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令和２年第１回大玉村議会定例会会議録 

 

第７日  令和２年３月９日（月曜日） 

 

 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  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。 

    ９番 佐 原 吉太郎 

 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。 

    総括質疑（令和２年度予算議案に対する質疑） 

     議案第１９号 令和２年度大玉村一般会計予算について 

     議案第２０号 令和２年度大玉村国民健康保険特別会計予算について 

     議案第２１号 令和２年度大玉村玉井財産区特別会計予算について 

     議案第２２号 令和２年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算について 

     議案第２３号 令和２年度大玉村土地取得特別会計予算について 

     議案第２４号 令和２年度大玉村介護保険特別会計予算について 

     議案第２５号 令和２年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算について 

     議案第２６号 令和２年度大玉村水道事業会計予算について 

    令和２年度予算議案（議案第１９号から議案第２６号まで）の委員会付託 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 矢崎由美、書記 菊地拓也、鈴木真一、藤田良男 



 

- 132 - 

 

会 議 の 経 過 

 

○議長（菊地利勝） おはようございます。ご苦労さまでございます。 

   ただいまの出席議員は、９番、佐原吉太郎君より欠席届けがありましたほか１１名

全員であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 議事日程第１、総括質疑を行います。 

   議案第１９号から議案第２６号までを一括議題といたします。 

   なお、この総括質疑は議事整理の都合上、議案ごとに行います。 

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

うに、質問者は原則として自ら所属する常任委員会の予算項目以外の質疑内容とし、

予算書のページを明らかにし、議題に供された内容とするとの申合せにより、ご協力

くださいますようお願いします。 

   初めに、議案第１９号「令和２年度大玉村一般会計予算について」に対する質疑を

行います。 

   質疑を許します。４番。 

○４番（本多保夫） ５９ページ、総務費関係なんですが、「日本で最も美しい村」連合

に要する経費の中で、普通旅費９９万１，０００円。あまりにも高いんですが、これ

は目的地とか何か、集まりとか何かがあるわけなのかどうか。 

   それと、同じく負担金関係で、連合に対する負担金７７万２，０００円。これ年々

上がっているように感じるんですが、その辺はどうなのかをお伺いします。 

   次、６３ページ、中段にございます工事請負費、カーブミラー設置工事費１００万

円とありますが、これは何基なのか。当然新規だと思うんですが、その辺の数字をお

示し願いたいと思います。 

   それから、６７ページ上段の報酬関係で、防災会議委員１３万２，０００円なんで

すが、これは何名委員がいるのかお示し願います。 

   それから７１ページ、台湾交流事業に関してで１１番の役務費、これの翻訳と通訳

料１８万円とあるんですが、その下に１３番、使用料及び賃借料、レンタル料ですか、

７万５，０００円があるのに、つまりは機械かと思うんですが、これがあるにもかか

わらず通訳料と翻訳料が必要なのかどうか。 

   次、７３ページ。下段のほうになりますが、１８番の負担金、補助及び交付金なん

ですが、たばこ小売組合販売促進事業補助金５万円なんですが、これは村にあるコン

ビニも該当しているのかどうかお尋ねします。 

   続いて７７ページ、選挙管理委員関係なんですが、これの報酬４２万円あるわけな

んですが、これは、例えば委員長とか副委員長とかによって格差があるのかどうかお
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伺いします。支給の格差ですね。 

   それから、教育委員会関係なんですが、１６７ページ下段にあります需用費関係な

んですが、大山小学校、１０番の需用費は正式にとられていると思います。中学校に

関してもそうなんですが、玉井小学校の部分が事細かく記載されていないのは、要求

されていないのはどういうわけなのかお聞きします。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ４番、本多議員、６３ページのカーブミラー関係は……。違います

か。 

○４番（本多保夫） カーブミラー設置工事、これは何基予定しているのかお聞きしたい。 

○議長（菊地利勝） いや、所属……。生活安全係なので、恐らく所属の委員会かなと思

うので、確認してから答弁させてもらいますけれども。 

○４番（本多保夫） あ、そうか。 

   私の間違いでしたので、訂正して取り消します。 

○議長（菊地利勝） 続けて６７ページ、これも生活安全係で、１番の報酬１３２万円、

どうでしょうか。 

○４番（本多保夫） 訂正させていただきます。 

○議長（菊地利勝） では、この２点は訂正ということで。了解しました。 

   それでは、当局の説明を求めます。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。 

   ５９ページになります。 

   まず、④の「日本で最も美しい村」連合に関係する８番の旅費９９万１，０００円

でございますが、この中身につきましては、連合の総会、全国大会がございます。今

回は７月初めの予定でございます。こちら熊本県の高森町、４名出席の旅費と、東北

ブロック大会でございますが、期間はまだ未定でございます。こちらは青森県田子町

で開催される予定でございます。こちらも４名の出席ということで、９９万

１，０００円の計上となってございます。 

   それから、「日本で最も美しい村」の１８番の負担金でございます。７７万

２，０００円ということで、令和２年度から「日本で最も美しい村」連合の事務局、

今まで東京に滞在しておったんですが、その方は今まではそれぞれの町村から派遣と

いうような形でやっておりましたが、なかなかそれぞれ小さい自治体なので派遣する

のが難しいということで、令和２年度から正式な職員を１名採用して、それらを連合

のほうでそれぞれ負担するということでございますので、令和２年度から負担金のほ

うが上がってございます。 

   続きまして、ページ７１ページでございます。 

   ７１ページの台湾事業の関係でございますが、１１番の翻訳・通訳料、１３番に翻

訳機がある、機械が準備されているということで、まず通訳、翻訳のほうでございま

すが、こちらにつきましては台湾交流をこれから実施するに当たり、それぞれ台湾の

中学校といろいろな文書のやり取り等ございます。これらのやり取りが約３０回以上
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やり取り、往復になりますので、そういうことでやり取り。それから、大竹国民中学

校がこちらに来村したときに、やはり通訳が必要でございますので、それらの通訳。 

   こちらの１３番に計上している翻訳機レンタルにつきましては、それぞれホームス

テイの際に言語が分からないとなかなか話が通じないということで、ホームステイ先

にお貸しする翻訳機レンタル代、こちらは１５台、１台５，０００円程度になります

が、１５台を計上するということで、１５家庭ぐらいホームステイを受け入れたいな

ということで計上しておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ４番議員さんのほうにお答えをさせていただきます。 

   ７３ページの中段、負担金、補助及び交付金の中で、たばこ小売組合販売促進事業

補助金、コンビニも該当になるのかというご質問でございますが、たばこ小売組合に

加盟している中に、コンビニさんもいらっしゃいます。全てのコンビニではありませ

んけれども。そういったところには、共同でライターを作って販売数量に応じた分配

という形でやっているように承知しております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   選挙管理委員会委員の報酬関係でございますけれども、委員長につきましては年額

１２万円、委員さん３名につきましては年額１０万円の、それぞれお支払いをする予

定でございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 教育総務課長。 

○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。 

   １６７ページにつきましては、大山小学校の需用費関係のご質問でございます。 

   こちらにつきましては大山小学校、玉井小学校、大玉中学校、需用費につきまして

はいずれも同様の予算科目で計上のほうさせていただいておりますが、なお、玉井小

学校につきましては１６５ページから１６７ページのほうにかけて掲載しております

ので、ぜひご確認いただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ６３ページ、先ほど本多さんもおっしゃったカーブミラー設置工事

費の１００万円は、カーブミラー何基分なのか、これは工事費のみでカーブミラーの

代金は含まないのかどうか。 

   次に、８３ページ、社会福祉協議会に要する経費の指定管理業務委託料、この委託

業務の内容を伺います。 

   次に、８５ページ、上のほうの第６期障害福祉計画等策定業務委託料３８０万円、

これはどこに委託するのでしょうか。 

   同じく８５ページ、下のほうの障害者相談支援事業委託料、この事業内容と、どの
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ような方が相談に応じるのかを伺います。 

   次に、８７ページ、一番下の老人保護措置費の内訳を伺います。 

   次に、８９ページ、ひとり暮らし高齢者生活状況確認業務委託料の業務内容と、ひ

とり暮らし高齢者の人数を伺います。 

   同じく８９ページ、訪問理髪券交付事業費。この事業はどういうシステムなのか、

１人何回分の理髪券をいただけるのかを伺います。 

   次に、９５ページ、村外保育施設利用者交付金１７０万円は、何人分くらいの見込

みでしょうか。 

   同じく９５ページ、児童手当の概要を伺います。 

   飛んで１２９ページ、ため池修繕工事費の１，０００万円、これはどのような工事

を何カ所のため池で行うのでしょうか。 

   次に、１３３ページ、ふくしま森林再生事業委託料、これはどのような事業を進め

ているのかを伺います。 

   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） ２番議員さんにお答えいたします。 

   ６３ページ中段の１４、工事請負費、カーブミラー設置工事費についてでございま

すけれども、こちらにつきましては、場所につきましては特定しておりませんで、

４カ所設置の経費を計上してございます。 

   また、カーブミラーの本体、それから工事費、全て含んだ金額が計上されておりま

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） ２番議員さんにお答えいたします。 

   ８３ページ、指定管理事業の内容でございます。 

   まずはさくら施設管理業務委託について、１，２０１万８，０００円、また高齢者

生きがい活動支援事業、いきいきさくらの関係なんですが、こちら１，２５５万

６，０００円、さらに放課後児童健全育成事業業務委託、こちら児童クラブなんです

が、２，４６９万５，０００円となっております。 

   続いて、８５ページの第６期障害福祉計画の委託先ということでございますが、こ

ちらにつきましては村のほうで計画のほうを作成するということではなくて、コンサ

ルなどの委託業者に入札でお願いして、３８０万円、予算内で委託して、冊子まで作

っていただきたいと考えてございます。 

   続きまして、同じく８５ページの相談支援事業ということで、こちらにつきまして

は障害者の方々の相談事業なんですけれども、現在は村内にある、例えばあだたら育

成園さんのような相談支援事業所のほうに委託をしておりまして、対象者ということ

で、村内の身体障害者手帳並びに療育手帳等を所持している方が相談に行くことがで

きるということで、村のほうを通して相談に行く件もございますし、直接事業所のほ
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うに相談に行くこともございます。 

   また、８７ページ、老人福祉関係の措置費ということでございますが、こちらのほ

うにつきましては老人保護措置費ですね。現在、川俣町にある川俣光風園さんに１名、

三春町にある三春町敬老園さんに２名が入所しておりまして、そちらほうの費用につ

きまして村のほうで負担しております。 

   続きまして８９ページ、ひとり暮らし高齢者確認の業務委託関係でございますが、

こちらまず内容につきましては、ひとり暮らしの高齢者の方、村内にたくさんいらっ

しゃるんですが、その方の中で見守り等が必要という方、希望に応じて、社会福祉協

議会さんに委託なんですが、訪問を週に１回程度ということで行っていただいてござ

います。 

   人数なんですが、今現在ちょっと手元に資料を持ってはおりませんが、登録自体は

近年、ホームヘルプ事業等、他の事業、ごみ出し支援もそうなんですが、利用されて

いる方がたくさんおりまして、複数サービスを受けるというよりは、そちらのほうで

安否確認ができるということで、利用者は減少傾向になってございます。 

   また、同じく理髪券のほうの事業につきましてですが、こちら在宅の高齢者の介護

状態にある方、自分ではなかなか床屋さん等に行けないという方について、出張で床

屋さんのほうが自宅に伺って、訪問ということで散髪をしていただけるということに

なってございます。こちら定額ということではないんですが、１人何枚という形で出

しているんですが、金額については今ちょっと手元にないものですから、後ほどご回

答させていただきます。 

   続きまして、９５ページの村外保育施設利用者交付金ですね。こちらについて、何

名分かということでございます。 

   こちらにつきましては、大玉村の保育所、現在、待機児童なしということで大体希

望の方は入所できているんですが、仕事の関係などで自分の勤務する市町村の保育所

に空きがあった場合ということで、その市町村と協議の上、入ることができるんです

ね。入った場合に、大玉村の保育所に入った場合に幾ら負担金があるということで、

実際の保育所入所の保育料との差額を村のほうで負担しております。利用者につきま

しては現在１名となっておりまして、予算についてはその方の分、当面当初予算とい

うことで要求しておりますので、現在２名分だと思うんですがとなっております。 

   続いて児童手当の内容ということになりますが、同じく９５ページですね。（不規

則発言あり）村外保育施設です。予算上は……。ちょっと待ってくださいね。 

   現在、利用者ということで１名分を予算確保してございます。（不規則発言あり）

そうですね、予算上は２名分ですね。大変失礼しました。２名分とってございます。 

   続けて、児童手当の内容につきましては、現在、大玉村に住所がある方で中学校卒

業までの方、１５歳までですね。１５歳の誕生日の最初の３月３１日までの児童を養

育している方に支給されてございます。支給額につきましては年代ごとに金額が違っ

ておりまして、３歳未満の方については一律１万５，０００円、また３歳以上小学校

修了前の方は１万円、こちらについて、第３子目以降の方は１万５，０００円となっ
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てございます。また、中学生につきましては一律１万円が支給されてございます。 

