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令和２年第２回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  令和２年６月１９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 
兼生涯学習課長 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 

 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・表決 

     議案第３０号 大玉村税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求め 

            ることについて 

     議案第３１号 大玉村国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承 

            認を求めることについて 

     議案第３２号 大玉村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の専 

            決処分の承認を求めることについて 

     議案第３３号 令和２年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を求める 

            ことについて 

     議案第３４号 令和２年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算の専決処分の 

            承認を求めることについて 
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議案第３５号 令和２年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を求める 

            ことについて 

     議案第３６号 大玉村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

について 

     議案第３７号 大玉村税条例の一部を改正する条例について 

     議案第３８号 大玉村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

     議案第３９号 平成２３年東日本大震災による被災者に対する村民税、固定資 

            産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する 

            条例について 

     議案第４０号 大玉村介護保険条例の一部を改正する条例について 

     議案第４１号 大玉村帰還環境整備交付金基金条例を廃止する条例について 

     議案第４２号 令和２年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第４３号 令和２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４４号 令和２年度大玉村介護保険特別会計補正予算について 

     議案第４５号 令和２年度大玉村水道事業会計補正予算について 

     議案第４６号 郡山市と大玉村との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部 

            を変更する連携協約の締結に関する協議について 

     議案第４７号 村道路線の認定について 

     議案第４８号 大玉村農業委員会委員の任命について 

    委員長審査報告並びに審査報告に対する質疑・討論・表決 

     陳情第１号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について 

     陳情第２号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳情 

について 

     陳情第３号 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書提出の陳情 

について 

    選挙管理委員補充員の選挙について 

    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１号 地方財政の充実・強化を求める意見書について 

     議員発議第２号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書について 

 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． １０番 須 藤  軍 蔵 Ｐ．９５～ 

９． ６番 佐 原 佐 百 合 Ｐ．１０１～ 

１０． ３番 菊 地  厚 徳 Ｐ．１１７～ 



 

- 95 - 

 

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） 本日傍聴に、鈴木正雄さんほか４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。 

   １０番、須藤軍蔵君より通告がありました「コロナ感染症対策について」外１件の質

問を許します。 

○１０番（須藤軍蔵） おはようございます。 

   議長の許可の下、既に通告をいたしております質問を行います。 

   新型コロナウイルスの感染症対策等々については、昨日からも様々な多くの分野で、

この取組などに対してのお話しがございました。２０１１年の原発事故もそうでありま

すが、このたびの新型コロナは、世界的な人類の危機というような状況の下で、今直面

しているわけであります。 

   これらの対応策、昨日来も福島で新たに８２例目の感染者が出たというようなことで、

何が課題かというのが少しずつは見えてきたのかなというふうに思いますけれども、し

かし、これを検証するなどという状況には全く今はありません。そういうことで村の具

体的な施策については、昨日もるる説明がありましたし、また、この後の質問者もござ

いますので、あえてその中身には触れませんが、私はこの問題の基本的な考え方という

ことについて、村長にお尋ねをいたしておきます。 

   新しい生活様式と言われるように、それは長引くんだということを前提にしたものだ

というふうに思うわけでありますので、私たちは当然ながらこの感染抑止には自粛、そ

してまたそれに対する補償、こういうものは一体でなければならないということを強く

国にも要望しているところであります。 

   そういう意味で、これは冒頭申し上げたように、国家としての一大事でありますから、

当然国が国民の命、暮らし、教育、こういうものをしっかり守るという姿勢が求められ

るところであります。今、るるいろいろと手だてがされていますけれども、実際は書類

の不備だとか、県でもそうでありますが、よくよく実際は進んでいない。普通のときと

違うので、書類が不備だとかどうだというよりも、わがらのほうが不備が多いわけであ
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りますから、そういうところをきっちりやっていく必要があると思います。せっかく出

された施策も、そういうことでは、時期を失ってはならないというふうに思いますので、

やはり地域の実態というものは、そこにいる住民なり、あるいはそこを代表する首長、

こういう者が、やはり国・県に物申す、そして、こうするようにということを言ってい

かなければ、実際は進んでいかないんではないかというふうに、この間の取組を見ても、

むしろ地方のほうがああしていくと、こうしていくと言って、積極的に言って、しよう

がなくて国もすべきだって、３０万だなんて言ったものの、いい按排途中でどこだかど

うで分からなくなって、１０万を大至急というようなことに変わって、やっぱりこれも

国民の、あるいは住民のそうした皆さんの声が国を動かしたのかなというふうに思って

おるところでありまして、地域の実態に即した柔軟に使えるような、そういう第２次補

正でも出てきておりますけれども、そういう使い勝手の予算にさせるというようなこと、

あるいはまた、この地方の自治体の窓口、あるいは関係する団体の窓口を信用して、こ

こに任せるというようなこと、この長年の間のお互いの信頼の積み重ねなので、そこで

一々ごまかして何かしようというのは、地方には大体存在しないんです。でっかいとこ

ろばかりだ、悪いことして。 

   そういう意味で、任せてもらうというふうなことについて、昨日もテレビで、会談で

知事ともいろいろお話ししたという話ありましたが、積極的にそういう物申し、あるい

は選出の国会議員にも話したとありますが、積極的にこの問題には連携を取りながら、

それをやっていく、そういう住民の声を今後ますます農業、商工業の状況というのは、

じわじわと実態としてはこれから聞いてくるというふうに思いますので、これを届け、

そして実現させて、村の実態に合わせてやっていくというのが村の当局の大事な今仕事

だというふうに思いますので、この点の取組の村としての基本的な今後の姿勢について

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番議員さんにお答えいたします。 

   コロナを取り巻く状況というのは、今おっしゃったとおりの状況でございます。これ

は今、アフターコロナということで、既に言われているところもございますが、今はそ

の渦中にあるというふうに考えております。ＧｏＴｏ、観光関係等も含めて国の政策、

取り組んでおりますが、それもいいんですが、やはり終息に向けての体制強化というの

がやはり今一番求められているんじゃないかというふうに考えています。ＰＣＲ検査に

ついても、やはりもっともっと拡充をする。唾液、それから抗原、抗体検査等について、

私から言わせると、当初から言っていますが、掛け声はいいんですが実態が伴わないと

いうことがずっと長く続いている。もう何か月たったんだということをやはり住民に最

も近いところにいる者としては強く感じているところです。 

   国のほうで東京アラートとか横文字が数多く、ソーシャルディスタンス、使われてい

ますが、今言われているのはウィズコロナと、コロナと一緒にこれから長い生活を続け

ていかなければならないという状況だというふうに言われていますし、我々の認識もそ

ういう認識でおります。ですから、コロナを完全に撲滅するということ、当然目指すと

ころですが、コロナと共に生活すると、経済活動をするというようなことを強いられる
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ような状況になってきているなというふうに感じております。 

   ですから、生活の面、経済の面等々も含めて、今回のコロナウイルスは、私は災害だ

というふうに感じております。誰に責任があるということではありませんが、災害は外

的要因で出てまいりますので、大変今まで経験したことのない大きな災害だというふう

に思っていますので、国には国の役割、県には県の役割、村には村の役割と、その災害

を克服するための役割がございますので、しっかりと８番議員さんにもお答えさせてい

ただきましたが、知事に話しをし、国会議員にお話しを要求をし、そして、県の振興局

とか保健所とか、かなり強く初期段階からお願いをし、情報をもっと出してくれという

ようなことをお願いをし、少しずつですが改善されてはきていますが、そういうことで、

それぞれの役割をきちっと果たしていただくことをお願いすると同時に、村としての役

割、果たすべきことをしっかりと現状認識を把握をして、対応していきたいなというふ

うに考えております。１年、２年では終息しないと、本当に長い年月かけてこれは一緒

にやっていかなければいけないのかなという覚悟を持って当たりたいというふうに考え

ています。 

   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したいと思います。 

   次に、頼られる村、そして職員ということについて、この機会にお尋ねをしておきた

いと思います。 

   このたびのコロナの感染症対策についての一環として、いわゆる１０万円の給付金の

申請業務をはじめとして、早い時期から職員の皆さんが連休返上で対応されたと。おか

げで県内でも１、２番目の早さで村民に届けられたんではないかなというふうに思いま

す。 

   また、村当局も感染対策としてのその時点その時点における状況というものを住民に

端的にお知らせをして、じゃ、今これからいつまで、どの頃までにどういうことをして

いかなくてはいけないのかということについて、防災無線等を通じてお知らせしたとい

うことは、非常に村民にも分かったと、こういうことかということをきちっとしていく

上でも大事な、時期を逸しないでやったということはよかったんではないかなというふ

うに思っております。 

   また、村内の商工業に対する手だてなどについても、いち早くやられておりました。

私が住んでいるところは、いわゆるそれこそ密度が少ないところでありますが、その皆

さんに聞くと、おおむね村の職員も、村も頑張っているなという声が聞かれるところで

ありまして、村自体の対応について、よかったとか悪かったとは村長は言わねべげども、

職員に一生懸命頑張ってここまでやってきたということについては、そのご苦労もある

し、あるいは苦情やねぎらいもあったと思うんです。そういうことも含めて、今日まで

の当面してきた取組についての村長としての何かあれば、お願いします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   このコロナ対策についての職員の仕事ぶりというのは、１０万円の定額給付金につい
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ても連休を全部休まずに支給をして対応をして、５月１３日に６割以上の交付をさせて

いただいたと。やはり一日も早くというのは大玉に限らず全国的なそういう願いでもあ

ったというふうに感じていますので、本当にコロナに対してのそういう対応、あと商工

会関係とか、企業関係についても、申請からすぐに、その都度その都度、支給をしてお

りますので、かなり短期間で給付をされているということも事業者の方から、申請した

ら大変早く交付されたという話も受けておりますし、担当部署だけではなくて、役場全

体の職員のコロナに対する意識というのはかなり高いものがあったんじゃないかという

ふうに感じております。 

   役場職員が感染したらば、役場閉めるわけにいかないんだぞと、本当に注意をして行

動してくれというようなことを再三お願いをし、それをやっていただいたと。それと同

時に、村民の皆さんにもいろいろとお願いをしてきまして、村民の皆さんもそれに応え

ていただいて、しっかりと注意をしながら生活をしていただいたというふうに感じてお

りますので、これからもそういうことで、その都度その都度、今日も第２弾ということ

で、関東方面からの全部縛りがなくなるということですが、そうではなくてというよう

なことで、まず村民の皆さんにお願いをする放送をしたいなというふうに考えておりま

すが、まだまだ先ほど言ったように続きますので、気を緩めないで、我々も、村民の皆

さんも行動をお願いをし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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ対応、ご苦労さまでございました。そうした３月から５月、

６月にかけてこうした問題の対応ということで、心配をされる毎日を暮らしてきたわけ

でありますが、この中で唯一といいますか、５月５日付の新聞で、子どもの数のことに

ついて報道がありまして、大玉村３年連続で１位だと、子育てサポートの評判が定着し

たんだというようなことの見出しでの報道がありまして、こういう中にあって、村民に

一つの明るい話題を提供したのかなというふうに考えます。 

   そして、それは今すぐこれがなったわけでなくて、やはり長い間の村の施策、あるい

は住民の協力、職員のそうした意識を持った取組というものが今日になっているわけで

ありまして、そういう条件も当然生かされながらなったわけでありますが、総合的なも

のとして、今、こういうことに報道されているとおりであります。この間の取組にも敬

意を表しておきたいと思います。 

   そこで、今言ったように、この間の取組についての村なり職員の取組というものの評

価はいただいたわけでありますが、それをより一層頼りになる村づくりということにな

れば、それはそうした日常の積み重ねによるものでありますので、それをきちっとやっ

ていくためにも幾つかについて質問をします。 

   １つは、行政は当然、継続性というものが求められるわけでありますが、そうしたも

のを確保するためには、村政運営にとっても重要でありますので、特に契約あるいは継

続事業、こうしたものについて、例えば職員が替わる、あるいは幹部職員が替わる、そ

うした中においてのきちっとした取組、課題の申し送りなり、そういうものがなされて

いるかどうかというようなことについて適切にされているか、多分、書類等々でのやり
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取りというのもあるとは思うんですけれども、そういうものがこれまで適切に行われて

いるかというようなことについてお尋ねをしますと同時に、事業の課題といいますか、

そういうものが担当者のみならず、課全体で問題として共有されるということが大事で

ありますが、そういうようなことについてのこの業務の継続確保上大事でありますので、

こうした引継ぎ、あるいはそうしたものが日常やられているか、あるいは点検されてい

るか、これらの実態についてもこの機会にお尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 副村長。 

○副村長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。 

   事務引継ぎが適正になされているかどうかということでありますけれども、職員、人

事異動等ございます。それから休職、退職というようなこともありますけれども、そう

なった場合には速やかに前任者、後任者の両者間の中で事務引継届け、これは職員の服

務規程第１６条に規定されております。一定の様式の中で引継ぐべき事務の内容である

とか引継ぐべき簿冊、帳簿類、そういうものを確認しながら前任者と後任者の間で書類

のやり取りをすると、それは今まで見ていますと、大体８ページから多い人で１５ペー

ジぐらいにわたる引継ぎ届けになります。それについては、担当部課長、それから任命

権者までそれは提出するようになっています。そういった意味で、事務引継ぎについて

は適正に行われているというふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今、そういうお話しでありました。ややもすると、これまでの引継

ぎというものが、今日分からなかったとかというようなことがあってはならないわけで

ありまして、それらのような実態は全くなかったのか、あるいはまたそうした経験が職

員の中になかったか、あるいは住民からの苦情、こうしたことを経験したことはなかっ

たかと、こういうようなことについて全体で話し合ったとか話がなされたというような

ことがあるかどうかというふうなことについてお尋ねをします。 

   それからもう一つは、村民からの要望、あるいは問合せ等々については、口頭で処理

をしているのか、あるいはまたそうしたことへの型式といいますか、マニュアルといい

ますか、そういうものがあるのかどうか。職務上は様々ですので、一律にはいかないと

思うんですけれども、私個人的には、これやばいなと思ったことについては、相手した

人と、要件と、何て答えたかメモして対応するようにして、後で言った言わないで、随

分長い間お世話になった仲でも、住民に返していくという点では大事なことなので、果

たしてそういうことがきちっとなされたのかどうかというようなことについて簡単にお

答えいただきたい。 

○議長（菊地利勝） 副村長。 

○副村長（武田正男） 再度、お答えいたします。 

   いろんな事務処理の中で、現在徹底させていますのは、報連相、報告、連絡、相談、

これを徹底してくれと、それで、そういうようないろんな事務については共有するんだ

と、問題点については共有するんだというような形での処理を行っております。中には

口頭処理の場合もありますでしょうし、きちんとした書類として、その上まで提出する

というような場合もございます。そういった意味では、ないものというふうに思ってお
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りますけれども、私も長い職員経験の中で、全くないことはないというふうには断言で

きないというような状況でありますので、それら過去の経験も踏まえながら住民の方々

に対する対応、これについては報連相と、それからそういう事案があった場合には即対

応するんだというような形を心がけながら、職員の皆様にもそういう形で指導している

というような形でございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 一般会社では全部あると言いませんけれども、いわゆる日報などと

いうのがあります。この前、ちょうど４か月前、２月１９日だと思いますが、お昼近く

に守谷で火災がある。夕方、また別なところであって、ある職場の人が火事を聞いて、

終わってから、今日の日報はこれ午前火事、午後火事だななんて、つまりそれを書いて

もらっただけで、ああ、あの人そうだったなというのがあるんです。そういう日報とい

うの、たまたま聞いたんですけれども、役場ではそういういわゆる日報的なものは、あ

るいはその記録にして残して、後のためにきちっとするというふうなことの段取りはあ

るのかどうか。 

○議長（菊地利勝） 副村長。 

○副村長（武田正男） お答えいたします。 

   その業務、例えば運転をすれば運転日報とか、いろんなそういう日報的なものは職種

によってはございますが、通常業務の中ではなかなかそこまではいっていない。通常業

務の中でありますから、個人的には自分のそういう備忘録に書く程度のものはあります

けれども、公の書類として残すものは、そういう運転日報であるとか、宿直日誌である

とか、あるいは管理日誌であるとか、そういうものについてはございますが、一般業務

については現在のところございません。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 私、今いろいろお話聞きましたが、要するに住民の皆さんの声に応

