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平成２２年第９回大玉村議会定例会会議録

第６日 平成２２年１２月１３日（月曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 押 山 義 則 ２番 武 田 悦 子 ４番 鈴 木 義 一

５番 菊 地 利 勝 ６番 渡 辺 泰 章 ７番 佐 藤 悟

８番 遠 藤 義 夫 ９番 佐 々 木 市 夫 １０番 鈴 木 宇 一

１１番 遠 藤 文 一 １２番 佐 藤 誠 一 １３番 須 藤 軍 蔵

１４番 佐 原 吉 太 郎 １５番 大 戸 隆 １６番 菅 野 行 雄

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

３番 小 沼 清 子

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

教 育 長 押 山 利 一 総 務 課 長 菅 野 卓 也

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 遠 藤 勇 雄

農 政 課 長 鈴 木 幸 一 建 設 課 長 菊 地 健

上下水道課長 押 山 正 弘 住民生活課長 菊 地 平一郎

健康福祉課長 武 田 孝 一 農地再生室長 武 田 好 廣

会 計 管 理 者
佐々木 正 信 教育総務課長 武 田 伸 一

兼 出 納 室 長
農 業 委 員 会

生涯学習課長 舘 下 憲 一 本 多 保 夫
事 務 局 長

アットホーム
菅 野 昭 裕

おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

一般質問

議案審議

質疑・討論・採決（議案第７６号～議案第８８号）

委員会付託事件（請願・陳情）の委員長審査報告

審査報告に対する質疑・討論・採決

委員会研修報告

(1) 総務常任委員会委員長報告

(2) 産業建設常任委員会委員長報告

(3) 厚生文教常任委員会委員長報告

(4) 議会運営委員会委員長報告

(5) 広報編集特別委員会副委員長報告

閉会中の継続調査申し出について

(1) 議会運営委員会
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追加議案審議

議員発議第１６号 福島県庁を郡山市への移転を求める意見書について

議員発議第１７号 福島地方法務局二本松出張所の廃止統合計画に反対する意

見書について

議員発議第１８号 ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書について

議員発議第１９号 患者の窓口負担大幅軽減を求める意見書について

議員発議第２０号 肺炎球菌ワクチン（２３価ワクチン）への公費助成に関す

る意見書について

議員発議第２１号 後期高齢者医療制度をすぐに廃止し、真に安心できる医療

制度のために国庫負担を大幅に増やすことを求める意見書について
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会 議 の 経 過

○議長（菅野行雄） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、３番小沼清子君より欠席届がありましたほか１５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（菅野行雄） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第１、一般質問を行います。

１１番遠藤文一君より通告ありました「幼保一元・幼保一体化について」ほか４件

の質問を許します。１１番。

○１１番（遠藤文一） １１番遠藤文一であります。これより平成２２年１２月定例議会

における一般質問を行います。

はじめに、幼保一元化・一体化について伺います。もう１０年ほど前のことであり

ますが、当時、教育長が答弁されております。幼稚園と保育所の連携は大切なことで

ありますと言っておりますが、一元化にするためには、越えなければならないいろい

ろなハードルがいくつかありますと。それらについて十分研究してみたいというふう

に答弁されております。また、平成１８年３月の定例議会には、ある議員の一般質問

には、村長が答弁しておりまして、平成１８年度より、先ほど申し上げました幼稚園

・保育所の一元化についての検討委員会、これ既にそういう考えでおりますが、一元

化の可能性について探るとともに、可能であれば必要な制度の整備や施設の整備につ

いて十分検討してまいる所存であります。その時期等の関係については、耐用年数等

を十分視野に入れながら考えていきたい、との答弁でありました。また、その後、ほ

かの議員の方々から質問等ありましたかもしれませんが、いまだに一元化しないとい

うのは、その検討委員会の検討結果だったのかなというふうに思いますので、当時の

検討委員会の検討結果を伺うとともに、現在における村長の幼保一体化についての見

解を伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今、質問されたとおりであり、当時答弁したとおりでありまして、

ある意味においては大玉方式の一元化を実施しているなというふうに考えております。

詳細等のことにつきましては、当時の担当課長に答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １１番議員さんにお答えいたします。

幼保一元化の検討委員会の関係でございます。これについては、１９年１２月に村

長の方に中間報告を提出しております。この中間報告に関しましては、２０年３月定

例議会で１番議員さんからの質問があって、それについてお答えしておるところでご

ざいますが、一元化についての結論的なことに関しては、幼稚園に関しましては玉井、
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大山の２か所を当面維持して耐震診断を実施し、増改築を含めた整備計画を早急に策

定するというのが検討委員会の結論であります。幼保一元化につきましては、今後の

出生や転入者の状況、保育に対する保護者のニーズ、更に幼稚園の公共施設としての

地域における役割も十分踏まえ、今後の検討課題とすると。このような中間報告にな

っております。つまり、ここで幼稚園の公共施設としての地域における役割というの

は、住宅の誘導等の関係、そういうこと、いわゆる農振の問題等々を踏まえた公共施

設としての位置づけ、これは将来ともに維持すべきであろうということでございます。

更に幼稚園、保育所につきましては、１８年３月２３日制定いたしました大玉村行財

政推進計画、これにおきましては、行政運営の効率化の観点等々、指定管理者制度の

中でも移行施設として挙げられておりますところから、今後においてはそういう運営

主体についても検討を加える必要があるというふうに中間報告では申しております。

そこで、そういう結論に至りまして、具体的なステップをいくつか示しまして、２０

年当時ですね、２０年度中に保育所のとりあえず分室用地を確保して設計に着手する

とか、２０年度増築分をやるとか、そういう結論に至っておりまして、先ほど村長申

し上げたとおり、現在保育所の需要を緩和するという観点から、幼稚園の預かり保育

を実施して実質的な待機解消、幼保の一元的な形で現在の幼稚園運営を行っていると

いうところでございます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） ただいまの答弁ですと、中間報告ということで報告したというふ

うなことでございましたが、その検討委員会については、現在も検討している道半ば

というふうに理解していいのかどうか。最終的な結論はいつ頃だそうとしているのか、

それらについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 解散はしておりませんが、保育所の２０年度建設、こうい

うことを踏まえて中間報告以降の会議は招集しておりませんが、現時点でも当面は新

たに、新たにといいますか、再び検討委員会を立ち上げるというか、再開する予定は

ございません。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、今後とも幼保一元化・一体化はあり得ないのかということ

で伺いたいと思います。ようやく待機児童のないような保育所の増改築の完成が間近

い今、一元化・一体化を求めることには少しなりとも躊躇する部分もありますが、近

い将来、一元化・一体化にすべきだというような世論がまとまったときに、いつでも

幼保一定化ができるような、例えば敷地造成なり、あるいはそれらに対応できるよう

な園舎にしておいてはどうかということの質問であります。今後どうなるかは別とし

て、現政権化においては幼保一体化を２０１３年度の実施を目指し、１０年間の移行

期間を設けるとしております。他市町村のように、民間の保育所や幼稚園があると、

すべてこども園に移行するのは困難と思いますが、本村のようにすべて村立の保育所

と幼稚園でありますので、何の問題もなくいつでもこども園に移行できるというふう
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な状況かと思っております。そこで現政権下の言うこども園とする制度が現実となっ

た場合、村長はどのように対処されるのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 現実的には、需要に応えるという形で幼保一元化、大玉方式という

ようなことでやっておるわけでありますので、例えば現政権化でもって言われるよう

な、そのようなことに正式にということになれば、現施設のまま移行したい、こうい

うふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、幼稚園に保育所を併設、要するに幼保の一体化、これは利

用者にとって大きな利便性があるというふうに考えております。そこでアンケートな

どで父母などの意向調査を実施して、今後の方向付けの判断の材料とすべきというふ

うに思いますが、父母等の意向調査等々に対して実施するような考えがあるかどうか

伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） この具体的に幼保一元化にするということについては、現施設を利

用していきたいという考え方でありますから、そういうことであくまでも村としては、

やはり有効適切、しかも効率性、財政的な面から考えても、そして需要にも応えると、

こういうことで考えていきたいと思いますから、そうなればいったい保育所の施設は

この状況でどうなのか、両幼稚園の施設をそういうようなことで仕組みをした場合に

どうなのか、そういうときには例えば幼稚園を例えば３年というようなことも視野に

入れて、その時点には検討いたしたいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） １８年度における村長の答弁ですと、幼稚園の耐震化による改修