   また、支給の時期なんですが、原則として毎年６月、１０月、２月ということで

３回に分けて支給してございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ２番議員さんにお答えいたします。 

   １２９ページ、ため池修繕１，０００万円の回答をさせていただきます。 

   まず、実施ため池でございますが、牛子沢ため池でございます。この牛子沢ため池

につきましては、東日本大震災によりまして堤体のクラック、堤体の吸い出し、また

洪水吐周辺から漏水等が起こっております。それで、現在は水位の調整でもって管理

しているといった状況でございます。 

   令和２年度に洪水吐の更新、堤体の改修、国・県の補助を活用しながら修繕工事を

実施するものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ２番議員さんにお答えいたします。 

   ページ１３３ページ、ふくしま森林再生事業でございますけれども、内容につきま

しては、間伐、木製土留め等による土砂、放射性物質の流出防止及び森林の健全化を

図るという目的で行われております。 

   令和２年度につきましては、横堀平地区、５．３５ヘクタールを予定しております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほか、ございませんか。８番。 

○８番（武田悦子） まず、歳入の１２ページ、１３ページの村税についてですが、個人

村民税は伸びている、法人村民税は３２％も減っている。これの要因はどういうとこ

ろにあるのか。個人村民税が伸びているのは、それは皆さん収入が増えたということ

かなというふうには思いますが、法人村民税、これほど減っているというのは全体な

のか、それとも限られた業種なのか、その辺りも併せて伺いたいと思います。 

   次に、５７ページ、企画費の中の①企画事務に要する経費、１２の委託料、第５次

総合振興計画業務策定委託料。先ほどの委託料もコンサルに委託するというお話でし

たが、どういう形で委託をされるのか、委託先はどこなのかを伺いたいと思います。 

   次、６１ページ、⑥東京オリンピックホストタウンに要する経費。このホストタウ

ンに要する経費で様々な事業が行われますが、まず旅費について、６６５万円という

すごい金額になっていますが、この旅費はどこに使われるのか。 

   委託料の中に様々ございますが、これは具体的にどのようなことが行われるのか伺

いたいと思います。 

   同じく６１ページ、⑦地方創生の推進に要する経費、１２の委託料、新たな出会い

応援事業委託料というのがございますが、これはどこに委託するのか、内容はという

ことで、今現在行われている出会い事業、そういうものと同じようなものを考えてい
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るのかどうかということについて伺いたいと思います。 

   次、１５７ページ、②教育委員会事務局の管理運営に要する経費の中の１８、負担

金補助及び交付金の中の学校給食費補助金９８０万円ということですが、これの具体

的な中身、どのような形でというのをお聞きいたします。 

   次に、１５９ページ、④外国語教育推進に要する経費ということで、今回も外国語

講師派遣事業というのが計上されております。英語教育というのが本格的に始まると

いう中で、英語の専任教員というお話もありましたが、その専任教員とこの外国語講

師の、何というんですか、すみ分けというんですか、その辺を伺いたいと思います。 

   １６５ページ、１３の学校ＩＣＴ推進に要する経費の中で、統合型校務支援システ

ムというのが計上されております。これでできることは何なのか。 

   県内で導入するというお話がありました。県内での導入の状況というのを伺いたい

と思います。 

   １６７ページの大山小学校の管理運営に要する経費。大山小学校周辺の、プールの

周辺の環境整備、これがどのように行われるのか。住宅開発との関係でいろいろ環境

整備を行うというお話ありましたが、それについて伺いたいと思います。 

   １８５ページ、④学校支援活動事業に要する経費の中で、ここの部分では学校にボ

ランティアがかかわる事業の予算計上だというふうに思っておりますが、いろいろな

形でボランティアの皆さんかかわっていらっしゃると思うんですけれども、危険な箇

所のボランティア、植木の剪定であるとか。そういうものが、危険なことという観点

からやらなくなった。ボランティアの皆さんからは、危険ではないところの環境整備

のお手伝いはしたいというようなお話も伺っておりますので、その辺りどうなってい

るのかというのを伺いたいと思います。 

   １９５ページ、④総合型地域スポーツクラブに要する経費。現在のスポーツクラブ

運営状況、加入人数どのぐらいになっているのかというのを伺いたいと思います。あ

と、このスポーツクラブに加入することで健康ポイントをいただけるというふうに思

っておりますが、加入するだけなのか、健康ポイント、やはりいろいろなところでい

ろいろ見直しが必要なのかなというふうに思っているんですが、特にスポーツクラブ

の中での健康ポイントというのはどのように考えていらっしゃるのか、伺いたいと思

います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   １２ページ、村税関係。 

   個人村民税は伸びている、法人市民税が減っているということでのご質問でござい

ますが、個人村民税に関しましては、それぞれ課税人員が伸びております。働き方改

革等で所得が伸びているものではないかなというふうに感じておるところでございま

す。 

   また、法人村民税に関しましては、令和元年度の３月の補正にも計上させていただ
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いておりますが、伸びがありません。４００万円弱減額ということで計上させていた

だいておりますが、これにつきましては、やはり昨年１０月引き上げられました消費

税の影響が相当大きいのかなと。昨年１１月、１２月、今年１月くらいの法人の申告

納付を見ますと、軒並みに減っているというのが現状でございます。 

   今回の新型コロナウイルス関係についてはこれに含まれてございませんけれども、

法人税割につきましてはなかなか厳しい部分があるのではないかということでの見通

しでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ５７ページ、①の企画費の関係で、１２の委託料でございますが、これにつきまし

ては、発注方法につきましては前回のような形をとりたいということで、プロポーザ

ル等の発注方式を検討して、進めてまいりたいと考えてございます。 

   発注先につきましては、今後いろいろ検討していきたいと思いますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

   続きまして、６１ページ上段の⑥東京オリンピックホストタウンの関係でございま

す。 

   こちらの旅費につきましては、予定としましてペルーのオリンピック委員会関係の

方、できればマチュピチュの村長さんも含めて約７名の来村旅費を計上しています。

そのほかにオリンピックの観戦ツアーとして、村民の方を対象に約２０名の観戦ツア

ーの旅費を計上しまして、６６５万円となってございます。これらの事業につきまし

ては特別交付税の対象ということでございますので、２分の１が交付税で来るという

ことで、計上してございます。 

   それから、下段になります。⑦の１２番、委託料、新たな出会い応援事業の委託料

でございます。 

   これにつきましてはできれば、今年度中止になった部分もございますので、同じよ

うな形でやりたいということで、婚活のセミナー、行事関係を２回ほどと、あとサポ

ーターのセミナーも、世話焼き人ということで今年やらせていただきましたが、やは

り同じ事業の流れということで、引き続き同じような形で取り組みたいということで

計上してございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まずは１５７ページ、学校給食費補助金の具体的内容についてというご質問でござ

います。 

   今回、給食の補助を行うということで、予算の計上の積算としまして、まずは児

童・生徒全員一律２０％の補助、それから両親ともに非課税の世帯に対しては全額補

助ということで、予算のほうを計上させていただいたところです。 
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   続きまして、１５９ページです。外国語教育に要する経費で、英語専科教員とのす

み分けというご質問がございました。 

   現在も小学校のほうに英語専科教員という形で配置のほうをさせていただいており

ます。来年も同様に専科教員配置の予定ですが、ＡＬＴとＴＴ、チームティーチング

という形で授業のほうに入っておりまして、児童・生徒の指導力の向上を図っている

ところでございます。 

   続きまして、１６５ページでございます。 

   ＩＣＴ推進に要する経費で、まずは統合型校務支援システムにつきまして。 

   こちらにつきましては、まずは成績処理、それから出欠管理、それから時数管理、

一番は通知表とか児童要録とかこういったものについて、一定のデータを入力するこ

とによって全てのそういった帳票に反映するということで、転記とかそういった、一

つ一つのものを作る必要が大分省略されるということで、まずは先生方のそういった

事務になります。 

   あとは保健系のほうにつきましても、健康診断表とか、あと保健の外来の管理とか、

こういったものもデータによって管理することができる。 

   あとは、データを一元管理することによりまして、パソコンを見ることによって児

童・生徒の状況が先生方それぞれ共有できるというものが、主なものになっておりま

す。 

   県内の導入状況でございますが、令和２年度がどこの市町村も一番早い導入になり

ます。聞くところによりますと、令和２年度につきましては大玉村を含めて４市町村

が予定されておるようです。令和３年度につきましてはぐんと増えまして、２５市町

村程度が見込んでいるという状況を聞いております。 

   続きまして、１６７ページでございますが、大山小学校プール周辺の環境整備とい

うご質問でございます。 

   ご存じのとおり、今年度、プールの西側ですか、駐車場のほうの整備を行いました。

新年度につきましては、特に環境整備に関して予算計上のほうはしておりませんので、

ご了承願いたいと思います。 

   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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   １８５ページ、学校支援活動事業に要する経費のボランティアさんの植木の手入れ

等という形ですが、現在、保険はもちろん入ってはおりますが、ボランティアの方も

高齢ということもありまして、高い位置での植木の手入れというのは行っておりませ

ん。ただ、下のほうの環境整備についてはボランティアさんのご協力をいただいてお

ります。 

   １９５ページの総合型地域スポーツクラブに関する経費についてですが、今、スポ

ーツクラブ会員数は４３４名となっております。今年度、広域スポーツセンターと連

携によりまして各サークルのアンケート調査を行いまして、今後の課題等について各
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サークルに意見を求めているところであります。 

   あとポイント制度ですが、現在、スポーツクラブとしましては新規加入、あと継続

加入の際にポイントを付与しております。今後としましては、スポーツクラブの交流

会、あとは各サークル等のときにもポイントが出せないかということで検討はしてお

ります。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ８番議員さんに、少し答弁漏れございましたので。 

   ６１ページの下段、⑦の１２の新たな出会い応援事業の委託料の委託先の件でござ

いますが、委託先につきましては今年度、実績もある、人を集めるということで、そ

ういった今年度取り組んでもらった業者も含めて検討してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

   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） すみません、先ほどの答弁漏れというか、後ほどというと

ころでしたので、２番議員さんのほうに……（不規則発言あり）では、終わってから

ですね。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 改めて、６１ページのオリンピックのところの１２番の委託料につ