える仕事、あるいはどうせ仕事するなら気持ちよく仕事できるようにというような環境

づくりが大事かなというふうに思っております。あえて私、教育長のお答えを求めるこ

とは書いておきませんでしたが、この機会ですが、そういう意味でも働く環境、やはり

課題、問題、あるいは行事に対する課内での課題の共有、そういうものを通して１人で

抱え込まないというようなことも私、大事だということで、深く言いませんから大体理

解できると思うんですけれども、そういう意味でやはりこれまでいろいろ踏み込まない

で来たと思うんですけれども、働く環境を村民に理解されて頑張ってやっているという

ふうに自信を持ってできるような環境づくりをするということは、これは上司の責任で

もあるんです。大体、長年付き合っていると、この隊長はこうだなというのは読めるか

ら、別のことになってしまうと思うんですけれども、そういう意味で改めて村民に奉仕

し、そして、信頼されるという職員、あるいは村ということになるための日々努力とい

うものも極めて大事だと思いますので、それらの取組についての決意を改めてお伺いし

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をいたします。 
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   今、事務関係の内容については副村長答弁のとおりでございます。村民から信頼を受

ける職員たれということについては、毎月１回庁議ということで、管理職の庁議を行っ

て、その都度いろいろなお願いをし、それを全職員に徹底をしてくれということで、庁

議のたびにいろんな問題があれば、それがなぜ起きたのかとか、どうすべきかというこ

とについては、指示をしたり協議をしたりということで、常に問題共有ということに努

めてはいるわけですが、職員にお願いをしているのは、目線をどこに置くかという、住

民に目線を置いてくれというのは再三本当に口が酸っぱくなるほど言わせていただいて

います。職員は物事を理解して執行していますので、基本的なことは十分自分で分かっ

ているんですが、村民の方はゼロベースでそれを聞くわけです。そうすると、そこにギ

ャップが出るんです。いろいろ文書を出しても、お願いをしても、きちっと伝わらない

場合も結構多いということもありますので、常日頃からそういう意識でやってくれと、

文書を出す場合でも全然ゼロ、そのことについて何の知識もない、マイ知識もない方に

お知らせをする場合には、分かるような文書、書き方にしてくれというようなこともお

願いをしております。 

   そういうことで、あと各種懇談会等があった場合には、いろいろ住民から質問とか要

望が出ますので、それについては必ず返答するようにと。場合によっては文書で回答を

すると。代表者がいる場合には文書で回答をするということも原則をしてやっておりま

す。それから日常の業務の中で要望とか、問合せがあった場合には後で連絡をしますと

いうことで、必ず忘れずに連絡をすることと、その連絡１本しないことによって、後で

いろんなトラブル、不信に陥るということも経験をしておりますので、必ず返答するこ

とということをお願いをすると。そういう日々の繰り返しの中で、住民の信頼を得るこ

とができるのかなというふうにも考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ひとつそういうことで意識を持って引き続き取り組まれるように要

望し、質問を終わります。 

○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。 

   ６番、佐原佐百合君より通告がありました「コロナ禍の中で自然災害に備えるには」

外２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３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。 

   新型コロナ禍の中で自然災害に備えるには、昨日から皆さん大体同じような内容から

のスタートなんですが、今日もまた新たな気持ちで聞いていただければと思います。 

   新型コロナウイルス感染拡大は、日本全国、全世界に及んでおり、予断を許さない状

況が続いています。毎年のように起こっている自然災害が今年も起きれば、感染症と自

然災害の複合災害にも警戒が必要です。今、各自治体は避難所での感染をどう防ぐかな

ど、災害とコロナからどうやって命を守るのか頭を悩ませていると思います。 

   そして、自然災害は時と場所を選びません。新型コロナウイルスの収束が不透明な今
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だからこそ、行政、そして村民の皆さんで、しっかりとした備えが必要だと考え、質問

いたします。 

   国は、４月に都道府県などに対し、避難所における新型コロナウイルス感染症へのさ

らなる対応について、通常より多くの避難所を開設することや分散避難、感染症を拡大

させないための対応などを通達しました。自然災害の種類、地域によって対応は違って

くると思いますが、国の通達を受けて本村はどのような対策を進めているのか伺います。 

   まず初めに、通常より多く避難所を開設することを考えているのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   本村の指定避難所は１４か所ございます。今までの避難所といたしましては、改善セ

ンター、それから北部ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、東部ふれあいセンタ

ーのほか、福祉避難所として保健センターを利用しておりました。これ以外の９か所に

つきましても、いつでも開設できる状態ということで対応しておりますので、現在のと

ころ、これで対応できるのかなと考えてございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） では、国では通常より増やしてほしいということですが、本村では

その予定はないということでしょうか。これは昨日も答弁にあったと思うんですけれど

も、地震のときでも同じ考えということでよろしいでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   先ほど答弁いたしましたのは現状ということでございまして、また増やすということ

に関しては、昨日の別な議員さんからの質問にもございましたが、体育館、それから最

終的には役場庁舎等も含めてやるということでございますので、質問の中身からすれば

開設することは考えているというふうに答弁したいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 例えば、水害とか地震とかによっては全然状況は変わってくると思

うんですが、もし避難所を開設した場合、１人当たりのスペースを確保しなければなら

ず、受入れができなくなることも想定されていると思うんですが、今、答弁にあった開

設をするという中では、各避難所で受け入れられる人数、ホームページ上では通常の避

難での多分収容者数を公表していると思うんですが、このコロナ禍の中での想定される

避難者数というのは考えているのかお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   地域防災計画、村で持っている防災計画ですが、それらには避難所の収容人員という

のをそれぞれ定めてございます。コロナウイルス感染症対策に関しまして、当初ある人

数の２分の１、もしくは状況に応じては３分の１を収容とする対応ということで考えて

ございます。 
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○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） そうしますと、公表されている人数の２分の１、もしくは３分の

１ということで考えていらっしゃるということなのですが、多分、昨年の台風のときに

は一番多かったところで北部ふれあいセンターだと思うんですけれども、十分満たして

いると思いますが、東日本大震災のときには、どの避難所も多分すごくぎゅうぎゅうだ

った気がします。そういう水害とか、決まった地区の避難ではなくて、村全体が災害に

遭った場合の定員も、この２分の１、３分の１ということで足りるのかというのも変な

んですが、間に合う想定なんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   これも昨日同様の類似の質問がございました。火山ですと、ここにいられないと、火

山が噴火した場合には、隣の大玉村以外のところまで逃げなければいけないということ

もございますし、東日本大震災クラスということになれば、村民の避難、もしくはあと

外からの避難の方がおいでになるということで、多種多様な想定をしなければならない

ということでございます。 

   今、ご質問のような地震の場合、様々な避難の方法が最近になってまた地震のみなら

ず水害の場合も垂直避難であるとか、最悪、車中避難というようなことも新聞報道等で

は述べられております。地震のときの対応ということでございますので、これも規模に

よって、その実際の場に即した形での避難、それから一番適した形での避難ということ

を現状、災害のその場での対応ということしか、現在のところ申し上げられないかなと

思いますが、ある程度の災害は想定して計画をしたいと思っております。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） その場での対応というのは、私たち住民からすると、すごい不安だ

なと思いますので、やはりその辺はなるべく早めにいろんな想定をして、人数、例えば

そこに私たち本当に行っていいのかな、何人まで行っていいのかななんていうことも、

多分住民の皆さんは考えるかもしれませんので、その場対応ではなくて、あらかじめ設

定なり、対応はしていただきたいと思います。 

   今ほど部長のほうからもお話しありましたが、多分、次の質問に入るんですが、感染

リスクを考慮した新たな避難ということで、今、車中泊なども含めてご説明がありまし

たが、親戚や友人の家、例えばホテルや旅館ということも報道されております。ここに

ついて本村はどのように考えているか、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、前の質問の関係でよろしいでしょうか。 

   基本的には大玉村ハザードマップがあって、火山防災マップがありまして、災害防災

計画もございますので、今回のものについては、前から言っていますように、災害の一

種だというふうに考えています。ただし特殊なのはソーシャルディスタンスを取って、

感染予防しなければいけないということですので、避難所の数は十二分にあるというこ

とが前提になります。どうしても議員さんの意見というのは、人口密集の都会の話です

ので、全村が被害を受けて避難しなければならない状態ということになれば、当然避難



 

- 104 - 

 

所自体が使えなくなると。ですから避難の前提がないところの想定はできないと。大地

震が起きて村の建物ほとんどが潰れるという、それから噴火の状況とかとなった場合、

それは大玉村だけではなくて福島県内、このエリア全体の問題になってくるので、これ

は国・県の対応ということになってくるんだろうと考えております。 

   今、想定できる災害、今言った本当に村の建物が全部潰れるような地震とか、噴火以

外の災害想定については、今の防災計画で十分に対応できると。ですから、その場その

場の場当たり的なものではなくて、災害の種類というのは多種多様になりますので、そ

の災害を予想された時点で、速やかに避難をどういうふうにするかということをその場

その場で検討するというのが現実的だということですので、それについてはきちっと対

応させていただ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） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   実際、東日本台風、昨年でございますが、その際にも避難所ではなく親戚の家に避難

されたという方もいらっしゃいましたし、分散避難ということは、感染症対策には非常

に有効かなと認識しております。また、アットホームおおたまを初めとする村内４か所

に宿泊施設がございます。高齢者とか、基礎疾患のある方など、感染症の重症化リスク

の高い方の避難場所としてご協力いただけるよう、現在、協定の締結を進めております。

また、介護が必要な方に対する福祉避難所につきましても、ぼたん荘、これ本宮にござ

いますが、及び郵便局の手前にある陽だまりの里とも協定を締結してございます。今後

も感染症に対する新たな避難の方法については、周知に努めてまいりたいと考えてござ

います。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 村長の答弁のほう、私のほうもちょっと勘違いしていた部分もあっ

たかもしれません。都会での話、村については今の防災対策で十分間に合う。私も新た

な避難をすごく賛成というか、賛成しているわけではなくて、実は親戚とか友人のとこ

ろに本当に行くのかなというのがあります。私たちのほうの避難所の様子見ていたとき

に、やっぱり地域の人でこの苦難を乗り越えるぞみたいな、そんな雰囲気があって、親

戚の家に行っているよりは、みんなで多分その場を何とか乗り切りたいんだろうなとい

う雰囲気がありました。この新たな避難所の広報とか、それを進めてしまうと、逆に避

難所に行くのをちゅうちょしてしまう人が増えるんではないかなと思って私は懸念して

おります。どちらかといったら。昨年の水害のときでさえちゅうちょして来られなかっ

た方、あとは夜中の１２時にやっぱり駄目だといって来た方、あとは避難所の状況を見

に来て、来てもいいのかいなんて言いながら確認をしに来た方、あとは何か早く行って

も迷惑だから、もうちょっと後から行くかいなんていう、そういうこともあったので、

私はこの新たな避難というのは、村長、先ほど言いましたが、都会向けであって、大玉

村にはちょっと向かないのかななんて思ったので、広報関係、これどういうふうになっ

ていくんだろうというのはちょっと思いました。本当に皆さん遠くの親戚より、やっぱ

り近くの気心知れたみんなで乗り越えたいという気持ちがあると思いますので、その辺
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は私もどうしていいか分かりませんが、ちょっと広報は慎重なのかなと思っております。 

   それから、先ほど部長の答弁にありました、旅館とか、協定を結んでいるということ

なんですが、水害のときには想定はできないとは思うんですけれども、例えば、そこが

満室だった場合、そういうときはどういう対応取られるんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   これは今、村内でやっているということでございます。郡山広域圏において、これも

前日お話しがありましたが、対口支援ということで猪苗代、二本松、本宮、大玉の４市

町村が一つのペアというか、グループになってお互いに支援しましょうということにな

ってございます。そういった場合に、大玉以外に大きな市、町では大規模な施設、例え

ばでございますが、二本松だとＪＩＣＡ、海外協力隊の訓練所、二本松でいえばあと岳

温泉、それから猪苗代でいえば、国立磐梯青少年交流の家とか、そういった猪苗代では

民宿街もございます。そういった意味で安心できる体制ができているのかなと思ってご

ざいます。そういった意味でお互いに支援したりされたりといったこと、できれば自分

たちのところで収められれば一番いいんですが、最悪の場合にはそういったことも視野

に入れて進めたいと思っております。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 多分、そんなことはないかもしれないとは思いますが、備えていた

ことにこしたことはないと思いますので、準備だけはしていたほうがいいのかなと思い

ます。 

   次の質問です。 

   もし避難所を開設した場合、避難所での感染対策や避難者の健康状態の確認をどのよ

うに今、考えていらっしゃるかお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   避難所での健康対策ということで、各避難所においては担当になった職員が健康状態

等を確認し、村の災害対策本部と連携を取りながら、必要によっては専門職である保健

師を派遣するなど対応を行ってまいりました。このたびの新型コロナウイルス感染症対

策に関しては、避難所におけるクラスター感染の発生を防ぐということで、避難所に入

る前からの対策が重要になるかなと考えております。マスク着用を義務付けしていただ

くとか、あとは避難者の体調管理の検温、実施する必要があるかなと考えてございます。

また、体調の悪い避難者がいる場合には、一般の避難者と接触を防ぐ対策も必要となり

ますので、避難所の分散とともに隔離スペースを設ける必要があるかなと。今後、防災

担当とも連携して、国の指針に準じた感染対策を進めたいなと考えてございます。 

   さらに、避難者が共同で利用するトイレとか、触れる場所の定期的な消毒、それから

室内の換気、新しい生活様式に沿った避難所の運営のマニュアル化を実施して、災害が

発生した際に対応できるような準備を進めてまいりたいと思っております。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 職員の方々による健康管理の把握、多分、先ほどというと検温であ
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ったりとか、あとは口頭で確認なのかと思います。多分、避難所に来る方は、この人は

駄目、熱があるということを想定しないで来る方もいらっしゃると思います。やはりク

ラスターがもし、本当は発生してはいけないんだと思うんですが、それを大きくしない

工夫ということも今のお話しだと、国が言っているところで網羅されているのかなとは

思いますが、今多分していただけるとは思うんですけれども、パーテーションで区切る

とか、そういうところもきっと入るのかなと思っております。 

   通常の災害のときに想定している職員さんだけでは、この今話された内容、感染対策

であったり、健康管理であったりというのは、多分いろんな状況、避難所に入る前から

想定されているということなので、きっと様々な対応に追われて行政職員の方も不足す

るのではないかと想定されます。新たな運営体制など見直しとかは考えていらっしゃる

のか、お伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   確かにご指摘のように、災害時、現場対応もございますし、避難所の運営ということ

もあれば、職員が不足する可能性もなきにしもあらずというところでございます。当面

は村の職員、行政の職員で従来の体制で対応することと考えてございますが、今後、地

域の自主防災組織、これ再三話が出ておりますが、そういった組織ができた場合には、

共助の部分という意味で、避難所の運営をお願いすることも可能かどうか、これは今後

の組織ができて、話合いをしてどうかということになろうかと思いますが、そういった

対応も検討してまいりたいと思っております。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 様々な対応が考えられると思いますので、あと、今出ました自主防

災組織、多分、きっとお願いするようなことになると思いますので、その辺は準備して

いたことにこしたことはないと思いますので、万全の対策を取っていただきたいなと思

っております。 

   ちょっと順番が前後かななんて思うんですが、もし避難所が開設したときに、何回も

今、必要なものはピックアップ、言葉に出てきたような気がするんですが、新たに必要

になると思われる備品のリストアップや予算確保はできているのか、お伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   これは昨日の質問にもございましたが、マスクとアルコールは何とか確保できている

状態、間仕切りとかパーテーションと言われている部屋の中でそれぞれの個人、もしく

は家族を隔てる、仕切りをするような資機材が現在不足といいますか、整っていない状

態でございます。これは昨日と答弁が同じになりますが、今後、発注をして、準備をす

るということを考えてございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 昨日も間仕切りは品薄状態という答弁を聞いておりまして、私なり

にいろいろ考えてはみたんですが、やはり昨年の災害のときにも段ボールベッドが１個

しかなくて、みんな冷たい床の上にシートを敷いてということがあって、ちょっと銀マ
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ットを私も自宅に行って持ってきたりとか、あとは段ボールベッドが入っていた箱を広

