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令和２年第６回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  令和２年１２月１１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７７号 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定につい 

            て 

     議案第７８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７９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８０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につ 

            いて 

     議案第８１号 令和２年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第８２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８３号 令和２年度大玉村農業集落排水事業特別会計補正予算について 

     議案第８４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 
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     議案第８５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８６号 村道路線の認定について 

     議案第８７号 大玉村監査委員の選任について 

    委員長審査報告並びに審査報告に対する質疑・討論・表決 

     請願第２号 「国の制度として『２０人程度学級』を展望した少人数学級の実 

           現を要望する意見書」の提出を求める請願書 

    閉会中の継続調査申出について 

     （１）議会運営委員会 

    追加議案審議 

     議員発議第６号 国の制度として「２０人程度学級」を展望した少人数学級の 

             実現を要望する意見書について 

 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 

１． ５番 松 本   昇  Ｐ．８５～ 

２． ３番 菊 地  厚 徳 Ｐ．９２～ 



 

- 85 - 

 

会 議 の 経 過 

 

○議長（菊地利勝） おはようございます。ご苦労さまでございます。 

   会議に先立ち申し上げます。 

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

で、ご承知願います。 

   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、傍聴に細田直市さんほか１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。 

   ５番松本昇君より通告がありました「直売所等及びアットホームおおたまの経営状

況を伺う」外１件の質問を許します。５番。 

○５番（松本 昇） ５番松本昇です。 

   さきに通告しておりました２件について、議長の許可を得ましたので、これから一

般質問を行いたいと思います。 

   一般質問に先立ちまして、質問の相手を村長ということですので、できるだけ村長

さんの答弁をお願いし、数字的なことは部長、課長さんで結構ですので、なるべくそ

ういう形でお願いしたいと思います。 

   それでは、一般質問に入ります。 

   今年に入りまして、世界中にコロナウイルスが発生しました。一旦は収まりかけた

ようですが、また増え始め、外出自粛や県をまたぐ移動規制などいろいろありました。

我々農家にとっては、米余りなど今後ますます厳しさが続きます。来年も減反割当て

といいますか、県から各市町村に配分の発表がありました。 

   それでは、質問に入ります。 

   １番の直売所等及びアットホームおおたまの経営状況を伺います。 

   コロナ禍において、指定管理の下、管理運営がなされている直売所やたまちゃん食

堂、アットホームおおたまの経営状況が懸念されます。現時点での経営実態を伺いま

す。 

   （１）の直売所における野菜等生産者の販売状況について伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   直売所における販売状況でございますが、販売額で申しますと、１０月末現在での
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販売額は１億４，８３８万３６７円ということになってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） ありがとうございます。 

   いろいろ生産者というか、出荷者の声などを聞きますが、野菜を出した数、それに

販売された数、引取りですか、残った野菜が出した数と合わないと、戻ってくる数が。

そういう生産者の声を聞くんですが、そういう状況は把握されているかどうかお伺い

いたします。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） 残った野菜と販売した数が合わないというようなことですけれ

ども、役場の、うちのほうではちょっと今のところ把握はしてございませんでした。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 村ではそういうことは把握していないということですが、そういう

声が多々聞こえますので、そこらもチェックしながら指導体制をよろしくお願いした

いと思います。 

   次、（２）のたまちゃん食堂における販売状況について伺います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） 再度お答えいたします。 

   たまちゃん食堂における販売状況でございますが、こちらも販売額で申しますと、

１０月末現在で１，６５１万５，４２０円ということになってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） ありがとうございます。 

   たまちゃん食堂は結構人気あるそうなので、生産者も、そば打つ人とか、また、お

客様もこの頃のそばはおいしいというような好評を得ておりますので、なお、村とし

てもよく指導のほど、お願いしたいと思います。 

   次に、（３）、これらの今答弁いただきましたが、２つの施設の収支状況について

伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） 再度お答えいたします。 

   直売所、お食事処たまちゃん、２施設の収支状況ということでございますが、

１０月末現在においては９０２万１，９６９円の黒字ということになってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 直売所、ましてやたまちゃん食堂も黒字ということは、これは村が

村民株式会社に任せておるということで、これはいいことだと思います。これからも

お客さんに喜ばれるような運営をするように、村でも指導していただきたいと思いま
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す。 

   それで、４番のアットホームおおたまの収支状況について伺います。 

○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） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   アットホームおおたまの収支状況についてでございますが、今年度１０月末現在で、

収入が２，３９１万９，０２６円、支出が４，４６３万７，１０６円で、

２，０７１万８，０８０円の支出超過というふうな状況でございます。これらの支出

超過の要因につきましては、議員からもご指摘ございましたように、コロナ禍の影響

によって宿泊、宴会等のキャンセルあるいは休業等の対策によって大幅な減収となっ

たためでございます。 

   この支出超過につきましては、基本協定の第３４条に基づきまして、指定管理料の

変更をそれぞれから申し出ることができるということになってございますので、これ

らに基づきまして指定管理料の変更について協議を行ったところでございます。この

結果、今次議会の補正予算案に提出させていただきましたように、今後の減収も見込

みながら、指定管理料の増額ということで２，５００万の予算を計上させていただい

たところでございます。この指定管理料の増額に伴う財源につきましては、コロナ禍

に伴う地方創生臨時交付金、これを充当するというふうな考えでございまして、これ

につきましては、近隣でありますと郡山市等も指定管理料を行っている施設に対して

この地方創生臨時交付金を財源とした充当を行うというふうに報道されているところ

でございます。 

   なお、この地方創生臨時交付金を充てることについて、失業等ですと新型コロナウ

イルス感染症対策として効果的な対策であり、地域の実情に合わせて必要な事業であ

れば充当することは差し支えない、上限を設けて支出金額を設定するような場合、損

失補償に当たらない可能性が高く、交付金の対象となりますというふうな考え方で充

当するというふうなことで、今次補正予算に計上させていただいておりますので、ご

承知おきいただきたいと思います。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 今、２，７００万くらいの赤字ということで、今、部長からも答弁

ありました。補正予算でも取っているということなんですが、これ、本当に村が筆頭

株主でありますので、村長、こういう赤字、コロナ禍でいろいろ大変だったのですが、

これに対して村長としてどういうふうな考えを持っているかお伺いしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   今、内容については部長が答弁したとおりです。通常、アットホームは５００万か

ら１，０００万の赤字で今まで経営を直営でやってまいりましたので、その分につい

ては当然、当初でその分を指定管理料ということで予算化をしているわけですが、今

回、コロナ禍で休業またはキャンセルとか利用していただけないということ、これは
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アットホームに限らず全国的にこういう宿泊業については大変な思いを、どんどん倒

産をしているというような状況ですが、村が設置した施設で目的も村民はじめ皆さん

の保養の場としてやりますので、これは設置を続ける義務がございますので、村とし

ては、これは経営上の問題ではなくて、コロナという不測の事態によって生じた収入

不足ということでございますので、これについては国の金を充当できるということで

すので、村費を大幅にこれに充てるという事態ではありませんので、あとは当初、記

載したとおり、直営でなかなかできないものについて柔軟な民の発想でやっていただ

くと、効果が出始まったところでこのコロナが出てしまうと、大変残念な状況ですが、

早い時期の収束を願っているところでございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） ありがとうございました。 

   こういう商売、何でもそうなんですが、個人の商店もそうだし、ましてこれ、お客

様相手の商売ですので、これは覚悟はしておりましたが、村としてもやっぱり筆頭株

主なんですから、そこらはきちっと精査して、そして幾らでも出費の出ないような運

営方法を取っていただくようにご指導願います。よろしくお願いしたいと思います。 

   それでは、２番のイノシシ被害対策の実態についてを伺います。 

   イノシシの被害は後を絶たない状況にあると思われます。村で現在行われている被

害防止対策についてを伺います。 

   （１）村で現在行っているイノシシの被害対策について伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   本村におけるイノシシ被害対策事業についてですけれども、現在行われております

のは、電気柵、ワイヤーメッシュ柵の設置補助、あと狩猟用わな免許取得の補助、猟

銃資格取得補助、猟銃購入補助、わな購入補助、あと資格更新の経費補助がございま

す。あと、今年度につきましては、これにプラスしましてＩＣＴを活用したイノシシ

の被害防止総合対策実証事業ということで取り組んでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） ありがとうございます。 

   いろいろ対策というか策は練っているようですが、本当にイノシシの被害は甚大な

ものがあります。 

   それでは２番の、今回のわな資格取得のための受験者数と資格取得者数及び村の助

成者数を伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） 再度お答えいたします。 

   わな資格取得の受験者数でございますけれども、役場を通して受講された方は６名

ございます。このうち３名の方から合格の報告を受けてございます。あと、個人で申
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込みをされた方で、２名の方から合格の報告を受けております。経費助成につきまし

ては、合格された方のみが対象となることから、報告されました５名の方へ助成のほ

うの手続を進めているところでございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） ありがとうございました。 