いても、どのような内容かというふうに質問したと思っておりますが、改めてお願い

をいたします。 

   １５７ページの給食費に関しても、これは最初から保護者の手元から出す必要がな

いという理解でよろしいのかどうか、ということでございますが、この給食費の集金

事務というのは学校の現場でやっているんですよね。それの最終的な責任は教育委員

会というふうには理解しますが、未納であるとか、今回の新型コロナウイルスで学校

給食が行われないという状況になっておりますが、ここの給食費というのはどういう

ふうになっているのかなという件についても伺いたいと思うんですが。 

   これ、仮にもう既に集金が行われてしまったとなれば、返金という手続になるのか

なと。そうした場合、どのような形で返金が行われるのか。一人一人子どもたちに渡

すというわけにもいかないと思いますし、いろいろな学校、自治体で取り組み方は

様々ですが、次年度に持ち越して、次年度分で精算をして次年度少なく頂くという学

校もあるそうですし、もう今年度中に返しなさいというところもあるようなので、そ

の辺りを併せて伺いたいと思います。 

   仮に今年度中に返金となった場合に、現金で返金するわけにはいかないでしょうか

ら、振込という形になると振込手数料というのが発生するわけですが、そこはどこが

どういうふうに負担をするのかなというふうに思っております。きのういろいろ条例

を見ましたところ、大玉村にあるのは給食センター協議会の規則だけしかなくて、あ

とは本宮市の規則の中で行われているのかなというふうにも思っていますが、その辺
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の未納だの何だのというところの最終的な部分をどのようにとっていくのかなと。 

   大変蛇足ではありますが、大玉村のホームページに載っている本宮方部学校給食セ

ンター協議会規約、昭和４２年３月２８日告示というのがありますが、これ、残念な

がら平成１０年のままなんですね。なので本宮町、大玉村というふうになっているん

ですが、これは単純に掲載のミスなのかどうかという部分を含めて、大変失礼ではあ

りますが、伺いたいと思います。 

   あと、この統合型校務支援システム、今年は４市町村、来年２５市町村ということ

ですが、これはもう、どこも同じシステムを導入するという理解でよろしいのかどう

かということです。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ８番議員さんに再度お答えします。 

   大変失礼しました。６１ページの⑥番、東京オリンピックホストタウンの関係の、

１２番の委託料の関係でございます。 

   オリ・パラ選手等の交流事業委託料につきましては、選手の交流の関係の調整を業

者のほうに委託したいということで、計上してございます。 

   また、ホストタウンＰＲにつきましては、国内外交流協会にホストタウンのＰＲ関

係の業務を委託したいというふうに考えて、計上してございます。 

   続きましてパブリックビューイングにつきましては、パブリックビューイングをで

きれば改善センター等で開催したいということで、まだ正式な種目等が決まっていな

いということもございますが、つかみで計上してございますので、ご理解いただきた

いと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず、給食費の保護者負担分について、最初からかというお尋ねですが、２割相当

分につきましては、あらかじめ保護者負担から差し引いた形で学校のほうで集金する

ことで、現在、考えております。 

   あと、新型コロナウイルスの休校に伴う給食費につきましては、基本的にはもう既

に集金は済んでおりますので、次年度への繰越しという形で考えてはおります。ただ

し、卒業生等につきましてはどうしても返金が出てまいりますので、この辺について

は今後詳細に詰めてまいりたいと、現在、考えているところです。 

   あと学校給食センターの規則、こちらにつきましては、大変申し訳ありませんでし

た、確認させていただきたいと思います。 

   それから、統合型校務支援システムですが、こちらにつきましては県のほうで選定

のほうを進めました業者がございますので、そこの業者のシステムをどこの市町村も

導入するということになってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。３番。 
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○３番（菊地厚徳） ３点ほど質問させていただきます。 

   ５７ページのふれあいセンターについての項なんですけれども、上のほうの段に施

設修繕費というのがあるんですが、これ３万円ほど計上されているんですけれども、

内容についてお聞かせいただきたいということで、この間、議会のお話で東部ふれあ

いセンターが平成１８年の建設、それから西部においては平成１４年ということで、

また南部のふれあいセンターも建設予定ということなんですけれども、東部ふれあい

センターなどは木の部分ですね、そこのメンテナンスも含めて、ちょっと腐食が随分

進んでいるなということで、ああいうものは一体どのくらいの間隔でメンテされてい

るのか、そういうことも含めてお話しいただければ。 

   それと２番目なんですが、８ページの真ん中のところの９、環境性能割交付金とい

うのがあるんですけれども、去年１０月の消費税の増税に伴って何か名称が変わった

ということで、自動車取得税ということになって、駆け込み需要もあって金額が前年

度よりも増して計上されているんですけれども、何か環境に負荷をかけない自動車を、

例えば電気自動車等を購入した場合には税制の優遇があるということなんですけれど

も、村で具体的にそういうものというのは購入があったかどうかとか、そういうこと

について少し触れていただくとありがたいかと思いました。 

   それから３つ目なんですが、１３５ページですね。１３５ページの上のほうで、公

有林の整備に要する経費ということで保険が１１万８，０００円ほど計上になってい

るんですけれども、この保険についての効力とか内容、どういった状況になっている

のかということを少し具体的に説明していただけるとありがたいと思いました。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、８ページというふうに今、ご質問ございましたけれども、ページのほうは

１６ページをご覧いただければよろしいかと思います。１６ページになります。 

   中段にあります款９、環境性能割交付金でございます。 

   これにつきましては提案理由説明の中でも申し上げさせていただきましたけれども、

令和元年度の税制改正に伴いまして、昨年１０月１日以降、既存の自動車取得税交付

金、これが廃止になったかわりに環境性能割交付金が創設されたというふうに申し上

げさせていただきました。 

   この交付金につきましての計算方法につきましては、自動車税の環境性能割額の

１００分の９５、さらにその４７％に相当する額を４月１日現在の市町村道の延長及

び面積で案分して、それぞれの市町村に交付されるというものでございまして、従来

の自動車取得税交付金の算定方法とは変わってはございません。 

   これにつきましては、その際に申し上げた電気自動車でありましたり高機能の蓄電

池の自動車、そういったものについては非課税扱いになります。その他につきまして

はそれぞれ年度ごとの、性能に応じて１％から３％に課税がなされるということでご

ざいまして、実際に村民の方がどういった自動車を購入したかというのは、これは把
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握できる状況にはございませんので、例えば電気自動車何台というふうに申し上げら

れないことはご了承いただきたいと思います。 

   続きまして５７ページ、ふれあいセンター関係の施設修繕料でございます。 

   存目３万円というふうに記載しておりますのは、今現在、修理の予定がないわけで

はございますけれども、年度内の修繕に充てるために３万円をとりあえず計上させて

いただいているというふうな内容でございます。 

   南側のデッキ関係の修繕でございますけれども、これにつきましては、損傷が激し

い段階に至った場合につきましては研磨の上、再塗装をかけるというふうな措置を今

後、検討させていただくということになりますので、今後の推移を見守りたいという

ふうに思っております。 

   １３５ページ、公有林関係の予算措置でございます。 

   １３３から１３５ページにかけてでございますけれども、公有林の中でも雨ケ沢地

内、長久保地内、合計面積にしまして３３．７４ヘクタールを対象としまして、保険

期間が１年になります。そして樹齢が……、失礼しました、林齢というふうに言うよ

うでございますけれども、林齢３０年から８４年生の主に杉とか松、そういった樹木

に対しまして保険をかけております。万が一森林火災とかそういった際に保険を、こ

れは国営の保険になりますので、保険金を受け取るというふうな内容がこの保険料の

目的でございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。１番。 

○１番（斎藤信一） １２６ページの堆肥センターの運営に要する経費なんですが、赤字

なんですけれども、現在の赤字の状況と、それを克服する経営の健全性に向けて努力

をしているのか、それを質問したいです。 

   あと１３４ページで、④番、ふれあい村民の森管理運営に要する経費なんですけれ

ども、実際使用されているのか、どんな活用がされているのかをお聞かせください。

あと、今後どういうふうにしていくんだということをお聞かせください。 

   お願いいたします。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） １番議員さんにお答えいたします。 

   ページ１２６ページ、堆肥センターの件でございます。 

   赤字関係なんですけれども、ちょっと今、数字のほうございませんけれども、毎年

約１，０００万円弱の赤字だったような記憶にございます。 

   克服する努力ということですけれども、来年度、令和２年度から堆肥の売りさばき

代金のほう、村内の方のほうを若干値上げさせていただくような検討をしているとこ

ろでございます。 

   続きまして１３４ページ、ふれあい村民の森の件でございます。 

   現在使用されておりますかということで、わんぱく広場のほうの自然観察のほうで、

両小学校で使用しております。そのほかにつきましては、さほど使用率はないとは思
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うんですけれども、散歩等で利用されている方も中にはいらっしゃいます。 

   今後につきましては、こちらプロジェクトチームで検討されている結果がございま

す。そちらの内容等も参考にしながら、今後どういった運営を図っていけばいいかと

いうことについて検討させていただければと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。５番。 

○５番（松本 昇） ページ５５ページの総務費の②公共用地の取得に要する経費として、

公共用地として先行取得した土地に係る買戻し金４３５万５，０００円となっていま

すが、これ場所はどこか、それと面積は幾らぐらいなのかと、もう一つ、６３ページ

の⑧合併６５周年記念事業に要する経費ということで１５０万円上がっているんです

けれども、村民参加型形式ということで、これの開催時期はいつ頃なのか、そして参

集人員はどこら辺までにするんだかお聞きしたいと思います。 

   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。 

   ５５ページでございます。 

   ②公共用地の取得に要する経費４３５万５，０００円でございます。これご承知お

きいただきたいのは、ここの一般会計のほうで予算措置をしまして、実際、土地の取

得に関しましては後段に出てきます土地取得特別会計のほうで購入をいたします。そ

の土地取得会計のほうへの返済金というふうにお考えをいただければと思います。 

   今回積算させていただいた内容につきましては、面積は、これは１０年にわたって

の返済ということですので面積はちょっと省略させていただきますが、村民グラウン

ドの駐車場用地、平成２７年の購入に対する返済、これが１９８万１，０００円でご

ざいます。さらに２点目が総合福祉センターさくらの用地、これが平成２７年取得で

ございまして、１８万９，０００円、最後が大山幼稚園・小学校駐車場用地、令和元

年度購入でございまして、２１８万４，３４０円、この３点につきましての買戻しと

いうことになります。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ６３ページ、上段になります。合併６５周年記念事業ということで、今回につきま

しては交響楽団等を予定をしてございます。開催の時期につきましては、秋頃開催し

たい。 

   参集人員につきましては、一般村民及び小学校高学年、中学生を対象に実施をした

い予定でございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。６番。 

   マイク入っていませんので。 
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○６番（佐原佐百合） ６７ページの①災害対策に要する経費ですが、そのうちの説明の

