要件の下、意思能

力があると判断される場合にあっては、被後見人であっても印鑑登録ができるものと

いうことで、国のほうで改正されたということで、国のほうの通知におきましては、

特にその判断基準等のお示しはされておらず、先ほど申し上げましたとおり、被後見

人さんが、ご本人がご来庁して、かつ法定代理人が同行している場合に限って意思能

力を有すると判断して、申請を受理して構わないというような判断でございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） この成年被後見人が様々な問題があって、いろんな評価があった
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ことは分かっておりますが、ただ現実に役場職員の方にその責任が、定義がなくて、

その辺がもうちょっと理解に苦しむ答弁なんですが。 

   しからば、この責任者は誰になるのか、その辺も司法判断に委ねることであります

ので、改めて伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １１番議員さんにお答えいたします。 

   本人だけが来て、今まではここで言っている成年被後見人は全て駄目ですよと、登

録できませんよと、意思能力がないというふうに扱っていたものに対して、ここにあ

ります印鑑の登録を受けることはできない、被後見人についてはね。 

   ところが、その人権、被後見人でも自分の意思がはっきりとある程度表明できれば、

拡大をして人権のために登録をさせましょうというのが今回のやつなんですね。その

判断は誰がやるんだというときは、本人が来て一人だけで意思確認になると役場職員

の判断能力とか判断は難しいですけれども、必ず法定代理人、被後見人になるときの

法定代理人が一緒に来て、そこで話をして決めるということですから、これ国の制度

ですので、村としてはそれに従って粛々と進めていくということになろうと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ただいまの村長の説明だと、この意思能力を有しない者の大前提に

は、この成年被後見人というのがあるということですか。（不規則発言あり）だから、

成年被後見人は意思能力を有する者は登録できるけれども、この意思能力を有する者

というのは、そうではなくて成年被後見人だけではなくて、全体の中の意思能力を有

しない者はできないというふうに私は理解したんですが、そうではないんでしょうか。

そうではないの。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   最初は成年被後見人に限ると、駄目だということでしたが、それ以外でも意思能力

を有しない者については駄目だということですが、窓口に来てそういう意思をしっか

りと、登録をしたいということの意思能力が、意思確認ができれば登録させるという

ことが国のほうからの法解釈の解説だということですので、十分に職員も、単独じゃ

なくて複数で、管理職も含めて対応するようにしたいと思います。 

   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。 
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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８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９号「大玉村特定公共賃貸住宅条例の一部を改

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９号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（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１０号「大玉村村営住宅管理条例の一部を改正

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１０号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（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。 
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◇          ◇          ◇ 

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

散会いたします。 

   ご苦労さまでした。 

（午後０時） 

 