   これ、通告書にはちょっと出さなかったんですが、できれば分かる範囲内で答弁し

ていただきたいと思いますが、猟銃所持者、今回のわな取得者を含めて猟銃所持者が

何名か、あと、わな取得者が何名か、今、分かればですが、もし分からなかったら後

ででもいいですから、お知らせ願えれば。 

○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。 

   今現在、実施隊のほう１２名ほどおりまして、その方につきましては、皆さん猟銃

お持ちかと考えております。あと、新たに猟銃取得された方は、今ちょっと資料がな

いので何名とまでは言えないんですけれども、何名かいると思いますので、１２名以

上はいるということで承知しております。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） これは猟銃持っている人が１２名です。じゃ、わなは分かりますか。

分からなかったら後でもいいですけれども。 

○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） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   資格の部分でありますが、猟銃とそれからわなということでありますが、村のほう

で把握しておりますのは、猟友会に所属し実施隊として活動していらっしゃる方は

１２名というふうなことで猟銃所有者ということになりますが、それ以外になります

と、当然、猟友会に入っていない方もいらっしゃいますので、ちょっと数としては把

握をしていないというふうな状況でございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 猟友会に入っている人は把握していると、入っていない人は把握し

ていないという今、答弁だったんですが、やはり資格取るときに、これ多分、助成金

出ていると思うんですよ。ですから、やはり資格ある人には捕獲をしてもらって、そ

ういうあれをしてもらって、やっぱり幾らでも被害の少ないようなあれにしてもらい

たいと思っております。 

   それで、（３）の資格取得後の活動状況についてを伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今般の資格取得補助につきましては、資格取得した後、猟友会に加盟していただく

ということを、今ほど議員のほうからご指摘ありましたように猟友会に加盟していた
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だくということを１つの条件といたしておりますので、まず猟友会に加盟していただ

くということになります。また、猟友会につきましては、現在、県の猟友会の本宮支

部玉井分会、大山分会というふうに分かれておりますが、来年３月に統合のための総

会を行い、大玉分会として統合されるというふうなことで１つの組織になります。 

   また、この資格取得された方ですが、この３月統合までの間に新規加入の方に対し

まして、座学あるいは研修会、わなの設置等々の学習を行いまして、猟友会の中で活

動していただくということで、今後考えてございます。 

   また、今議会の補正予算にも計上させていただきましたが、くくりわなを２００個

程度購入し、これを猟友会のほうに貸し出すというふうな形で、例えば一定の期間を

設けて一斉にイノシシを捕獲する期間を設けたりというふうな対策で、さらなるイノ

シシの被害対策、個体をどう減らすかというふうな対策に取り組んでまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 丁寧な説明、ありがとうございました。 

   本当にイノシシの被害、大変です。これからもますます増えます。そういうことで、

よろしくご指導お願いしたいと思います。 

   それで、（４）の資格取得者がわなで捕獲した場合、猟銃を所持していない捕獲者

はその後、どのような手順で対応することになるのか、猟友会との関係などはどうな

っているのか伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんに再度お答えをいたし

ます。 

   猟銃をお持ちでない方がイノシシを捕獲した場合、これはとどめを刺すことができ

ないため、猟銃を持った猟友会、実施隊の方にそのとどめ刺しを行っていただくとい

うことになります。その際は、猟友会、実施隊で整備している連絡体制によって猟銃

を持った方に連絡を入れ、とどめ刺しを行っていただくことになってございます。 

   また、役場産業課にも連絡をいただくこととしておりますので、職員がその捕獲現

場に出向きまして、写真を撮影し、その後、解体を経てもとみやクリーンセンターに

搬入し処分をするというふうな状態でございます。 

   捕獲に対する補助金につきましても、猟友会、実施隊の中で配分が決められており

ますので、その中でわなを仕掛けた方、それからとどめを刺した方、処分をした方と

いうふうなことで支払われるというふうな状態でございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） そうしますと、わなで仕掛けて引っかかったと、そうすると猟友会

に連絡します。猟友会、鉄砲持っている人、この人が行って射殺すると。そしてあと

解体、その後、今、説明ありました写真とか全部証拠写真撮って、あと解体と。その
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１頭、幾らでしたか、今。２万ですか。じゃ、後で聞く。それを３分の１というあれ

でいいんでしょうかね。例えばその２万の金を、猟友会とそのわなで捕った人と解体

した人と。そこらをちょっと。 

○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。 

   補助金でございますけれども、村から２万円、あと県のほうから１万８，０００円、

そちらを今のところは折半するということでお伺いしております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） これ、猟友会に入らない人もいるというようなことをちょっと伺っ

たんですが、これ、猟友会に入会するには入会金というのあるんでしょうか。あると

すれば幾らぐらい、これかかるのか。 

○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。 

   猟友会への加入金でございますけれども、猟銃ですと４万６，０００円、わなです

と３万６，０００円が加入金ということで、こちら保険料も含んで支払ってもらうこ

とになっております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 今、猟銃のほうが４万６，０００円、わなの方が３万６，０００円

ということですので、これ、なかなか猟友会に入るのにも金がかかるんですよね。で

すから、こういうあれに対しても、やっぱり被害を防ぐためには、村で猟友会に入会

するような人にはある程度これ、補助を出してもいいんじゃないかと思うんですが、

その件についてお知らせ願いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんに再度お答えをいたし

ます。 

   猟友会費、猟友会に加盟するための経費でございますけれども、今般の資格取得の

補助に対して猟友会への加盟を一定の条件としてございますので、それを、猟友会へ

の加盟の必要となるお金についても含めて助成を行っているところでございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 分かりました。ありがとうございます。 

   皆さんもこれ、今日の新聞見たかと思いますが、郡山の市議会の一般質問で、イノ

シシの今年度の捕獲状況ということで、１０月末現在で８４１頭捕獲したそうです。

市は、これ新聞ちょっと時間あれですが、市は市内のイノシシの捕獲状況について、

２０１３年、平成２５年度が５７頭、２０１６年度が３５３頭、今年度は１０月末現

在で８４１頭まで急増していると、捕獲したということです。 
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   市は、イノシシの餌となるドングリの凶作により生息地域が拡大したことや、耕作

放棄地の増加などが原因と分析していると。市は有害鳥獣捕獲隊の協力を得て、銃器

やわなによるイノシシ捕獲を行っている。同捕獲隊は１日時点で１４７人が登録され

ており、そのうち７０歳以上の隊員が６８人で４８％を占めていると。市は新規で免

許を取得した狩猟者の育成を重視し、独自の政策として、捕獲で使用する銃器の免許

登録や射撃技術訓練の経費の助成や講習会を開催していると。 

   そういうことで、市ですから大きいですが、そういう助成もしておりますので、村

としても、これからますますイノシシの被害が増えます。農作物の被害が拡大しない

ような対策を村が率先して、住民が安心・安全に生活できるよう、猟友会と一緒にな

って村が支援できることはやって、農作物の被害を最小限に食い止められることを願

って、私の質問を終わります。 

○議長（菊地利勝） 以上で、５番松本昇君の一般質問を打ち切ります。 

   ３番菊地厚徳君より通告がありました「森林資源を守り、管理できる後継者の育成

とこれからの村の林業を現状から考える」外１件の質問を許します。 

   ３番。 

○３番（菊地厚徳） ただいま議長より許可をいただきましたので、さきに通告いたしま

した２点について一般質問を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、今、松本議員からイノシシ捕獲の話が出ましたけれども、私は森林の資源

保全という立場から質問させていただこうと思いまして、今回、村民の声を聴く会と

いうことで会を開かせていただいた折に、お二方、昼と夜でしたが、森林の保全と、

それからどういうふうに管理していくのかということについて話をいただきました。 

   そのことについて、私、郡山に森林研究所があるんですけれども、そちらのほうに

伺いましたら、来年度から森林管理の方の講習やら、それから再来年になっては新し

く新規の未経験の方の講習も始めるというお話いただきましたので、実際にどんな方

向になるのかというので、村のご見解をお聞きしたいと思いまして、流れを踏んでお

話、質問をさせていただきたいと思います。 

   それでは、質問に入らせていただきます。 

   この持続可能な開発目標ということで、森林についてはＳＤＧｓのちょうど１５番

目にあるんですけれども、陸の循環をきちんとやっていくんだということで、達成に

向けた取組で森林の持つ役割は大変重要であるということで、今、話をさせていただ

いたところで、森林管理の現状についてということで、１番から質問させていただき

ます。 

   村内の森林の面積はどれほどあるかということで、まずお伺いさせていただきます。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ３番議員さんにお答えいたします。 

   本村の森林面積でございますけれども、２０１５年農林業センサスによりますと

４，６２０ヘクタールということになってございます。 
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   以上です。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   ４，６２０ヘクタールということでお話しいただきました。頭の中ではなかなかイ

メージできない数字ですけれども、それで次に、村内に国有林と県民の森とか、あと

フォレストパークの施設も併設されておりますけれども、その面積、まずそのイメー

ジとして、フォレストパークや何かは皆さんいらしたことあると思いますし、平成

３０年にはあそこで植樹祭もありましたので、結構身近に感じていらっしゃるとは思

うんですけれども、よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） 再度お答えいたします。 

   村内の国有林の面積についてですけれども、こちらも２０１５年農林業センサスに

よりますと２，７５２ヘクタールということになります。 

   また、県民の森についてですが、こちら正式名称はふくしま県民の森フォレストパ

ークあだたらというふうに申します。その中にオートキャンプ場や森林館などの施設

が整備されているということになります。県民の森の全体の面積についてですけれど

も、こちらにつきましては９１．５ヘクタール、その中にあるオートキャンプ場につ

きましては３９．４ヘクタールということになってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ３番菊地でございます。 