等々のときに考えましょうというような内容の答弁でもあったかに思っております。

現在、その幼稚園の耐震改修等等やっている時期でございますので、当然何らかの考

えがあってしかるべきかなというふうに思っていたところでありますが、今言われた

ような答弁ですと、なかなか進みそうな状況でなさそうでありますが、十分に父母等

の利便性を考慮した中での幼保一体化・一元化、これについて考えていただきたいと

いうふうに思っております。

次に、元の大玉村の老人デイサービスセンターについて伺います。今現在の利用状

況について伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 現在、デイサービスセンターは大玉村地域包括支援センタ

ーというふうに新たな条例で名称がそのようになっておりまして、現在の利用は社会

福祉協議会の居宅介護支援事業所、それからヘルパーステーション、そして名称のと

おり大玉村地域包括支援センターとして活用しております。従来、デイサービス事業

をやっておりました場所につきましては、在宅介護者の日中活動の場所ということで、

火木土の週３日間、年間約１５０日間、在宅介護者のサロンとして活用しております。
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○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） ここの利活用についてでありますか、この施設でなければできな

いような事業等があれば、要するにその古い前老人デイサービスセンターの機能を十

分に活かせるような、そういう事業等でやっていくんだということであれば、それら

について伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 先ほど保育所の関係で質問ありましたが、その中間報告の

際にもいろいろ検討になりました。学童保育の活用の問題とか、デイサービスセンタ

ーの向こうからこっちに移るかとか、様々な検討した結果、設備の状況等も踏まえま

して子育て支援センター、そして今は在宅介護者のための日中活動の場所ということ

で半分活用しまして、それと地域包括支援センターは、介護保険法上の施設でありま

して、かなり相談事業、相談機能を充実させなければならないということで、残りの

部屋についてはそういう相談のための部屋として活用しておりまして、現時点では現

在の利用が最適かなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 先に今後の利用状況について答弁もらってから、こういうことは

なんでございますが、民間に貸し付け等の考えはあるかどうかと、こういうことでご

ざいますが、要するにあれだけの施設であります。デイサービスセンターの機能を活

かせるような、そういう借り手があればこれはもし村民に待機介護者等々がおるとす

れば、そういう民間による貸し付け、それによってデイサービスができると同時に福

祉のサービスもできるというようなことであれば、なお結構ではなかろうかなという

ふうに思う観点から、その民間に貸し付けて、あの機能を活かせるというようなこと

についての考えをお聞きしたいと存じます。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） そもそもデイサービスセンターとしての機能を持っていた

わけですから、そういう事業者にとっては利用が可能かと思います。しかし、デイサ

ービスの事業のいわゆる需要の問題ですね、そういうこともあった関係で機能そのも

のを陽だまりの里に移管したということがございます。したがいまして、介護保険法

上の利用の状況からいえば、そういう機能で新たに貸し付けるということも現時点で

は必要ないかなと。むしろ、今不足している子育て支援関係で使うのが最もベターで

あろうというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、役場庁舎の耐力度調査の結果について伺います。その結果

何点だったのか、伺っておきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １１番議員さんにお答えいたします。

役場庁舎について、文科省で定める鉄骨造りの建物耐力度調査に準拠して行った結

果、１万点満点で３,０７５点という結果が出ました。
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○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） それの耐力度調査の点数について、どのように認識しておるのか。

そして、その点数に基づいた今後の対応について伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １１番議員さんにお答えいたします。

この耐力度調査１万点というのは、三つの項目から調査を行っております。まず、

構造耐力、これが１００点満点で庁舎が５８点、保存度これについては１００点満点

で５７点、それらをかけて最終的に外力条件の係数０.９３を掛けた結果が３,０７５

点、この中身を見ますと、まず構造耐力の中でちょうどここになりますけども、役場

の北側、本庁舎の北側、税務課と農政、農業委員会との境目の通路のところに筋交い

がないと、これらを補強すれば幾らかの有効な補強ができるのではないかというよう

なことが一つあります。それから建物の経過が４８年経過しているということでの持

ち点が少なくなっているということでありますので、今後耐力度の低い北側にどうい

う形でブレス、筋交いが入れられるかどうか、その辺を検討しながら併せて分庁舎の

方の改修等も含めて今後検討していきたい。その前にまず学校関係の耐震補強を実施

していくというような考えでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） こういう耐力度調査の結果が出ました。あとは長の判断でこれを

どういうふうに解釈し、今後どう対応するかは長の判断一つかなというふうに思って

おります。これは我々がどうのこうのいう前に、長としてこれだけの職員がおる建物

でございます。そして村民も当然出入りもします。そういう建物に対して、学校があ

るから、あっちが大変だから、財政的に容易でないからと、それだけで済むかどうか。

そして、これが村民に対し、どういうふうに映るか、どういうふうに理解するかはい

ろいろあろうかと思いますが、やはり大変な判断をしなければならないとは思います

が、やはりその辺は長として結果に対する判断、誤りのなきようお願いしておきたい

なというふうに思っております。

次に、国民健康保険について伺います。県は財政安定化を目指して全市町村による

共同運営を推進するための仕組み、広域化支援方針を年内に策定するというふうなこ

とで新聞に出ておりましたが、自治体間で統一的な基準作りに対する考え方に温度差

があるとか、それはいったいどのようなことなのか伺うとともに、全県で運営の一本

化の可能性について村長に伺いたいというふうに思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） この自治体間で温度差があるというのは、これはやはり前の質問の

ときにも答弁をさせていただきましたが、どんどんどんどん高齢化が進んでいると。

自治体としてはとてもやっていけないという。したがって、都道府県単位にやるとい

うことについては皆これはやはりそのようなことなんだなというふうに認識している

んです。ただ、現実的に問題点はなんだというと、それぞれのやはり医療給付費が違

うんですね。市町村によって。極端に低いところもあれば、あるいは高いところもあ
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れば、問題は今度そういう保険料率に跳ね返ってくる国保税、こういうことに対する

心配している面もあるということであって、その辺になんとかいい方法がないかとい

うことで、県では広域化支援方針というものを作成することにした。また、あと国で

は要するにそういう問題を考えて、要するにこういう保険料関係については標準的な

ものを示すと、標準的なものを示すと。しかし、これ都道府県ごとによって違うわけ

でありますから、だから、その標準的なものを示すのにどの辺に位置づけをするかと

いうのは、この辺はこれからやはり大きな難しさがあるなというふうに考えておりま

す。いずれにせよ、これらについては今、恒例関係については平成２５年から、あと

それ以外の関係一般については３０年頃を結局国では考えておるようでありますが、

これは現政権において考えておるのであって、また、これもどうなるか分からないん

だわね。ただ、現政権において今度の９日にそういう担当の方から私らが行ったらば

話を受けてきておるんで、まあ、２５年から高齢者の関係、それからあとはそれ以外

については３０年からを考えているんだと、こういうことでありますからね、いちば

んの問題点は何かというと、やはり保険料の料率をどうするか、この辺だね。この辺

が問題であるわけであります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次の質問に料率が質問になっておったんですが、公平な税負担、

これについて村長はどういうふうに考えているかということでお願いしたいと思いま

す。公平な税率。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） それが問題で、先ほど言ったようにね、これを福島県には５９市町