ほうで役務費の手数料、１５万円。こちらドローン操縦講習会とありますが、その受

講の対象者、あと目的。講習会をしたということは実際にドローンを操作するように

なると思いますが、ドローンを購入したりとかどこかから借りるような、そこまでは

今後検討されているのでしょうか。 

   続きまして、７５ページ、戸籍関係です。１２の委託料、戸籍情報システム改修業

務委託料、その下、データ消去等業務委託料とありますが、改修の内容であったりデ

ータを消去してしまうという、その消去してもいいものなのかというところを確認い

たします。 

   それから、８９ページ、④の高齢者の地域活動等に要する経費の１８、老人クラブ

の方々が常にいろいろな活動に出向いているんだけれども、活動費が交付、もっと補

助とかないのかというお話がよくありますが、今年度この増の予定はあるのか。あと、

毎年団体数は変わらないでしょうが、補助金の増は考えられているのかお伺いします。 

   次に、９５の①の１３、使用料及び賃借料、子育てワンストップサービス利用料と

いうのがいつも同じく計上されておりますが、こちらは多分インターネットのサービ

スかと思うんですが、利用状況をお伺いいたします。 

   それから、１０７ページ、⑧。説明書の資料の８ページにも、モデル地区を対象に

元気づくりシステムの運用を進めるための経費、あと健康長寿と食品ロスを減らすた

めに２０１０運動の取組とされておりましたが、この８番について少し具体的にご説

明お願いいたします。それが１２の委託料のほうにかかわってくるのかも含めて、ち

ょっと内容のほうを教えてください。 

   それから、１１１ページ、⑤の１２の委託料、子育て応援の手引作成業務委託料で

すが、多分こちらもう事前に作成されており、電子版での、多分ホームページ上にア

ップをされておりますが、こちらは新たに内容が変わるのか、それにしては金額が低

いので、その辺の内訳。それと、やはりかなり立派なものなので、１冊当たりの金額

をお伺いいたします。 

   それから、１２９ページ、①の１２の委託料、農業水利施設ハザードマップ作成業

務委託なんですが、どんなことがこれで分かるのか、概要をお願いします。 

   それから、１３３ページ、①の１３、福島森林クラウドシステムという、この森林

クラウドシステムという内容をお伺いいたします。 

   あと、２４の積立金、森林環境譲与税基金積立金は、その積立金の目的をお伺いい

たします。 

   いっぱいあってごめんなさい。 

   それから、１３９ページ、１２の委託料、首都圏農作物ＰＲ業務委託料はどこに委

託をされて、どんな内容なのかお伺いいたします。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ６番議員さんにお答えいたします。 
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   ６７ページ、１１の役務費、手数料に計上されておりますドローン操作講習関係で

ございますけれども、こちらにつきましては対象者は職員、約５名を想定してござい

ます。今年度はドローンの機種の選定、また検討を行いまして、来年度に向けて職員

の操作講習を行うものでございます。 

   続きまして７５ページ、戸籍住民基本台帳に関する経費の１２、委託料の下から

２番目、戸籍情報システム改修業務委託料でございますが、こちらにつきましては戸

籍法一部改正に伴いまして、マイナンバー関係で各自治体のシステムがつながるとい

うような改修を行うものでございます。 

   その下のデータ消去につきましては、マイナンバー関係機器、５年間のリース期間

が満了になります。新しい機器に更新いたしますので、古い機器の返還に伴いまして

データを消去するものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ６番議員さんにお答えいたします。 

   まずは８９ページ、高齢者福祉関係で、老人クラブの補助金で、その内容と今後の

増の予定ということでございますが、現在、村には単位老人クラブが１１と老人クラ

ブ連合会が１ということで１２団体ありまして、そちらのほうに補助金を支給してご

ざいます。 

   こちら老人クラブのほう、人数が年々減少しているということは聞いておりまして、

なかなか運営が厳しいということも聞いてございます。ということで、今年度、単位

老人クラブに助成する単価なんですが、１人当たり１，０００円としていたものを

１，１００円に１００円だけ増額させていただくことになっておりますので、よろし

くお願いします。 

   また、続きまして９５ページの子育てワンストップサービスということで、こちら

議員さんご指摘のように、インターネットを利用した各種手続、申請ができるという

ことで総務省が管轄しておりまして、全国で実施しているものでございます。 

   こちらなんですが、やはりなかなか、手続が簡単にできるとはいえパソコン、イン

ターネットからの入力の仕方等難しいということで、実際利用はゼロ件でございます。 

   続きまして、１０７ページ、元気づくりシステムの関係でございます。 

   こちらにつきましては、施政方針説明とか予算のときの説明で概要等はご説明して

いるところでございますが、元気づくりシステムということで、元気づくり大学さん

のほうのシステムというか、手法ですね、そちらのほうを利用しまして、令和２年度、

モデル地区を募集しまして実施したいということでございます。 

   こちら委託料につきましては、その元気づくり大学さんのほうに各種指導というこ

とで、今年度、令和元年度は職員が２名実習に行ってきたんですが、今度さらにまた

実践ということで、大学のほうから来ていただく部分についての委託料が含まれてご

ざいます。 

   健康長寿のところで新たに２０１０運動ということで、予算の項目には入っていな
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いんですが、食品ロスですね、ＳＤＧｓの考えでいきまして食品ロスをなくすという

ことで、飲食の機会、アルコールが入るとき等、食品残渣が残るということがござい

ますので、開始２０分間は席に着いて食事をして、それから動き出すというような形

でやっていただいて、また終了間際１０分ぐらいは席に着いて飲食して、食品ロスを

なくすというふうな形で、こちらについては予算上は見えていないんですけれども、

普及啓発等で需用費がついておりまして、そちらのほう、事業展開を今年度、考えて

ございます。 

   続きまして、１１１ページ、子育て応援の手引につきましてですが、こちらについ

ては更新という形になります。手引自体は現在、平成３０年度分の冊子がございます

が、こちら内容が一部変更されている部分がありますので、今回３００部と予算計上

してございます。 

   １冊当たりの単価ということなんですが、こちらデザイン料とか冊子にする部分で

費用がかかりまして、単価としましては２，３５６円が１冊当たりの単価となってご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ６番議員さんにお答えいたします。 

   １２９ページ、農業水利施設ハザードマップ作成業務委託料についてでありますが、

まず、この農業水利は何ぞやというところでございますが、これはため池のハザード

マップを作成するといったものでございます。村が所有するため池１１施設について、

ハザードマップを作成するものでございます。 

   では、それでどんなことが分かるのかというご質問でございますが、ため池が決壊

した場合の洪水・浸水エリアですか、これが図示されてまいります。これによりまし

て防災、減災につなげるといった目的でございます。 

   ちなみに、この１１施設でございますが、堂前池、西ノ池、羽黒池、荒池、重箱池、

額沢温水ため池、岩高池、上ノ池、中森池、鎌研沢池、牛子沢池の１１施設でござい

ます。 

   国の補助を１００％活用しての作成でございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ６番議員さんにお答えいたします。 

   １３３ページ、森林クラウドシステムの関係でございます。 

   森林クラウドシステムは、ＧＩＳの森林地理情報システムということになっており

まして、森林簿の検索をする際に使用するシステムになります。パソコン上で場所、

あと地番、面積等が分かるようになっております。そちらのシステム使用料になりま

す。 

   あと積立金の内容ということで、森林環境譲与税基金積立金なんですけれども、森

林環境税が課せられまして、それによりまして人工林面積、あと林業就業者数、人口
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などで各市町村に森林環境譲与税ということで交付されることになっております。こ

ちらにつきましては一時こちらの森林環境譲与税基金のほうに積立てをいたしまして、

積立てした中から今度、使途によって間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促

進など、そういったものに使用することができますので、必要に応じて基金を取り崩

して、そちらのほうの財源に充当させるというものでございます。 

   続きまして１３９ページ、首都圏農産物ＰＲ業務委託料ということでございますけ

れども、こちらにつきましては、東京のほうで直売所の野菜を使っていただいている

お店が何店舗かございます。そちらの中に東京マルシェというお店がございまして、

そちらにまたお願いしまして、東京での物販のほうのプロモーションを委託したいと

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） ６番。 

○６番（佐原佐百合） ただいまの１３９…… 

○議長（菊地利勝） すみません、６番さん、ちょっと座ってください。 

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

（午前１１時１３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） 先ほどの１番、斎藤議員に対する堆肥センターの件に関して、追加

答弁を許します。 

   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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどご質問がございました堆肥センターの赤字の額につきまして、産業課長のほ

うから１，０００万円程度の記憶というふうなことでご答弁をさせていただきました

が、若干説明不足の点がございました。 

   施設、設備につきましては大変老朽化、経年変化も進んでおりますので、これらの

修繕費がかかる年、さらにはそれがなかった年によって大きな額の変動がございます。

通常、修繕等がなかったときには１００万円程度の赤字、費用の超過ということにな

りますが、大規模な修繕等があった場合には６００万円から１，０００万円近くの費

用の持ち出しというふうなことが出るというふうな内容でございました。 

   説明不足がございましたので、追加で補足をさせていただきたいと思います。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） 引き続き、６番、佐原議員の質問を許します。 

○６番（佐原佐百合） 先ほどの答弁なんですが、１３９ページ、１２、委託料の中の首

都圏農作物ＰＲ業務委託料、東京のお店とか東京マルシェのほうにお願いしていると

いうことですが、私もいろいろ東京の、関東あだたらの会の皆さんとか、ほかの身内
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等々、東京圏内の人にＰＲさせていただいているんですが、地元の人がいないので聞

いても答えられない、なので、何で地元の人を置かないんだというお声もいただいて

おります。 

   なので委託するだけではなく、またそういった方々への、何だろう、大玉村の農作

物の研修であったりとか、誰か人を派遣するとかそういったことは考えられないんで

しょうか、お伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ６番議員さんにお答えいたします。 

   首都圏農産物ＰＲ業務委託の関係です。 

   先ほど東京マルシェという会社名という答弁をしてしまいましたけれども、フー

ド・アクション・ジャパンの間違いでございました。訂正いたします。すみませんで

した。 

   人の派遣ということなんですけれども、実際、役場職員、担当職員と、あと直売所

の方も一緒にそちらのほうに出向いて物販をするときもございます。たびたび行くの

ではちょっと人件費、旅費等がかかりますので、物だけ送ってこちらの店舗のほうで

販売していただいておりますので、そちらのほうの委託料ということになってござい

ます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。１１番。 

○１１番（押山義則） 何点かお伺い申し上げます。 

   令和２年度の予算編成に当たりまして、村長からは１０年、２０年後の自立を目指

す村づくり、そういう形で特にお話しいただいておりますが、これ特に特化した事業

は何なのかということを冒頭伺いたいんであります。 

   それで、まず歳入から伺ってまいります。 

   歳入の中で、２５ページと、それから３１ページ、農業費関係の補助金云々があり

ますが、この中で伺いたいことは、土地改良区の運営がシステムも変わったというこ

とを伺っております。それで、この予算の中で土地改良区に関連するもの、新体制で

取り扱うようになった予算の中身について、まずそれを伺います。 

   それから歳出に入りまして、４７ページの冒頭のことで、職員の福利厚生、それか

ら会計年度任用職員の予算が載っていますが、今年度の予算編成で、働き方改革の一

環で、同一労働同一賃金の原則のもと会計年度任用職員としてフルタイム４２名、そ

れからパートタイム１０９名と数値的にございますが、この一般会計における人件費

の総額、あと会計年度任用職員の占める割合、これ数値的につかんでおられましたら

お示し願いたいんでありますが。 

   それから、５５ページ、庁舎の環境整備委託料。これ少額でございますが、載っか

っております。昨年も一般質問した経緯もございますが、白線とか何か整備されまし

て、役場の入り口は、駐車スペースが１区画ずれただけで村民の皆さんからは少し安

心して入れるようになったと。でも、相変わらず坂路には変わりありません。ああい
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う状況で、役場の姿勢としていかがなものかといまだに私は考えております。その辺