   今、オートキャンプ場と、それから正式名称でふくしま県民の森フォレストパーク

あだたらということで頂戴いたしましたけれども、なかなか正式名称ですので長い呼

び名になるようですけれども、このフォレストパーク、今、森林部分で全体で９０ヘ

クタール、そして施設部分で３９ヘクタールですか、この辺のところだと大体、田ん

ぼの面積でいうとイメージが湧くところでございますけれども、今、正式名称という

ことで、３番の話になるんですが、村内には玉井森林区、これ正式名称で申し上げま

すと、これは部長さんのほうからお伺いしているんですけれども、林野庁森林管理局

福島森林管理署玉ノ井森林事務所ということなんですけれども、こちらの職員の方は

何を、このところでは主にどんな役割をしていらっしゃるのかという答弁、伺いたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

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

   玉ノ井森林事務所でございますけれども、改めて申し上げますと、正式名称は林野

庁関東森林管理局福島森林管理署玉ノ井森林事務所というふうに申します。こちらに

つきましては、森林管理署に森林官という職員が駐在をしてございます。 

   その役割でございますけれども、森林管理署の業務内容といたしましては、まず国

有林における森林整備の取組、それから治山工事、林道及び作業道の開設、国有林の
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管理経営の方針を立てていく、さらには国有林の森林整備をしていくというふうな役

割を担っているところでございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   いろいろな役割がおありになるということ、私自身は今回は、前回もお話しさせて

いただいたんですけれども、非常に私自身のところも１１区に住んでおりまして、里

山というところで、本当に、個人の民有地もそうですけれども、民有林も整備されて

おりません。そこをどういうふうに管理していくか、いろいろな管理の仕方があると

思うんですけれども、個人ではなかなかできないところでございますので、こちらは

国有林ということですけれども、管理の仕方もいろいろあるとは思うんですが、今お

話しいただいたように多岐にわたっているということなんですけれども、こちらで常

駐されている方は１名だけですか。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

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

ます。 

   玉ノ井森林事務所、私の知る限りでは森林官は１名の駐在ではなかったかと存じま

すが、詳細については断言はできかねるところでございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   森林管理というのは、我々もそうですけれども、昔は大玉村では７０、８０人とい

う大勢の方がいらっしゃって、トロッコで本宮のほうに材木を運んだというそういう

状況も聞いております。なかなか、人手が要るということだけではなくて、とても危

険を伴う仕事であるということで、なかなかその管理のほうも大変だとは思うんです

けれども、それでは４番目に質問させていただきます。 

   今、福島県、大玉村もそうですけれども、ほとんど国土の７０％が森林ということ

で、村の林業の従事者は今、何人ぐらいいらっしゃるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ３番議員さんにお答えいたします。 

   村内の林業従事者数でございますけれども、こちらも２０１５年農林業センサスに

よります。こちらによりますと２０名ということになってございます。 

   また、森林組合のほうの従事者数でございますけれども、こちらは２名ということ

になってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） 今、２０名と、それから森林組合のほう２名ということなんですけ

れども、昔は森林組合、人数もいらっしゃったと思うのですけれども、この２名の方



 

- 95 - 

 

というのはどんな業務に携わっていらっしゃるんでしょうか。ご存じならばよろしく

お願いいたします。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

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

ます。 

   森林組合の仕事に従事するお二方の内容ということでございますが、他組織であり

ますので詳細は存じ上げておりませんが、主に事務ということで、現場の作業という

ことではないというふうに承知してございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   事務という形になりますと、あれでしょうか。実際の業務は委託するということで、

村内の方が例えば直接作業されているという現状はおありになるんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

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

ます。 

   ここでご質問ありました森林組合、これにつきましては、現在、県北森林組合とい

うことで県北一円を管轄する組合でございます。したがいまして、そこから先に、例

えば作業を行う作業員ですとかそういったものは他の市町村に所属されているという

こともございますので、県北森林組合に就業されている方がお二人というふうな状況

でございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   なかなかその実際に作業に携わるという方、農業もそうですけれども、林業も技術

が基本になっていると思いますので、本当に、これから講習も含めて新しく林業に携

わる方の研修が始まるというのはとてもタイムリーなことだと思いました。 

   実際に林業研究所に伺って、今回、村民の声を聴く会でお二方、話をされましたけ

れども、福島県は放射能の原発被害ということがありましたので、森林に入ることが

なかなかできないという状況もありました。そういう中で、今、新たに、平成３０年

の植樹祭も１つのきっかけですけれども、新たに森林の再利用を促進するという形で

進められているということで、非常にいろいろな意味で、農業もそうですが、大玉村

は森林もございます。そして農地もございます。そして住宅地もございます。トータ

ルにこれほど世の中のことを一遍に考えられる地域はなくて、大変難しい状況もある

のかもしれませんけれども、それをどういうふうにしてバランスを取っていくかとい

う意味では、とてもこの森林という財産が村民にとっても大きな財産になっていると

思います。 

   それでは、５番目の質問させていただきます。 

   持続可能な開発目標のＳＤＧｓの取組になるんですけれども、実際に二酸化炭素の
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軽減とか水源の保持、それから植林、それから建設、この建設の資材としての木材の

利用ということを大玉村自体はどういう形で考えているかとかそういうこと、村の産

業としてどういうお考えでいらっしゃるのか、村長のお話伺いたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

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

   村内の住宅建築に村生産材の使用というふうなことでございますけれども、先ほど

申し上げましたように、村内では国有林あるいは民有林、それぞれございまして、そ

れぞれから生産される流通もそれぞれ異なってまいります。また、村内での需要に対

して、その生産材だけで安定的な供給ができるかどうかという難しいところもござい

ます。さらに、事業者によってはハウスメーカー、それから地元工務店等によっても

使う考え方も異なるというふうなことでございまして、一概に村の木材を、村で使う

ものは全て村の木材をというのは、なかなか難しいものがあるんではないかというふ

うに考えてございます。 

   一方で、福島県におきましては、福島県産木材を使った住宅建築に対する優遇措置、

ポイントを交付してそれを使うというふうな取組も行われておりますので、村といた

しましては、本村を含む福島県産木材の利用促進を進めていくことによって、これら

の利用を促進してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   確かに地元工務店お使いになって、じゃ地元の木材を使うというのはなかなか、状

況もありますし予算の関係もあるでしょうが、例えば地元の木材、杉材とか何か実際

に使われて、今、私、フォレストパークに伺ったときに、林業福島というこういう機

関紙なんですが、月１回出るものなんですけれども、６７５号で１１月ということで

頂いてまいったんですけれども、大体震災の後、なかなか木材の供給とか再生が進ま

ないということで、今、半分ぐらいなんだということも書いてあるんですけれども、

木材生産額も出たりなんかしているんですけれども、大玉村というのは、例えば大玉

村が産出した民有林とかそういうものの生産額というのは、大体把握されているもの

なのでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

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

ます。 

   産出木材の出荷額につきましては、現在、手元に資料ございません。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） 恐れ入ります。ありがとうございます。 

   出荷額もそうですけれども、どういう形で再生して継続していくか、持続していく
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かということは非常に大事だと思いますけれども、出荷するためには、植林するため

には使わなくちゃいけない。消費とそれから生産ということがバランスよく取れてい

くということが大事なので、どういうふうなところに使っていくかということを、消

費のほう、その辺も現実的な問題として考えていかなくちゃいけないんだなと、我々

もそういうところでは感じました。 

   それでは６番目、最後のところで質問させていただきます。 

   福島県林業センターでは、令和３年度に林業従事者や市町村の担当職員を対象にと

いうことで、先ほど申し上げましたけれども、短期とそれから新規の方に対しての講

習があるということなんですけれども、個人の山林や村の森林を管理する林業の後継

者の育成ということで、トータルに村長のお考えを伺いたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 森林を取り巻く状況というのは大変厳しいものがありまして、ほと

んどが輸入材を使って、主流で建築等が行われてきましたので、ここに来てやっと輸

出規制の国が出始まったり、国産材の地位が少し高まっておりますが、まだまだ大玉

の林業の中で産出量を増やしていくということは難しい状況です。流通がなかなかそ

のようになっていないということと、もう一つは、まだ、芯材についてはオーケーで

すが、皮の部分について放射能の影響がありますので、その辺も含めてなかなか、や

はりこれも原発の影響があるということでありますので、村内の従事者２０名のうち、

ほとんどが村内の林業の法人と二本松の林業法人の従業員ということで、生業として

林業に取り組んでいる方は個人としてはおりませんので、なかなか、後継者をつくっ

て林業で生活をするということは、Ｉターン、Ｊターン等を含めてもなかなか難しい

というのが状況です。 

   ただ、やはり多くの森林を抱えていますので、これをしっかりと管理をするという

ことは必要になりますので、再三申し上げますが、農業振興公社の中に農畜林という

形で林を位置づけさせていただいたのも、やはりその中で大玉の林業についても考え

て、将来的に、すぐに有効な手だては難しいと思いますが、考えていかなきゃいけな

いなというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   確かに私、林業研究センターに伺って、たまたま伺いましたら、今年赴任したとい