げてみんなに渡したりとか、あと女性の方々は狭いけど、みんなで畳に雑魚寝したとい

うこともありましたので、すごく段ボールって貴重だと思います。 

   プラント５と応急生活物質供給等の協力に関する協定書というのを結んでいらっしゃ

ると思うんですが、プラントには薬局とか何かはティッシュペーパーを入れておく大き

な箱とか、結構大型の段ボールが資源ごみとして出ると思います。何か調べたら、段ボ

ールに菌がついた場合、２４時間で消えるので、意外と段ボールのほうがいいと聞くの

で、保管場所にも困ると思いますけれども、お金がなかったら、プラントに行って段ボ

ールを確保してもらうとか、それが行政ができるのかなというとちょっと難しいんです

が、そういった方法も手に入るまで考えられたらいいのではないかなと思いました。そ

れができるかどうかは、ちょっと私には分かりませんが、昨日間仕切りが不足している

ということで、ちょっと思い浮かびました。 

   それから、換気でよくいろんな施設でサーキュレーターを準備する施設が多いと聞い

ておりますが、その場合は避難所の窓を開けるとか、その程度でも大丈夫ということで

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） ６番議員さんにお答えいたします。 

   現時点でサーキュレーターの設置というのは、予算措置等々考えてはございませんが、

換気は現時点では窓開け、それから換気扇の使用で十分かなと思ってございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 村民の皆さんの命を守るために、やっぱり絶対に必要な避難所だと

思います。私たち住民もいざというとき、どう行動すべきか、実際そういった状況にな

ってから考えるのではパニックになってしまうと思います。 

   例えば、手がかりであるハザードマップなどを見て、自分が住んでいる場所が本当に

どういう災害のリスクがあるのかをきちんと把握するなど、考えなければいけないのか

なと思っております。 

   新型コロナウイルスの対策が求められる今だからこそ、自治体に頼るだけではなく、

これまで以上に地域の問題として備えておく必要があると思います。でも、自主防災組

織の立ち上げは、地域だけで取り組むことに二の足を踏むケースが多いと思います。感

染対策も踏まえ、地域防災組織の立ち上げに一歩踏み出せられるよう行政の支援が必要

だと思いますが、村の考えをお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   自主防災組織の立ち上げということでございますが、当然担当でございます住民生活

課のほうはもちろんでございますが、各行政区ごとに設置をしております。行政区相談

支援職員というのがございます。平均五、六名程度割振りされておりますが、そういっ

た職員、それからあと、地域の消防団の経験者の方とか、またあと、行政区長さんも当

然ですが、そういったところと相談を進めて立ち上げ、今年度中に、これも以前に議会

でもお話しが出ていました。できれば２か所程度設置したいなと考えてございます。 
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   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 私たち議員は、この自主防災組織の話がよく議会で聞かれるので、

どういった取組を村でしようとしているのか分かるんですけれども、村内の方はどの程

度知っているのかなと思います。実際に村内に一つもまだないわけですが、何か理由と

いうのは考えられるでしょうか。 

○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。 

   村の本部の防災計画がありまして、地域防災計画というものを村全体でもう一度つく

るんですが、そのほかに各行政区とかで、自主防災組織をつくるという、できるだけ公

助、共助、自助の部分の共助、自助の部分を地域に担っていただくという考え方が自主

防災組織になります。 

   これについては、令和２年度の重点事業として計画をしていたものなんです。令和

２年度中に自主防災組織を玉井１か所、大山１か所で２か所つくって、それを見本とし

て各行政区に広げていくというの、前にも議会でそういう手順でやりたいということを

説明させていただいたんですが、そういう手順の中で広げていくと。この自主防災組織

というのは、例えば、大玉２区の場合、密集している地域の計画と、９区、１０区のよ

うに山居、かなり家が離れている場合の組織の在り方というのは変わってきます。です

から、地形の地域の特性、それから住んでいる方の年齢構成とか数とか、そういうもの

でそれぞれ変わってくるんです。ですから、ひな形があって、それでばっと一遍にでき

るという性格のものではない。それでつくった場合には形だけのものになってしまうと。

ですから十分に地域の皆さんで話合いをしながら、役場のほうで支援をしながら、地域

の実情に合った自主防災組織をつくっていくということで始まったわけですが、どうも

このコロナがその後入ってきてしまいまして、早急にということですが、予定どおりや

はり地域の実情に合った、地域に根差した計画というもので、手順どおり進めていきた

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） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 村長からもお話しあったように、大玉村の地域防災計画の中に自主

防災組織への育成の指導ということで、積極的に広報活動などして、あと住民の連帯意

識を熟成し、コミュニティ活動の中核として自主防災について十分な理解を得られるよ

う努めると書いてありました。本当に最初に皆さんなんか機運はあるみたいなんです。

自分のところは何とかしなければいけないと、ただそこを一歩踏み出す。例えば今、村

長のほうから話合いをして支援をしたいというご答弁があったので、最初やはり村の行

政の方の支援があるというふうに私は受け止めましたので、ぜひやっていっていただき

たいと思います。もうすぐ９月にもなりますし、やはり皆さん不安を抱えていると思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

   それでパブリックコメントをちょっと最近見たら、大玉村国土強靭化地域計画案とい

うことで、そこにもまた防災関係のことが書いてあったのですが、ぱっと読んだだけな
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ので、自主防災組織のことも書かれていましたが、ちょっとあまり前より内容が薄くな

ってしまったのかななんて思って、補足的なものなんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   強靭化計画というのは、今、村にあるのは防災計画でございます。これは発災後、い

わゆる災害が起こった後の対応策をあらゆる想定ということでございます。強靭化計画

は、その前段部分、事前の備えということでございますので、詳細、今手元に資料ござ

いません、申し上げることできませんが、おおむね事前の準備段階ということでのご理

解を賜れればと思います。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） ちょっと私のほうも勉強不足でしたが、事前の備えということで、

また改めてパブリックコメントのほうを拝見させていただきたいと思います。 

   行政と地域が一体となり、自然災害に備えられるような対策を早急に検討していただ

くようお願いし、この質問は終わります。 

○議長（菊地利勝） ６番さん、休憩入れたいんですけれども。 

○６番（佐原佐百合） どうぞ。 

○議長（菊地利勝） ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時１５分とい

たします。 

（午前１１時０２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。引き続き６番佐原佐百合君の一般質問を許します。 

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 続きまして、マイナンバーカードの利活用と課題について伺います。 

   国は、国民がマイナンバー制度のメリットをより実感できるデジタル社会を早期に実

現し、マイナンバーの利活用を図るために、マイナンバーカードの利便性を実感できる

施策を次々と実施しようとしています。便利であることが分かれば、マイナンバーカー

ドの申請者が急に増える可能性があります。同時にトラブルも発生するかもしれません。

特に便利なはずの電子申請はとても煩雑で面倒です。マイナンバーカード利活用と今後

想定される課題などについてお伺いいたします。 

   現在のマイナンバーカードの申請状況をお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ６番議員さんにお答えいたします。 

   マイナンバーカード発行等の運営業務を行っております地域公共団体情報システム機

構による報告によりますと、直近６月１４日現在の本村からの申請件数につきましては、

１，０２４件、住民全体で１１．７％の申請となっております。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 特別給付金のときに各県で申請が多く増えたと報道されていました
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が、本村でもそういった状況だったのでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ６番議員さんに再度お答えいたします。 

   今回の給付金関係で申請が増えたことはございませんでした。むしろ証明書の期限が

更新されるということで、そういった更新の手続が多く来られた現状でございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   そんなに増えていなかったということで、皆さん郵便とかだったんだなと。昨日オン

ラインで８件あったと聞いていたので、もうちょっと申請する人が増えたのかなと思っ

て聞いてみました。 

   次に、現在利用できる電子申請などの種類と利用状況をお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   現在、マイナンバーカードを利用して申請等ができる関係でございますが、まず国税

の申告手続、e－Ｔａｘと呼ばれているもの、これマイナンバーカードを使うものと、

ＩＤとパスワードを使う二通りございますが、件数については把握できないということ

で税務署から回答を頂戴してございます。それから、児童手当認定手続、いわゆる子育

てワンストップサービスということでございますが、これについてはゼロ件でございま

す。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） ワンストップサービスについては、ここ数年新たにできるような申

請だったと思うんですが、このワンストップサービスが村民が利用したときに、行政的

に効率よくできるのか、あとは、私もちょっと子どもがいないので申請できないんです

けど、申請の仕方が煩雑だったりとか、そういうところがあって、この件数がゼロなの

か、結構何十万という手数料払っていると思うんですけれども、その辺はどうなんでし

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） ６番議員さんにお答えいたします。 

   私もワンストップサービス申請できる立場ではございませんが、申請の際に添付書類

等が必要になるということで、要因の一つとしては、いずれにしても、紙を出すんであ

れば申請そのものも現場でやったほうがいいというようなこともあるのかなと思ってご

ざいます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 国の事業なので、行政ができる範囲というのもあると思いますが、

もしかしたら便利だなと思う方もいらっしゃるかもしれませんので、一度周知またする

のもいいのではないかなと思います。 

   次、これからマイナンバーカードでできることは何かをお伺いいたします。 
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○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   本年９月から運用が開始されるキャッシュレス決済により利用できるポイントが付与

されるというマイナポイント事業をはじめ、来年３月よりマイナンバーカードを国民健

康保険証として利用できるように国が準備を進めております。また、住民票等のコンビ

ニ交付についても、費用対効果というのを見極めながら検討してまいるというようなこ

とで、現在、マイナンバーカードでできることという中身、実際できるのは、今は２つ

でございますが、場合によってはコンビニ交付、既に近隣でもやっているところもある

ということでございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） ９月からのマイナポイントについては、自治体によっては健康ポイ

ントにも換えられるみたいなところもあったので、そういうのも連動できたらいいのか

ななんて思いました。いずれにしろ、これからきっといろんな施策が出てくると思いま

すので、その都度正しい情報などを提供していただければなと思います。 

   今回、給付金を申請するに当たって、ほかの自治体では窓口にたくさん並んでしまっ

て、あとストップさせてしまったということもありました。私の周りでマイナンバーカ

ードを持っている人少なくて、健康保険証になるならつくるかななんていう方も、そっ

ちのほうが多くて、ポイントは特に魅力がない感じなんですが、そういったことで、村

民の皆さんがマイナンバーカードをちょっとつくりたいななんていう気持ちになったと

き、村民の皆さんが安心して使えるマイナンバーカードにするために、本村で想定でき

るさっき言ったみたいな、一遍に申請に来るということがあるかどうか分かりませんが、

そういうことも想定した上で回避する対応策などを考えているか、お伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   マイナンバーカード自体には相当高いセキュリティーといいますか、パスワードさえ

漏れなければ安全性は保証されているのかなと、あと議員ご指摘のご質問の中にもあり

ましたが、殺到するというようなこと、健康保険が併用ということであれば、ある程度

人数増は見込めるような現在の感触は持っております。ただ一遍に殺到するようなこと

は、ちょっと通常考えづらいなと思っておりますが、そういった場合に、コロナ対策と

同様に密を避けるような何らかの手法を講じたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 国でできることではあるのですが、村で何かできることがないかな

と思ったときに、マイナンバーカードを作るとＡ４で電子署名用のパスワードを控えた

り、とにかく４桁のパスワードを控える紙を渡されると思うんですけれども、どこかに

行ってしまう可能性もあるので、村独自に、もうちょっと何か保管しやすい方法がない

のかとか、あと、先ほどもほとんどの方が更新だったという話なんですけれども、ビニ

ールケース、マイナンバーの番号が分からないように、つくったときにはもらえるんで
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すけれども、見えないように、マイナンバーが隠れる、それが結構毎回持って歩いてい

るとぼろぼろになっているんですけれども、それはもらえなかったんですが、そういっ

た形で、村でできることというのもあるのではないかと思うんですが、その辺について

どうでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   今のご指摘のマイナンバーカードを入れるビニール専用ケースといいますか、かなり

丈夫にはできていないとということでございますので、場合によっては予算化をして、

そういったもうちょっと丈夫なものに取り替える、もしくは更新で来た際に、希望があ

ればご案内を申し上げて、現存のものですが、再度１枚差し上げるということも可能か

と思いますので、今後、そういった専用のものについては検討させていただきたいと思

います。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） マイナンバーカードを持つということについては、まだまだ抵抗の

ある方もいらっしゃると思いますが、少人数でも利用したいという人もいらっしゃると

思います。私はマイナンバー制度はいろいろ課題はあっても、なくならない制度だなと

は思っております。もっと利用者が増えれば、何が問題で、どう解決すればいいのか国

に伝えられるのではないかと思っています。 

   国では令和４年度中にはほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを想定

していますので、また何らかのいろんなことを行うのではないかなと思っております。

職員の皆さんには、今後村民の皆さんが安心して、円滑に手続ができるようにサポート

できるよう対応をこれからも取っていただきたいと思います。 

   次の質問に入ります。子どもたちの心のケアと学習支援についてです。 

   新型コロナウイルス感染拡大に伴い学校も臨時休校となり、子どもたちも自粛に協力

してくれました。一番頑張ってくれたのではないかと思っております。その間、各家庭

でもご苦労があったことだと思います。 

   学校が再開された後の学校現場では、これまでの経験のない状況下に置かれています。

休業中の学習の遅れを踏まえた補習の実施や、長期休業の影響で生活リズムが崩れた子

どもたちへの支援など、これまで以上に教職員が一丸となって子どもたち一人一人と向

き合い、きめ細かな支援や配慮を続けていかなければならないと思います。そのために

は、今までの人数では対応が難しいと思って、次の質問をいたします。 

   国からのガイドラインが日々変わる中で、やっと学校が再開されたわけですが、現在

の幼稚園、小学校、中学校の児童・生徒、教職員の様子についてお伺いいたします。 

○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いたします。 

   学校を再開しましたのは５月２５日です。再開ができるだけスムーズにいくようにと

いうようなことで、その前の週、分散登校という形で１日置きに登校したり、中学３年

生は毎日だったんですけれども、それからその前の前の週の木、金も分散登校という形

で、言わば慣らしという形で学校再開に備えてまいりました。 
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   学校再開に当たりましては、学級担任を中心に養護教諭等々で、まず一人一人の子ど

もたちの心の状況を把握するというようなことについて意を注いでまいりました。それ

から、教育相談、あるいはまたアンケート調査等により、入念に子どもたちの状況を把

握しまして、現在に至っております。 

   今、現在の状況ですけれども、各校、園とも欠席者が少ないということが一つの特徴

かと思っております。それから、子どもたちの様子、参観してみますと、落ち着いた状

況の中で集中して学習に取り組んでいるというのが強い印象でした。それから、子ども

たち同士が笑顔で語り合ったり、あるいはまた伸び伸びとした学校生活を送っている、

そんなふうに捉えております。 

   それから、昨日もお答えしましたけれども、幼稚園児も含めてマスクの着用、それか

ら手洗い、こういったことが定着してきており、今、課題になっている対応策について

捉えているのかなと、そんなふうに思っております。 

   先生方ですけれども、幼稚園、小学校、中学校によってそれぞれ特質があるわけです

けれども、再開後の子どもたちの把握、それから子どもたちのケアというようなこと、

それから学習の遅れ、これは計画的にやっていますので、そこでの焦りはないと思いま

すけれども、そういったことについての対応。大変なのは、子どもたちが帰った後の消

毒作業、これにかなりの時間を費やすというようなことで、そんな話を伺っております。 

   校長会、毎月１回やっておりまして、それから臨時の校長会も随分開きました。その

たびに校長先生方から見た子どもたちの様子、それから先生方の状況、それを把握して

おりますけれども、先生方の中で特に体調不良を訴えるような先生は、今、現在ありま

せんけれども、今後また長く続くというようなことになると思いますので、その辺につ

いて十分注意しながら当たっていただきたいなと、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） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 報告ありがとうございます。 

   とても落ち着いたような今のところ状況だと読み取れました。今後も十分に気をつけ

ていただきたいと思います。今ほどお話しもありましたが、学校の教職員の皆さんは、

学習指導のみならず、生徒指導の面などの大切な役割を果たしていると思います。昨日、

８番議員さんからもお話があったように、学校では毎日の消毒、清掃、健康チェックな

ど、今までにない業務が増えていると思っております。感染対策をしながら学びの両立

をさせるには、負担が大きいと思います。そして、職員の皆さんも家庭があります。休

む暇があるのでしょうか。心に余裕がなければ、子どもたちの変化に気づけなくなる可

能性もあります。子どもたちの中には両親に自分の悩みを伝えられない、見せない子ど

もたちもいると思います。各学校抱える課題は多いと思いますが、学校再開後、ストレ

スは今の話だとなさそうではあるんですが、学校再開後、ストレスを抱えている児童、

教職員の方からの心のケアについて相談、スクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカーの皆さんへの相談とかあったのか、状況をお伺いいたします。 