も含めまして、この数字的なものを考えていただきたいと思います。 

   それからもう一点、４７ページの中で福利厚生ということに触れておられますが、

これは前々から気になっていたんでございますが、大玉村役場で女性の職員のための

更衣室とか何かはどういうふうになっているのか確認しておきたいんです。議会もロ

ッカーとか何かまだ整備されていない状況でありますが、その辺、どういうふうに福

利厚生について捉えておられるのか伺っておきます。 

   それから、５９ページ、コミュニティ施設整備事業補助金。１００万円であります

が、上がっております。これ特に考えておられる施設はあるのか。いろいろな形で耳

に入ってくる部分もあるんですが、その辺を、この予算の設定はどのように考えてお

られるのか。 

   それと、村おこし活性化事業と地域づくり活性化サポートのこの事業も含めまして、

その中身について説明願いたいと思います。 

   それから、６３ページ、合併６５周年記念事業。これはもともと、その動機から伺

っていきたいんですが、この必要性と、なぜ６５周年記念の事業が今ここで行われる

のか、それについて根本的な考えでありますが、伺ってまいります。 

   それから７１ページ、国際交流の、台湾の交流事業でありますが、これは参加人数

に関する問題なんでありますが、大変参加している人数に偏りがございます。これは

ある意味で生活格差を生むような、そういう運営になっていないか、その辺が大変、

いろいろな報告会など参加いたしまして気になっております。その辺の考え方につい

て改めて伺ってまいります。 

   それから１５７ページ、先ほども質問がございました学校給食の補助内容。これ

９８０万円とあるんですが、改めてなんですが、学校給食に関する支援の具体的な中

身をお聞かせ願いたいと思います。 

   それから、１８１ページ、園庭遊具の再設置とございます。遊具、保管してから大

分年月たつんでありますが、この遊具の耐用年数の調査はなされたのかどうか、その

辺、具体的なことを伺っておきます。 

   とりあえず。 

○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。 

   歳入関係について、担当課、後から答弁させていただきます。 

   私のほうからは、４７ページでございます。三役職員の人件費と庁内一般管理に要

する経費でございますけれども、まず福利厚生関係で、女子更衣室というご質問でご

ざいます。 

   本庁舎におきましては更衣室、土地改良区と本庁舎の間に更衣室がございます。こ

れに関しましては男性の更衣室と女性の更衣室それぞれロッカーがございまして、カ

ーテンではございますが仕切りを立てて、それぞれご利用いただいているところでご

ざいます。また、分庁舎におきましては１階の事務室に男性更衣室、ロッカーがござ
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います。そして２階の一部部屋のほうに女子の更衣室、ロッカーがあって、そこで着

替え等を行っている、そういった現状でございます。 

   さらに会計年度任用職員関係でございますけれども、今、割合はというご質問でご

ざいますけれども、これに関しましては現在、応募いただいた方々について実際提出

されました経歴書、そういったものの精査を行っている段階でありまして、先ほどお

話ありましたとおりフルタイム、これは免許職関係３９名、パートタイムの職

１０４名でございまして、これについては今、お勤めをいただいている方々について

の継続者の数字でございます。 

   さらに不足する部分につきまして、新規採用の公募をかけてございます。これにつ

きましては申込み１３名いただいておるわけでございますけれども、これにつきまし

ては今、面接を実施または今後実施の予定でございまして、最終的に人数が固まった

際に正規職員に対する会計年度任用職員の割合ということになりますので、現在は割

合のほうは申し上げることができませんことをご了承いただきたいと思います。 

   ５５ページでございます。庁舎等の維持管理に要する経費の中の環境整備、庁舎等

清掃関係でございますけれども、環境整備業務委託料３万円でよろしいでしょうか。 

   これにつきましては、第２工業団地の東側に調整池がございます。その調整池の脇

に前からゲートボール場が設置されております。このゲートボール場の草刈りであり

ましたり、そういったものの管理を地元の老人クラブのほうに委託をさせていただい

ております。単価１万５，０００円掛ける春と秋の２回ということで、３万円の計上

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） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） １１番議員さんにお答えいたします。 

   ５９ページの上段にありますコミュニティ施設事業の補助金でございます。 

   こちらにつきましては集会所の補助金としまして事業費２００万円の２分の１、

１００万円の計上でございます。特にどの場所ということは計上してございませんの

で、集会所、各地区から要望があれば対応したいというふうに考えております。 

   次の段の村おこし活性化事業の補助でございます。 

   こちらにつきましては祭り関係の補助ということで、事業費１００万円の２分の

１で、５０万円の計上でございます。 

   続きまして６３ページ、上段になります。合併６５周年記念事業の必要性というこ

とで、この説明に記載されているとおり、６５年の節目を迎えるということで、節目

の記念事業として計上するものでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

   次に、７１ページ中段になります。台湾事業の中学生の参加の人数についてでござ

います。 

   今年度は３４名を予定してございます。募集につきましては、本人より参加したい

旨の募集をしながら進めておりますので、先ほど言った格差の関係、出ないように十

分留意して進めていきたいというふうに考えております。 
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   以上です。 

○議長（菊地利勝） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） １１番議員さんにお答えいたします。 

   まずは１５７ページ、給食費の補助金関係の具体的な内容というお話ございました。 

   先ほども答弁のほうさせていただきましたが、小学生、中学生の児童・生徒に対し

て一律２０％の補助を行う。なおかつ村民税の非課税世帯、これは両親ともと考えて

おりますが、これにつきましては、全額補助と考えております。 

   ちなみに、小学校の給食費でございますが、今年度のベースで申し上げますと年間

１８０食で１人当たり４万８，４２０円となっております。単純に２０％相当と考え

ますと、９，６００円程度。中学生でございますが、年間１７５食で５万

７，０５０円となってございます。２０％相当と考えますと１万１，０００円程度が

補助という形になろうかと考えております。 

   続きまして１８１ページ、園庭遊具の耐用年数の調査というご質問でございました。 

   現時点で耐用年数の調査は行っておりません。ただし、これにつきましては増築に

伴って撤去した遊具、４つほどございますが、設置に当たりましてはご質問にあるよ

うに耐用年数、それからその遊具が安全かどうか、この辺の点検をしっかりした上で

設置のほうは考えていき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） 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。 

   ３１ページ、農業費補助金の中に土地改良区関連の部分があるかというふうなご質

問でございます。 

   まず申し上げておきますのは、令和２年度においてこの中の中山間地域等直接支払

事業、この広域化を進めてまいりたいというふうに考えてございます。現在１５ある

組織、これらの独立性を担保したまま協議会方式による広域化というものを、現在、

構想してございます。これらの事務を土地改良区が担うというふうな形で現在、検討

を進めているところでありますが、これらの歳入につきまして、この中山間地域等直

接支払事業、広域化を行う際に広域化加算というふうな部分がございます。１年間で

上限が２００万円というふうなことで見込んでおりまして、これらにつきまして、こ

の事業費の歳入の中に見込んでございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。１１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   庁舎の環境整備委託料、これは全然目的が違う説明でありました。 

   ただ、現在この庁舎の環境整備、前々から申し上げておりますが、やはりもう少し

真剣に取り組んでいただきたいと思います。入り口も、先ほども申し上げましたが、

過日少し高齢の方が軽トラックで来られて、そこで前に車がいるためにうまく上がれ
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ない、サイドブレーキ引かなければ上がれないような状況の中で、あの坂路はいろい

ろな意味で庁舎の入り口としてふさわしいかどうか、その辺も改めて庁内で検討して

いただきたいと思います。 

   それから申し遅れました、この玄関も、我々議会の立場でもあるんですが、我々の

下駄箱がございます。ああいうものが、入り口そのものが、下駄箱が設置されている

というのはあまり好ましくない……。これは庁舎の造りから言ってそうなんですが、

だんだんその辺の環境整備、改良は考えていかなければならないのではないかと思っ

ております。 

   それからもう一度、合併６５周年の記念事業、答弁はご理解くださいということで

ございますが、６５周年という数字が何なのかということのお答えがいただければ、

本当はありがたいんです。なぜ６５年なのか。５０年とか、では６０年はあったのか、

その辺のことも含めまして、この１５０万円。一番は、この記念事業の村民の理解な

んでございます。それを我々が説明できるような、もっともっと明確な答弁をお願い

します。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １１番議員さんに５５ページ、６５周年についてお答え申し上げま

す。６３ページか。 

   これについては６０年、１０年刻みと５年刻みでやっているんですね、今までも。

１０年刻み、６０年のときには県知事まで呼んで中学校体育館で大勢の、中学生も含

めて村民の皆さんに来ていただいて、いわゆる式典として半日がかりでやらせていた

だきまして、その後、記念行事を行った。演奏会でしたか講演会でしたか、やらせて

いただきました。これは１０年刻みではやっていますが、５年刻み、やはり１０年ス

パンは長過ぎますので５年刻みで、他市町村もそういう形で実施をしているようです

ので、式典はやらないでアトラクションだけ実施しましょうということで、中学生全

員と小学校高学年、それから村民の皆さんに普通触れることのできないような、そう

いうものを体験していただこうと。 

   本来は、毎年このぐらいのお金を準備して中学生なり村民の皆さんに参加していた

だくのが本来の形だというふうに考えていますが、予算の都合もありますので、

１０年に１回は大きな式典、５年に１回はこういう小さなものというふうに考えて予

算計上したところでございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   前回１２月にもご質問いただきました。今回、白線につきましては今、１１番議員

さんおっしゃられるとおり、村道からの入り口関係について私も、やはり１ます消し

た理由はそういう理由でございます。入り口、やはりアプローチする際にちょっと狭

いということで、担当のほうでそこは消させていただきました。 
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   スロープ状の入り口の構造につきましては、やはりどうしても村道が低いという形

でございますので、今現在あれを改良するとなりますと、完全に駐車場そのものを

５０センチ程度下げる必要があるということがございます。そうしますと、逆に今度、

庁舎の入り口玄関にスロープが設置されるという逆の悩みが出てまいりますので、こ

れについては将来、新たな庁舎建設をする際にその部分については、これは近い将来

ではございませんけれども、そういった部分での検討が必要なのかなというふうには

思っております。 

   さらに玄関の車の周回ですか、これにつきまして、前もお話ししましたとおり、ど

うしてもやはり玄関前が狭い。今回、ちょっと私のほうの独断で大変申し訳ありませ

んでしたけれども、身障者スペース、１台であったものを２台増やして３台にさせて

いただきました。これは、やはりそういったご利用が近年多いということもございま

して、これは逆に玄関周りがちょっと狭くなったという結果はございますけれども、

利用者に対する配慮ということで、これはご理解をいただきたいと思います。 

   これらについては、内部でもこれから議論をさせていただきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 今、部長からるる説明ございましたが、役場の敷地は東面も、そ

れから南面も道路に面しております。それなりの改良の方法はあると思うんですが、

南面も入れる道路はあるんですが、住民に言わせれば土建屋の資材置場みたいだとい

う、そういう答えしか返っておりません。現実あそこには職員の駐車施設もありまし

て、あそこからの出入りもなかなか厳しいような感じになっています。その辺も含め

まして検討願いたいと思います。 

   それから、１点だけ質問漏れしましたので。 

   庁内のＡＥＤリース料、これ５１万７，０００円計上されているんですが、これの

管理状況というのはどういうふうになっているのか、何台でこうなっているのか、こ

れは、例えば５１万７，０００円は毎年毎年値段は変わらないでずっとこのままなの

か、その辺もお答え願います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   ５５ページ中段にございます使用料及び賃借料の、ＡＥＤリース料５１万

７，０００円の内訳でございます。 

   これにつきましては、各公共施設に配置しております１９台分のリース料になりま

す。従来買取りをしておりましたものを、３年前にリース方式に変えさせていただき

ました。これによりまして、１台２０万円から４０万円ぐらいの幅がございました。

物によりまして。これを平準化させるということで、令和２年が５年契約の３年目の

年になります。そういった状況での計上。 

   これにつきましては、電池パックでありましたりパットですか、これについては

２年とか３年の使用期限の前の年に業者のほうから送られてきます。リースでありま
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すので、一切の経費はこの中に含まれているということになります。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分とい