う副所長さんが出ていらして、中を説明していただいたんですけれども、林業の後継

者を育てるということだけれども、実際には法人で一人親方とか絶対いないとか、そ

ういう言い方もされておりましたけれども、なかなかその個人でやるということは難

しいところなんですが、今、村長おっしゃいましたけれども、公社化して農畜林とい

う形で、前回もそうですから、私、農業と環境とそれからそういうトータルにという

ことで、今回、林業ということでお話しさせていただいたんですけれども、法人化と
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いうのは１つの流れかもしれません。 

   その辺のところも踏まえて、ではどういう形で、大玉村、林業、今お話しいただい

たところで、以前盛んにやっておりました。今回農業ということで、これから後継者

ということで、農業も非常に皆さん岐路に立たされていると思うんですが、その農業

をどういうアプローチで、じゃブランドをするというところで、我々も１つの考える

起点として福島大学の方々の講習、３回にわたって先生方の講習も受けさせていただ

きました。いろいろイメージできるところはありました。 

   どんな形でそれぞれが皆さん、アプローチしていったらいいかということは、答え

は、方向性はあるのかもしれませんけれども、答えはそれぞれの中にあるのではない

かと思うんです。どういう道をたどってそこにたどり着くかということで、取り上げ

方があると思うんです。その辺のところ、考える機会が、起点がどこかに一つ一つ、

これからまたあるといいなと考えております。ありがとうございました。 

   それでは、２番目の質問に移らせていただきます。 

   ２番目は、パソコンを使用した授業で、これからの教育はどのように変わるか。 

   パソコンはずっと使っているので、パソコンということではなくて、今、１人１台

のタブレットが入って、それぞれがいろいろアクセスできたりとか、それから先生方

がどういうふうに授業の中でそれをお使いになっていくのか、お困り事もおありにな

ると思うんです。 

   お忙しいというのはもちろんなんですけれども、それだけではなくて、私もそうで

すけれども、皆さんお考えになって、いろいろ新聞でも取り沙汰されていますけれど

も、はて、教育というのはどういうものなのかというところで、前に質疑のやり取り

の中で、「人は、人を浴びて人になる」というお言葉頂戴いたしまして、私、とても

何というか感動した、どうしてだろうと後で考えたんですけれども、ひとつお答えを

伺いながら、自分もそのことについてちょっと照らし合わせてみたいなと思っており

ますので、まずお伺いしたいと思います。 

   １番目、生徒にとってのメリットとデメリットは何があるかということなんですけ

れども、ちょっとメリット、デメリットということ、その次もメリット、デメリット

となっているんですけれども、ぜひ１番、２番、ご一緒で結構ですので、お伺いでき

たらと思います。よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ３番議員さんにお答えしたいと思います。 

   国の教育の基準というのは、学習指導要領というのがありまして、これはほぼ

１０年に１回変わっていて、新しい指導要領に基づく教育が小学校では今年度から、

それから中学校では来年度から始まります。その中で非常に大事にしているものの一

つに情報活用能力というのがあります。これはパソコン、タブレット等を使って子ど

もたちが適切に情報を得るという、そういうことの力を培っていくと。それから、得

た情報を整理していって分析するというようなそういう力、あるいはまた、そういっ

たものを基にしてもう一回、今度は自分で発信するというそういったものが、パソコ
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ン、タブレット等にはそういう機能がついてきております。 

   そういった情報活用能力を育成していくというようなことがすごく大事になるんで

すけれども、それを今度、間もなく全部うちのほうに入りますけれども、タブレット

を使うことによってそういったことが可能になっていくと、そういう教育に向けてや

っていくということが子どもたちにとって一番のメリットだと思います。そういう力

がこれから必要になってくるということです。 

   それから、反対にデメリット、よく光と影ということ言われたんですけれども、課

題として考えなきゃならないのは、そういったものに触れる機会が増えてきますので、

そういったことをいかに適切に使うかというようなことが大事になってくると思いま

す。ですから、そういう指導も必要になってくると思います。 

   実は福島県の小学校長会、中学校長会、全ての学校で、子どもたちにこれに関する

様々な調査をやったものを過日頂きました。ちょっと紹介しますと、まずは調査月日

が５月２日だったので、臨時休業期間中です。そのときに小学生で４時間以上、ネッ

ト、ＳＮＳを利用した数です。それが数にして９，０００人、割合にして１４％もの

子どもたちが４時間以上も使っていたと。これは学習に使っていたということもある

と思うんですけれども、そういったことがまず１つ課題になる。 

   それから、もう一つは、これはいろんな報道がされているんですけれども、ネット

を利用してのトラブルがあったか、ないかというようなことであったんですけれども、

これはトラブルがあったというのは、今年度５．９％、昨年度の調査では４．８％、

増えています。 

   恐ろしいのはそのトラブルの内容なんです。小学校１年生から６年生までのデータ、

中学校はもっとありますけれども、例えば悪口を書いた、それから書かれたという割

合が２２．８％です。それから仲間外れにされたということなんですね、それが

２１％、それから、低学年の子どもたちは親御さんを通しての調査だったんですけれ

ども、ネット依存と思われる状態になったという、これ親御さんが見た低学年の、そ

れから上のほうは自分なんですけれども、それが１０％。それから、その使い方につ

いて、使用の仕方について親とトラブルになったというようなことが２３％、大体

４分の１がそういうことがあったということです。 

   それから、これは恐ろしいんですけれども、個人情報や画像が流出した、これを使

って。それの割合が５３件、１．１％、あるいはまたネットを通して多額の請求があ

ったというそういう実態、それが７２人、１．５％。それから、これがぞっとしたん

ですけれども、ネットを通じて第三者と出会った、これは小学校１年生からあるんで

す。その割合が２０６名というようなことで、こういうような状況になっていますの

で、こういったことについても、これは学校だけじゃなくて家庭と連携を図りながら、

こういったことについてもこれから当たっていく必要があるのかなとそんなふうに思

っております。 

   それから、教師にとってなんですけれども、一番のメリットは、後で調査結果をお

話ししますけれども、ＩＣＴを使うことによって、授業に幅が出て多様な授業が展開
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できるという、これはいろんな事例がありますので、そういったことを基にしながら、

これからもっと授業の幅を広げていくことができるのかと思います。 

   子どもたちの興味、授業の中で大事なのは、導入といって一番初めですね、そのと

きにいかに興味、関心を持たせるかということが大事なんですけれども、そのときに

活用することによって、動画とかあるいは問題場面とかそういったことを見せること

によって、非常に導入が効果的になると。それから、記録を残すことができますので、

まとめのときも大事なところを、子どもの中で学んだこと、あるいは子どもが考えた

ことを基にしてまとめていくというような、そういったことが可能になってくるのか

なと思います。 

   ただ、このＩＣＴの活用はあくまでも手段なんですよね。ですから、そのことを間

違えてしまうと授業の狙いがそがれてしまうということもありますので、その辺をし

っかり押さえて活用していくことが大事なのかなと思います。 

   それから、課題としましては、これは先生方に非常に活用能力に個人差があるとい

うことです。福島県は全国的に見てかなり低いほうですし、これをどう高めていくか

というようなことが大きな課題になってくるのかなと思います。ですから、研修をし

ていく。うちのほうも１月にやりますけれども、２５名の方が申込みをしてください

ました。 

   それから、本当に重要になってくるのは、ＩＣＴの支援員をどう配置するかという

ようなことが、これは避けて通れない課題なのかなとこんなふうに思っております。

それに関わる調査を、町村教育長会というのがありまして、４６の教育長が集まって

いるんですけれども、そこでこれからの教育、今の課題について、すごく大事なこと

について、毎年２つずつテーマを決めて研究しています。その１つが、ＩＣＴの活用

による学びを止めない工夫と学力保証というのについて、今年はいろいろ調査したり、

それについて話合いを行いました。その幾つかをちょっと紹介します。 

   これ調査月日が８月３１日なんですけれども、オンラインの授業を実施した、ある

いはこれ、いろいろ双方向もあるし一方的なやつもありますけれども、実施した自治

体が１９あります。それからＩＣＴの支援員を既に配置している自治体が１４、本年

度中が３、次年度以降が２９、それから、既にオンラインの授業をやった方々に対し

て再調査をしました。 

   どんな調査をしたかというと、オンライン授業準備の苦労度、これは先生方です。

苦労度はどうだったですかといって、非常に苦労したというのが１５％、それから少

し苦労したというのが６１％です。あまり苦労しなかったというのが２３％、それか

ら全く苦労しなかったというのが１％というようなことで、かなりこれは先生によっ

て差があるなというようなことを感じました。それから、オンライン授業を行ったと

きの満足度です。子どもたち、満足したが５５％、それから不満足が４５％、先生方、

満足したが８５％、それから不満足であったというのが１５％です。それから、オン

ライン授業の必要性についての調査なんですけれども、子どもたちは、必要であると

思った、やった方の実態の中です。８９％、必要ないといったのが１１％、それから
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先生方、必要だというのが８５％、必要ないというのが１５％という、そういう結果