村あるんです。これは倍くらいのところもあるんです。半分くらいのところもあるん

です。だから、それをどの辺にするか、こういうことなんだわね。そうするとこれを

ダァーと平均だからここでこうすっぺということをやられますと、今までの安かった

ところが、極端に言えば倍くらいになってしまうというところも出てきてしまうんだ

よね。だから、それをやはりしっかりと国ではやはり制度設計の一つの目安を都道府

県だ、あとはこれそうやって任せるぞと、あと県のところに広域化支援方針なんてい

う、県にそれぞれの都道府県に任せたんだから、おめらやれよと、それではだめだよ。

これはしっかりとその辺は県でそのそういう差があるんだから、全国では最高と最低

では４倍くらいのところもあるんです。医療給付が。だから、そういうことですから、

その都道府県によって、もうあとは勝手にやれということでなくて、そこはしっかり

とやはり指針を示してくださいと。それに基づいて結局当然国がやはり支援をしなく

ちゃならない部分も出てくるんじゃないですかと、国は支援しないと、今までの決ま

ったルールに基づいての国庫補助しかしないと、あとは都道府県単位であれしたらば、

これは、まあ分かりやすくいうならば福島県だったら５９市町村で、私もこれ質問し

たんです。市部は高いんだよと。町村部は安いんだよ、はっきり言って。それをずっ

とやったらばこれは町村部が、我々がここに集まっているメンバーのところが国保税

高くなるんだよ。だから、そういうところをやはりしっかりと制度設計を指針を示し
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ていただく必要があるということで、これ私も直接話をしてきましたから、だからそ

の辺を十分考慮して、いろいろと検討委員会で検討を進めると。それから各都道府県

の広域化支援方針作成についても、そうしたことを踏まえてやってもらうようにどう

いう方法があるのか、よくその辺は研究させてもらいたいと、こういう答弁を受けて

きているわけね。だから、その辺が我々が非常に心配する点というのはそういう点な

んです。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） この国保運営の全県の一本化、これについては公平な税負担につ

いて村長に今後とも頑張っていただきたいというふうにお願いを申しておきたいとい

うふうに思います。

次に、コミュニティスクールについて伺います。まず、その前に村長に伺いたいと

思います。経済協力開発機構が６５か国、地域の１５歳を対象に２００９年度実施し

た学習到達度調査の結果について先日新聞報道がありました。前回より読解力１５位

から８位に、数学的応用力１０位から９位に、科学的応用力６位から５位それぞれ順

位を上げたそうであります。ＰＩＳＡ型問題への対応が進んだだけのことというよう

な見方もありますが、日本の学力改善傾向を示し、教育界に朗報となったとか、日本

の順位が初めて上昇に転じたとか、一連の政策と学校での取り組みが効果を上げたな

どのよかったとする論評記事でありました。これらについて村長はどのように考えれ

るか、思われるか、村長の考えについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは学力は多少なりとも上がるということは、これは良いなと率

直に思っております。ただ、世界のレベルからすると、日本は残念ながら先進国には

間違いないと、大国には間違いないんですが、そういう点ではちょっと学力はやはり

低いんだわね。だから、でき得ればもう少しそういう面については意を注ぐ必要があ

るんではないかなと、そういうふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、このような結果を出した理由、あるいは０２年当時の文科

省の出した学びのすすめ、放課後の補習や宿題の充実を進め、ゆとり路線を修正して

学力重視の路線を鮮明にしたとか、発展的な学習を行うことを容認したとか、朝の読

書活動、あるいは全国学力調査等々を挙げておりますが、来春から本格実施される新

しい学習指導要領は、脱ゆとりをより明確にし、授業時間も増加するそうであります。

また、県教委の各教育事務所ごとに開催する会議で、学力向上等の協議をする場を設

けるとか、学力向上のための現状について、村長の見解を伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） だいぶ苦労して今取り組みをしようとしております。それで私も大

玉村の教育ビジョンの４本柱、この響きあってやはり教育はやらなくちゃならないな

と。それからあとはやはりともに教育というのは関わっていかなくてなならないんだ

と。それからあと教育には一つの理念がなくてはならない、そういう信念がなくては
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ならない。そういう強い教育ね、それから最後には大玉村の郷土を愛する教育、これ

を四教という、そういう教育の柱を立てているなと、私もこれ教育長からいただいた

んで、ああ、大体私の考えているようなことでやろうとしているんだなと、いい考え

方だなと、方向だなと、そういうふうに思っております。具体的な面については教育

長の方から答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 以前、村営の学習塾に取り組みませんかというような質問に対し

て、村長は、ごく限られた強化だけが人間の力ではない。それが証拠に山村、農山漁

村等から出身のそういう方が必ずしも学力があったかというと、そうではない。堂々

と会社の社長になっていれば、あるいは政治家にもなっていれば、あるいはそれ相当

の社会活動をやっているわけでございますから、むしろこの学童自体は子どもらしく、

のびのびと心身ともに健全に、そしてやがて十分に自分の希望に向かって伸びていけ

る、そういう素材づくりといいますか、基礎づくり、こういうことが大切であろうと、

このように考えておりますと言われました。これだけ聞くと学力向上などを否定する

答弁であります。コミュニティスクールの学校支援部会や学力向上委員会の活動のブ

レーキになったり、各委員の意気消沈を招いてしまいそうなので、改めて伺います。

学校教育における学力向上についての村長の見解を伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 私の言っているのは、今、前に答弁した考えと変わりないんです。

学力向上は否定しておりません。ただ、学力学力という学力一辺倒ではありませんよ

と。そういう意味でそれを言ってんです。だから、要するに学力も当然これは付けな

くちゃならない。と同時に人間としてのやはりこれはしっかりと人間らしく、それ相

当の時代に対応した、そういう豊かな人間、これがやはり土台にならなくちゃならな

い。だから、学力学力学力一辺倒という、そういうことではないんだよと。そういう

ことでそういうものが立派な社会人として働きしているかと、そうだねえべえという

ことでそれ言っているんです。だから、学力を否定しているんではなくて、やはり人

間として、初めに人間ありき、そしてそういう学力もそれに備わっていく、そういう

ふうに考えているんです。

○議長（菅野行雄） １１番

○１１番（遠藤文一） 今、村長が言ったように、学力向上を否定するものではないと言

うことだけ教育長も十分に頭に入れておいて、今後のビジョンづくりに意を注いでい

ただきたい。村長がそう言っているんだから間違いない。学力向上は否定してないと、

こういうことでございます。

次に、コミュニティスクールに対し、地域住民が関われる具体的な部分について、

こういう部分について是非地域住民に関わっていただきたいんだというふうな具体的

な、部分的なことをそれぞれ伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １１番議員さんにお答えいたします。
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今、その前段の学力の県ですが、全国の教育長で学力向上に意を注がない教育長は

多分いないだろうと思いますので、私の考えも村長と同じように学力に対しては感じ

ているところでございます。

まず、具体的地域住民の関わる部分についてということでございますが、実際学校

支援地域本部等のように、直接学校に出向いて読み聞かせをしたり、それから遠足の

随行をしたり、見守り隊としたりという、かなりの部分で今やっていただいておりま

す。そういうふうに直接関わる部分というのは多岐多様にわたってこれからもお願い

をしていきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） コミュニティスクール、これ議論するときに、村民が、地域住民

がここの部分にはこういうことで、ここの部分にはこういうことで、とにかくこれに

ついてはこうだよと、関わっていただきたいと、応援してもらいたいというような部

分を具体的にお示しいただきたいと、こういうことなんです。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

今、制度設計をしている段階でございますので、具体的に地域住民が関わると、そ

のボランティア、園とか学校の教育に直接今言ったような形で関わっていただくこと

と、それから関わることが難しい場合については、子どもの学校に興味を向けていた

だくと、チャンスがあれば学校に手を差し伸べようというようなことで、常にお願い

したのは、多くの地域の方たちが学校に目を向けていただくということがまずスター

トかなというふうに考えております。それから、当然学校運営協議会の構成メンバー

として、周りの意見を聞きながらその委員会の中で意見を述べていただくということ

も大変重要なことになろうと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 今ほども学力向上については、否定しないと。当然だというふう

なことでございましたが、このコミュニティスクールの中における学力向上に特に地

域住民に関わってもらうんだという部分があるとすれば、どういう活動、どういう参

加の方法を取られるというふうな、現在の構想の中ではどのようになっているのか、

学校支援部会の中ではどうなんですかと、地域教育部会の中ではどういうふうに考え

ているんですかということの質問をしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

学力向上ということですが、今のところ構想としては各学級の中に保護者がサポー

ト員と、学力向上サポート員という形で関わっていただけないかなということで、こ

れはすぐ来年から即できるということができるかどうかは人がいるかどうかによって

も変わりますので、ただ、そういう直接学習に入っていくと、学級に入っていくとい

うサポートも一応考えております。ただ、それ以外の朝の読み聞かせとか、それから

今現実に試験の丸を付けたりというようなボランティアもやっていただいてます。先
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生方の負担の軽減ということにも多くのサポートをしていただいていると。結果的に