○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いたします。 
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   先ほどの答弁の中で、今の現状についてお話をしましたけれども、決してそこで安心

している状況ではありません。昨日もお答えしましたけれども、学びをどう保障するか

というようなことと、それから心のケアをどうするかということがこれからますます重

要になってくると思いますので、そういったことに特に配慮しながら先生方の教育活動

をお願いしたいなと、このように考えております。 

   今、お尋ねの件なんですけれども、スクールカウンセラーが村に１人おります。週

１回の勤務になっております。それから、スクールソーシャルワーカーもお一人お願い

しております。この方は年間の時間数の関係で週４日の勤務と、主に中学校中心にやっ

ているんですけれども、中学校のみならず、小学校、幼稚園、それぞれにお世話になっ

ております。 

   ３月、４月、５月、スクールカウンセラー、それから３月、４月、５月、スクールソ

ーシャルワーカーにコロナの問題で直接相談とか、お世話になったという件数は、今、

報告しておりませんけれども、先ほど申し上げましたように、心の問題がこれから起こ

ってくるというふうに思っていますので、今後ともそれぞれの専門分野、スクールカウ

ンセラー、どちらかというと心の治療、それからスクールソーシャルワーカー、これは

環境の整備というふうに分かれているんですけれども、それぞれの専門性を生かしてい

ただきながら、組織的に対応していきたいなと、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） スクールカウンセラーの先生や、スクールソーシャルワーカーの

方々を利用する場合なんですが、こちらは予約制なのか、その窓口、利用する際の窓口

というのは先生の紹介であったりなのか、その辺はどういったふうになっているのでし

ょうか。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   窓口は、学校だより等々でスクールカウンセラーとかスクールソーシャルワーカーに

ついてご相談くださいというようなことを言っておりますし、教育委員会のほうからも

問合せがあれば、つないでやるというようなことになっています。それから、大玉では

スクールソーシャルワーカーに携帯電話を持っていただきまして、その電話番号を公開

しておりますので、そういったことについても広く窓口が広がるようにというか、そん

なふうに対応しておりますので、これからコロナに関する相談等々については増えてく

るのかなと、そんなふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） これからコロナ関係で相談が増えてくる。コロナだけではないのか

もしれないんですが、増えてくる可能性があると思う中で、増員とかは考えてはいない

のでしょうか。結構一人一人の面談の時間は長いと思うんですけれども、その辺どうお

考えなのでしょうか。 

○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いたします。 

   今現在、スクールカウンセラーの相談件数、それからスクールソーシャルワーカーの
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先生に関わっていただく件数については、いっぱいいっぱいの状況ではないです。です

からスクールカウンセラーを増やすとか、それからスクールソーシャルワーカーをもっ

と増やすというようなことについては、その状況にはないのかなと思っております。 

   なお、スクールソーシャルワーカーにつきましては、県のほうで年間に６００時間と

いうような形で大玉のほうに配分していただいておりますけれども、それに対して大玉

村で、村単でそれに３６０時間をプラスした形で今、仕事していただいておりますので、

今現在不足しているという状況は捉えておりません。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   次に、学習支援について伺います。学習の遅れと格差が心配される中、国が開設した

学校・子供応援サポーター人材バンクについて、事業内容と本村で活用があるのかお伺

いいたします。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（作田純一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   ご質問のありました学校・子供応援サポーター人材バンク、それにつきましては、新

型コロナウイルス感染症対策の一環としまして、学校の教育活動を徹底的にサポートす

るため、４月２４日に文部科学省が開設したものでございます。 

   この人材バンクにつきましては、退職教職員や教師志望の学生、ＮＰＯと学校関係者、

地域の方々を対象とした登録制ということになってございます。文部科学省におきまし

て登録者を集約し、希望の勤務地のある都道府県教育委員会へ名簿が提供されるという

ような仕組みになってございます。 

   令和２年５月２７日に閣議決定されました令和２年度の第２次補正予算案の中で予算

措置がされましたことから、今後、村としましては県北教育事務所と連絡調整の上、積

極的に活用を検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

   なお、本制度の性格上、村民の皆様や本村の子どもたちの応援に熱意のある方々によ

り、多く登録いただけますよう学校・子供応援サポーター人材バンクへの周知を積極的

に図っ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） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 現在、本村にはまだここでの人材バンクへの登録者はいらっしゃら

ないのでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   今現在、大玉を希望される方は把握しておりません。ただ県内にはかなりの数、

２０人程度がもう既に登録されているということなので、先ほど部長が答えましたよう

に、希望する自治体というようなことが登録の中に入っていますので、大玉村を登録し

てくださるように積極的に働きかけをしていきたいと、特に今、考えていますのは、学

習支援、指導員、それが一つと、それから昨日も８番議員さんにちょっと話の中であり

ましたそういったこと、それから特にオンライン化というようなことに向けて大きく動
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き出しましたので、今度は人的な面での、つまりＩＣＴに関する専門的な知識を持つ方、

そういった方についてお願いしようと思っております。もし議員さんたちの中に知り合

いの方がいましたらば、ぜひ一声かけていただきまして、教育委員会のほうに言ってい

ただきますと、その手続できますので、そんな形で本制度を積極的に活用していきたい

なと、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） 本村では既に学校支援ボランティアの中で、学習サポーターさんが

いると思うんですが、その方がそっちに登録ということはできるんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 今、６番議員さんが指摘されましたように、大玉の大きな特色とし

まして、その学習サポーターの方にボランティアという形で関わってもらっているんで

す。ですから、そのことと、この支援制度をどういうふうに両立させていくか、すみ分

けをするかというようなことについて十分検討しながら、今までの制度を生かして、な

おかつこの制度が生かされるように、そんなことができるように努めていきたいなと、

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） ぜひ、学習支援サポーターさん、かなり皆さん優秀な方いらっしゃ

ると思うので、うまい形で活用して、学習支援できたらいいななんて思って質問させて

いただきました。 

   文部科学省の萩生田大臣は５月の国会で、国はガイドラインを出します。運営は設置

者、学校の責任者は知恵を出して地域に合ったベストな方法を考えてほしいと言ってい

ました。ぜひ子どもたちの未来のために、子どもたちや保護者、教職員に負担をかけな

いあらゆる手段で、子どもたち誰一人取り残すことがなく、学びの保障をしていただき

たいと思います。 

   それから、先ほどからどの質問の中でも周知というところがありました。昨日も同僚

の議員さんからも周知、あとホームページの話も出ました。私も何回か一般質問で指摘

させていただいたんですが、掲示板の中に今まで昨日ご指摘あったチラシなんかは、掲

示板の中にはまだ残っています。前回、掲示板の場所が分かりにくいのと、「掲示板」

という名前が分かりにくい。回覧、チラシみたいな、もっと村民に分かるような形で掲

載していただけたら、いろんな形でもっと目に触れるのかなと思うので、あとツイッタ

ーとフェイスブックもリンクされているのにＱＲコードしか入っていないので、ぜひチ

ラシとか、それが見えるようにちょっと工夫をしていただけたらなと思います。掲示板、

かなり見やすくはなりました。ただ場所が悪くて、本当に探せないところにあるので、

もったいないなと思うので、その辺を改善していただくことを最後のお願いとして、私

の一般質問を終わります。 

   以上です。 

○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。 

   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４３分） 
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◇          ◇          ◇ 

○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） ３番菊地厚徳君より通告がありました「学校行事と今後の課題につい

て」外１件の質問を許します。３番。 

○３番（菊地厚徳） ただいま議長から許可をいただきましたので、発言させていただきま

す。菊地厚徳です。よろしくお願いいたします。 

   今回は、私、新型コロナウイルスの対策として３密を避ける行動をそれぞれにいろい

ろ要求されますけれども、今回は、ワクチン開発がされるということを大前提にしても

なかなか終息には向かわないということで、アフターコロナという考え方もしているん

ですが、一緒にコロナと同時に、生活をどうするかということを、ひとつ考えながらご

質問させていただきたいと思っております。 

   新聞記事などで皆様もお手元でいろいろご覧になっているかと思うんですけれども、

コロナ後ということで、今、社会の議論が活発になっているというようなことを時々目

にするようになってきております。このポイントとしているところが、今、都市の集中

から地方分散へということをテーマにしておりまして、東京一極集中からリモートワー

クやテレワークなどを通じて弾力的な働き方になるということで、地方においても仕事

場など地域的な配置も分散的になってくるということで、そのあたりをいろいろ考えな

がら、学校の面と、それから一つ農業という考え方で直売所を取り上げさせていただき

ましたけれども、そちらの考え方で質問をぜひさせていただきたいと思っております。 

   今回、コロナでどのように風景が変わったかということで、学校教育の現場とそうい

うことでご質問させていただきたいと思うんですけれども、まず、もう一つ踏まえてお

きたいと思っているところは、大玉村はちょうど１２月の広報紙からＳＤＧｓの恐らく

周知ということで、毎回取り上げて、今回は６回目ということで、１４番目、最後のと

ころになって海のこと、海の豊かさというところで終わっているんですけれども、その

辺のところも含めて、取組が、今まで取り組んできたことが、じゃ、これからのことと

どういうふうにリンクしていくかということも踏まえてご質問させていただきたいと思

います。すみません、長くなりましたけれども。 

   それでは、学校行事ということで、一つご質問させていただきたいと思うんですけれ

ども、私、昨日の教育長さんの一般質問でとても印象に残ったことがあるんですけれど

も、トイレ掃除の教育的な意味は大きいということで、私にとっても実は、トイレ掃除

は小学校の時代は罰則的な意味があったという、そういう印象があるんですけれども、

ただ、我々にとってトイレ掃除をするということは、ある意味で張り合いをしたという

ことがあって、ゴム手袋でやるんですが、穴が開いていたりすると、もうそこから素手

になるわけですね。（不規則発言あり）失礼いたしました。そういう形の捉え方で我々

トイレ掃除を考えておりましたけれども、ただ、今、昨日の質問の中で、私とても印象

に残ったことは、コロナと豊かな心の両立ということで学校のほうでお考えになってい

らっしゃるということなんです。我々、コロナ、トイレ掃除ということで、トイレが教
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育的な意味があるということなんですが、トイレ掃除の部分では、我々例えば小学校で

いうと、商工会でＥＭ菌というのを使って環境浄化というのをやっていることはもう皆

さんご存じだと思うんですけれども、ああいうものを使ってトイレや、それから下水の

中をきれいにするという、あれは元々が発酵を使った自然界の浄化システムを人工的に

作ったというものなんですけれども、そこで私、ご提案したいのは、子どもたちが豊か

な心とそのコロナですね、この両立をするということで、一つ、こういう自然界のシス

テムもあるという、そういう身近にありますＥＭ菌というのももちろんそうですけれど

も、糞尿トイレの中で汚いというかもしれないですけれども、自分の体から出たもので

すから、それを汚いとばかりも言ってはいられないんですけれども、そこのところにつ

いて怖がらない未来を、日常怖がらない未来と日常ということで、いろいろな自然界の

ものに考え及んで、大玉村は農業の村ですから、ＥＭ菌も農業にも使えます、微生物と

いうのは土です。そこを一つよりどころにして、子どもたちの心のケアということで、

この質問を随時、追っていかせていただきたいと思うんですけれども、ちょっと長くな

りましたけれども、自分の頭の中の整理も含めて、ぜひとも子どもたちが怖がらない日

常と、未来と日常ということをぜひとも子どもたちに、何でしょう、学習の場を持って

いただけるようなことでお願いしたいと思っております。 

   それでは、ご質問させていただきたいと思います。 

   １番目に、これは３密を避けてということで、もう皆さんいろいろなご質問されてい

るんですけれども、避けるためにどんな対策を取られているか、間仕切りのお話も伺い

ましたけれども、どうでしょうか、今、その対策の中で３密ということだと、本当に子

どもたちはお互いに体を触れ合って、お互いの力を確かめ合うというのが、ひとつ自分

の中での何です、生きる証のように思ってきているところがあるんですが、その辺のと

ころ、今、心の問題ということで、その辺のところポイントを絞ってこれからもご質問

させていただきますが、ひとつプラスアルファで何かございましたらよろしくお願いい

たします。 

○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。 

   ３密を避けるというようなことで、何名かの皆様から質問がありました。今、学校で

取っていることについてお答えいたしましたけれども、繰り返しになりますけれども、

国の基準のほうで、１メートルを取れというのは物理的に無理だというような状況をお

話ししました。でも各学校においては、精いっぱいそういうふうに、そういった形にな

るように教室をいっぱい使ってとかという、机と机の距離を離したりというようなこと、

それから、子どもたち、本当はこれからの教育というのは子どもたちがお互いに接し合

って、こう関わって対話的で深い学びと言っているんですけれども、そういったことを

するためには、全く逆な環境の中にいるわけですけれども、そういった中で、様々な工

夫をいたしております。 

   例えば、全校集会というのがあるんですけれども、それを放送によって替えたりとか、

屋外をうまく使っていったりとか、そういったことをしながら、活動の形態を工夫して

おります。それから、そういったことをしてもなおかつというようなことで、これも繰
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り返しになりますけれども、毎朝の検温、家庭でのまず子どもたちの健康管理をお願い

して、学校に来たときの体調管理、検温等含めて、そういったことをやっておりますし、

それから、基本的な新しい生活習慣と言った、マスクとか手洗いの徹底とか、そういっ

たことに意を注ぎながら基本的な感染症対策を行いながら教育活動が充実したものにな

るようにというようなことで、先生方にお骨折りいただいております。 

   これは、３番議員さんからもお話ありましたけれども、アフターというよりも、まず

コロナの感染の中でコロナの感染の拡大を防ぎながら、いかに充実した教育活動をして

いくかということが、そこに尽きると思うんですけれども、そういったことを考えたと

きに、教育の中身、教育課程というそれを繰り替えたりしまして、優先度を学校でしか

できない活動というようなことでやっておりますし、そういったことを踏まえながら、

この新しい時代に難局に対応するような学びの場になるように、協働的な学びの場にな

るようにというようなことで、今、各学校と話合いをしながらそういう教育活動を進め

ている現状でございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   本当にここまでいろいろ伺って、自分の中でも、今までイメージできなかったことが

とても具体的になっておりまして、本当に現場は大変なんだという、そういう印象を持

っております。 

   今、３密の中で、最も３密的なものを２番目に持ってきてみたんですけれども、この

学習発表会ですね、例えば、学習発表会というのは本当に子ども同士がお互いをある意

味で探り合って理解し合う、本当にある意味では貴重な場だと思うんですけれども、こ

ういった学習発表会などの行事の場ですね、こういうところで先生たち、これからとい

うこともそうですけれども、工夫されているようなところ、こういうところはこうした

ほうがいいというようなところ、何かございましたら、ぜひ我々気持ちの上でも何かそ

ういうところでイメージしておきたいというのもあるんですけれども、ぜひお願いしま

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。 

   学校の教育活動というのは、教科の学習、それから学校行事等々、様々なものになっ

ておりまして、総合的な中で子どもたちを育てるという、そういうシステムになってお

ります。 

   今、具体的に出されました学習発表会なんですけれども、これはまさに今の状況でい

くと、いろいろ工夫していかなければならない時代になっているのかというふうに思っ

ております。 

   ２学期早々、２学期中頃、１０月、１１月にかけて小学校でも学習発表会、中学校で

文化祭というようなことで、今計画をして各学校でされていますけれども、今までと同

じような形では難しいだろうというようなことで、そこの工夫というようなことで、一

つはそういう中身を工夫するというようなことで、それから、練習に随分時間を費やし

てきたというのがあったものですから、この際やっぱり日常の授業の発展的なもの、子
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どもたちの調べ学習とかそういったもので学習発表会というものを、さらに実りあるも

のにしていけないだろうかというようなことで、先生方がそれぞれそういう工夫をされ

ております。 

   それから、今朝ですけれども、県のほうから通知が入りまして、今まで慎重にといっ

て扱っていた中身について、緩和してもいいですよというようなことについての通知が

出ました。どんなことかといいますと、音楽活動とかそういったこと、それから見学学

習とかそういったものに対して、昨日の県のほうの発表と連動するんだと思いますけれ

ども、そういったことで十分に気をつけながらそういう教育活動をしてもいいですよと

いうようなこと、そんな通知文が来たものですから、そんなことも学校にお示ししなが

ら、その在り方について考えていきたいなと、そんなふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   確かに学習発表会もそうですが、福島は小中高と本当に合唱ですとか音楽ですね、音