をいただきました。 

   それから、お尋ねにあったような中身と直結するんですけれども、オンライン授業

で変わったことは何ですかという、これは複数回答だったんですけれども、子どもた

ちにとって学習する時間が長くなったというのが４９名いました。さっきの家庭での

使用とかもそこに含まれていると思います。それから、学校の授業のほうが分かりや

すいと答えたのが４５人。先生方です、こういうことをやってよい経験になったとい

うのが８２名、それから、指導する視点が変わった、さっきの授業化の中でちょっと

お話し申し上げた、指導する視点が変わったというのが５２です。それから、授業の

ほう、普通の授業、使わないでやった授業のほうがいいという人が６８名という、そ

ういう調査結果になっています。 

   大変重要な課題ですので、これについては真剣に取り組んでまいりたいとそんなふ

うに考えております。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   たくさん聞いて、メモしようと思ったんですけれども、メモし切れるような状況で

はないですけれども、でも、とても印象的であったのは、子どもさんと先生方、これ

を使用したときの使用感というか満足度というところで、お子さんたち、これはよか

ったというのが５５％、先生方が８５％ということで、動画を使ってそれを見てとい

うことだと思うんですけれども、実際に自分で授業なさってみて使わないほうがよか

ったという方が、今、最後のほうで６８％いるということなので、とても私、今回の

先生に対してのご質問の中で、「人は、人を浴びて人になる」という状況で、ポイン

トにしていたのが、実は動画を見て、それを今、最後のほうでどういうふうに感想が

あるかという学校でのことなんですけれども、それより前に、ネットを使ったところ

で、子どもたちにとってはいろいろな障害になるようなこと、それから事件性を帯び

たこと、使う弊害ですね、そちらのほうがとてもテーマとして考えなくちゃいけない

こと、喫緊の課題というのは、学校の現場で先生方が恐らく授業よりも増してお気を

遣わなくちゃいけない状況になるんだなというふうに、現実を思いました。 

   ただ、ネットの世界になりましたので、私、本当に「人を浴びて」というところで、

浴びるという言葉にとても感動したんですが、私も自分自身で意外とぼうっとしてい

るほうなのであれなんですけれども、いやと口を開いていましたら、ああ、分からな

いんだな、分からなくていいと言われたんですよ。ああ、俺は干されたんだと思った

んですけれども、でも、分からなくていいと言われると逆に不安になるんですけれど

も、その不安感から一生懸命それは何だったんだろう、何だろうという、皆さんもい

ろいろな、それは個人によって違うと思うんですけれども、それを考えているという

ことが非常に自分の中では勉強になりまして、ある方が、ちょっとこれあれなんです

けれども、今、「人は、人を浴びて人になる」ということであれだったんですけれど

も、これはラジオの話だと思うんですが、ある考古学者の方が三内丸山遺跡にいらっ
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しゃって、自分は点字で古文書も読むんだけれども、なかなか古文書やってもらうの

も気も引けるし、そうじゃなくて、冬の三内丸山に行って寒いところにずっと立って

いたというんですよ。目が見えないんだけれども、そこに立っていたら何か分かった

というんです。そのときも感動したんですけれども、それと同じように、五感ではな

くて直感を磨くという状況です。目が見えないというのは、その方がおっしゃるには、

５引く１は４じゃないというんですね。それは６だと。つまり不足は…… 

○議長（菊地利勝） ３番さん。 

○３番（菊地厚徳） すみません、そういう状況で…… 

○議長（菊地利勝） いつも言っているとおり、質問に徹してください。 

○３番（菊地厚徳） 分かりました。 

   そういうところで、感覚として今、教育の話になりましたけれども、１つ大事なと

ころで考えなくちゃいけないのは、ゴールに向かう向かい方だと思うんです。例えば

農業にしてもそうですけれども、その辺のところでぜひとも今、学校教育ということ

と併せて話をさせていただきましたけれども、今、先生からお話しいただいて、次に

参ります。失礼いたしました。 

   これからの教師は生徒にとってどのような存在になっていくと考えられるか。すみ

ません、３番目の質問でございます。勘違いしておりました。これからの教師は生徒

にとってどのような存在になっていくと考えられるか。また、心構えとして大切だと

考えることは何か。失礼いたしました。ぜひお願いいたします。申し訳ありません。 

○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。 

   教育界でよく使っている言葉に不易と流行という言葉がございます。これは芭蕉の

弟子さんが考えたもので、不易というのは時代を超えても変わらない価値があるもの、

それから流行というは時代の変化とともに変えていく必要があるもの、そういったこ

とを言われているんですけれども、私、３番議員さんの質問を受けて考えたのは、先

ほど申し上げました情報活用能力、それがまさに今の流行の部分なのかなと。これは

もしかしたら、もう少し過ぎると不易になるかもしれないですけれども、そんなふう

に考えております。 

   その不易の部分は何かと考えたときに、私は教師という仕事というのを考えたとき

に、ずっと考えていることは、教師は子どもとの人間的な触れ合いを通して、あるい

はまた教えるということを通して、子どもも高まっていく、教師自身も高まっていく、

そういう存在なのかなと思っています。これこそが変わらざるもの、不易のものなの

かなというふうに思っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   本当、私は、今お話しいただいたところで、感動するということもそうですけれど

も、お話しいただくとか、直接この先生から、皆さんいろいろな思い出がおありにな
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ると思うんですけれども、本当に感動したりそういうことで自分がそちらの道に導か

れたりとか、直接お話しいただくというのはなかなかメディアを通して感じ得るもの

ではないと思いますので、本当に今、先生がおっしゃってくださった不易と流行とい

うことなんですが、私もこれからどういう状況になるのかあれですけれども、実際に

メディアのところに触れるところで、その以前の問題で悩まなくちゃいけないという

こともあるのかもしれませんけれども、どういうふうにそれも含めて解決されていく

のかというのを、本当に我々も一緒に考えていかなくちゃいけない問題なのかなと思

いました。どうもありがとうございます。 

   ぜひとも、その教育のこともそうですが、これからどんどん簡単になっていくのか

もしれません。農業もあらゆることがＩＴで簡単になっていくのかもしれませんけれ

ども、簡便になるんですけれども、目的地はあります。でも、その上り方だと思うん

です。それが１つ、今、先生のおっしゃったところのきっかけに答えがあるような気

がいたします。 

   ありがとうございました。失礼いたします。 

○議長（菊地利勝） 以上で、３番菊地厚徳君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は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） 日程第２、議案第７７号「新型コロナウイルス感染症対策利子補給

基金条例の制定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。５番。 

○５番（松本 昇） これ、ずっと設置の第１条条例を読んでいきますと、自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４１条第１項とうたっているんですが、２２年といいます

と、俺、生まれてちょっと過ぎてからですが、村ではそういう条例は設置した経過が

あるんでしょうか。 

   それと、下のほうの条例の施行で、この条例は令和７年３月３１日限り、その執行

を失うとなっているんですが、これ５年間、例えばコロナがそれまでは収束するとは

思いますが、その５年間のあれで、もしこれがずっと延びたとすれば、またこれ再設

定というようなことになるんでしょうか。その点を伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   第１条におきます後段のほうの地方自治法第２４１条第１項の規定に基づきという

ところでございますけれども、これはあくまでも国の法律におきまして地方公共団体

において基金を設置することができるというふうな規定でございます。これに基づき

まして、財政調整基金でありましたりそういった各種基金の条例を設置しているとい
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うふうな内容でございます。 

   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） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   条例附則の第２条の令和７年３月３１日限り、その効力を失うという根拠でござい

ますけれども、これにつきましては、内閣府地方創生推進室の新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金の取扱いについての事務連絡の中で、原則として、利子

補給事業または信用保証料補助事業に、この創生臨時交付金を財源とする基金につい

ては令和７年度末までに廃止するものであることというふうな事務連絡がございます。

したがいまして、これに基づきまして令和７年３月３１日限りの執行期限を設けたも

のでございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第３、議案第７８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。１１番。 

○１１番（押山義則） １点だけお伺いしたいんですが、提案理由の説明の中で、意図せ

ざる影響や不利益が生じないようにする必要があることのこの文言が書かれてあるん

ですが、この意図せざる影響や不利益が生じない、これ、どういうことをうたってい

るのか、できれば伺いたいんですが。 

○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。 

   提案理由のほうの説明でも説明させていただいたところでございますけれども、令
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和３年１月１日施行の給与所得控除、あとは公的年金等控除から基礎控除への１０万