それが先生方が子どもと向き合う時間の確保ということになりますので、当然学力向

上にも結びついていくだろうというふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、大人のレベルイコール子どものレベルにならない施策につ

いてということでありますが、最初から何もかにも順調にとは思われません。そこで

参画、協力いただける方々の共通認識の確認など、最初に十分な話し合いとか、ある

いは参加される方の研修等々実施して、それぞれがバラバラな認識の下に実施してい

くと、運営していくということではなくて、その辺を十二分に研修等々で養ってはど

うかなというふうに思われますが、答弁いただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

今現在も学校支援地域本部とか子ども教室のボランティアについては、定期的に集

まっていただいて研修をしたり、意見を聞いたりという場を設定しておりますので、

今度コミュニティスクールに移行した場合には、それぞれの協力者、部会等について

は十分な共通認識を持てるように研修と話し合い等を実施していきたいと思います。

以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、みんなで、みんながよい子に育つ基本施策に、ふきこぼれ

と言われる子どもたちの伸びるのをどんどん伸ばす施策もあってしかるべきとの観点

から質問するものであります。国際的な学習到達度調査の結果、日本の上位層が増え

たのは、ＰＩＳＡショックなどによる学力不安を受け、経済的に恵まれた層が塾など

に通わせるなどの教育投資を行ったからだ。一方、公の教育、公教育が十分に最下位

層の子どもをカバーしきれず、格差が広がったのではないかという人もいることを十

二分に認識していただきたいというふうに思います。数学の成績の上位層に入った生

徒の割合は、上海ですと１７％、シンガポールで１６％、９位の日本は６％と差を付

けられております。上位層の薄さが将来の日本にいろんな影響を及ぼすというふうに

指摘する方もおります。ここは大玉村ですよ、なんて言わないで、伸びるものをどん

どん伸ばすような、そういう施策、そういう計画、当然あってしかるべきかなという

ふうに思いますが、これらについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えいたします。

大玉村の教育ということではなくて、日本の教育制度が公教育制度というのには、

飛び級等の韓国等にあるそういう制度もありませんし、１人の先生が３０人とか２０

人の子どもたちを扱うという、そういう教育制度ですので、今、ご指摘のとおりどち

らかというと、その言葉としては非常に悪いんですが、落ちこぼれとか、学力の低い

子どもたちを平均以上に引き上げようという方に多くの労力が使われるのが日本の教

育システムのあり方と。今、福島県の場合には３０人程度学級ということで、非常に
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日本の中でも進んだ制度ということでやっておりますが、制度的にはここまでという

ことです。学校の方を調査してちょっとこの質問があったものですから、ふきこぼれ

と称するものが小中学校にいるかどうかという確認をしましたが、そのような問題の

ある、問題というか、でき過ぎて授業に参加できないというような子どもについては、

確認はできていないと。ただ、アンケートを採った中身で、もう少し宿題を出してほ

しいという子どもは２～３いるということですが、できる子どもに対してはどういう

対応してますかということも聞いておりますが、やはり学校の中ではその子にちょっ

とドリルをやらせたりということで、時間中ボーっとしてないように対策は講じてい

るということで、良いのか悪いのかは別としても大玉の場合にはそのような問題は起

きていないというふうに聞いております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 大玉では特に問題ないというようなことでございますが、この学

習到達度調査によって初めて日本の上位層が薄いということが判明したと。それはな

んだと、成績上がったのは学習塾に行っていたんだと。で、低い層がその格差はと言

ったら、公の教育が頑張らないからだみたいなことを言われたのでは、公教育がいっ

たいどうなんだというふうに言いたいところでございます。とにかく上位層が薄いと、

それがいいか悪いかというよりも、よその国と比較して良いか悪いかなどというより

も、むしろ上位層が、上位層と言ってはなんですが、早く理解してしまった子どもた

ちのために、やはりそういう子どもをやはり伸ばせる、伸ばすシステム、きちっとこ

れは明確にしておいてしかるべきかなと。でないと各学級、各学年ごとに単にやって

ます、やってますでは結果は出てこないと。やはり具体的にこういうシステム、こう

いう方法、こういう計画で伸ばすものは伸ばしますよと言われて初めて納得するもの

でありまして、ただ、言葉ではなくて本当に具体的に、その計画的にやれないか、そ

れらについてももう一度伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

１０人いれば１０人それぞれ真ん中辺が、平均のところがいちばん人数が多いとい

うことになるわけですが、学校で今やろうとしているのは、やはり知徳体の全人格教

育ということでございますので、その学力、私は学力を否定するのではなくて、学力

大変大切な分野ですので、一生懸命学校では取り組んでいますが、それ以外にもやは

り徳の部分とか、それからあと体の部分とか、先ほど言いましたように全人格の教育

ということで取り組んでおりますので、その上位層に対してどういうふうに取り組む

かということ、今の先ほど言いましたように、今の状況の中では公教育の中で特にそ

こに意を注ぐというのは難しいのではないのか、そのシステム的にですね。もう一つ

は、そういう特別な子どもを学校で作った場合には、その子どもとか保護者とか、そ

の分断をしてしまうというんですかね、お互いに不信感を持ったり、例えば自尊意識

一生懸命高めようとしているときに、ああ、おれはだめなんだと、あの上の方には入

れないんだということの状況もでてまいりますので、その上の部分だけのシステムと
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いうことはなかなか現実的には難しいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） それぞれいろんな考え、いろんな方法等あろうかと思います。た

だ、伸びるものをどんどん伸ばすというのも、やはり大玉村の教育の平均的なレベル

を上げる一つの方法でもあろうかなというふうに思っているところでございます。

次に、基本目標の世界とつながる人間の育成について伺います。先日の全員協議会

において説明を受けました。世界とはワールドインターナショナルという意味ばかり

ではなくて、いろんな世界のことであります。であるならば、例えば科学の世界とか

医学の世界、天文学の世界とか、あるいは農業の世界というような同類の集まり、あ

る特定の範囲の世界も含むとの認識でいいのか、その辺について伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えいたします。

世界とつながるというのは、世界を意識して自分たちが今やっている行動、普通に

やっている行動、それも全部世界につながっていくんだということ、いわれたような

科学とか農業とか、当然そういうものもつながりますし、環境、今日、火をたいてな

んかごみ燃やしたら、これが地球温暖化につながっていくんだとか、絶えず環境の関

係で世界を考えながら足下から行動しようというキャッチフレーズが、全世界的なキ

ャッチフレーズがあるわけですが、そういうふうに大玉でここだけではなくて、やは

り自分のやっていることが世界につながっているんだということも一つあるし、それ

から常にグローバル社会の中で、これからの子どもたちは大変な中に入っていきます

ので、そういう資質も身につけていくということの両面で、この世界とつながる人間

の育成ということになっております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 聞いてみなきゃ分からないなとつくづく思いました。世界という

から単に私は、ワールドインターナショナル、それでもない、いろんな世界だという

から、そのいろんな世界そのもの、その中で生きていくための教育、それを指してい

るのかなと思ったら、それにつながっている自分、今現在の生活が今勉強しようとす

ることが世界とつながっていると言われると、どのようにして理解していいか、あの

人の世界、この人の世界、いろいろの世界があって本当にこのコミュニティスクール

の基本目標に掲げている世界とは、いったいどうなんだといった場合に、かなりの説

明をつけないとそれぞれいろんな世界を描いてしまうのかなと非常に思います。私が

本当に私自身がそれだけの人間だからかもしれませんが、世界とつながるというと、

いろんな世界につながらないと人間なんて生きていけないと、それぞれの世界でそれ

ぞれの人がそれぞれに生きているんだと、だからわざわざここで世界につながるよう

な人間とはいったいどうなんだと。よりむしろ世界とは本当にインターナショナルワ

ールドの世界の方がいいのかなと、分かりやすいのは。というふうに思って質問した

ところでございますが、私もその辺については認識を改めて、その世界というのはこ

の間言った、全員協議会で説明されたいろんな世界もあろうかと思いますし、要する
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にワールドという世界もあるだろうし、今、教育長が言ったそういうとらえ方もある。