楽のほうを一生懸命頑張っておりますので、皆さんもある意味でスポーツと並んで自分

たちを鼓舞して鍛える場だという、そういう認識もあるんですけれども、ありがとうご

ざいます。 

   次、３番ですけれども、こちら休校中、我々も思うんですが、生徒たちが成長したと

感じられること、私、子どもがいないものですから、自分が子どもという意識で子ども

時代を考えても、なかなか今の子どもと自分の子ども時代を並べることができないとい

うことがあるんですけれども、ぜひ、あ、この子たちはという何かございますでしょう

か。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えしたいと思います。 

   こういう視点から物事を見ていくというようなことがすごく大事なんだなということ

を思いながら、答弁を用意させていただきました。直接子どもたちと関わることが少な

いので、これは先生方等々からお聞きした中身なんですけれども、３つほどちょっと話

をしてみたいと思います。 

   「一番感動した」という言葉使ってみたいんですけれども、私が感動したのは、長い

休み期間中、友達と接することができなかった、学校に行くことができなかった、先生

方と触れ合うことができなかった。それが、そういうことを体験することによって、学

校で学ぶことの楽しさとか喜びとか、また集団生活の楽しさとか、そういったことを感

じ取った、つまり、今まで当たり前であった学校生活がいかに価値のあるものであった

かというようなことを、子どもたちがそういうことを実感したというようなことが大変

印象的で、これは非常に子どもたちにとっては、すばらしい体験というか発見なのかな

と、そんなふうに思っております。 

   それから、これは昨日もちょっと触れたんですけれども、家庭学習の在り方というよ

うなことについて、先生方がいろんな工夫をされながら子どもたちにできるだけ自分で

課題というか計画を立てて、そしてそれを実践して反省するというような、そういった

ことを心がけながら、これは発達段階によって異なってくるんですけれども、そういっ
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たことについていろいろ準備したんですけれども、そういったことに対して全ての子で

はないんですけれども、自分で計画して自分で進めてというようなことで、まさに自己

学習というんですか、そういうことの在り方というようなことができるようになってき

て、自分を律することができつつあると、できるようになったと、自立的な行動が多く

なってきたというようなことを先生方は感じておられるというようなことでございます。 

   ３つ目、ちょっと話してみたいんですけれども、これは家庭での生活が長かったです

よね、子どもたち。本当に不意にやってきた長期休業だったんですけれども、そういっ

た中にあって、家庭のお手伝いというんですか、お手伝いを進んでやる子が出てきたと。

そういうことで、これは本当に大事なことなんですけれども、家庭の一員としての自覚

と言ったらいいんでしょうか、そういったことが高まってきたなということを見て取る

先生方がいらっしゃったというようなことで、この３つ、プラスの面というようなこと

でお答えしたいと思います。 

   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。 

   イメージとしてはあれだったんですけれども、やっぱり自分で自立的に学習する、本

当に一人でいると、何かあれですけれども、家族がいたりその一員として何か役割を果

たすというのは、今回子どもたちは本当に何でしょう、ふだんぶつからないのにぶつか

ってしまったりとか、そういうことを経験して、それをどういうふうに解消していくと

か、それが一つお手伝いだったりとか、私なんかいろいろさせられるんですけれども、

小さいときあれでしたけれども、本当におだての効かないやつと言われて、その手には

乗らないよとか言っていたんですけれども、うれしいんですよね、褒められると。そう

いう子ども時代思い出します。でも、なかなかこういう特殊な状況というのは子どもた

ちにとってはあまりにも長いトレーニングだと思われます。 

   ありがとうございます。 

   ４番目です。これは一番伺いたかったというか、今までと、アフターコロナ、３年間

コミュニティ・スクールということでいろいろ拝見した中での成果ということで、我々

も伺って、これは本当に大変なものだと、そういう認識でもおるんですけれども、これ

からの何ですか、本当にコロナの中でというふうに教育長さんおっしゃいましたけれど

も、このコミュニティ・スクール、この今までやってきたものをどういうふうにそうい

う形で、ちょっと生活スタイルが変わるということですけれども、どうなのかというこ

とで、ぜひお考えをお伺いさせていただければ。 

○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。 

   これからのこういったウィズコロナですか、アフターコロナ、そういった中で学校が

どうあるべきかというようなこと、ご質問かと思いますけれども、大玉村はコミュニテ

ィ・スクールを導入しまして、ちょうど今年で１０年目になるんです。そういった中で、

この前３年間は地域学校協働本部というようなことと、それをセットというか考えてき

ました。ある人の話を聞きましたらば、このコミュニティ・スクールというのと、それ
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から地域学校協働本部というのは車の両輪だという言い方をされていた人がいたという

んですけれども、去年、ある人からお話を聞いて、なるほどなと思ったのは、これは自

転車の前輪と後輪だというんです。コミュニティ・スクール委員会というのが、委員が

自転車の前輪、つまり方向性を示すものだと。そして後輪いわゆる何というか力、駆動

するほう、これが地域学校協働本部だというようなことで、そういう捉え方をされてい

て、我々大玉の教育委員会もそういう捉え方を今、しているんですけれども、そういっ

た中で、国難とも言えるこの状況の中で、私一番大きな成果というか期待したいことは、

学校とコミュニティ・スクール委員さんたちが課題を共有して、今進めようとしている

というようなところが一番大きな成果なのかなと思っています。これは、コミュニテ

ィ・スクール委員会のシステムでいいますと、大きな役割３つあるんですけれども、そ

の１つが、学校の経営方針、運営ビジョンという経営方針を承認するという大変大きな

仕事があります。これは年度末にやるんですけれども、昨年度末、それぞれの学校で練

った、そして校長先生が作られた経営方針をコミュニティ・スクール委員会に持ってき

て、そこで承認をいただきました。その後、今回のこのコロナの問題が起こってきまし

て、コミュニティ・スクール委員会、今年度のやつ大変大きな教育委員会の施策として

掲げておったんですけれども、非常に難しい状況にあって、年に９回予定しているんで

すけれども、１回目に開いたのが５月２８日だったと思います。そこで様々なことが出

てきまして、そこでコミュニティ・スクール委員会の会長さんはじめ役員の方々もどう

いうふうに進めていったらいいのかなというようなことについていろいろとご意見を交

わしました。今、学校が抱えている課題は何なのかという、最大の課題は何なのかと、

そんなことを各学校から出していただいて、そしてそれを共有しましょうというような

話になったんですけれども、２８日の委員会では、その課題について共有することがで

きました。学校が抱えている課題、つまり一番コロナとどういうふうに向き合っていっ

たらいいか、コロナの感染拡大と、それから子どもたちの学びの保障というようなこと

をどうしていったらいいかというようなことが最大の課題だというようなことで、それ

で皆さん委員さんと校長先生方、それを共有することができたというようなこと、それ

がその後の幾つかの行動につながってきています。例えば、学校の様子を見るために学

校に出向いていって、先生方の消毒作業を手伝いながら様子を見ましょうとか、そうい

った形で動き出しております。消毒作業がいいというそういった問題点も出されたんで

すけれども、そういった形でコミュニティ・スクール委員会から今度は先ほど申し上げ

ました車の後輪のほう、地域学校協働本部、つまりボランティアの方とか保護者とかそ

ういった人たちとそういったことについて共有して、一緒にそういう手伝いをやってい

ただきながら、この課題を乗り越えていければいいのかな、そういうことができるのか

なというような、そういう方向性が見えてきたことが私にとっては一番大きな成果なの

かなと、そんなふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   このコミュニティ・スクールというのは１０年とおっしゃったんですが、私学校に関

わらせていただいてちょうど初めの頃で、これからコミュニティ・スクールということ
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で、まだコミュニティ・スクールではなかったんですけれども、具体的にどんなものだ

ろうということだったんですが、この３年間拝見しまして、本当に子どもたちが自主的

に自分自身のことをマネジメントできるという言い方されていましたけれども、そうい

うところで、成長してお互いに、何ですか、昔はよくありましたけれども、世代の違う

中学生と小学生が、小学生を中学生が面倒を見るとかそういうことありましたけれども、

本当に余計３密だけではなくて、遊びの上でも学年の上でも難しくなっていたというこ

とは課題だったというところを、私、実際体育館や何かで伺って、面白いと思いました。

なかなか照れながら最初はやっているようでしたけれども、ああ、これはいいなと思っ

て伺って本当に何でしょう、世代間もそうですけれども、他人を理解するのは大変難し

いことだと今もつくづく思います。本当に私もこうやって議員になってみないと分から

ないことがたくさんございました。そういう意味では、本当に今回のコロナについては、

学校もそうですけれども、地域の方も、いろいろ大変さイコール新しいことに対しての

本当に口幅ったいですけれども、私なんかは本当に学びの場だと感じております。 

   ありがとうございました。ありがとうございます。 

   それでは、２番目の「直売所について」、ご質問させていただきたいと思います。 

   直売所についてということですけれども、今日、お話しさせていただいたテーマとし

ては、コロナとどういうふうに付き合うかということで、もう教育長さんとお話しさせ

ていただいた中で、ＥＭ菌の話、つまり自然界の微生物ということが、例えばウイルス

も細菌も皆一緒という形で、その何でしょう、目に見えないものですから、恐れてしま

う、その恐れが一つ心配につながって心のストレスになってということになるんですけ

れども、そうではないんだよというのを一番代弁しているのが学校の身近でいうと、そ

の先ほどお話しさせていただいた発酵使ったＥＭ菌なんです。発酵というのはお酒もそ

うですけれども、最初に乳酸発酵、一番高級な発酵らしいですけれども、そこですると

ウイルスも大腸菌も皆浄化されてなくなります。そういう段階を経ますので実はとって

も安全な自然界でそれが行われています。ちゃんとした発酵の例えば畑、田んぼ、田ん

ぼの土や畑を食べる方がいらっしゃいますけれども、大丈夫です。そういう現実的に目

に見えないんだけれども、農業ということを通すと、それが現実として今度は食べ物が

できる、それはそうだよ、土の中でこれだけのものができて口に入れるんだから大丈夫

だろうと、そうなんです、大丈夫なんです。 

   その大丈夫を担保するのに、ですから怖がらない未来ですね、そういうところで農業

と、たった一行の質問になってしまいましたけれども、農業を通じて、今、子どもたち

が向き合っているところの心のケアになるので、何とかその農業と結びつけていろいろ

考えられないかと思ったんです。 

   ここで一つ、今回直売所で考えられている個々の農家の、今、内容に入ってまいりま

すけれども、個々の農家の持続的な支援のために必要なことということで、タイトルと

しては農家の今後についてアンケートは取ったことがあるかということで、そのアンケ

ートということで、何か抽象的に話を１個だけさせていただいたんですけれども、実は、

農業の農家にとって、私も以前農家だったので、これからどうするんだという農地プラ

ンについてのアンケートがございます。そのプランの内容について、例えば、そのアン
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ケートということちょっとイメージしていただきたいんですが、例えば、一つ入ります

のが年齢でございます。「お幾つですか」、ですね。それで、じゃ、「農業後継者いら

っしゃいますか」。それで例えば年齢が６０代、７０代と平均が６５を上回るような状

況ですから、後継者いらっしゃいますかということで、そして、「田んぼどのぐらいお

持ちですか」と、耕地面積ということになるんですけれども、それから、あなたの今後

５年間ですね、５年間非常に身近だと思います。５年というのはいろいろな意味で、何

でしょう「１０年一昔」と言いますけれども、とても早いサイクルで５年でもいろいろ

変化は激しいと思います、この 1 年、２年ですけれども。あなたの今後は５年間どうな

るかという、具体的にその年齢、そしてこれからどういうふうに地域の農業を担うか、

経営体であるのか、それから将来的にどういうふうなものをやっていくのかという、そ

ういう考え方がされているんですけれども。それと５年後の農業についての考え方をお

伺いします。 

   ここ考え方なんですけれども、つまり自分が農業をやるのにもうけて生活していきた

いとか、それから趣味でやっていきたいとか、現状維持とか、いろいろそういうことに

もつながってくるんですけれども、私、今回質問させていただいたのは、アンケートと

いう形で本当に漠然としておりますけれども、実は、この農業を一つ村の柱の産業とい

うことで、村長にお伺いしたいと思ったんですけれども、ああ、そうです、村長に、失

礼しました。 

   方針として直売所を、今、村の農業ということで、昨日も質問とかの中で横堀平の団

地のあと半分、村のものだというふうな状況があったんですけれども、私、あのところ

でにんまりしまして、あそこに村民農園でも作って、ひとつ何でしょう、農業者ではな

くて、自分がいろいろ兼業しているんだけれども、農業、非農業の兼業の形で、あそこ

で農業になってもいいから、農業見ているとか、サッカーとか野球でしたらＪ１、Ｊ２、

Ｊ３みたいな形の農業予備軍の人たちを呼び込んで、その何でしょう、地域に人を……

（不規則発言あり）はい、そういうことで、ひとつぜひそういう昨日の質問では、いろ

いろお伺いした中なんですけれども、ぜひ村長のその農業ということに対してのお考え

を、すみませんトータルに、ぜひ今後のこのコロナも含めてお伺いできれば。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   村の農業に対する考え方というのは、今までも再三お話をさせていただいております

が、まず、農業は村の基幹産業だと。昔から今もこれからも、やはり農業はあらゆる面

で村の基幹産業だという位置づけでおります。ただ、後継者不足とか、それから、それ

によっての耕作放棄地の拡大とかということは、いろんな問題が現実的には発生をして

おりますので、法人化を進めて、大規模経営を進めながらも、大部分の小規模農家が多

くの土地を守っていただいているということもありますので、法人化を進めながらも、

その小規模農家中規模農家の方たちの継続的な農業経営を両方、しっかりと支援をして

いきたいなということで、機械の支援をさせていただいたり、各種、農業、そして畜産

関係の支援をさせていただいているということですので、時代の変化、米を食べなくな

ったり、そういうことがありますが、農家の皆さんと現状をしっかりと把握しながら、
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持続可能な農業経営と、ひいては、それが村の魅力である景観とか自然、そういうもの

にも当然結びついてきますので、魅力的な、住んでみたくなる村をつくるためには、こ

れをしっかりと政策として進めていかなければならないというふうに感じております。

そして、所得もしっかりと上げていただく方策を考えていかなければならないというふ

うに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   私、何でしょう、震災前まではこちらのほう、Ｕターンという形で米を作って何とか

生活を成り立たせようということで、自分なりの経営方針を立てまして、反別を３町歩

ぐらいなら５００万円ぐらいいくかなという、有機栽培であらぬことを考えてはいたん

ですけれども、あっという間に途中で震災という状況で農業から撤退しましたけれども、

ただ一つ心残りというか、自分は農業に今、直接携わらないんですけれども、コロナの

状況になって、今仕事がない、それから自分自身でいろいろ考えやなんかも、どうした

らいいだろうというふうに考えていらっしゃる方もいると思うんですけれども、先ほど、

冗談のようにＪ１、Ｊ２、Ｊ３とか言いましたけれども冗談ではなくて、どんな関わり

方でも農業というのはとっても多面的な面があって、心のケアになるというのが大きい

です。本当に田んぼに座って見ているだけで、トンボと雲を見て心が癒やされたりとか、

不思議な効果を自分でも体感しております。本当に人間はいなくなりますけれども、自

然はそこで見ている限り裏切らないですし、誰かに頼ると行ってしまったりとか失った

りするんですけれども、なかなかその辺のところで大玉村のこの何でしょうか、こうい

う環境の中に存在しているというのは、とっても貴重です。東京に行ってみて思います

けれども、東京にも畑も田んぼもありますけれども、そういうところでぜひ私の中では、

横堀平ですね、横堀平に限らずですけれども、どなたか村の方針としては、外から、何

でしょうか住民をこちらのほうに来て…… 

○議長（菊地利勝） ３番さん、質問の趣旨に基づいて。 

○３番（菊地厚徳） はい、すみません。ということで…… 

○議長（菊地利勝） お願いします。 

○３番（菊地厚徳） 具体的に、すみません、本当にそういう意味で例えば実現の可能性と

か、例えば農業に携わるということ、今、話をさせていただいた、何でしょうか非農家、

このアンケートで一番伺いたかったこと、内容的にはまだあれですけれども、実は直売

所で非農家さんで農産物を上げて、つまり田んぼを借りる、畑を借りる形で仕事をなさ

っている方もいらっしゃると思うんですけれども、具体的にその辺も触れながら、その

何でしょう農家の方を支援しながら育てていって、引き込んでいく、それが一つ先ほど

おっしゃったように、個々の農家の力をつけると、そういうようなところで、農家とし

ての担い手という形になっていくということで、ぜひその辺のところ、こういう考え方、

具体的にもあるかもしれないということで、ぜひまず、非農家の方つかんであるところ

ありましたら、ぜひアンケートの中でもし入れたいと思えば、私、それを一つ入れたい

なと。非農家ですか、そうじゃないですかということで、お願いします。 
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○議長（菊地利勝） ３番さん、質問事項に書いてある内容でお願いします。 