円の振替、これに関しましては、具体的に申しますと、給与所得控除、簡単な数字で

申し上げますが、今のところ６５万円以下だと所得はゼロとなります。これが令和

３年１月１日以降ですと、６５万円の給与収入のある方は、控除額が５５万になりま

すから１０万円の所得が発生すると。公的年金につきましても同じようなことになっ

ております。公的年金、６５歳未満の方で７０万円の収入があった方は現在ゼロです

が、令和３年１月１日以降は、７０万円の収入があれば、控除が６０万円なので

１０万円という所得が発生します。 

   こういうふうな所得の見直しがされたところでありまして、単純に言いますと、所

得が出るということは当然、税金がかかるということになります。これを避けるため

に、基礎控除、現在のところ所得税においては３８万円ですが、これが来年から

４８万円に引き上げられると。村県民税に関しましては、現在３３万円の基礎控除が

４３万円に引き上げられるということで、令和２年における課税、令和３年における

課税については、これでプラマイゼロという形になります。 

   これに伴いまして、今度、国民健康保険税の軽減措置の関係でございますが、住民

税ベースにして課税するということになりますので、この３３万円の基礎控除分を

４３万円に上げてくれないと、今まで軽減受けられた方が受けられなくなると。細か

く、そのうち給与所得者もしくは公的年金等所得者の合計数から１を引いて、それに

１０万円を掛けるということは、基礎控除につきましては給与所得者１人分だけとい

うふうにお考えください。国保の加入者が同一世帯の中に、例えば給与所得者が２人、

あと年金所得者がそこに２人いるということになれば、当然、今までゼロだったとす

れば、４０万出てしまうと。基礎部分で３３万円を４３万円に上げるということは、

そこで１人分が繰り出されると。残りの３人分について１０万円を掛けたやつを加え

ますよという、そういうふうにご理解を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。 

   よって、お諮りします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７８号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第４、議案第７９号「大玉村介護保険条例の一部を改正する条

例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。  

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７９号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第５、議案第８０号「大玉村後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。  

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８０号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第６、議案第８１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。８番。 

○８番（武田悦子） １７ページの総務費③の公共交通の運行に要する経費の中で、デマ

ンドタクシーのここでは減額補正が計上されておりますが、デマンドタクシーが２台
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になったことによって、この運行にかなり余裕もできてきたのかなというふうには思

っているんですが、利用者の中からは運行範囲を拡大してほしいという声がかなり上

がっております。この運行範囲の見直しについてはどのように考えていらっしゃるの

か伺います。 

   同じページの一番下、災害対策費⑥復興の集いに要する経費、この復興の集い、今

年度も予定されているということでありますが、内容等々、時期等、決まっている部

分ありましたら教えていただきたいというふうに思います。 

   次に、３１ページ、商工費の中の商工業の振興に要する経費で、移動販売車、これ

も減額予算でございますが、移動販売車、運行される方が決まって間もなくというふ

うには聞いておりますが、具体的にはいつ頃から始められるのか、さらにはどのよう

な形で運行されるのか。これ、交付金を充てているわけですが、公金を投入している

わけでありますので、この運行を多くの村民の皆さんに知ってもらう必要があるのか

なというふうにも思っております。このあたりの広報の仕方でありますとか、運行の

状況はどのようにされるのかというところを伺いたいと思います。 

   ３７ページ、教育費の中の⑬学校ＩＣＴ推進に要する経費の中で、タブレット端末、

これも減額になっておりますが、先ほどの一般質問の中でもございましたタブレット

の指導の方法、運用時期も含めてどのように指導されるのか。先生方の研修というお

話もございましたが、それを含めても、なかなか先生方個人個人が子どもたちにしっ

かりと指導するのは難しいのかなというふうにも思っております。そのあたり、どの

ようにされる考えなのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   １７ページ、デマンドタクシーの運行の範囲の拡大に関してでございますが、これ

につきましては、公共交通会議等を開催して陸運輸局の許可を得なくてはならないと

いう手順がございまして、今現在、公共交通関係の見直し等も含めて検討委員会を立

ち上げて進めているところでございます。 

   今現在の範囲については、先ほど申したとおりすぐにはちょっと変えられないよう

な状況でございます。見直しについては、今お話ししたとおり、公共交通検討委員会

を立ち上げて今現在進めておりますので、広域バス関係等も含めて総合的に検討した

いというふうに考えております。 

   それから、同じページの下段の復興の集いに関する内容でございますが、これ、前

回と同じような規模でということで、予算のほうは掲示しております。時期について

は３月の震災前ぐらいの日に実施したいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ８番議員さんにお答えいたします。 

   移動販売車の具体的にいつ頃に運行になるのかということでございますけれども、

今現在、貸与する方が決まりまして、任意保険のほうは加入は済んだんですけれども、
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今、保健所のほうの許可待ちということでおります。１２月中旬頃には何とか運行に

こぎ着けるのではないかというふうに考えてございます。 

   広報等、どのような形でということですけれども、貸与される方が大石屋さんのほ

うに決定いたしましたので、大石屋さんが今までこれまでに運行しておりましたルー

ト、こちらにつきまして、あとそのほかにステーションを増やしていく場合であれば、

その辺、協議しながら広報活動も、広報紙、回覧等でしっかり広報して、何曜日のい

つ頃にはこの辺、このステーションにいますよというようなことで広報してまいりた

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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ３７ページ、タブレット端末の補正減に係るものですが、タブレット端末の先生方

の研修関係につきまして、まずは本年度から来年度も含めまして研修を重ね、活用に

向けて対応を図っていきたいと考えております。 

   運用時期につきましては、タブレットの整備が本年度いっぱい、３月末頃を納期と

しておりまして、現時点ではやはり時期的にはその頃になるだろうという見込みで今

進めているところです。ですので、実際には新年度、４月からの運用開始というもの

を今、見込んでおります。研修も含め、それから来年度、先生方、実際に使う際に、

やはりそのときそのときに支援を受けられるような、ＩＣＴ支援員、こういったもの

の配置も今、検討しているところです。そういった支援をしながら、教育長答弁の中

にもあったように、使うことが目的にならないように、いかに有効に活用できるかと

いう部分で、４月からはスロースタート的なことになるかと思いますが、そういった

運用を図ってまいりたいというように考えております。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 移動販売車の件でもう一度。 

   移動販売車を、今現在、二本松から入っている移動販売車もございます。そういう

ところもかなり利用されている方、村内にもいらっしゃいますし、移動販売車がない

と困るという方も、来てほしいという地域もあるように聞いております。今まで大石

屋さんがやっていた部分ももちろんございましょうが、なるべく多くの皆さんに利用

していただけるための広報等、しっかりとしていただきたいというふうに思っており

ますが、大石屋さんとの協議というのはまだ進んでいないという状況でよろしいのか

伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   移動販売車のルートでございますけれども、現在、大石屋さんのほうからは現時点

での運行計画についていただいているところでございます。したがいまして、先ほど

課長から答弁いたしましたように、今後それらの通行ルートを注視するとともに、新

しいステーション、それから例えばサロンにいつ頃来てほしいとそういうふうな要望
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についてもお聞きしながら、順次ルートを変更し、さらに使いやすい、皆さんにご利

用いただきやすいものにしていくというふうな形で進めていきたいというふうに考え

てございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。４番。 

○４番（本多保夫） １７ページ、復興の集いに要する経費の中で出演者、そこから

１９ページに飛んでいますが、復興の集いに要する経費、１７ページ、７５万

５，０００円、１９ページとこれ、またがっていますが、出演者謝礼等５５万、これ

は講演者なのか。決してお祭りであってはいけない内容だと思うんですが、どういっ

た内容で開催するのか。また、今、大変コロナが蔓延しておりまして、多く人を集め

ることがなかなか困難なのかなとは思うんですが、どのような形で開催を考えている

のか伺いたいと思います。 

   それから、３１ページ、農林水産業費なんですが、この中で１２番の委託料の中の

保全松林健全化整備事業委託料、この１８万円、これは場所的にはどこを目的として

いるのか、これを伺いたいと思います。 

   次の⑤の有害鳥獣被害防止対策に要する経費の中で１６０万、先ほど５番議員だっ

たかな、その中での回答ではくくりわなを購入するんだということだったんですが、

これは数的にはどれぐらい購入するのか。また、これは恐らく貸出しすると思うんで

すが、無料なのか。これは資格を持っていないと借りられないのか、その辺をお伺い

したいと思います。 

   それから、３３ページ、中段にありますアットホームおおたま管理に要する経費

２，５００万、これ指定管理業務委託料、内容については補助金で賄うから心配ない

ということなんですが、この２，５００万というはじき出したその根拠、その説明を

お願いします。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   １７ページの復興の集いの関係でございます。 

   今回、あくまで予算の計上ということで、どなたに、こういう方ということで決め

ての計上でございません。前年度等の出演謝礼等を参考にして計上してございますの

で、これからどのようなものにするか、相談しながら進めていくというふうに考えて

ございます。 

   それから、開催の規模でございますが、こちらも４番議員さんおっしゃるとおり、

今、コロナ禍の中で大変な状況でございますので、当然、新しい生活様式に十分配慮

して、ソーシャルディスタンスを取りながら、コロナの感染拡大予防をしっかりやっ

て開催していきたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ４番議員さんにお答えいたします。 
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   ３１ページ、まず保全松林健全化整備事業委託料でございますけれども、こちら今