しかし、これを基本目標に掲げておくとすれば、その下にきちっとした説明必要かな

と。でないと村民一人ひとりがそれぞれの世界を描いてしまって、本当の基本目標が

どっちにいっているか分からないようなことになっては困るなというふうに思われま

すので、その辺も十分に検討してもらいたいなというふうに付け加えておきたいと思

います。

次に、私は教育についていつも同じことの繰り返しかもしれませんが、また、言わ

せてもらいます。先の教育フォーラムの資料で三鷹市の七つの学園のうち６学園の教

育目標であります。国際豊かな児童生徒、国際社会に貢献できる児童生徒、国際社会

を担う主体的で創造力溢れる児童生徒の育成、こういうふうに掲げております。まず、

秋津小学校というなんかコミュニティスクールの先進校らしいんですが、これは国際

社会に生きる日本人としております。これだと私も間違いなく理解できます。国際社

会ですから。ですから、私の言いたいのは、こういう目標を大きく掲げる、そしてそ

れに向かっていく姿勢、それが大切ではないのかなというふうに思っているところで

ございます。また、主要施策の中に共に育む教育について教育の基本は家庭にあるこ

とを認識し、親が自信と責任を持って子どもの教育に取り組むことができるようコミ

ュニティスクールの連携を図りながら、家庭教育支援チームを組織し、家庭への教育

力を支援するとのことであります。私から言わせると、責任の転嫁とも取れ、全く理

解できませんが、コミュニティスクールとは参画する方々が共に学び合うことに対し

ては異論はございませんが、各家庭の教育を支援するなら、私から言わせると家庭教

師を送ってくれというようなものでございます。これについて説明をいただきたいと

思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

教育ビジョンとコミュニティスクールがごっちゃになっている感じですが、教育ビ

ジョンは教育ビジョンと、コミュニティスクールはシステムですので、その辺は区別

していただきたいのですが、教育ビジョンについては、教育振興基本計画というのが

日本語のものになるわけですが、その中でこれは今概要版だということで皆さんに中

間報告ということでお伝えしましたので、これが最終でありませんので、今、家庭教

育うんぬんのお話、これも地区懇談会の中でもう少し家庭教育のことについて入れて

くれというような、入ってますので、今、議員さんが言われたことについては、教育

ビジョン策定委員会の方に伝えておきたいと思います。

それから、家庭教育支援、家庭教師を送ったらいいんではないかということですが、

学校、公教育でやるもので今家庭学習の進めということで、どういうふうに家庭学習

を進めればいいのかということを親の方にも子どもの方にもそういうことをお願いを

して進めているという状況でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） いつかも言ったと思いますが、学校地域本部の中に、学力支援委
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員会として学校の学びを支援するための活動として漢字検定、英語検定、養育テスト

支援とか、英語推進委員会として土曜日午前中行う外部講師と連携した英語学習支援

事業の企画運営、平日の夜・土曜日午前中を中心に行う私塾と連携した学習支援事業

の企画運営、また土曜日午前中に行う学生ボランティア先生による学習支援事業の企

画運営などなどやっているところもあるわけでございます。先ほども申したように、

経済的に恵まれた層が塾に通わせたからテストの上位層が増えた。公の公教育が最下

位層の子どもをカバーしきれず格差が広がったのではないかなどと言われていると言

ったと。それも文科省の鈴木副大臣だそうであります。学習時間を増やして学力向上

のため、いろんな取り組みをしていることについてと、成績を上げたのは塾に行った

からと。公教育機関は最下位層の子どもをカバーしきれないから上位と下位層の格差

が広がったなどと言われていることについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

今、塾の話については、先ほど答弁したように考えております。前の議会のときに

塾に通っている人数等、中学校が５割を超しているというようなお話もさせていただ

きました。そのとおりでございます。今、三鷹でやっているものについては、もう完

全に先進的な事例であり、しかも何年も要してそこまできたと。平成１６年にこの法

律が出来てすぐに取り組んでおりますので、大玉は来年からスタートということです

ので、先進事例を見ながら進めていきたいと。ただし、その大玉風のコミュニティス

クール、コミュニティスクールというのは、型があってすべてこういうことだという

ことではございませんので、地域性が非常に出ますので、その地域地域のいちばんい

い方法で進んでいきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） コミュニティスクールを実施するからには、当然スムーズな運営

を望みます。関連組織の調整、あるいは統廃合、内容の簡略化、無理なく父母等の参

画ができるシステム内容となるよう希望を申し上げまして一般質問を終わります。

○議長（菅野行雄） 以上で１１番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。再開は１１時１０分といたします。

（午前１０時５５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。

（午前１１時１０分）

○議長（菅野行雄） ４番鈴木義一君より通告がありました「プロサーマル計画につい

て」ほか１件の質問を許します。４番。

○４番（鈴木義一） それでは、議長の許可を得ましたので、通告しておきました質問を

させていただきます。

国のエネルギーに関する方針での水力、火力、原子力の多角化と申しますか、その
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エネルギーの安全保障という面からも、そういう方針というものは間違いないものと

私は思っております。しかし、原子力発電は、安全なものとはやはり言えない面があ

るわけでございます。環境にやさしい、あるいは安全だというふうにテレビなどでも

宣伝らしきものがありますが、本当に安全ならば、これは発電所というのは電気の消

費するところの近くに造るのがいちばんいいわけでございます。送電線からのロスと

いうものはバカにならないそうでございます。現に東京電力の中でガスで発電する装

置発電所というものは、あの東京湾の中にあるわけでございます。やはりそういう送

電線の関係、そこからの電気のロス、あるいは人口の密集地でない福島県の方が、い

ざ何かあったときには被害が少ないだろうと、そういう面で福島県の海岸に東京電力

の発電所があると、そういうふうに決められたものと思っております。そういうわけ

で決して安全なわけではないのですが、それだけに私も我が村のこの大地を放射能で

汚さないためにも、また私たちの健康、こういうものを守るためにもやはり私たちは

その安全運転という点について、やはり積極的にものを申していかなければならない

と、そんなふうに考えております。発電所は私たちの意思とはあんまり関係なく私は

造られたものではないかと、そんなふうに思っているわけでございます。それで質問

でございますが、国の発電所の安全性、安全の確保というものについては、国の制度

というものはそれぞれマニュアルがあると思いますが、どのようなものになっておる

のでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 現在の安全の国の制度ということでございますが、経産省の中に保

安院というのがありまして、この保安院の方々はどういう考え方の下に仕事をしてい

るかということでございますが、今言ったように、そういう危険性に対することがあ

ってはなりませんので、強い使命感なり、それから科学的、合理的な判断、それから

業務遂行の透明性、それから中立性、公正性、こういうことを行動規範として実施し

ているということであります。一応国の仕組みとしては、こういうことなんだという

ことを申し上げておきたいと思います。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） そういう制度を確実に行っているかどうかとする監視をする機関で

すね、チェックと申しますか、そういう監視をする機関というのは、どういう方々が

なっておるわけでしょうか。例えば原子力関係の仕事、あるいは役人、あるいは推進

を唱える人たちばかりであっては、それは透明性の高い監視とはならないわけでござ

いますが、そういう意味でどういう方々がなっておられるのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 中の職員には、今行った四つのこういう行動規範、しっかり理解し

ている、知識を持っている、そういう職員もおります。あとは外部的には、そういう

専門家の要するに学者の方々とか、あるいはまたもちろんそういうことでの住民の立

場の代表的なそういうメンバーとか、それからあとはそれぞれの消費をするそういう

代表的な方とか、あるいはこれらの企業の立場のそういうふうな方とか、大体そうい
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うことでメンバーは構成されておるようであります。私の私感としてはいろいろ持っ

ておりますが、ただ、このあとにもふれられるようでありますから、その時点でふれ

たいと思いますが、今の質問については、一応そういうふうな広範囲にわたって、最

も大切なのは安全を確保する、こういうやはり専門家も厳正、公正、中立な立場での

方もそのメンバーには入っているんですよということにはなっております。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 地元の住民の代表である中で、我々と大変密接な関係のある福島県