○３番（菊地厚徳） 分かりました。 

○議長（菊地利勝） よく内容を吟味してください。 

○３番（菊地厚徳） 分かりました。 

   では、アンケートのしたことがあるかということで、もし、そういうことで具体的な

ことがありましたら、ぜひ添えていただければと。 

○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。 

   農家の今後についてアンケートを取ったことがあるかということで、質問事項が直売

所でありますので、直売所、直売会におきましては、会員の勉強会、研修会等は行って

おりますが、会員に対するアンケート等については実施したことがございません。また、

村においても直売所、直売会というふうな視点からのアンケートはございません。今ほ

どご発言がありました人・農地プランを改定するための調査票、地域農業の将来を検討

するための調査票ということでございますが、これは、人・農地プランを作成したもの、

これを年に１回改定する必要があるという必要から調査を行うものでありまして、提出

していただく対象は、地域の農業の中心となる経営体として営農される方、あるいは農

地の貸借を希望される方、それから離農予定の方、昨年度と営農状況に変化のある方に

ついては提出してくださいというふうな形で調査票を出しているところであります。 

   以上であります。 

○３番（菊地厚徳） 議長、３番。 

○議長（菊地利勝） 許可しません。手を挙げて。 

○３番（菊地厚徳） 議長。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） 失礼しました。 

   今、お話いただいたところで、１年に１回改定するということで人・農地プランとい

う形でアンケートを取っているということなんですけれども、私、地方議会人、これは

４月号なんですけれども、これはもう我が国の農業の未来ということで農業特集という

ことで書かれていたんですけれども、本当にいろいろ調べている中で、これを見たのが

実はお恥ずかしいんですが何日か前だったのであれですけれども、でも、この中に書か

れていることで、一つちょうど特集の「今こそ多様な地域農政を自らが考えるとき」と

いうコメントがあったんですけれども、ここであるデータのようなこととして、農地を

集積するということは、これは大玉のようなところではないんですけれども、中山間地

域とか状況の悪いところでは、農業の離農をさらに進めるような状況になるんだと。つ

まり（不規則発言あり）はい、失礼しました。そういう状況もあるということで、ぜひ

そういうところでは参考になるなというふうな状況で、私受け止めてしまったんですけ

れども、大玉についてそれがどういう部分になるか分かりませんけれども、農家、非農

家問わずに、今、ウィズコロナになったところで人の心や学校もそうですけれども、じ

ゃ、それをと言ったときに、実はウイルスではなくて微生物がその土壌になって救って

くれるのではないかというふうに、元農家としては考えております。 
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   ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 終わりですか。 

○３番（菊地厚徳） はい、終わりです。 

○議長（菊地利勝） ３番さんに申し伝えておきます。 

   一般質問をもう少し要約し、通告どおりの内容でお願いしたいと思います。 

   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。再開は午後２時３０分といたします。 

（午後２時１４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後２時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第２、議案第３０号「大玉村税条例等の一部を改正する条例の専

決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。１１番。 

○１１番（押山義則） １点だけ、確認の意味で伺いたいんですが、１０条の２、ここにわ

がまち特例という言葉が出ているんですが、これ大玉村でわがまち特例で行っている条

例の中身、あれば伺いたいのでありますが。 

○議長（菊地利勝） １１番さん、ページを言ってもらえれば。１３ページの、はい。分か

りましたか。税務課長。 

○税務課長（菊地 健） １１番さんにお答えをさせていただきます。 

   １３ページの１０条の２関係、法附則第１５条第２項第１号の条例で定める割合とい

うことですが、本村においては、わがまち特例の部分での適用分は今のところございま

せん。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 今のわがまち、我が村ではないということでありますが、例えば、

よその市町村あたりで、どういうことでわがまち特例ということ、考えて使っていらっ

しゃるのか、伺っておきたいのですが。 

○議長（菊地利勝） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） １１番さんにお答えをさせていただきます。 

   わがまち特例関係につきましては、国のほうにおきまして推進する事業関係、いわゆ

る風力発電とかそういった部分で、政策的に推進するようなものについて、その自治体

が何といいますか、例えば誘致をするようなもの、導入を推進するようなものについて、

いわゆる課税標準額を地方税法のある程度標準がありまして、前後、幅を持たせており

ます。その部分について、その市町村がその範囲で自由に決められるというような内容

になっています。近隣の市町村も、いわゆる法附則１５条の２項に定めているいろんな

もろもろの事業があるわけなんですが、必要なものについて、それぞれの自治体でそれ

を定めているというような中身になっております。なお、近隣の部分についてはちょっ

と調べておりませんので、その点については私のほうでは答弁できません。 
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   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） それと、例えば、我が村でこれから水力発電とか何かそういうもの

で事業が成果が上がってきた場合、そういう場合、これで片や今までは３分の１だった

のが２分の１とするというようなこういう条例、わがまち特例の場合はこれが可能だと

提案理由の説明の中で述べておられるわけですから、そういうふうに理解してよろしい

ですか。 

○議長（菊地利勝） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） １１番さんにお答えさせていただきます。 

   ご質問のとおりでございます。村のほうで水力発電稼働したというふうになっていま

すが、その規模等に応じまして、国で定める基準に合致すれば、わがまち特例に該当す

るというような内容になります。 

   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。 

（「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３０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３１号「大玉村国民健康保険条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認を求めることについて」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３１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４、議案第３２号「大玉村後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて」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３２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３３号「令和２年度大玉村一般会計補正予算の専決

処分の承認を求めることについて」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３３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３４号「令和２年度大玉村国民健康保険特別会計補

正予算の専決処分の承認を求めることについて」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３４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３５号「令和２年度大玉村一般会計補正予算の専決

処分の承認を求めることについて」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３５号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第８、議案第３６号「大玉村固定資産評価審査委員会条例の一部

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３６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９、議案第３７号「大玉村税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３７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３８号「大玉村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。１１番。 

○１１番（押山義則） 今回、これでこの条例を改正することによって、税額の引下げが行

われるわけであります。今回、基金からその分を繰り入れて税額を引き下げるという措

置でございますが、この引下げは今の状況から見れば当然だと思っております。いい判

断だと思っておりますが、ただ、これに対して国のその後の措置とか何かというのは望

めないんでしょうか。基金はそれぞれ限界があると思うんですが、その辺の説明、よろ

しくお願いしたいのですが。 

○議長（菊地利勝） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） １１番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   今、ご質問のあったような内容でのいわゆる税率を引き下げて基金から１，０００万

持ち出していると。これに対する財政支援はございません。昨日、一般質問の中で、国

保税の減免関係に関して、コロナウイルス対策というか、それに関しまして減免した場

合は、国から特別調整交付金なりで補塡があるという中身でございますけれども、いわ

ゆる国民健康保険税につきましては目的税でありまして、当該年度に必要となるべきも

のは受益者から徴収するという性格のものでありますので、基本的にこの１，０００万

分、これについては自主財源のほうで運営していくしかないというような状況の中でご

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） 
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○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   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３８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３９号「平成２３年度東日本大震災による被災者

に対する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免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３９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４０号「大玉村介護保険条例の一部を改正する条

例ついて」を議題といたします。 

   質疑を許します。１１番。 

○１１番（押山義則） この条例に関しても、先ほどと同様に消費税増税の対応として公費

を投入するということなんですが、これも先ほどの国保税同様に似たような状況になる

んでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） １１番議員さんにお答えいたします。 

   今ほどの介護保険条例の一部を改正する条例によって減免する金額につきましては、
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３年間継続的に法律に基づいてやっておりまして、消費税増税に伴うものということで、

こちらについては、国のほうの１０分の１０の補助がございます。 

   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。 

   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４０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１３、議案第４１号「大玉村帰還環境整備交付金基金条例を廃

止する条例について」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４１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１４、議案第４２号「令和２年度大玉村一般会計補正予算につ

いて」を議題といたします。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 最初に、２点ほどお伺いしますが、村債の補正の関わりで歳入歳出

について、４ページで公共事業債の補正額２０万ですね。１０ページでその村債を地方
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整備の道路の整備に充てる、これが２０万。そして２０ページで、橋梁維持補修工事

７０万のうち、この２０万を充てるということなんですけれども、わざわざ村債を起こ

して２０万を新たにやらなければならないという、僅かなお金をここで新たに起こさな

ければならないという理由があるのか。それからもう一つ、その中で、国のお金がマイ

ナスになっているとの関係もあるのかどうか。 

   この点について、まず最初に村債を２０万という、何回も桁勘定したんだけれども、

２０万だからね。合計合わせても２０万しか増えていない、それが１つ。 

   それからもう一つは、１８ページ、農林水産業費の農林振興で、いわゆるイノシシに

関わる大きな事業でありますが、事業そのものは大いに意義があるんですけれども、聞

くところによると、仙台辺りの業者が来ていろいろやるということでしたけれども、言

葉は悪いけれども、行った来たで、あらかたその銭使われてしまうんじゃないかという

心配、私、率直にするんです。地元の人がしっかり利益になるとか、そういうことにな

らないで、何かそういう業者の食い物になっては困るなというようなことがまず１つ。

それから、もう一つ大事なことは、それやることはいいことなんですけれども、やっぱ

り地域の皆さんにしっかりと説明をする、そしてまた、それならず、この大玉一円、村

長はわがいのほうはなんねえみたいなことをこの間言ったけれども、やっぱり３区だっ

ていっぱいイノシシ出るし、当然山麓のほういっぱいあるので、そういう希望の皆さん

にもお誘いをして、しっかりとその実証に混ざってもらって、今後、こうした事業に対

する一定の方向づけに役立つという事業にすべきではないかという点で、そこら辺の進

め方についてもどういう方向で考えているかということのこの２点についてまずお伺い

をいたします。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） まず、村債の２０万の件でございますが、１０番議員さんにお答

えいたします。 

   まず、村債の２０万の件でございますが、道路橋長寿命化事業に伴いまして、今年度

は４橋の補修工事、あと２６橋の定期点検を実施予定してございます。それに伴いまし

て、国に補助要望をしてございます。当初、私どもで見込んでおりましたのが、令和元

年度の５８．３％の交付率でございました。ただし、今年度の交付率が５７．７５％で

ございまして、その差が出てまいりました。当然、村の持出しがその分増えるという形

になります。この事業に関しましては、国の補助以外の部分に関しましては土木債のほ

うで当てがってございます。その超えた分２０万に関しても前の当初予算で見ていまし

た、それに加えての２０万という形で今回計上させていただいたものです。 

   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） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １８、１９ページのイノシシの実証事業についてですけれども、まず、業者選定につ

いてですけれども、こちら、県のほうに問い合わせたところ、実証事業できるであろう

会社のほうが４社ほどございますけれども、県のほうでも昨年度もこの実証事業を二本

松と川俣で実施しております。４社のうち１社の会社と随意契約を結んでおりまして、
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ほかの３社につきましては、専門員の可否が不透明ということと実績がないということ

で、県のほうでも１社随契ということで仙台の業者を選定しているところでございます。

ですので、本村におきましても実績のあるその１社と随意契約でいきたいなというふう

には考えておりますけれども、今後、財政のほうとも協議しながら選定のほうについて

は進めていきたいというふうに考えてございます。 

   あと２つ目、この実証事業を全村にということでございます。 

   こちらの実証事業につきましては、今年度につきましては、大玉９区のほうで実施す

るようになってございます。説明会等も行いまして、地域の皆様の意見を集約した上で

専門員の現地調査を行いながら計画を立ててやっていくようになりますけれども、その

後、こちらの実証結果を基に、これを生かした取組について、今後、本村全域に広めて

いければな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） 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番議員さんに若干補足をさせてい

ただきたいと思います。 

   この事業ですが、県の補助事業、財源が１０分の１０ということで、県北地方で川俣

と二本松については昨年度に引き続き、今年度大玉ということで、３市町村で行う事業

でございます。また、今ほど課長のほうから説明を申し上げましたが、モデル地区を選

定し実証していきますが、これはそこだけの利益ということではなくて、あくまで今年

はそれを実証する、その事業を行って、当然研修会なりについては全村に呼びかける、

さらにその実証の成果を来年度以降、全村に波及させていくというふうな趣旨の事業を

展開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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ、ありがとうございました。 

   最初のその村債の関係は事業の性格上そういうことになって、そういうくくりになっ

ているんですということですね、要するに。それから、今の事業の関係、イノシシ、こ

れは今言ったとおり大事なお金ですので十分に検討して、慎重に進めたいというような

ことの答えになるんですか。やっぱり、そこら辺きちっと、私が求めているのは誰が悪

りかりじゃなくて、そういうことが大事だよと。１，２００万のお金、いつの間にか何

がなんだか分からなくなって終わってしまったでは、行ったり来たりすると相当なお金

がかかるので、人件費がほとんど占めちまうんだね。そこら辺、十分検討して、今、部

長からもフォローがありましたが、そうしたことを含めながら今後に生かされる、そう

いうものに大いに期待しているので、対応をよろしくお願いします。 

   以上。 

○議長（菊地利勝） ほかに。２番。 

○２番（渡邉啓子） １８ページ、款７の商工費の商工業の振興に要する経費の中の移動販

売車の購入８００万についてですが、どのような事業が展開されるのかと、誰がどのよ

うな形で運営し、利用対象者はどういう方になるのかをお伺いします。 
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○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。 

   １８ページ、移動販売車でございますけれども、こちらにつきましては、買物弱者、

お買物に出かけられないという方、高齢者とか、今回のコロナウイルスのような状況で

外出を控えたいという方などを対象に、こちらの移動販売車を整備いたしまして、そち

らで対応していきたいというふうな考えでございます。誰に運営を行ってもらうかとい

うのは、今のところまだ決定はしてございません。村のほうで整備いたしまして貸出し

をして行ってもらうというようなことは考えておりますけれども、その委託先というこ

とは、今のところはまだ決定してございませんが、広く公募をして募集をかけたり、あ

とは、こちらからどなたかに直接依頼するなどといった形で委託していきたいというふ

うに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 今の件に関してですが、それは登録制とか、そういう感じになるので

しょうか、利用したい人は。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ２番さんに再度お答えいたします。 

   登録制ということに関しましては、今のところまだ決定してございませんけれども、

今後、そういった登録制にするのか希望の方に対して順次お伺いするのかということに

関しましては、委託業者さん等についても絡んでくるような問題ではありますので、そ

の辺についても、今後、詰めていきたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。４番。 

○４番（本多保夫）  ２１ページ、土木費関係なんですが、空き家改修に要する経費

１００万なんですが、場所もしくは戸数。 

   ２５ページ、教育費の上段のほうなんですが、幼稚園管理費運営に要する経費で、旅

費で費用弁償９万５，０００円、これは研修か何かに対しての費用弁償なのか、それを

伺います。 

   中段に行きまして、文化財保護に要する経費の中で報償費、緊急発掘作業報償、掘削

ですか、それとその使用料及び賃借料、これは場所的にはどこなのか、どのような緊急

なのかをお願いします。 

   最後になりますが、２７ページ、やはり教育費で、１８番の負担金補助及び交付金、

巡回ラジオ体操・みんなの体操会実行委員会補助金とありますが、私、初めて聞いたん

で、この名称、中身についてお尋ねしたいということと、実行委員名、できれば教えて

いただきたい。この巡回ラジオ体操というのは、時期的にはいつ頃やるのか、それも含

めてお願いします。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ４番議員さんにお答えいたします。 
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   空き家改修支援事業の補助金でございます。当初予算では１００万円ほど計上してお

りました。今回１００万円さらに増額で計上させていただくものでございます。この制

度につきましては、地域おこし協力隊員の居住の用に供する空き家の所有者につきまし

ては、改修の上限を２００万円としてございます。そういったことから、今回１００万

円の増額をさせていただいたものでございます。 

   空き家の場所でございますが、玉井字小姓内地内でございます。戸数につきましては、

１戸ということになります。 

   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。 

   ２５ページ、幼稚園管理運営に要する経費の旅費についてのご質問でございます。こ

ちらにつきましては、大山幼稚園で本年度新規に採用しました会計年度任用職員の通勤

手当に係る費用の計上でございます。新規に採用した関係で、通勤手当の支給が必要と

なった関係で計上させていただきました。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（作田純一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   まず、２５ページ、緊急発掘作業、それから重機の借上げ、場所、どこだという話で