たします。 

（午前１１時５６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） 引き続き質疑を許します。１番。 

○１番（斎藤信一） １１１ページ、衛生費、⑤番、子育て世代包括支援センターに要す

る経費なんですが、具体的にどういったことに使われているか説明をお願いします。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） １番議員さんにお答えいたします。 

   １１１ページ、子育て世代包括支援センターに要する経費についてのご質問であり

ますが、こちらにつきましては補助事業で行っている事業でありますが、現在、保健

センターを中心に保健師が子育て世代の皆さんからの相談を受けているところでござ

いますが、そちらを妊産期から子育て期に向かって切れ目のない支援ということで、

県内各地で子育て支援センターということで立ち上げてございます。 

   大玉村の場合は保健センターの中に子育て世代包括支援センターという組織を立ち

上げまして、具体的に申し上げますと保健師のほうが様々な相談を受けて、それに対

して事業を実施していくということなんですが、予算的には県のほうの補助を受けて

いますので、科目にありますとおり委託料についても補助がありますし、そのほかの

職員の人件費等にも充てられるということで、事業の充実を図ってございます。 

   また、備品等も若干購入できまして、保健センター内で子どもたちが遊べるような

ちょっとした遊具を購入したりということに活用させていただいております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。３番。 

○３番（菊地厚徳） １１９ページの農業振興公社の設立検討委員会の報告なんですけれ

ども、これについて…… 

○議長（菊地利勝） ３番さん、よく考えて質問してください。 

○３番（菊地厚徳） 内容について具体的に……（不規則発言あり） 

○議長（菊地利勝） 委員会所属は。 

○３番（菊地厚徳） 失礼しました。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 幾つかお尋ねをいたしたいと思います。 
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   ９４ページの児童措置費で、②の子育て支援の医療費に対するところの助成という

ことで、それから、そこをずっと下がって次のページで繰出金というのがあるわけで

すけれども、その金額でいきますと相当、大体全体の１割程度になるんですけれども、

この子育て支援事業の中で国保にかかわる部分、いわゆる自己負担分を助成するんで

すかね。だとすれば、それがちょうど国保の世帯の皆さんの子弟というか、子どもさ

んは大体その１割ぐらいの実績で、昨年なりその前の実績でそれぐらいのお金がかか

っているというふうに理解をしていいのか、全くそれは別物で、たまたまほぼ１割程

度になっているという中身なのかについて、まずお尋ねをします。 

   それから、１０６ページの衛生費の中での健康長寿事業全般で、委託料、先ほども

若干質問あったんですけれども、委託料で、どうした内容のものをどこにお願いする

のかということを明確に、もう少し具体的にね、分かるように説明を。先ほど若干あ

ったんだけれども、よく分からなかった。 

   それから健康ポイント事業という点では、１月１日から始まったということであり

ますから、様々、先ほどもお話あったと思うんですけれども、この使い勝手、あるい

は促進していく上ではいろいろと要望があると思いますけれども、この前聞いたとこ

ろによるとプール使用については対象外だというようなお話がありましたが、プール

ほど具体的に使う数字はないのではないかなと思うのに、それは買ったときだとか更

新したとかいう話ですけれども、そうしたいろいろな、それはそれの進め方があるか

らそれはいいんですけれども、そういういろいろな意見を聞きながら実際その内容を

深めていくということも、年度途中においてもやられるべきではないのかなというふ

うに考えたものですから、この点についてお尋ねをしておきたいと思います。 

   それから、１１８ページですか、農業振興費の報償費関係でありますが、先ほど前

の方もちょっと言いましたが、農業振興公社の設立検討。報償そのものはどうでも、

どうでもいいと言っては失礼ですけれども、構わないんだけれども、要は、村政執行

の基本方針でも、あるいは一般質問のやりとりを聞いても、その必要性というのがち

っとも見えてこないというふうに思いますので、この公社そのものは一体どういうも

のか。 

   検討委員会で検討するんだから、それは検討だといえばそれまでなんだけれども、

大枠でどういうものを描いているか、もう少し伝わってこないんですね。村長もお話

はしたけれども、伝わってこない。そのことについて改めて、生産組合とか何かがき

ちっと、あるいはＪＡ等ができていれば、そういうものとしっかりつながっていけば

屋上屋を重ねるような心配があって、今までも何回か歴史的にやった経過からすると、

一体どうなのかなという懸念も実は持っているということもあります。 

   それから、１２１ページ開けての農業振興施設費ですか。農地の集積あるいは農業

生産法人等々、あるいはＧＡＰの取組の支援、こうしたことも大事だというふうに言

われていますが、そのとおりでありますが、まずは第１回目ですので、法人数は一体

どのくらいあるのか、あるいは集積なりそういう手法をやったこれまでの実績は幾つ

ぐらいあるのか、まず最初にお尋ねをしておきたいと思います。 
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   それから、１２８ページの、あ、これは先ほど、農業用地は分かりました。 

   １３４ページの林業振興費、有害鳥獣防止事業では、これはちょっと詳しくお聞き

をしたいんですけれども、まず電気柵の購入助成について、補助の方法。柵の設置の

長さなのか金額で上限で幾ら等というような、その割合等々について、このワイヤー

メッシュですか、これについてもそういう考え方について、例えば共済組合あたりで

すと上限が１０万円でそれぞれの何分の何だというような説明があったんだけれども、

「一体何ぼだ」と言ったら「計算するから」なんて言っているわけですけれども、ぱ

ぱっと答えてもらたいのは、「何分の何」でなくて「幾らだ」ということでお願いし

ます。 

   それから、イノシシ捕獲の助成についてですね、その内容。県では幾ら、村では幾

ら。これ何回か聞いたと思うんですけれども、改めてお聞きします。今後、捕るため

には一定の、銭ではないんだけれども、やはりそう言っても銭は銭なので、これは何

ぼでもはっきりしたほうが勢いつくと思うのでね、そこは改めてお願いします。 

   それからもう一つ大事な点で、狩猟の免許取得。鉄砲はともかく、わなの狩猟につ

いての受験の要件ですね。こういうものはどうなのか。例えば年齢制限とか、あるい

はいつ試験があっていつまでの間にやるとか、そういう詳しい、できる限り詳しく教

えていただきたいと思います。せっかくあるんだぞ、今度やるんだぞといっても、よ

く聞いたらそれは当てはまらないんだと言われてしまうのでは何ともしようがないの

で、そこははっきりしていただきたいと思います。 

   それから、建設課関係。１４４ページで、道路新設改良工事で南町石橋線の用地測

量等々、括弧でありますが、令和元年からこれは進められていると思いますが、新年

度予算でどの程度の進捗で、今後それらを含めたその以降の見通しというものについ

て伺いをします。 

   同じく的場三合内線、たしかこの村道については以前お尋ねをしましたが、多分平

成２９年頃だと思いますが、町宮前線から「さくら」にかけて何メートルか拡幅の測

量をしたと思うんですね。その先を上に行くのかというふうに思うんですけれども、

その先どこからどこまでで、どういうことを目的にその測量をやるのか。４３０メー

トルですか、やるというふうになっていますけれども、そこら辺の関係についてお尋

ねをします。 

   それから、２００ページ、土木施設の災害復旧関係で、これは県の今年度の補正あ

るいは来年度予算で県で大至急やるという川について、この間、発表があったわけで

すけれども、この中に７８河川を緊急に改修するんだというふうになっているんです

けれども、安達太良川と百日川というのもここに出ているんですけれども、大玉村で

はこれらについてかかわりがあるようになっているかどうか、これについてまずお尋

ねをしておきます。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） １０番議員さんにお答えいたします。 

   まず、９４ページから９７ページにかけての子育て支援医療に関する経費で、国保
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の関係の繰出金についてのご質問でございました。 

   議員ご指摘のとおり、子どもの医療費につきましては国保に加入している方につい

て、村のほうの一般会計から支出しているわけなんですが、その金額が１割なのか、

それとも実績に基づくものなのかというご指摘でした。 

   今回、予算計上している６０８万９，０００円の根拠でございますが、まず実績に

基づきということで、平成３０年１月から１２月までの実績及び予算要求時まで直近

のということで、平成３１年１月から１０月までのそれぞれの実績の医療費の金額を

算出しまして、それを１カ月に割り返して一部負担金相当額を計算しております。計

算的に平均５２１万３，７８８円という金額が出ましたので、そちらの１２カ月分と

いうことでこの金額が出てございます。 

   続きまして、１０７ページの元気づくりシステムの委託料についてというご質問で

ございます。 

   以前もちょっと報告した内容とかぶるんですが、まず、元気づくりシステムという

ことでパソコンのようなシステムのイメージがついているところでございますが、中

身的には元気づくりシステムといった手法ということで利用する形になりまして、高

齢者が、元気で暮らしていくためということで、地域づくりを担う行政が政策として、

村民のために運動を主にした仕組みということで、地域で暮らす住民自らが主体とな

った元気づくり活動の進展と住民力の向上、地域力の向上によって元気な村づくりを

目指すということで、総合的な元気づくりシステムという運動になります。 

   中身につきましては集会所コースということで、令和２年４月からは前期というこ

とで４カ所、後期３カ所ということで、主に集会所を拠点として、運動を中心とした

元気づくりの事業を進めてまいりたいと考えてございます。委託先は、元気づくり大

学になります。 

   続きまして、同じく１０７ページの健康ポイント事業についてのご指摘なんですが、

プールを利用されている方、当然健康づくりのためにということで利用しているとい

うことは認識してございます。ご指摘のとおり、プールにつきましてはそれぞれ年に、

回数１００回単位で行く方もいらっしゃいますし、公平公正ということを考えまして、

健康ポイントにつきましては年間券等の購入時にポイントを付与するような形で、現

在、進めてございます。 

   ただ、ご指摘のように、ある程度回数を、例えば何十回行ったらポイントを付与す

るということも検討はしたいところでございますが、こちらにつきましては令和２年

度の当初につきましては現在のポイントの付与を行いまして、今後、見直し等を図っ

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

   以上です。 

○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。 

   １１８ページ、１１９ページ、農業振興公社の必要性というふうなご質問でござい
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ました。 

   これにつきましては現在、今年度におきまして２カ所ほど視察、研修等を行いまし

て、それらの運営状況あるいは財務状況等について聞き取り等を行ったところでござ

います。現在のところ村で考えておりますのは、遊休農地の活用でありますとか、そ

れから新たな作物への取組、さらには６次化商品の実現化、そういったものを軸にし

ながら、村の委託事業等々も行いながら、今ほど議員ご指摘のような既存の生産組織、

それに屋上屋を重ねるようなことにはならないのかというふうなところでございます

けれども、これにつきましては村とそういった団体をつなぐ、そういった役割も含め

てこの振興公社を運営できないかというふうなことで検討を進めているところでござ

います。 

   来年度、令和２年度につきましては、これらの中でどういったものを中核的な事業

にしていくのか、それぞれの振興公社、中核となる事業がございます。何かを柱にし

ながらそれに加えて事業をやっていくというふうな状況でございますので、こういっ

た中核とする事業等も含めて関係機関と十分に協議を行いまして、その結果を踏まえ

て、検討委員会において十分にこの公社設立の具体化に向けての作業を進めてまいり

たいというふうに考えてございます。 

   それから１２１ページ、集積の状況と法人数ということでございますが、集積につ

きましては、大きく申し上げまして大玉村の水田、それから畑の約１０％が集積、使

用貸借という状況になっているということでご承知おきをいただきたいと思います。 

   法人数につきましては、村内の農業法人と言われる部分、１１ございます。 

   その他の項目につきましては、担当課長から答弁申し上げます。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １３４ページ、有害鳥獣の補助の関係なんですけれども、来年度からワイヤーメッ