町村会としては、どのような関わりがあるのでしょうか、ないのでしょうか。この安

全確保という意味でいろいろとそういう面についてであります。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 安全確保ということで、町村にこれ１０基がいずれも所属しており

ます。これは所属しているところは、代表の方もテレビ等にも映って皆さん方も承知

だと思いますが、このプルサーマル関係等については、早く一つ開始してくれないか

と要望してきた経過があるんですね。国では結局温暖化の問題等考えれば、エネルギ

ーはやはり原子力に頼るのが最も効率とか、そういう面ではベターだと国の方針も出

している。いろいろと県議会今までの経過からしていろんなもんできた、そういう経

過もあります。結果的には、これをＯＫを出したと。しからば、町村会としてはどう

なんだということでございますが、我々の仲間がそういうふうに解消というふうなこ

とを要望もしているような方も仲間にしているわけなんで、ただ、これは初めに安全

ありきではないですか、初めに安全ありきではないですか、したがって、安全ありき

については、我々よりも身近な推進をするその地元については最も危険性があるんじ

ゃないですか、これについては我々と協調できるんじゃないですか、歩調を併せるこ

とができるんじゃないですかと、そういうことでそういう方々とも同じメンバーであ

りますから、これはやはり厳重なるチェックをしてもらうということについては、町

村会としてしっかりとやはりもの申しますよと。これはそういう立場で６団体の私も

代表の一員でありますから、そういうことでこの経産省から保安院を分離ということ

ね、これを去年から私も強力に言っているんです。そして言わさせてもらっているん

です。そして今回、具体的には去年も知事を筆頭に、知事もそのことについては考え

方が同じなんです。去年もこれは直接国等に要望しております。今回も３０日にこれ

はそれぞれの政党なり、それから国会議員なり、それから直接的なそういう各省、経

産省、これにも３０日に行ってこの６項目を要望しましたが、その６項目の中にこれ

１項目加えておるんです。保安院を結局分離ということをはっきりうたっているんで

す。そして、なぜこれをいうかというと、私もこれ表現が良くないというのは承知の

うえで語ったんですが、それよりもこれは事故等があった場合には、この表現以上の

問題ですよと。泥棒課と警察課と一緒にいるようなものじゃないですかと、そしてい

て職員が行った来して、警察課を信用してくれということで客観的にこれ信用できま

すかと。表現悪いというふうに言われるか分かりませんが、これはこれよりも事故が

あったらば大変なことになるんじゃないですか。だから、チェックをする立場のもの



- 107 -

は、同じトップの下にいるんでなくして、これは今の会計検査院のように内閣に分離

してその権限を持つと、保安院は。内閣に分離してその権限を持つと、会計検査院の

ような、あるいは会計検査院の公金の無駄遣いどころじゃないですよと。取り返しの

つかないことになるんじゃないですかと、だからこれは厳重なるチェックをするとい

うことについては、時代のそういうことでこれはエネルギーの確保というのはやむを

得ないとするならば、初めに安全ありきということをしっかりと示していただく必要

があるということで、今年も３０日の日にそうしてそれぞれの政党なり各省なり、特

に経産省にも行ってそれはぎっちりと話をしております。そこでそういうことを去年

から訴えておるために、現実に内部的にそうしたもろもろの関係、検討をするという

ものが経産省の内部に立ち上がったんです。この保安院の分離の関係もその項目の中

に入っているんです。だから、そこで一押し、二押し、これからも分離の関係につい

ては知事をトップにしてこれはやはり強力に要望活動等を町村会の立場として、代表

として私も加わっておるものですから、これは現に私も直接行って今言ったようなこ

とを話ししておりますから、だから、しっかりとこれからもやはり要望を続けていか

なくちゃならないなと。そして今内部的に立ち上げたその中で我々の考えているよう

な分離、名実ともにやはり厳正、公正な、そういうことでしっかりとチェックしても

らう体制、これを確立して欲しいなというふうに思っておるわけであります。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 同じ町村会でも原子力発電所の立地町村においては、推進の立場を

とって町村会との意見の違いはあったという話ではございますが、立地町村がそうい

う推進の立場をとったということは、本来なら危機感を持たなければならないわけで

すね。それがそうじゃなかったということは、やはり原子力に対する慣れ、そして危

機意識の低下、そしてそれは危機に対するほころびといいますか、そういうものが出

始めたのではないのかなと。原子力の発電所は３０年、４０年が寿命だと言われます。

ですから、今までは新しかったから順調だと。これからが危なくなる。そのときにむ

しろ危機意識が低くなって、そしてそういう推進ということで行動をとったというこ

とは、なんか本などに載っておりますと、財政的にも容易でないところがあるようで

ございます。そして、そういうことでそういう推進という立場をとったということで

あれば、やはり同じ町村会としては私としては納得できない面があるわけでございま

す。町村会の考え方については、一緒に今ご答弁いただきましたので、次の質問に移

ります。

燃料プールに搬入されて１０年が経過した前に作ったＭＯＸ燃料の健全性について

お尋ねいたします。これがこれとこの次が危険だと、危なくないかという一つの大事

なところだとこう思いますが、ＭＯＸ燃料、大変高価なものだそうでございます。１

本が１０億円といいましたね。かなり炉心からの距離などによって綿密にどのぐらい

プルトニウムを含ませるか綿密に計算された精密なものだそうでございます。そうい

うものが１０年間もプールに入れておいて、果たしてそれを使うということについて

は大丈夫なのか、こういう心配があるわけでございますが、この点についてはどうい
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うふうなことになっているでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 率直に申し上げて心配なんです。このＭＯＸ燃料というのは水中に

保管してあるんだよね。そういうことでやはりそういう劣化現象なんていうこともこ

れは当然我々は心配をしております。それからあと、機器とか構造物のこういう現状

の保全継続、こういうことについての長期補修管理の方針に沿った活動を実施してい

るというわけだけども、これはやはり危険物でありますから、正直これは心配ではあ

ります。この特に発電所の３号機ね、３号機についてはこれはおっしゃられるように

昭和５１年の営業運転開始以来３４年経過しておりますから、だからそういうことで

高経過技術評価を東京電力にこれはやはりやっているということだけども、まあ、こ

れどういうことなのかなと。だから、いろんな不安は率直にありますが、その辺は厳

重に経産省だけにお任せ主義でなくして、県独自でもこれをチェックするそういう体

制が整っておりますので、むしろ国よりも県のその体制でしっかりとチェックをして

いただきたい。そしてこの少しでも何かがあればむしろ国に提供して、情報を提供し

て、そして対応をしていただきたいと、そういうふうにお願いをしておるんです。特

に私が言わさせてもらったことは、６団体の関係の一員として、福島県は東京を中心

とした関東域に三分の一の電気を送ってるんじゃないのかと、三分の一を止めたらな

じょになるんだと、今の関東圏域は。そういう電気の供給をしている県が、そういう

ことを危険性があったらこれは逆にこれは福島県は半身不随どころかこれはもう大変

なことになるんじゃないですかと。だからこれはそのそんな今どうとかこうとかの問

題でないんだ。だから、内部施設のそういうことについても厳重にやっていただくと

いうことと、心配なことはそれだけでない、だれもこれ国際関係のことを補償できる

人もいない。それから、今の天災があったらどうするんですか、災害。これは予想も

しないことが災害で生ずるわけでありますから、だから、そういうこともやはり十分

考えて、こういうものについては対応していただかないと困るんですよ。まさかあの

とんでもない今まで地震等で、こんなことになる予想もつかなかったというようなこ

とが現実にあるんじゃないですか。そういうこととか、それからなんかの拍子にそこ

にポーンと飛んできてやられるなんていうことになったら、これどうなんですか。だ

から、内部的な関係のそういう施設チェック体制、それからあと外部に対するそうい

う関係の特別な結局体制、それから天災、そういう地震とか、そういうものに対する

対応策、これをしっかりと示してくださいよと。一般の国民に分かるように示してい

ただきたい。いや、そういうのはちゃんとクリアしているんだということだけれども、

やはり一般の国民に分かるように示してもらわないと困りますよと、こう話をしてお

るところであります。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） いっぺんに次の福島第一までやっていただきましたので、次この今