のところ曲藤、又兵衛山地内を想定しております。１８万円の計上ということになっ

てございます。 

   続きまして、その下の有害鳥獣被害対策防止に要する経費なんですけれども、こち

ら消耗品、くくりわなを２００個程度購入する予定でございます。こちらを猟友会の

ほうに無料で貸出しいたしまして、猟友会のほうで設置していただくような形になり

ます。 

   あと、アットホームの２，５００万円の根拠となりますけれども、会計士さんのほ

うで試算していただきまして、上半期のほうの収支のほうなんですけれども、

１，１００万程度のマイナスということで試算されておりまして、下期についても同

様にマイナス傾向にあるということで１，４００万程度で、合計で２，５００万とい

うことで今回計上させていただいております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木康広） ２９ページ、６、農林水産業費の３、安達地区きゅうり機械共選施

設整備補助金４０５万７，０００円なんですけれども、この整備する場所、あとその

キュウリのほうの共選機械のほう、どういうものを入れて、メリットというか、目的

に対するメリット、農家へのメリット。 

   あと、実際その補助金がこれ、安達地区で多分案分されていると思うんですが、そ

の内容、もし分かる内容があればその内容。 

   あと、これ実際に整備が進んだ後に、村内数軒のキュウリ農家いると思うんですけ

れども、出荷されている方が。そういう方に対して、もしくは一般の方に対して、農

家の方に対して、どういうふうな案内をする予定か、それがあればお願いしたいと思

います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ２９ページ、安達地区きゅうり機械共選施設整備補助金ということでございますけ

れども、こちら場所につきましては二本松市の原瀬になります。今、資材倉庫だった

ものを改修して、そちらを選果場にするということで計画を持ってございます。 

   そちらの根拠につきましては、トータルの総事業費で２億１，５７１万

８，０００円かかります。そのうちのプラント工事、機械設備なんですけれども、こ

ちらが１億７，５０７万円。このうち、国の国庫補助であります産地パワーアップ事

業を用いまして、こちら８，４５０万円ほど補助金が入ってきます。あと、それ以外

に資材倉庫の改修としまして４，０６４万８，０００円となってございます。こちら

の総事業費から産地パワーアップ事業の補助金の部分を差し引いた分、１億

３，１２１万８，０００円になりますけれども、こちらの２０％相当分を３市村で負

担するということにしております。３市村の案分の割合なんですけれども、均等割で

３０％、経営体数割で４０％、経営耕地面積割で３０％ということで、３市村で案分
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する予定でございます。 

   メリットなんですけれども、今現在ですと、伊達のほうの共選場のほうに搬出して

いる農家さんもおりますし、それ以外の方は手作業で等級の分け振りしているかと思

いますけれども、共選場ができれば機械で自動でやってくれますので、そちらのほう

のメリットは手間が省けるということであるのじゃないかというふうに考えておりま

す。 

   農家への通知方法なんですけれども、こちら農協さんの施設になりますので、農協

さんのほうで周知はするかと思いますけれども、その辺も農協さんと協議しながら、

村も必要であれば周知の方法を回覧等で回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） 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５８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） 午前中に引き続き、議案第８１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。１１番。 

○１１番（押山義則） 何点かお伺い申し上げます。 

   まず、１７ページの災害対策に要する経費の中で、工事請負費、災害備蓄用プレハ

ブ倉庫工事費３００万と上がってございます。これの事業内容、中身、伺いたいと思

います。場所とか補助率とか備蓄する内容とか、その辺を伺います。３００万の数字

の根拠もできればお願い申し上げます。 

   それから、２５ページをお願いします。 

   下段の予防費の中で、１２番の高齢者インフルエンザワクチン接種業務委託料、早

速高齢者の無料化に取り組んでいただきましてありがとうございます。ただ、これで

２２５万になっていますが、これ、今回の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事

業の中身も入っているんだと思いますが、これでこの数字の根拠は大体何割の方の高

齢者の接種率を考えておられるのか、その数字の根拠をお願いします。 

   それから、２９ページお願いします。 

   先ほど何度か質問もございましたが、安達地区きゅうり機械共選施設整備補助金で

ございますが、この数字の根拠は議案調査で理解したんでありますが、このキュウリ

農家、これが今回も面積割とか何かでこの補助が決まっているわけでございますが、

例えばこれ、新規就農する場合の、そういう場合のそういう農家の取扱いとか何かは

どのように今後の事業展開の中で扱われていかれるのか確認しておきます。 
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   それから、３１ページ、先ほども質問ございました移動販売車、大変村民が期待す

る事業でございますが、これ、公募というような形で事業展開をして今に至ったと思

いますが、その公募から現在に至る事業展開の中身、どういう状況で公募が何人あっ

たのか、例えば１社だったのかでも結構なんですが、どういう形でこの事業者決定と

至ったのか、その辺の中身だけ確認しておきます。 

   それから、３３ページ、先ほども質問ございましたが、アットホームおおたま管理

に要する経費、今回２，５００万計上されてございます。これ、新型コロナウイルス

感染症対応の地方創生臨時交付金が該当ということでございますが、私は、これが何

度も使えるか、その辺のことなんでございます。これが例えばこれきりなんだったら、

今回、思いっ切り限度額ぎりぎりまでこれで上げておくべきだと思いますし、あと、

一番の中身で知りたいことは、この国庫補助の関係、国の補助の関係と一般財源との

数字の比較をしておきたいんでございます。どれだけ、これだけの金額、例えば

２，５００万でもそのうち一般財源はどこまで考えなきゃいけないのか。これ多分、

補助の関係でいろんな制限があるんだと思いますが、その辺、確認しておきます。 

   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） １１番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   予算書、１６ページから１７ページにかけての総務費、災害対策費、事項①災害対

策に要する経費に記載されております工事請負費、災害備蓄用プレハブ倉庫設置工事

費につきまして、事業の内容といったことにつきましてのご質問でございます。 

   こちらにつきましては、災害時の避難所となる北部、東部、西部、３ふれあいセン

ターの敷地内に、段ボールベッドや発電機といった比較的大きく搬入に時間がかかる

ような資機材、さらにはパーティションや飛沫ガード、消毒液などの感染症対策とし

て必要な備品も増えてきているということから、避難所に近接した場所に保管し、速

やかな避難所開設に備えるというものでございます。財源につきましては全て一般財

源を見込んで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） 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。 

   ご質問の２５ページ、予防費の中の委託料、高齢者インフルエンザワクチン接種業

務委託料について、積算根拠と対象者の人数割合ということでした。 

   まず、積算根拠でございますが、現在まで高齢者のインフルエンザの予防接種につ

きましては６５歳以上の方を対象にしておりまして、窓口、医療機関で１，５００円

の自己負担をしていただいておりましたが、こちらの分について補助するということ

でございます。その１，５００円掛ける１，５００人ということで、積算で２２５万

円になっております。 

   この１，５００人なんですが、現在、令和２年４月１日の６５歳以上の人口が

２，３３０人でございまして、そのうち１，５００人ということで、まずおおよそ
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６４％の皆さんを対象として積算してございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） １１番議員さんにお答えいたします。 

   まず、２９ページ、きゅうり機械なんですけれども、算出根拠としましたキュウリ

農家につきましては、現在キュウリ農家経営しております１８戸ということで算出基

礎になっております。 

   新規就農の方、あともしくは、現在キュウリやっていないけれども新たにキュウリ

やるという方につきましては、負担金のほうを納めてもらいながらその施設を使用し

ていただくような形になるかと思います。 

   あと、３１ページ、移動販売車の関係なんですけれども、こちらにつきまして公募

の時期でございますけれども、８月３日から９月１５日まで公募いたしまして、その

間に申込みあったのが、届出あったのが大石屋さんのみということになります。９月

２３日のほうで書類審査を行いまして、９月２９日は大石屋さん本人にご来庁いただ

きまして、ヒアリングを実施いたしました。１０月２日に車が納品されまして、今現

在、任意保険加入いたしました。保健所のほうの許可申請を今提出しておりまして、

そちらの許可が下りれば運行にこぎ着けるということになります。 

   以上でございます。 

○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。 

   ご質問の３３ページのアットホームおおたまの指定管理料の増額分２，５００万の

関係でございます。 

   先ほど菅野部長のほうから一般質問のほうでも若干触れていただいて、その答弁の

内容とは変わりはございませんけれども、あくまでも収入と支出の差額、これを全額

支出するということになりますと、新型コロナウイルス感染症対策の地方創生臨時交

付金、この要件から外れることになるかと思います。菅野部長が申し上げましたとお

り、上限を設けて支援金額を設定するような場合は損失補償に当たらない可能性が高

く、交付金の対象となり得ますという総務省のほうの見解がございますので、損失額

全額ということではなく一定額をもってという形になりますので、今現在想定されま

すのが２，５００万程度ということになりますので、こういった形での予算措置をさ

せていただいたところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ただいまのアットホームおおたま関連のことだけ重ねてお伺いし

たいんですが、例えばこれは今回２，５００万ですが、今後さらにコロナの影響なん

かでまたさらに疲弊した場合とか何かはどのような対応になるのか、それを重ねて伺

っておきます。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 
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○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。 