シュでの補助も実施するということで、補助内容につきましては、農家の方のこれま

での電気牧柵につきましては上限を１０万円としまして１０件分、農地以外の方でワ

イヤーメッシュの場合ですと、上限５万円で１０件分の計上をしてございます。 

   続きまして……（不規則発言あり）上限がありまして、金額ベースに補助を出して

いく予定でございます。 

   続きまして、イノシシの助成内容なんですけれども、村単独分としましては１頭に

つき２万円、県の狩猟期間中の補助につきましては１万３，０００円が上乗せになる

ということになってございます。 

   続きまして資格取得の要件なんですけれども、まず、県内に住所を有する者、わな

猟につきましては試験の日において１８歳以上、猟銃の場合には２０歳以上というこ

とになります。ただし、統合失調症でしたり躁鬱病、てんかん、自己の行為の是非の

判別ができない病気、麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤の中毒者、鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適正化に関する法律またはこの法律に基づく命令の規定に反して罰金

以上の刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日か



 

- 161 - 

 

ら３年を経過しない者、あと狩猟免許の取消しを受けた者でその取得後３年を経過し

ない者については受験資格がないということになってございます。申請書並びに医師

の診断書が必要になってきます。 

   試験につきましては福島県において年４回実施してございまして、猟銃につきまし

てはそのうち２回のみというふうになってございます。 

   産業課は、以上です。 

○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。 

   南町石橋線の現在の進捗でありますが、測量を終えている区間３２７メートル、測

量を終えていない区間１６５メートル区間となってございます。令和２年度につきま

しては、測量設計を終えている区間につきましては用地測量のほうに入っていきたい

と考えてございます。また、一部終えていない区間につきましては、測量、調査設計

のほうに入っていきたい、そのように考えてございます。 

   そこで、今後の見通しでございますが、通常の道路改良事業では初年度に測量設計

を行いまして、２年目に用地測量、３年目に用地買収、４年目に工事の着手という流

れで行ってございます。測量設計を終えている区間につきましては、早くて令和４年

度からの工事着手を目指すということで考えてございます。また、一部測量設計を終

えていない区間につきましては、その次年度の工事着手を目指すということになりま

す。 

   いずれも財源が確保されての話ですので、昨今、予防事業が厳しいシーリングに遭

っているということもありますので、工事着手がやはり一、二年遅れるということは

当然にあることと認識してございますが、村の振興、発展に欠かせない重要路線でご

ざいますので、早期の事業着手に向けて担当としては努力してまいりたい、そのよう

に感じてございます。 

   続きまして、１４４ページから１４５ページ、的場三合内線についてでございます

が、こちらは役場前の通り、１級村道の町宮前線を起点に百々目木集落、三合内集落

を経由しまして県道大橋五百川停車場線まで結ぶ重要な路線でございまして、児童・

生徒の通学路としても利用されている路線でございます。 

   令和２年度はどこをやるのかというご質問ですが、大玉の水道の旧第一水源の施設

のある交差点から三合内、百々目木集落のほうに向かっていただきまして、百々目木

集落のところの交差点、延長にして４３０メートル区間の地形測量を実施したいとい

ったものでございます。 

   続きまして、２００ページから２０１ページにかけてでございます。 

   福島県では先月２１日に福島県緊急水災害プロジェクトを公表してございます。こ

れは昨今の激甚化する水災害への対応として、県が令和６年度までに集中的に推進す

る取組を公表してございます。 

   それでは、その公表の内容で大玉村に該当している河川等があるのかという質問で

ございますが、まず河川改修と堤防補強の予定個所につきましては、村内にはござい
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ません。ですが、本村で強く要望しております河道掘削または雑木ですね、河川の。

これにつきましては杉田川、百日川、安達太良川の３河川で実施する予定となってご

ざいます。 

   また、これとは別に令和元年の１９号災害、県有施設、安達太良川と杉田川に関し

まして被災を受けましたが、護岸の延長にして右岸、左岸３７５．９メートルほどの

県有施設で被災を受けてございますが、この災害復旧については早急に実施するとい

ったものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれありがとうございます。 

   まず最初の、１０６ページの健康づくりの関係については、要するに中身、どうい

うことをやるんだということについては分かっていますし、一生懸命取組がなされて

いるなということは分かるわけです。ただ、その元気づくり大学というところに委託

するんだというんだけれども、元気づくり大学というのはどこにあるのか、どういう

ところかということをお尋ねしたんです。 

   それで、もう一つ懸念するのは、一生懸命やって、前半でこうやって後半でこうや

るというのは分かります。そこで２人だか何かが集中してこれにかかる段取りになっ

ているんですね。その集中してかかった後、全体としての健康づくりをうまく進める

段取りはいくのかなという心配をしているんですよね。余計なお世話だか知らないけ

れども。そこら辺の関係についてのフォローはどういうふうにできるのかなというこ

とが１つ。 

   それから、食と健康についてこの事業の中では大きくうたっているんだけれども、

だとするなら村で一生懸命やっている、先ほども出てきたエゴマなどもそこの中で活

用しながら使っていくんだみたいな、そういうほかの課と連携して、１つ果実として

もそういうものが、食という面では大いに、品物を売るだけでなく使っていく、実際

に食をやるときに使っていくということをぜひ考えるべきではないかなというふうに

思います。 

   この予算のそれぞれのテーマ、あるいはつくったあれというのは、実は提案するの

は当局にしかできないんですよね。我々は提案、はっきり言ってできない。したがっ

て、我々申し上げて、できればそこに織り込んでもらうなり、あるいは事業を実際進

める中でそういうものも考えなければならないのかなというふうにご理解をいただい

て、より深めてもらうということの趣旨でお願いして。 

   この前、事務局からもらった紙だと質疑に当たっては自己の意見を述べることがで

きないと書かれている。自己の意見述べないと、なかなか質疑が進まないのもあるん

ですよね。だから少々は踏み込む場合もあるということで、次に。 

   さっきの健康ポイントは、分かった。 

   それから報償費、振興公社の考え方も分かりましたが、その次の法人あるいは集積。

集積は大体１０％だということですから、これは相当頑張って掲げてきた、あるいは
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ＧＡＰにもこれからてこ入れするんだ、あるいは法人にもするんだということは非常

に、今の時期だから大事なことだと思うんですけれども、法人のことをちょっとこの

間聞いたら、中身は要求ありませんが、もう一回法人の中身をね、実際は私は精査す

る必要があると思っていますよ。そして、これ以上は伸びないとは思っていますね。

はっきり言って。 

   国では、遅まきながらこういうものに対して、そういうことをやる必要があるんだ

と言いながら、令和２年以降、大規模経営や法人だけではなく地域営農を支える中小

家族経営の役割を評価し、施策と支援の対象をきちっとするということを明確にした

んだという、この間、方針が出たんですよね。したがって、法人とか、あるいは集積

というものを大々的に施政方針の中でもうたっていますけれども、そういうものが、

やはり粗方の実際の生産の量というのはそれ以外の人が実は担っているんですよね、

農業というのは。そこに対するてこ入れというものがあってしかるべきであろうとい

う観点から、その辺についてのお尋ねをしておきます。 

   それから、有害鳥獣の被害防止。説明いろいろいただきまして、詳しくいただきま

したので、ありがとうございます。 

   そこの中で、もう一点しつこく聞くんだけれども、資格要件。医師の診断書だとい

うんですけれども、内科なのか外科なのか精神科なのか、どこの医師の診断書が欲し

いんだかもやらなければならないし、それから年４回というのはいつの時期を指すの

か。 

   つまり、実際これを予算書に上げたらやったほうがいいと思うんだよね、大至急。

それでもう一つの提案ですけれども、面としてただざっとやるのでなくて、一定程度

実施する場合、地域を設けるなり時期を設定するなりして少し効率のいいというか、

少し目に見える形のということも１つ大事なのではないかなと思うんですよね。そう

いう意味で、せっかくやる。これ、ほかに先がけていろいろなことを、これで二本松

市でもちょっと資料見ましたが、こういうものが大玉で進んでいるんですね、この対

策。そういうじぇことをやるんだからもっとじぇぐやって、より使い勝手をよくする

ということが大事なのかなというふうに思いますので、その医者の診断書の関係等に

ついてももう一回お尋ねをしておきたいと思います。 

   よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   総括的にお話をしたいと思いますが、まず農業関係、エゴマの関係がございました。 

   これは大玉村のエゴマの会ができて、生産をしております。今、オメガスリーとい

うことで、健康に非常にいいということでありますので、会のほうからも申入れがあ

りました。多分３月中に会合を開くようになるんだと思いますが、産業課と、それか

ら健康福祉課のほうと関係課、健康長寿のほうの関係でエゴマの使用の推進、これを

やっていきましょう、村民の皆様にもオメガスリーを取るという形で進めていくとい

うことで、それからあと６次化に向けても当然研究をしておりますので、そういうこ
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とでエゴマを活性化の、農業の面でも拡大を図るということを含めて、エゴマの会と

関係機関で振興策について話し合いをするということで会のほうにはお答えをして、

これから各担当のほうに指示をする予定でおりましたので、そのように進めてまいり

たいというふうに感じております。 

   それから法人につきましては、やはり法人化は進めていかなければいけない、法人

化については進めていくということですが、なかなかハードルが高い。企業会計にな

ったり、従業員を雇うか雇わないかというものも含めて厳しいものがありますが、法

人化は今までどおり強力に進めていきたいと考えていますが、今、議員さん言われた

ように、小規模農家ですね、家庭でやっている家庭農業というんですかね、それはや

はり当然、七割八割がそういう家庭、約１，０００町歩の米作りの中でもやはり７割

とか８割の方が零細農家というんですかね、小規模農家が支えているということであ

りますので、村としては農機具の共同利用、これはどちらかというと、この機械が壊

れたらもう農業やめるんだ、米作りやめるんだというような小さな農家の耕作意欲を

継続していただくということが主目的でつくった制度ですので、これは村としても強

力に支援をしていきたいなと考えています。 

   先ほど言いましたように、持続可能な農業経営のために農業振興公社もやはり同じ

ような、そういうサポートの１つ、支援の１つ、小さな農家がなかなかできない分野

に取り組んで、それを持続可能な農業のほうに取り入れていただくというようなこと

で考えておりますので、大玉村、今後も法人化は進めてまいりますが、小規模農家に

ついても当然担い手として期待をしているところでございます。 

   それから資格要件の関係は、精神科の診断書になります。 

   それからあと、わなについては全額受験料、登録料を村のほうで出させていただい

て、資格を取っていただいて狩猟許可を取っていただくわけですが、１日講習を受け

ていただければ取れるということですので、取っていただいて、足くくりわなが中心

になりますので、例えば３０人の方が取って１年間通してあちこちにかけられたので

は、子どもにかかったり、それ以外の動物がかかったりいろいろ危険ですので、やる

場合にはやはり管理をしっかりとしなければいけないので、１年のうちの１週間、こ

れは全員資格を持っている人で村全体でわなをかけましょうといって、それでかけた

人が早朝行って、かかっているかどうか確認するんです、毎日。かかった場合には、

やはり猟銃で撃たないと危険ですので、猟銃、ライフルを持っている方に連絡をして

仕留めていただく、そういうことになりますので、むやみやたらわなをかけるという

ことは現実的にはできないので、そういう期間を区切って年何回か一斉に、わなの日

等という形で進めていきたいなというふうに感じていますので、ぜひ議員の皆さんも

わなの猟を受けていただいて、ご協力いただければというふうに感じております。 

   よろしくお願いしたいと思います。 

○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。 

   １０６ページの元気づくり大学とはということでございました。これは三重県四日
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市市にございます一般財団法人元気づくり大学という法人組織が開発して、運営して