まで県が認めなかったＭＯＸ燃料の使用について変更されたわけですね。前の知事は、

３６回ものエネルギー検討委員会を開催して、その都度専門家を呼んで、そして勉強
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して、そしてなかなかプルサーマルを認可しなかったという経過があるわけでござい

ます。今度知事が替わりまして、果たしてどの程度の検討委員会を開催したのか。任

期から考えますとそんなにやってないだろうと思います。そしてプルサーマルに推進

という方向に舵を切った。県民としてみれば、この前まではだめだった。今度はいい。

こういうことでは大変どっちなんだべなと心配するのは当然でございます。それでこ

の変更された理由というものは、どういうものになっているのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 端的にいますと、そういう関係町村から、これをひとつ再開してく

れないかと、それから受け入れるようにしてくれないかと要望もあった。県議会がこ

れも新聞等で皆さん方ご覧になっていると思う。県議会もこれはやはり受け入れすべ

きじゃないかというようなことを知事に対して要請しているんだよね。知事も内部的

には結局前との関係もあり、そういうことも認識をしておりますから、十分やはり検

討した。じゃ、そういう初めに安全ありきということと、それから経産省のやはり保

安院からの、保安院を分離と、こういうことで受け入れをするかという最終的には知

事も決断をしたと。だから、知事のみの一存ではなくして、議会サイドもそういうふ

うに要請したぐらいだから変わったと。そういうことのためになぜ今まで認めなかっ

たものを認めたのかということは、県政の情勢がそういうふうに変わったということ

が結果的には認めたことになったなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 過酷な事故と大玉村地域防災計画でなくて、国民保護計計画の方が

良かったかなと思うんですが、その中で国がいざこういう事故が起きた場合には、特

殊な薬品とか、放射能に対しては安定ヨウ素剤ですか、そういうものを準備すること

になっているわけでございますが、村はそういうところと連携しつつ対応すると、こ

ういうようになっておるわけでございます。甲状腺を守るわけだと思うんです、この

ヨウ素剤というのは。なんかチェルノブイリの原発事故のとき盛んに出てきた言葉だ

ったと思います。このヨウ素剤を果たして国においていざというときに、土曜日もあ

りますし、日曜日もあります。いざというときに対応できるのか、そしてまた放射能

汚染というのは範囲が広いですから、なにがなんでも我が村の分だけは確保しなけれ

ばならないのではないか、子どもさんの分ぐらいはね。そういうことについてやはり

どういう危機準備というものを考えておられるのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは全くそういうこの事故等に全く無関心ではいられないなと。

だから本村の防災計画等においても、そういうことを視野に入れてこれはしっかりと

やはりそのようなことを計画にうたい込み、またそうした認識に立っての対応策とい

うこともこれはそういう事態に現実的になっているわけでありますから、そういうふ

うにこれは呼応していかなくちゃならないなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 通告はしておかなかったので、お答えは村長の判断にお任せします
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が、日本には数千発分の原爆の材料となるプラトニウムがあると。そして、今六ヶ所

村に濃縮ウランの施設を造っていると。そして核を管理する技術も日本は持っている

と。早くいうとたちまち原爆を作る能力は日本は持っているわけでございますが、今、

我が国の取り巻く環境は、決して穏やかなものではないわけでございますが、そうい

う点から考えてみて、国を守るという点から私はこういうことをいうとすぐ笑われる

わけですが、是非こういうことは決して原爆一つの抑止力として結構なことではない

かなとこう考えるわけでございますが、ひとつお考えをいただければ有り難いです。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 質問されるように、日本には能力的には即そういう力を持ってます。

科学技術力を持っていると。しからば、それを今いったように村長の考えはどうする

んだということ、これは私はやはり答弁しないほうがいいべね。ということでご勘弁

を願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 農業振興についてお尋ねいたします。ＴＰＰについては、お尋ねし

ますが、大体最初から、議会の最初からお答えは出たなと、このように思っていると

ころでございます。ただ、これからの運動を一生懸命村長は国の方向、国ですか、そ

ういう関連機関と頑張って折衝してくださっているということはよく分かりました。

これから勝負所６か月間、農協という組織と一緒になって、今農協というのは総代も

減らした、理事も減らした。農民運動が低下しております。しかし、最近またこの問

題では頑張っております。こういう方々と下からの盛り上がり、こういう運動、この

６か月間大変難しいかと思いますが、そういう運動についてはどのように考えておら

れるのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今までもかなりやってきております。そして６月の方針決定のため

には、これからがまだ正念場だと思っておりますから、この間ＪＡと２市１村共催で

やったこれについても、やはりあそこでやったんだという気勢挙げただけではだめで

すよと。これはやはりちゃんとつながないとだめだということを私もＪＡの組合長に

直接あの終わってから直に話したんです。早速今日、うちの課長の方にも部下の方に

下ろしてくれないかと。そしたら連絡があって、そういうことで事務を進めるように

しますからと、それでいいよと。正直いって県選出国会議員にも温度差があるんです。

ということは、やはりよその県もそうだということなんです。それぞれの立場の方が

やはりいるんだね。考え方がね。だから、私はこれはやはり国家のためでないと、一

部のそういう多国籍企業、これは否定はしませんが、そういうことのみで日本の国家

というものは決して本当の根付いた発展をするものではない。大切なのはやはり足下

である。こういうことを語れば今までも語ってきましたが、ここでこれはやはりしっ

かりしてもらわないと困るぞと、国家観をしっかり持ってくださいと、こう言ってい

るわけなんですが、さっぱりこの温度差があって、こういう方もこういう人たちの票

をいただいて今日の地位があるんだろうけどなという方もおあります。だから、やは
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り追っかけ追っかけ今後も運動を継続してまいると。今までもここにありますが、町

村会なりそれ以外なりで大変な回数やっているんです。これからもまたぎっちりとや

っていかなくちゃならないなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） ひとつ体に気をつけて頑張っていただきたいとこう思います。

農地の用排水整備についてですが、中山間地の振興は、農業によって図るんだと、

こういうことでございます。しかし、今、村の投資というものは中山間地の方向には

少ないんではないのかなと。どちらかというと、偏ったものがあるんではないかなと、

こんなふうに感じております。ひとつ私もあちらこちら田んぼを作っておりますが、

どうしても中山間地の方はこういう用排水の整備というものは遅れていると、こんな

ふうに感じております。そういう関係機関に聞きましても、仕事は溜まる一方だと、

こういうことでございます。ひとつ、こういう方向の来年度の予算というものについ

ては、どのように考えておられるのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 本村においても大変な用排水関係になっているんですね。この土地

改良区関係の管理区域面積が約７００ヘクタール、それでそれらの大山地区関係につ

いては５２０くらいと、併せて１,２００くらいですね。それから用水関係では３５

０キロもある。排水路が１１５キロで合計４６５キロということで、そのうちの大体

８０％は舗装済んでいるんだね。だから、かなりこの中山間遅れてとはいいながら、

かなり本気になってやっているんです。この近接関係調べてみてもらっても分かると

思いますが、かなり村の方で現実的には土地改良区がやるということにならますと村

の方に申請があるわけでありますが、この７０％の補助ということでここまで整備し

てきたんです。したがって、今後も継続してまいりたいというふうに思っております

から、従来のような極めて多くというわけにはいきませんが、前年並みというような

ことでもって２３年度も進めていきたいなというふうに考えております。ここで分か

ってもらいたいことは、とにかくそれだけのキロ数のものをこれだけ進めてきたんだ

と、先ほど言いましたが、そういうことはひとつご認識をいただきたいなというふう

に思っております。

○４番（鈴木義一） これで私の質問を終わらせていただきます。

○議長（菅野行雄） 以上で４番鈴木義一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで昼食のため暫時休議をいたします。再開は午後１時３０分と

いたします。

（午前１１時４１分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。

（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇
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○議長（菅野行雄） 日程第２、議案第７６号「大玉村保育所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。９番。

○９番（佐々木市夫） 本件は、現在、その定員を１１５名から１４０名というようなこ

とでの提案でありますけども、現在、回覧板では臨時職員の募集というようなことで

なっているようです。一方では、それに受け入れる側ですので、いずれにしましても

人数の適正化という関係もありますけど、とりあえずは定員２５名引き上げというよ

うなことで想定することは、前回も少し話題になりましたけども、すぐ工事やって、

またすぐ増築ということも含めて、どのような考え方で将来的には展望しているのか、

まず、その１点を先に伺います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ９番議員さんにお答えしたいと思います。