ございますが、当初予算でこの緊急発掘の予算をいただいておりました。その予算を用

いまして、玉井字南町地内の緊急発掘、先日行ったところでございます。今後、またそ

のような事案が発生した場合に備えての予算措置ということでございます。具体的に今

後の予定は今のところ、まだ未定ということでございます。 

   ２７ページ、巡回ラジオ体操の件でございますが、まず時期、当初みんなのラジオ体

操巡回を本部のほうから大玉村８月１日ということでいただいたところではございます

が、６月８日に夏の巡回ラジオ体操中止という連絡がありました。全国的に巡回ラジオ

体操、その他、中止ということでございますので、今年度この事業はないということに

なります。 

   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） １９ページの農業振興費の１８の負担金及び交付金ということで、農

業機械等の共同利用等の整備事業補助金１９０万円上がっているんですが、これは申込

み人数と、あと、どういう機械が申込みあるのか、お知らせ願いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   今回の補助金の増額でございますけれども、こちら要綱改正でＧＡＰ取得者のいる方、

いる団体につきましては、５分の１を４分の１に引上げということで、その差額分を補

正いたしております。今年度につきましては、今のところ１１件の申請がございます。

機械の中身についてですけれども、コンバイン、あと色彩選別機、トラクターなど、機

種につきましては様々多様になってございます。 
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   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。８番。 

○８番（武田悦子） １３ページの企画費、総務費の中の企画費で、公共交通の運行に要す

る経費、デマンド型乗り合いタクシーの購入費、さらには運行補助金というのが計上さ

れておりますが、２台になるということで、どのように運行されるのか、また、今後、

そのほかの公共交通との兼ね合いを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。 

   次に、１７ページ、衛生費の中の⑤検診事業に要する経費の中で、赤外線サーモグラ

フィーの器材ということで、備品代上がっております。総合健診で使われるというお話

でございましたが、今年度の総合健診、どのような形で行うのか、例年ですと、かなり

の密な状態になっているかなというふうに思いますが、今年度はどのような形で行われ

るのか、改めて伺いたいと思います。 

   次に、２３ページ、教育費の中の③スクールバス運行に要する経費、スクールバスの

増車分計上されております。２台分というお話でございましたが、これもどのように運

行されるのか、玉井、大山あると思うんですが、そのあたりをお聞きしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   １３ページ、２段目の公共交通③の公共交通のデマンドタクシー関係でございます。

今回は、コロナの関係で、今現在は定員１０名のデマンドのワゴンタクシーなので、で

きるだけ密を避けるという意味で、今回、もう１台追加していきたい。今乗っている、

利用されている利用人数を約半分ぐらいの人数で運行できればというふうに考えており

ますので、基本的に運行については、今と同じような方式でやりたいというふうに考え

てございます。 

   ほかの交通関係、広域バス等の関係ですが、こちらについては、残念ながらあまり密

になるような状況ではないように見受けられますので、これは、現状このまま続けてい

きたいと。当初予算等の説明というか答弁にもあったように、今後、公共交通関係の福

祉バスとの関係も含めて、今後、どのようにしていくかを検討していきたいと思ってお

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） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今年度の総合健診についてのご質問でございます。 

   今年度の総合健診につきましては、現在、申込者に通知を郵送で発送しておりまして、

時期的には７月１４日から１８日までの５日間で開催を予定しております。毎年、延べ

１，０００人ほどの受診者がございまして、１日平均２００人と想定してございます。

今年度につきましては、例年より密を避けるという工夫で、まずは指定した時間に来て

いただくというふうな形を取ってございます。病院の予約のような形で、時間について

はこちらの一方的な指定になってしまうんですが、あと変更を受け付けるということで、

現在、変更を受付しております。時間も午前７時３０分から１１時３０分までというこ
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とで、今までの時間より時間を延ばしまして、密を避けるような工夫をしてございます。

さらに、保健衛生協会と委託契約をしているんですが、そちらのほう手指消毒なり、感

染症ですね、発症しないような形の対策を講じて、万全の状態で実施したいと考えてご

ざいます。 

   あと、皆さんに一応お願いしたいところで周知しているところなんですが、事前に体

調悪い方、または、自宅の検温ということで、風邪とかの症状がある方については、受

診をしないような形で呼びかけをお願いしておりますので、議員の皆さんにもどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

   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。 

   ２３ページ、スクールバスの運行に関するご質問でございます。 

   現在、大山方面、大山幼稚園の登園関係に１台、それから玉井方面につきましては、

玉井小学校の登校時に１台の増便を計画しております。さらには、一斉下校、玉井小学

校のところなんですが、一斉下校のときには、人数が多くなるということで、今、２回

に分けて運行を図っておりますが、そういったときに利用を考えております。さらには、

日常の幼稚園、小学校、中学校の教育活動で、様々な機会でスクールバスを利用する機

会がございます。そういったときの利用を考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。１１番。 

○１１番（押山義則） 何点かお伺い申し上げます。 

   １３ページのむらおこし活性化事業補助金３０万について伺いたいんでありますが、

これは地域おこし協力隊、野ざらし運営されているから、それの企画費補助と伺ってい

るんですが、むらおこし活性化にどのような形で貢献しておられるのか、ちょっと中身

が見えませんので、その辺伺います。 

   それから、同じく１３ページで、デマンドタクシーの増設についてでありますが、こ

れはいつスタートになるんだか、今後のことも含めましてスタートの時期と、それに合

わせて福祉バスと巡回バスの廃止の検討はどのようになされておられるのか、それ伺っ

ておきます。また予定とかそういうことです。かなり規模がいろんな形で運営すると大

変な状況になると思っておりますので、その点お願いします。 

   それから、同じ１３ページの国内外交流に関する事業なんでございますが、今回、国

内外交流協会補助２５万、説明の中では野内与吉顕彰会の設立ということで、そのため

の交流協会の補助金と伺っておりますが、これは事業の流れと主に必要性、それからど

のような形で交流協会の中できちんと協議されてこの事業、この選択になっているのか、

その点伺います。 

   それから、下段の友好都市支援寄附金２６万でございますが、これはいろんな形でマ

チュピチュ、それからペルー共和国とのつながりをもっていかれるわけでございますが、

前の事業の中でいろんな形で教訓を得たと思っております。そういうものから併せて今

回はこれだと、現金という形だとスムーズに行くのかなという思いもありますが、その
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辺の反省も含めまして、これは別な２６万円の活用はできないのかということを伺って

おきます。 

   それから、１７ページに入ります。 

   １７ページで下段のほうで、元気づくりシステム商標使用権使用料というのがござい

ます。これは６４万９，０００円ですか、これは補正で出すということはちょっと私は

不思議なんでありますが、こういう当初からかかる使用権の使用料などは当初予算で計

上すべき内容であって、それがスタートしてから使用料が必要なんだということは、ち

ょっと説明が不足、そのように感じられます。議会軽視とまでは言いませんけれども、

そういう思いが少ししております。 

   それから、この元気づくりシステムの減額もございますが、これは今回、７月からは

実施と伺っておりますが、本当に無理していないのかということをちょっと伺っておき

たいんです。現実に、私の地域も何とか取り組もうと思っているんですが、例えば私ど

もの集会所でやると、面積の中で８人しか収容できない。８人でやるしかない、そうい

う運営状況であります。だからそういう状況で、この元気づくりシステムを運営してい

って大丈夫なのか、担当する方はそれ専任でおられるわけだから、なかなか大変だと思

いますが、その辺はもう少し慎重に考えていただきたい事業だと思っております。 

   それから、１９ページ、お願いします。 

   村産品発送業務委託料１５万、これは端的にで結構です。対象者の人数と、どのよう

な方法で、どういう形で発送の相手を選択なされるのか、その辺も含めてお伺い申し上

げます。 

   それから、１９ページ、イノシシの捕獲実証事業、これは先ほどもご質問ございまし

た。私もこれはいろんな形でこういう形をお願いした経緯がございますので、この展開

は大変うれしいんでありますが、ただ、もう少し慎重な形で企画をしていただきたいと

思っております。先ほどの説明では、仙台の事業所といろんな形でやると。実行すると

伺いましたが、イノシシの生息地それぞれ特性がございます。大玉村は大玉村でやっぱ

りイノシシの特性もあります。その辺を考えて一律なものでなくて、地域性をうまく捉

えた形をやっていかないと、これは失敗するおそれが強いと思っております。イノシシ

大変おりこうさんでございますので、その辺ももう少し検討した形で、単なる委託でな

くて、せっかくの１，２００万を投入するわけですから、その辺を十分に勉強してやっ

ていただきたいと思います。私も、前、提案したこともあったもんで、三重県あたりの

形を、ちょっと行くついでに視察してきたんですが、やっぱり大学とか何かと提携した

形で、この地域地域に合ったやり方を、同じ三重県の中でも何か所かあるんですが、そ

れぞれ特性がありました。そういう学習をした上で事業をしていただきたいと、そうい

う願いであります。 

   それから、移動販売車８００万でございますが、これは、住民の理解が一番大変大切

でございますので、必ず公募とか何かの形でやるということを明確に約束していただき

たい、そう思っております。 

   それから、２３ページの学校ＩＣＴ推進に要する事業１５３万９，０００円ですが、

これは校舎内のネットワーク整備と伺っておりますが、今年度ＧＩＧＡスクール、今年
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度中に整備ということでございます。それで、担当に伺っておきたいんですが、全体概

要、それから事業費の総額もお示し願いたいんでありますが。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １１番議員さんに、１３ページのデマンドタクシーについて政策的な

ことですので、私のほうから答弁をさせていただきますが、デマンドタクシーについて

は、今、ほとんどの事業は臨時交付金で１０分の１０頂ける事業ということで、将来、

例えば半年後１年後で必要であろうというものの今回購入しているという事情がありま

すので、熟度が高まっていないものというのは若干ございますのでご理解をいただきた

いと。後で全額村費で投入するということではなくてという部分もございますので、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

   デマンドタクシーについては、令和２年度に公共交通システムを統合に向けてデマン

ドタクシー１台多く導入して、どういうふうに統合するかということを検討して、令和

３年度から早ければ運行したいということで当初計画をしておりましたが、今回、交付

金を使えるということですので、どっちにしても来年導入するんであれば、早めにとい

うことですが、ただ、購入をしてその後、タクシーの会社と運行等についての調整等を

含めますと、３か月程度かかるのではないかと、納入されて運行するまではということ

ですが、当面は今のままで運行をしていくということで、福祉バスも生活バスも今年度

は通常どおり、今までどおり運行したいと。というのも、生活バスは二本松市と本宮市

と大玉村、３者で運行しておりますので、年度途中で大玉村が運行止めますということ

はできませんので、契約があります。ですから、令和２年度については、タクシーが

１台増えると、デマンドタクシーが１台増えるということで、その運行についてはこれ

からタクシー会社のほうと協議になります。どういう運行するか、時間をどうするか

等々を含めて検討してまいりますので、もう少し時間がかかると。早ければ、来年の

４月から統一したものにしていきたいなと、計画をしていきたいなというように考えて

います。その際は福祉バスを廃止するのか、生活バスをどうするのかということは、本

宮、二本松とも協議しながら詰めていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

   すみません、国内外交流協会の野内与吉さんの関係については、役場のほうでの中の

検討で、マチュピチュ村と今交流が中断していると、お知らせしましたとおり、村長が

代わりまして。それはそうすると、今度代わるたびにどういうふうな交流をしていくの

かということにも影響受けますので、ただ、世界的な有名なマチュピチュ村を作った日

本人が大玉出身であるということについては、どういう状況であろうと変わらないとい

うことですので、野内与吉さんの活躍、功績を野内与吉顕彰会という形で大玉村内でし

っかりと顕彰記録を残していきましょうと。そして、各、与吉さんのお子さんとかお孫

さんたちがたくさんおられますので、そういう人たちにお願いをして、国内外交流協会

を通して写真を頂いたり、それから記録を頂いたりというような通信連絡費がほとんど

だろうというふうに考えていますが、そういうもので協会のほうと話合いをした結果、

受けていただけるということなので、今回、予算を取ったと。 
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   それから、あと２５万の寄附金、これはときまるカップのゴルフのチャリティーです

ので、預り金なんですね。これは、マチュピチュ村に物品もしくは何らかの形で寄附を

するという預り金ですので、村で使用するわけにはいかないと。令和元年度に取った予

算が流れてしまいましたので、改めて今回歳出にのせたと。物を贈るとなると、なかな

か今この状態ですから、マチュピチュ村とは現金でお送りするということで、連絡を取

ることにしております。 

○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。 

   １３ページ、上から２段目の①の企画事務、むらおこし活性化事業補助金についてで

ございます。 

   地域おこし協力隊の方が、今現在、福島県のほうに福島に住んで、がんばる地域応援

補助金の交付申請をしております。これにつきましては、大玉村をはじめとする福島県

の魅力をアピールし、移住や２か点居住など多様な暮らしの実践を後押しするというこ

とで、令和２年度いっぱいを目途に補助金を申請して事業を進めているところでござい

ます。これにも記載のとおり、大玉村の直売所の産品等、東京の喫茶野ざらしのほうで

販売、利用してもらい、さらには東京の方をこちらのほうに連れてきて、農業体験なり、

そういった宿泊体験をしていただくという事業でございます。その事業費の県補助金を

差し引いた分の残が約６０万円程度になりますので、その２分の１の３０万円を補助す

るものであります。 

   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） １１番議員さんにお答えいたします。 

   １７ページ、元気づくりシステムコーディネーター支援業務委託料の補正減と、項目

１３の使用料及び賃貸料の元気づくりシステム商標使用権使用料についてでございます

が、こちらにつきましては当初予算の中で委託料の中に５７７万８，０００円の中の内

訳として商標使用権の６４万９，０００円を取ってございましたが、こちら性質上、使

用料及び賃借料であるべきということで組替えを行っております。６４万９，０００円

と三角の６４万７，０００円で２，０００円差が出ているんですが、こちらについては

繰上げによる誤差でございますので、こちらについては予算の組替えということでご了

解いただきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １１番議員さんにお答えいたします。 

   １７ページの元気づくりシステムの実施という観点でございますが、昨年度、コロナ

ウイルスに感染する前の計画で考えてございました。ご質問にありましたように、実施

を７月にずらすということで、場所が狭いという集会施設がかなり多いということは承

知しております。ただ、狭いからといってやらないというわけにもなかなかこれも難し

いというところがございます。場合によっては、これは参加者の皆様との協議にもなる

かと思いますが、若干時間を短縮して、２部制、いわゆる午前中のうちに１回を想定し

ていたものを２回に若干詰めてやるといったもの、もしくは、条件によっては、場所を
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広いところで改善するということも視野に入れつつ、参加者の皆さんとの協議をしたい

と考えてございます。先例であります伊達も、様々な感染防止対策を取って実施してご

ざいますので、こちらのほうとしても、できれば早いうちに高齢者の運動能力低下しな

いうちに手を打ちたいと考えてございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） １１番議員さんにお答えいたします。 

   １９ページ、村産品発送業務委託料につきまして、人数と方法についてでございます

けれども、人数につきましては、平成５年４月２日生まれから平成１４年４月１日生ま

れの方、こちら約５０人で１０年分、約５００人、あと大玉村の出身者の会が約

１２０人、このうちダイレクトメールや通知等により希望される方を約５００人程度と

いうことで見込んでございます。発送方法につきましては、村づくり株式会社のほうへ

委託してお願いしようというふうに考えてございます。 

   あと、続きまして、イノシシ実証事業でございます。 

   こちらにつきましては、慎重に行っていきたいと思っております。それで、地元の方

へのまず説明会がございます。地元の方にも協力していただきながら、専門員による現

地調査も実施いたします。その説明会で地元住民からの意見を集約いたしまして、計画

策定して実施に当たるということにしてございます。結果、検証を基に、来年度以降は

村内全域に広げていきたいというふうに考えてございますので、ご理解賜りたいと思い

ます。 

   あと、続きまして、移動販売車でございます。 

   こちら、議員さんおっしゃるとおり、公募で広く周知し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） 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。 