いるシステムでございます。 

   先ほども説明がございましたが、コーディネーターと言われている者を数カ月かけ

て養成し、そのコーディネーターがそれぞれの集会所を週２回、半年間入りますので、

現在村では２人のコーディネーターを擁してございますから、４カ所ほど想定をして

半年間入ります。半年経過後はそれぞれの地区の方のお世話係的に育った方々を中心

に、自主的に進めていただく。これはずっと永続的に進めていただきたいということ

でやってございます。これに関しても、自主組織になったからといってそのままとい

うわけではございません。村側のコーディネーター、それから元気づくり大学のほう

からも場合によっては支援等に入るということでございます。 

   最初の半年間が終わった時点である程度一人立ちできるような状態になっていると

いうのが先例で、伊達市でございまして、初め五、六カ所から始まったのが現在

１２６カ所まで行っているということで、村でも同様な広がりを期待して進めている

ものでございます。 

   そういった形でコーディネーター、今年度に関しての予算の中では１名の予定をし

て予算化をしてございますので、そういった形である程度、コーディネーターも少し

ずつ増やしながら広げていく事業になってございます。 

   その中で特に元気づくり大学に関しては、先ほども申し上げましたが三重県にござ

いまして、遠方でございます。よって、こちらに支援に入る際もそういった費用等々、

それから商標権等も登録してございますので、そういった使用料等に経費がかかりま

すので、委託料として計上してございます。 

   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。 

   今の最後のですけれども、要はその取組の状況、あるいはどうするんだというのは、

相当意気込みは伝わってくるんです。今、一生懸命やっている人が現場にずっとこれ

から行くというんだよね。４月からと１０月からと２回に分けて。そうすると、そこ

は穴が開かないかいという心配をしている。元気づくり。 

   その意気込み、やり方は十分分かっています。それは私はもうやらなければならな

いと思っています。だけれども、そこをうんと一生懸命やるからということで、この

前「こういうことをやるんだよ」ということで１回やったんです。だけれども、それ

は分かったといって、だから、それほど一生懸命やってしまうとそこはかなり進むけ

れども、そのほかの全体の健康づくりが大丈夫かという話をしている。 

   最後だから、すぱっと。 

○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。 

   週２日で２回でございますので、かなり職員には負荷がかかりますが、そこはきち

んと今、訓練を受けてコーディネーターと名乗っている職員でございますので、それ
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以外の分野についても、議員さんご心配のところがあるかとは思いますが、今のとこ

ろ展開は可能と考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第１９号「令和２年度大玉村一般会計予算について」に対する質疑を

終了します。 

   議案第２０号「令和２年度大玉村国民健康保険特別会計について」に対する質疑を

行います。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 国保関係では、いわゆる法定外繰り出しというのを今までやって

きたんですけれども、今度はそういうことではないんだということでありますが、こ

れは大玉村ではないけれども、国ではそうしたところに対するペナルティといいます

か、そういうものを課すんだということを改めて言っているんですけれども、そこら

の関係はどういうふうなことを言われているのかということが１つ。 

   それからもう一つは、国保の基金。いわゆる一般会計から国保に財政を、基礎を固

めるのにということで出す。出したものに対して今度プールする基金ですね、基金と

いうのは今、では、それを受けて国保の基金は一体どれくらいあるんだという、その

２点についてお尋ねします。 

○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。 

   まず最初、法定外繰入れに関するペナルティ関係ですけれども、こちらにつきまし

ては、法定外繰入れを実施している市町村に対しましては赤字を削減、解消するべく

改善計画を作成して、県のヒアリングを受けろというような指示がございます。 

   さらには保険者努力支援制度というものがございます。これにつきましては特定健

診の受診率ですとかジェネリック医薬品の使用率ですとか、そういった保険者の努力

具合によってポイント化して、それを補助金に配分するというような制度がございま

す。この部分につきまして、法定外繰入れを行っている市町村につきましては努力支

援の助成金は入らないというようなペナルティはございます。 

   続きまして、国保運営の基金の関係でございます。 

   基金につきましては前年度末現在、約５，４００万円となっております。今回の

３月定例会に提案させていただいております補正予算、こちらにおきまして、当初予

算で既に２，５００万円を取り崩す予算を計上しておりますが、こちらを取り崩さな

い補正を計上させていただき、さらに３，０００万円の積立てを計上させていただい
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ているところでございます。 

   これら可決いただきますと、今年度末の現在高は８，４００万円ほどとなる予定で

す。さらに、令和２年度の当初予算ではさらに２，０００万円の取崩しを計上させて

いただいてお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。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第２０号「令和２年度大玉村国民健康保険特別会計予算について」に

対する質疑を終了します。 

   議案第２１号「令和２年度大玉村玉井財産区特別会計予算について」に対する質疑

を行います。 

   質疑を許します。１１番。 

○１１番（押山義則） 玉井財産区については土地貸付料を原資として運営されている状

況にありますが、ゴルフ場、そして仮置場ということで説明をいただきました。 

   この仮置場のことについて伺いたいんですが、仮置場が今どういう状況にあって、

どういう形で今後推移されるのか。その分の今後の方針、それからこの仮置場の、一

応は原状復帰と伺っているんですが、既に大きな面積を道路も入れてそれなりに、い

ろいろな利用可能な状況にもなっておりますので、その辺の考え方を伺います。 

   それから、この管理運営の中では積立金がございます。この運営基金の残高が幾ら、

現在、状況になっておるのか。 

   それから、財産の維持管理経費なんですが、財産区ではおっしゃるとおりの直営で

やっている部分のほかに、委託林がございます。その辺のことに全然触れていないこ

とがちょっと気になるんでありますが、委託林も大分いろいろな形で、今、取り組ま

なければならない状況になっていると思いますので、その辺も含めて返答願います。 

○議長（菊地利勝） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） １１番議員さんにお答えいたします。 

   財産区関係、大玉村第１仮置場、又兵衛山地内に再生復興課で管理する仮置場があ

ります。現在の状況でありますが、土壌については全て第２のほうに搬出を終えてお

ります。シート類で若干、６袋ぐらい現場で発生したものが残っている状況、あとは

原況回復待ち。 

   原況回復の計画ですが、平成３１年度に測量設計、令和元年度です。来年度に原状

のほうを復旧していきたい。基本的に原況回復なので、木を剪定して、設計を組んで

土を盛ったり、災害のもとにならないような形で、財産区さんと役場の中に管理ある

んですが、協議しながら、現地を見ながら復旧に努めていきたいということで考えて
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おります。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   玉井財産区の管理運営基金でございます。 

   基金残高を申し上げますと、これは令和元年度末の予定残高になりますが、

３，１４０万円程度の残高見込みになります。 

   今、再生復興課長が申し上げまして、議員ご指摘のとおり、中の作業道路は当然ご

ざいます。こういったものにつきましては今後も作業上有効に活用できますので、そ

れについては基本的に残して、それ以外のものについて原状の植林関係で復旧を図っ

ていただけるように、調整はしていきたいと思っております。 

   委託林関係でございますけれども、これは当然貸付けの契約に基づきまして、一義

的な管理については委託林の管理組合ということになってまいります。ただ、お話の

とおりもうかなりの期間経過をしまして、再委託というようなところも当然ございま

す。 

   この中で、前にも申し上げましたけれども、一番大きな面積を有しております小高

倉山地内から定場にかけての第２委託林ですか、これにつきましては前、経過を申し

上げましたが、今、立木調査を発注しましたが、なかなか広範囲にわたる関係で業者

のほうもちょっと手が回らないということで、現況の土地に、林業のほうの台帳です

か、これを活用できないかということで、担当のほうで今、調整作業を行っておりま

す。大体の立木が確認できました暁には、これは見積り合わせを組合のほうで実施を

しまして、伐採をして販売を行う。その収益金についての分配を行った上で精算とい

うふうな形で、今、令和２年度に作業を進める計画となっております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第２１号「令和２年度大玉村玉井財産区特別会計予算について」に対

する質疑を終了します。 

   議案第２２号「令和２年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算について」に対す

る質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

打ち切るにご異議ございませんか。 
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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、議案第２２号「令和２年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算について」

に対する質疑を終了します。 

   議案第２３号「令和２年度大玉村土地取得特別会計予算について」に対する質疑を

行います。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第２３号「令和２年度大玉村土地取得特別会計予算について」に対す

る質疑を終了します。 

   議案第２４号「令和２年度大玉村介護保険特別会計予算について」に対する質疑を

行います。 

   質疑を許します。６番。 

○６番（佐原佐百合） ３６１ページの１８番、負担金補助及び交付金、こちら認知症サ

ポーターステップアップ講座受講の負担金となっておりますが、昨年は養成講座に対

する負担金だと思うんですが、今年度は養成講座は実施しないのでしょうか。それが

１点。 

   あとは、ステップアップ講座ということは養成講座を受けた方々に対するものだと

思いますので、今、延べ人数ではなくて、大体何名の方が資格を持っていらっしゃる

のかお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ６番議員さんにお答えいたします。 

   ３６１ページ、認知症サポーターステップアップ講座受講負担金についてでござい

ますが、こちらにつきましては議員さんご指摘のとおり、認知症サポーター養成講座

ということで今年度も実施しております。こちらの事業につきましては県の社会福祉

協議会が行っている事業で、予算がかからないということもございますので、予算は

上がっておりませんが、令和２年度についても引き続き養成講座のほうは行っていき

たいと考えております。 

   こちらのステップアップ講座につきましては、その養成講座に参加した方々が今度

はキャラバンメイトさんということで教える立場になって活動するわけなんですが、

そちらのほうの受講負担金ということであります。 

   また、受講者人数なんですが、累計で大分受けていただいてはいるんですが、トー

タルで現在何人になっているかは今ちょっと数字を持ち合わせておりませんので、後

ほどご回答したいと思います。 
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○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。 

   よって、議案第２４号「令和２年度大玉村介護保険特別会計予算について」に対す

る質疑を終了します。 

   議案第２５号「令和２年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算について」に対する

質疑を行います。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第２５号「令和２年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算について」

に対する質疑を終了します。 

   議案第２６号「令和２年度大玉村水道事業会計予算について」に対する質疑を行い

ます。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 基本的には、今年は維持管理というものが主な中身になると思い

ますが、あとその１４、１５回の工事ということになるんですけれども、この五百五

十何メートルですか、これについてはどこの箇所をやるということになるかお尋ねし

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。 

   重要給水排水管事業、１４回工事、１５回工事の工事箇所でございますが、まず

１４回工事につきましては、宮ノ前地内、延長で２３３メートルを実施する予定でご

ざいます。１５回工事につきましては……。 

   申し訳ございません。１５回工事につきましては、高久地内でございます。 

   よろしくお願いいたします。 

○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。 
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   よって、議案第２６号「令和２年度大玉村水道事業会計予算について」に対する質

疑を終了します。 

   以上で総括質疑は終了いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第２、令和２年度予算議案の委員会付託を行います。 

   お諮りいたします。 

   令和２年度予算議案である議案第１９号から議案第２６号については、議長を含む

１２人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にいたしたいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第１９号から議案第２６号までの令和２年度予算議案については、

予算審査特別委員会に付託することに決定しました。 

   ここで、委員会条例第８条第１項の規定に基づき予算審査特別委員会を招集いたし

ますから、直ちに委員会条例第７条第２項の規定により、委員長及び副委員長の互選

をお願いいたします。 

   なお、人選の結果については議長に報告願います。 

   会場は、議場で行います。 

   ここで議事運営の都合上、暫時休議いたします。再開は２時４０分といたします。 

（午後２時３１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後２時４５分） 

◇          ◇          ◇ 

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

局長より報告させます。事務局長。 

○議会事務局長（矢崎由美） 報告いたします。 

   予算審査特別委員会委員長、佐原佐百合議員、同じく副委員長、松本昇議員、以上

であります。 

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

告したとおり決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○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２時４５分） 