   今現在、地方創生臨時交付金につきましては、１次、２次、それぞれ国のほうから

内示といいますか、決定をいただいております。今後、３次の交付金に関しましては、

国の３次補正ですか、これが恐らく年を明けまして、１月後半から２月になるんでは

ないかと思っております。この配分額を見まして、さらに菅野部長答弁のとおり、年

度末に向けての最終的なある程度の精査、これによって一定額が２，５００万から

３，０００万になるような可能性もございますので、それについては交付金と精査の

状況を見ながら判断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） ほかにございませんか。５番。 

○５番（松本  昇）  ３７ページの小中学校雪上体育体験に要する経費４３８万

７，０００円計上されていますが、前は県民の森とか何かで、クロカンとか何かで小

学生やっていたんですが、この地球温暖化の影響で雪が少ないというようなことで、

今も場所はどこでやっているんでしょうか。 

   それとあと、スキー教室のインストラクター、１２の委託料、これ８４万

４，０００円ですか、これは何人くらいのインストラクターをお願いしているのだか

を答弁願いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず、クロカン関係のご質問でございますが、今回、スキーのほうは小学生でいえ

ば４、５、６年生、あと中学校１、２年生を対象としております。小学校３年生につ

きましてはクロスカントリースキーということで予定しておるんですが、昨年は昨今

の雪不足ということで実際には実施できませんでした。ただ、本年度も雪の状況を見

ながら、３年生についてはクロカンスキーのほうを実施していきたいというふうに考

えております。 

   それから、インストラクターの人数につきまして、少々お待ちください。 

   スキー教室の場所につきましては、あだたら高原スキー場を予定しております。 

   インストラクターの数につきましては、４６名を予定しております。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決する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８１号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第７、議案第８２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。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。  

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第８、議案第８３号「令和２年度大玉村農業集落排水事業特別

会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。  

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第９、議案第８４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。 
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   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ９８ページの歳入関係で、５と７であります。この介護保険事業

の補助金でシステム改修ということで入ってきているわけですけれども、歳出も関わ

ってくるんですけれども、これ、前もこのシステムというのは改修したばかりのよう

な気がするんですけれども、これはどういうことでの改修が必要になるかということ

と、それから、７番の市町村介護保険の努力支援交付金、国保の場合の支援金という

のは聞いたことがあるんですけれども、この前も若干聞いたような気もするんですけ

れども、本会議でございますので、改めてこの中身など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） 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、介護保険特別会計の関係のシステム改修費でございますが、こちら歳出のほ

うにも予算の１０３ページに明細が書かれておりますが、法律に基づきシステムの改

修が必要となったものについて、国が１０分の１０で補助金を交付するということに

なってございますので、そちらに基づいて補正予算要求するものでございます。 

   続きまして、歳入の９８ページの７、市町村介護保険保険者努力支援交付金につい

てでございます。こちらにつきましては、現在、保険者機能強化推進交付金というの

が４番にございますが、こちらに対してさらに機能強化するということで、令和２年

度より社会保障の充実分として新たに創設された制度でございます。 

   まず最初に、ちょっと収入のほうを先に説明して、先ほどのシステムのほうは一部

訂正させていただきたいと思います。 

   努力支援交付金につきまして、新たに創設されたものでして、こちらにつきまして

は国のほうで４００億という予算がありまして、それを各都道府県に配分しておりま

して、そこから決めるということで、令和２年当初の予算では歳入として上げられな

かったものでございます。令和２年中に各市町村が事業のほうを県のほうに申請しま

して、その中で決められたものが案分されるということなんです。 

   簡単に申しますと、努力支援交付金なので、介護予防事業を市町村で独自にいろい

ろなものをやればやるほどもらえるということでございますが、何せ上限ということ

で割当額があるので、やったから全てもらえるものではございませんが、いろんな市

町村ごとの独自の政策を図っていただくということで、それに対して決定されるもの

でございます。本村ですが、独自でやっているものとしましては頭と体の健康倶楽部

等の事業がございまして、そちらについても申請して対象となってございます。 

   先ほどの、大変失礼しました、詳しくは１０３ページを見ていただくと分かるんで

すが、１０３ページの歳出の予算要求で、真ん中辺の総務費で介護保険の認定審査会

システムの改修の委託料、さらにその上の介護保険システムの改修委託料ということ

で、それぞれ９９万と上がっていますが、歳入のほうにつきましては全額でございま

せんで、左の１０２ページにございますように割合がありまして、今回は９９万に対

して４９万５，０００円が歳入になるということになっております。さらに、介護認
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定システムの改修については１５万４，０００円に対してほぼ半額の７万

７，０００円が財源で入りまして、ということで、先ほどちょっと申し上げました

１０分の１０ということで説明してしまったんですが、１０分の１０ではなかったと

いうことで、大変申し訳ありません。おわびして訂正いたします。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １０分の１０なら何も言わないのでね。これ国のほうで、要する

に何で変えるんだということもきちっとしないよね。どういうわけで、だからこれ、

分かっているんだけれども、そういう制度が今度また３年に１度変わるからシステム

を変えなければならないと、こういうことですね。したがって、俺は１０分の１０出

したらいいべということの関係で、あとその努力というのについては、後から例えば

こういうことだというお話ありましたので、引き続きそういう努力をしていただきた

いということで結構です。ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８４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８５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。 
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   よって、これより議案第８５号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１１、議案第８６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８６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１２、議案第８７号「大玉村監査委員の選任について」を議

題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。  

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり同意するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり同意することに決定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１３、請願第２号「「国の制度として『２０人程度学級』を

展望した少人数学級の実現を要望する意見書」の提出を求める請願書」を議題といた
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します。 

   本請願について、付託しました総務文教常任委員会委員長から審査結果の報告を求

めます。１０番。 

○総務文教常任委員会委員長（須藤軍蔵） 総務文教常任委員会報告。 

   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１２月８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請願第２号

「「国の制度として『２０人程度学級』を展望した少人数学級の実現を要望する意見

書」の提出を求める請願書」を審査するため、１２月８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教育部長

に出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   請願第２号「「国の制度として『２０人程度学級』を展望した少人数学級の実現を

要望する意見書」の提出を求める請願書」について、慎重審議の上、採決を行った結

果、全委員一致をもって採択とし、関係機関に対し意見書を提出することと決定いた

しました。 

   以上のとおり、総務文教常任委員会に付託されました請願についての審査結果を報

告いたします。 

   令和２年１２月１１日 

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

   大玉村議会議長 菊 地 利 勝 殿 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ただいま総務文教常任委員会委員長からの報告が終わりました。 

   総務文教常任委員会委員長報告に対する質疑を許します。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。 

   請願第２号「「国の制度として『２０人程度学級』を展望した少人数学級の実現を

要望する意見書」の提出を求める請願書」を採決いたします。 

   本請願に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りします。 

   本請願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、本案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１４、閉会中の継続調査申出について議題といたします。 

   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した。 

   お諮りいたします。 
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   議会運営委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議会運営委員会委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

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

   配付漏れはございませんか。（なし） 

   ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議員発議第６号「国の制度として

「２０人程度学級」を展望した少人数学級の実現を要望する意見書」が提出されまし

た。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第６号を日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、議員発議第６号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決

定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 追加日程第１、議員発議第６号「国の制度として「２０人程度学級」

を展望した少人数学級の実現を要望する意見書」を上程いたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。６番。 

○６番（佐原佐百合） 議員発議第６号「国の制度として「２０人程度学級」を展望した

少人数学級の実現を要望する意見書について」 

   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１２月１１日 

     大玉村議会議長 菊 地 利 勝 殿 

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

                    賛成者 大玉村議会議員 斎 藤 信 一 

   提出先 内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣 

   国の制度として「２０人程度学級」を展望した少人数学級の実現を要望する意見書

（案） 

   コロナ禍の中で、子どもも学校も多くの不安と心配を抱えている。 

   今、新型コロナウイルス感染防止対策で、学校教育の現場でも身体的距離の確保が

重要である。しかし、４０人学級の教室では子どもたちの身体的距離がとれず、「密

集状態」となっている。これを避けるためには少人数学級にする必要がある。もとも
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と、学校は一人ひとりの子どもとじっくり向き合い、悩みに耳を傾け、個別の指導を

することが大切であり、現場からは、４０人学級ではなく少人数学級実現の要望が強

く出されている。日本教育学会は、以前から２０人前後の少人数学級が望ましいとい

う見解を示していたが、コロナ禍で十分な教育を保障するために教員を１０万人増や

すことと、抜本的に教育予算の増額を提案している。 

   本年７月３日には、全国知事会・全国市長会・全国町村会は連名で政府に「少人数

編成を可能とする教員の確保」を要望している。また、７月１７日に閣議決定された

「骨太方針２０２０」でも「少人数によるきめ細かな指導体制の計画的整備」の検討

を提起している。 

   来年度予算編成にあたって、少人数学級に踏み出す予算措置を実現することが、教

育関係者の強い要望になっている。こうした状況を踏まえて、下記の措置を講じられ

るよう強く要望する。 

記 

   １．「２０人程度学級」を展望し、少人数学級を実現すること。そのために国は、

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」を改正し、教

職員定数改善計画を立てること。 

   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１２月１１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６号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。質疑ありませんか。  

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   これより採決いたします。 

   議員発議第６号について採決いたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決定するにご異議ございませんか。  

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案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６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２時０６分） 