   ２３ページ、学校ＩＣＴ推進に要する経費でございます。 

   まずは、補正予算で計上させていただきました分につきましては、ＧＩＧＡスクール

構想を見据えまして１人１台端末のアクセスの集中により、通信速度が遅くなったり中

断したりすることがないよう、学校外部の通信環境の整備を図るものでございます。 

   今後、あくまでも予定しているということになりますが、ＧＩＧＡスクール構想の全

体概要と事業費というお尋ねでございます。 

   まずは、１点は、学校、それぞれの小中学校の校内のネットワーク環境の整備がまず

１点でございます。こちらにつきましては、各教室等でのＷｉ－Ｆｉ環境、それからパ

ソコンを収納・充電する電源キャビネット、こういったものを整備する事業を予定して

ございます。あくまでも概算でございますが、参考で現在約４，２００万程度を見込ん

でおります。 

   それから、１人１台端末整備事業になりますが、こちらにつきましては、今回の国の

補正予算措置に伴いまして、令和５年度までに１人１台端末を整備することで計画して

おりましたが、それを前倒ししまして、全児童生徒１人１台を整備したいと考えており
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ます。児童生徒全員、それから予備機、あとは先生用、合わせると大体８７０台を予定

しております。これに対して国庫補助がございますが、児童生徒の３分の２に対する上

限４万５，０００円が国庫補助となっております。併せて今回、地方創生臨時交付金の

活用も可能となりました。ただし、一部やはり一般財源が必要となってくるかと思いま

す。そういったこともございまして、整備の内容、これは価格も含めてでございますが、

その辺については今後精査をし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） １１番。 

○１１番（押山義則） むらおこし、地域おこし協力隊のこの活動でございますが、これは

もう少し村民の理解が得られるような、村民にこういう活動をしているんだという周知

を徹底をしていただきたいと思います。私も正直言って、野ざらしという名前知りませ

んでした。議案調査の中で知って、ああ、こういう事業をやっているんだなと思ったも

のですから、その辺をお願いしておきます。 

   それから、元気づくりシステムの使用権使用料、これも毎年使用料が取られると、そ

の辺も本当はううんとびっくりしたんですけれども、体操するのにこの使用料が毎年取

られるという、それも１６５万、何年続けるのかその辺もこの事業の大きさに改めて驚

いたところなんです。その辺もちょっと説明が足りなかったのか、私だけ理解していな

いのかもしれませんが、議員の皆さんはどうだか、やっぱりそういうちょっとびっくり

したことでありますんで、よろしくお願いします。 

   それから、イノシシのことで先ほど説明ございました。これは、今、実際村でチラシ

を入れて村民に広告出したところですね、イノシシとか狩猟免許について。実は私もそ

れをやってみようと思ったら、試験のご案内が変更なんですね、昨日で。そして８月

１日に免許を受けようと思ったら、もう講習がペケ、それから９月１３日も、これも朝

一番で電話入れなければとても無理だよと。そういう状況が、ただ今回そのコロナの関

係で、１回目が中止になっていますんで、そういう状況が発生しているということであ

ります。なかなか、どうしても協会の強いところ集団で申し込んでしまうから、大玉村

あたりが申し込もうとしても、もういっぱいですと。今回は、だからお断りされてしま

いました。何人かでせっかくこういう事業がスタートしたものですから、応募してみよ

うと思ったんですが、やっぱりその辺はもう少しこの事業をせっかく進めるんですから、

村民に優しく説明して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。 



 

- 145 - 

 

（「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４２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。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後３時５５分といたします。 

（午後３時３８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後３時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） ここで、議長からお諮りいたします。 

   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） 

○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。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１５、議案第４３号「令和２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。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ３２ページですけれども、繰入金の関係、先ほど若干質問もあった

わけですけれども、これは国民健康保険の基盤安定のほうから、当初予算で

２，０００万、今期補正で１，０００万ということで、合わせて３，０００万の取崩し

ということでありますが、そういう中で今年の国保税の負担を軽減するために取り組ま

れたということでありますが、そうすると、このかなりの基金残というのが一体どのく

らいで、またその残で今後の様々な激変があった場合の対応ということについて、それ

で大丈夫なのかどうかというようなことについての見通しなどについてもお聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） １０番議員さんにお答えいたします。 

   国民健康保険の財政調整基金の残高関係でございますが、前年度末残高で約

８，４００万でございました。今年度の当初で２，０００万取崩し、今回の引下げによ

りさらに１，０００万を取り崩しますと、残りは５，４００万になる見込みとなってご

ざいます。これにつきましては、前年度の期首の残高と同額ということでございますの

で、今後の突発的な需要に対しましても十分に対応できるものと考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 
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○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   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４３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４４号「令和２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４４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４５号「令和２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４５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１８、議案第４６号「郡山市と大玉村との連携中枢都市圏形成

に係る連携協約の一部を変更する連携協約の締結に関する協議について」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４６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１９、議案第４７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４７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４８号「大玉村農業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。４番。 
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○４番（本多保夫） ２点ほどお伺いします。 

   ここに記載されている方々、大変優秀な方かと思いますが、１点目は、現在は外部団

体である共済とかＪＡに対しての推薦願いというか、そういうものは出しているのか出

さないのか。 

   もう１点は、ここに載っております笹山さん、この人はどういう立場で農業委員の名

に上がっているのか、その２点お願いします。 

○議長（菊地利勝） 農業委員会事務局長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   農業委員の募集関係でありますけれども、これは一般公募、それから団体推薦という

ことでありますが、こちら村の方から団体に推薦依頼というものは現在発出しておりま

せん。 

   それから、笹山紀美子さん、候補者でございますけれども、現在は中立委員という形

で、いわゆる認定農業者でない、あるいは農業経営者でないという方を入れるというふ

うなことがございます。したがいまして、笹山さんにつきましては、農業経営者でない

その中立という立場で入っていただくということで候補者に上げさせていただいたとい

うふうな内容でございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。５番。 

○５番（松本 昇） 本当に優秀な方ばかりなんですが、前は村長推薦というような形とい

うか、国からの規約というか、そういうあれであったんですが、今回はどういうふうな、

これ地元からの推薦なのか、それとも村長の推薦で上がってきたのか、そこを伺いたい

と思います。 

○議長（菊地利勝） 農業委員会事務局長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   農業委員会委員でございますけれども、農業委員会法の改正に伴いまして、前回から

いわゆる公選制ではなくて公募等による農業委員の村長の任命というふうな形に変わり

ました。したがいまして、村長が任命するということでございますので、村長推薦とい

う枠はございません。公募、推薦による公募というふうな形で応募いただいた方々を庁

内で選考いたしまして、今回提案をさせていただいたという内容でございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

   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。 

○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。 
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   よって、これより議案第４８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されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第２１、陳情第１号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出

の陳情について」を議題といたします。 

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

求めます。１０番。 

○総務文教常任委員会委員長（須藤軍蔵） 総務文教常任委員会報告。 

   議長の命によりまして、総務文教常任委員会の審査結果を報告いたします。 

   去る６月１６日の本会議において総務文教常任委員会に付託されました陳情第１号

「地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について」を審査するため、６月

１６日午後１時３０分より大玉村役場第２委員会室において全委員が出席し、さらに参

考意見の聴取のため総務部長に出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   陳情第１号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について」、慎重審議

の上、採決を行った結果、全委員一致をもって採択とし、関係機関に対して意見書を提

出することと決定いたしました。 

   以上のとおり、総務文教常任委員会に付託されました陳情についての審査結果をご報

告いたします。 

   令和２年６月１９日 

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

   大玉村議会議長 菊 地 利 勝 殿 

   以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地利勝） ただいま総務文教常任委員会委員長からの報告が終わりました。 

   総務文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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１号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について」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２２、陳情第２号「福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求
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める意見書提出の陳情について」を議題といたします。 

   本件について、付託いたしました産業厚生常任委員会委員長から審査の結果の報告を

求めます。８番。 

○産業厚生常任委員会委員長（武田悦子） 産業厚生常任委員会報告書。 

   議長の命によりまして、産業厚生常任委員会の審査結果を報告いたします。 

   去る６月１６日の本会議において産業厚生常任委員会に付託されました陳情第２号

「福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳情について」を審査す

るため、６月１６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、産業建設部長の出席を求め、委員会を開催いたしま

した。 

   本陳情については、政府が毎年３％程度を目途として引き上げ、全国加重平均

１，０００円を目指すと閣議決定していること、福島県内の労働力確保、人口流出抑制

のためにも最低賃金の引上げは必要であるとの意見が出され、慎重に審査した結果、全

委員一致をもって採択すべきものと決定しました。 

   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２年６月１９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 

   以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地利勝） ただいま産業厚生常任委員会委員長からの報告が終わりました。 

   産業厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   陳情第２号「福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳情につい

て」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２３、陳情第３号「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を

求める意見書提出の陳情について」を議題といたします。 

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

めます。１０番。 

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

審査結果を報告いたします。 
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   去る６月１６日の本会議において総務文教常任委員会に付託されました陳情第３号

「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書提出の陳情について」を審査

するため、６月１６日午後１時４５分より大玉村役場第２委員会室において全委員が出

席し、委員会を開催いたしました。 

   本陳情について、核兵器のない平和な世界は、唯一の戦争被爆国である我が国が望む

ところであり、趣旨は理解できるが、核保有国と非保有国との対立及び分断を助長する

ことや、核抑止力による安全保障の崩壊など、外交上の影響も懸念されるという非常に

複雑な状況下にあるなどの意見があり、慎重審議の結果、この陳情を趣旨採択とすべき

ものと決定いたしました。 

   以上のとおり、総務文教常任委員会に付託されました陳情についての審査結果を報告

いたします。 

   令和２年６月１９日 

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

   大玉村議会議長 菊 地 利 勝 殿 

   以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地利勝） ただいま総務文教常任委員会委員長からの報告が終わりました。 

   総務文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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３号「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書提出の陳情につ

いて」を採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。 

   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２４、「選挙管理委員補充員の選挙」を行います。 

   お諮りいたします。 

   選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にした

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

   お諮りいたします。 

   指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   したがって、議長が指名することに決定しました。 

   選挙管理委員補充員には、次の方を指名いたします。 

   第４順位、鈴木幸一君を指名します。 

   お諮りいたします。 

   ただいま議長が指名した方を選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   したがって、第４順位、鈴木幸一君が順序のとおり選挙管理委員補充員に当選されま

した。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第２５、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

   議会運営委員会委員長から会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたしまし

た申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 

   お諮りいたします。 

   議会運営委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることに決

定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 次に、追加議事日程を配付したします。（追加議事日程 配付） 

   配付漏れございませんか。（なし） 

   ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議員発議第１号「地方財政の充実・強化

を求める意見書について」並びに議員発議第２号「福島県最低賃金の引き上げと早期発

効を求める意見書について」が提出されました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第１号から議員発議第２号まで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が、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議員発議第１号から議員発議第２号まで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１号「地方財政の充実・強化を求める意見

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。１番。 
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○１番（斎藤信一） 議員発議第１号「地方財政の充実・強化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２年６月１９日 

     大玉村議会議長 菊 地 利 勝 殿 

                    提出者 大玉村議会議員 斎 藤 信 一 

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

   提出先 内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、 

       内閣府特命担当大臣（地方創生、規制改革）、 

       内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

   地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

   いま、地方自治体には、医療・介護など社会保障への対応、子育て支援策の充実、地

域交通の維持・確保など、より多く、またより複雑化した行政需要への対応が求められ

ています。しかし、現実に公的サービスを担う人材不足が深刻化しており、疲弊する職

場実態にある中、新型コロナウイルス感染症対策や近年多発している大規模災害、その

ための防災・減災事業の実施など、緊急な対応を要する課題にも直面しています。 

   こうした地方の財源対応について、政府はいわゆる「骨太方針２０１８」で、

２０２１年度の地方財政計画まで、２０１８年度の地方財政計画の水準を下回らないよ

う、実質的に同水準を確保するとしています。実際に２０２０年度地方財政計画の一般

財源総額は６３兆４，３１８億円、前年度比プラス１％と、過去最高の水準となりまし

た。しかし、人口減少・超高齢化にともなう社会保障費関連をはじめとする地方の財政

需要に対応するためには、さらなる地方財政の充実・強化が求められています。 

   このため、２０２１年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的

確に見積もり、地方財政の確立をめざすよう、政府に以下の事項の実現を求めます。 

記 

   １．社会保障、感染症対策、防災、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増

大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を

図ること。 

   ２．とりわけ、子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援

など、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保お

よび地方財政措置を的確に行うこと。 

   ３．新型コロナウイル対策として、新たに政府が予算化した「新型コロナウイル感染

症対応地方創生臨時交付金」や「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」につ

いては、２０２０年度の補正予算にとどまらず、感染状況や自治体における財政需要を

把握しつつ、２０２１年度予算においても、国の責任において十分な財源を確保するこ

と。 

   ４．地方交付税における「業務改革の取組等の成果を反映した算定（従来のトップラ

ンナー方式）」は、地域の実情を無視し、本来交付税に求められる財源保障機能を損な

う算定方式であることから、その廃止・縮小を含めた検討を行うこと。 
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   ５．「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている１兆円について、引続

き同規模の財源確保をはかること。 

   ６．２０２０年度から始まる会計年度任用職員制度における当該職員の処遇改善に向

けて、引き続き所要額の調査を行うなどして、その財源確保をはかること。 

   ７．森林環境譲与税の譲与基準については、地方団体と協議を行い、林業需要の高い

自治体への譲与額を増大させるよう見直すこと。 

   ８．地域間の財源偏在性の是正にむけては、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に

国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な改善を行うこと。 

   また、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証

した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をは

かること。 

   ９．地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特

例の終了への対応、小規模自治体に配慮した段階補正の強化など対策を講じること。 

   １０．依然として４兆５，０００億円強と前年度を超える規模の財源不足があること

から、地方交付税の法定率を引き上げ、臨時財政対策債に頼らない地方財政を確立する

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２年６月１９日 

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

○議長（菊地利勝） 議員発議第１号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   これより採決いたします。 

   議員発議第１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、議員発議第２号「福島県最低賃金の引き上げと早期発

効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２号「福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見

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２年６月１９日 

     大玉村議会議長 菊 地 利 勝 殿 
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                    提出者 大玉村議会議員 鈴 木 康 広 

                    賛成者 大玉村議会議員 押 山 義 則 

   提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、福島労働局長 

   福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書（案） 

   福島県は、少子高齢化と人口の減少・流出が進み、震災当時と比較して生産年齢人口

は約２０万人も減少し、人手不足は深刻化しています。 

   人手不足を補うための外国人労働者数も対前年比で約２０％増加し、障害者雇用数も

県内民間企業で過去最高を更新、パート労働者、契約社員・派遣社員などの非正規労働

者は雇用全体の約４割となるなど働き手の多様化も進んでいます。これら、国籍の違い、

障がいの有無、雇用形態の違い等を理由に労働者を低賃金で雇用することがあってはな

りません。どこで働いていても、どのような就労形態であろうとも、賃金は少なくとも

生活できる水準を確保した上で働きの価値に見合った水準とすべきです。 

   また、人口減少による消費者の購買力の低下は、企業活動の縮小や賃金のデフレ化を

招き、地域経済へのダメージと更なる経済の縮小を引き起こします。そして、消費増税

による物価変動への影響も注視しなければなりません。社員・従業員の定着化を進め、

製品やサービスの付加価値向上、モノづくりの生産性向上を前提とした賃金引上げによ

る消費の喚起と市場拡大を目指す「経済の好循環」が求められます。 

   よって、本村議会は福島県の一層の発展をはかるため、最低賃金法の趣旨を踏まえ、

福島県最低賃金に関する、次の事項について強く要望します。 

   １．福島県最低賃金は、毎年年率３％程度を目途に引き上げをはかること。また

２０１９年６月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針」の「より早期に全国

加重平均１，０００円になることを目指す。」とした方針に基づき、相応の引き上げを

行うこと。 

   ２．福島県内の労働力確保、人口流出抑制・防止を見据えた金額とすること。 

   ３．消費増税による物価変動の状況を見極め、増税に見合った最低賃金を担保するこ

と。 

   ４．中小・地場企業に対する支援策等を強化し、最低賃金の引上げを行う環境を整備

すること。 

   ５．一般労働者の賃金引上げ時期を踏まえ、福島県最低賃金の改定諮問時期を可能な

限り早め、早期の発効に努めること。 

   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２年６月１９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２号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   これより採決いたします。 
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   議員発議第２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） 以上で、今期定例会に付議されました議案の審議は全部終了いたしま

した。 

   これをもって本日の会議を閉じ、令和２年第２回大玉村議会定例会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。 

（午後４時３５分） 