先ほどの一般質問の議論の中にもございましたが、今回の増築につきましては、平

成２０年度に工事やりまして、その後住宅・アパート等の着工、それから転入者が比

較的若い世代の転入、今回は特に大山小学校の北側に造りました村の住宅団地、そう

いったものを考慮しながら、これまでの保育所の需要、当初平成４年度、平成５年の

４月オープンした当時は、保育所の需要というのが約１０％だったんですね。現在、

それが今年度の数字になると３７％ぐらいになっているんですね。これについて昨年

度の現時点での申し込みが１２７ほどございました。それらを踏まえながら、当面、

村の住宅団地、それからアパートの建設状況をシュミレーションしながら、入所希望

をほぼ４０％から４４～４５％最大、その程度に見積もっておりますが、今後の新た

な民間のアパート等の需要、建設見込みについてはちょっと分からないわけですけれ

ども、将来的な予測から言えば、大体最大で６０％ぐらいになるのではないかという

ふうに考えています。６０％となれば当然、現在の保育所のキャパシティでは収容し

きれないということは明らかでありますので、これは中間報告の中でもというか、今

までの検討の中でもかなり時期を分けて、当面としては待機解消に向かうと。しかし、

将来的には先程来からもいろいろ議論の中で話がありましたけれども、幼稚園の３年

保育の問題とかというのが若干ふれられた経過があると思いますが、そういうことも

視野に考えていく必要がある。ただ、保育需要については、全世帯の６０％ぐらいま

で最大いくのではないかというふうに考えています。恐らく今年度どのくらいになる

か分かりませんけれども、かなり子どもの半数に近い希望があるということを踏まえ

れば、６０％程度まではいくのではないかというふうには見ています。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１番。

○１番（押山義則） 参考までに伺いたいんですが、今回のこの１４０名の入所定員の中

で、乳幼児の最大何人入れられるのか、それを伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 乳幼児ということですが、０歳児という意味ですかね。０

歳児については１４０名中最大で２４名ほどというふうに現時点では考えております。
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○議長（菅野行雄） ほかにありませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） 今度の増改築によるそのスペースに対し、合法的に年齢別で変わ

ろうかと思いますが、合法的に、しかも現在のスペースでいろんな条件を満たした場

合、最大何名までが保育可能なのか、それについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 合法的という話ですが、現在は保育所運営基準というもの

が示されておりまして、スペースの問題、職員の配置基準の問題等々ございます。

実際、何人収容するかという法律的な枠はなくなったんですね。だから、１４０名に

２８０、倍入れたっていいということになりますが、しかし、やっぱり保育環境とい

うこともありますから、最大でも２５％程度しか今の施設規模では不可能ではないだ

ろうかと。職員は基準に合わせて配置すれば済むわけですけれども、しかし、入れれ

ばいいというものでもないので、限度としてはおのずとその程度にならざるを得ない

のかなというふうに考えています。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 最大で２５％増可能だとすれば、今の見通しとして１４０名に現

在のスペースで大体現在の子どもの増加率、出生率、あるいは利用率からして、大体

何年ぐらいまでは今の保育所の状況で対応できるというふうに予測されているのか、

それについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 今年度の申し込みは、２３年度の申し込みは既に終了して

います。その数字だともう１４５なので、この定員はオーバーしているんですね。じ

ゃどうするのかということありますが、これから調整するわけですけれども、２５％

までＯＫだと言っても、保育所の様々な年齢構成の問題が出てくるんですよね。先ほ

ど１番議員さんからもあったように、０歳児の需要が多くなった場合に、それ対応で

きるのかというようなこともございます。乳児室については、３の倍数でずうっと考

えてきているので、３×８＝２４ということで、これまでは１５だったんですね、基

準としては。しかし、１８入れています。そういう人数案配もあるので、総じて２５

％程度最大と考えても、実際は定数くらいで収めていきたいというのが運営する側の

考え方なんですけれども、いつまで持つかと言われて、その社会情勢もありますので

はっきりしたことは言えませんけども、現状としても待機解消の綱渡り状態がこれか

らも続くということは間違いないと思います。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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。質疑打

ち切りにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。
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本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第７６号を採決いたします。

本案を原案のとおり決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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 次に、日程第３、議案第７７号「安達地方広域行政組合規約の変更

について」を議題といたします。

質疑を許します。１０番。

○１０番（鈴木宇一） 安達広域関係第３条について若干お尋ねいたしたいと思います。

安達地方ふるさと市町村圏、これはふるさとセブンということで、安達郡２市５町

村がなっておったわけですが、今回のこの条例改正は２市１村という形のために、こ

ういう形がなされたのかどうか。また、その中で創造的、一体的な振興整備というこ

とがありますが、具体的にどういうことをやろうとしているのか、ちょっと中身につ

いてですね。

それから、市町村圏計画は、たぶん第４次総合計画という中にあったと思うんです

が、その第５次までは今年度はどの位置にあるのか、その辺についてお尋ねをいたし

ます。

また、基金関係でございますが、ここに安達ふるさと市町村圏基金から安達地方振

興基金に改めるということで、新たに基金を設置するとありますが、基金が枯渇され

ているのか、それとも今までの基金はどうなさっているのか、残高がいくらぐらいあ

るとすれば、その辺についてお尋ねをしたいというふうに思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。

安達地方広域行政組合規約の今回の変更でありますが、広域行政組合の仕事には

１１の仕事がございます。消防であったり、ごみ処理だったり、し尿処理だったり、

いろんな業務を２市１村で現在までやってきております。今回、その中で１１の事業

の中で、安達地方のふるさと市町村圏計画の策定、それから福島地方拠点都市地域基

本計画に基づく事業の実施というような仕事がその１１の中にあります。今回、国の

要綱等が改正になって、こういう基本計画を作る必要はない。それを受けまして、安

達地方の市町村圏計画並びに福島地方拠点都市の計画をなくすと同時に、共同事業も

廃止するということでございます。そのために、現在まで安達地方のふるさと市町村

圏計画の策定、それからその事業を行うんだという文言を安達地方の創造的、一体的

な振興整備に資する地域振興事業を行うんだというふうな名称にしたわけでございま

す。
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中身については、安達地方に限っては従来どおりの仕事をしていくということでご

ざいます。ただ、福島拠点都市の分については基金を廃止して、今回、この後の議案

として提出している基金の廃止というふうな形になっております。市町村圏計画につ

きましては、平成１２年に策定しておりますので、第１期の計画、福島地方拠点都市

においても第１期の計画で現在終わっている。第２期目の計画準備中に国からのこう

いう通達に基づいて、今回、２期目の計画を策定しないということになったものであ

ります。

基金につきましては、安達地方の基金については１５億の出資で、現在、これを活

用しております。この基金については、安達地方ふるさと市町村圏基金という名前で

現在、運用しておりますが、この規約の改正に伴って、安達地方振興基金という名前

を変えて、今後も安達地方の振興発展に資する事業に使いたいということであります。

当初の造成出資額が１５億円でございます。現在の残高が１１億７,０００万円余り

で、現在、安達広域行政組合の中で運用しておるところであります。更に、福島拠点

都市については、３０億円の基金を造成しております。そのうち安達広域分について

は、５億７,１２０万円の基金を今回、廃止すると。そのための財産処分というよう

な形になったわけであります。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１０番。

○１０番（鈴木宇一） 確認しておきます。

じゃ、ふるさと市町村圏の計画というものは、第５次というものはもうないという

ふうにとらえてよろしいんですか。

それと、基金は現在、１１億円あるというふうに認識しているということでよろし

いですね。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えします。

そのとおりでございます。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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。質疑打

ち切りにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 次に、日程第４、議案第７８号「安達地方広域行政組合福島地方拠

点都市地域ふるさと市町村圏基金の廃止に伴う財産処分について」を議題といたしま

す。

質疑を許します。１０番。

○１０番（鈴木宇一） 若干、この点についてもお尋ねしたいと思います。

福島地方拠点都市地域ふるさと市町村圏基金廃止ということで、この３０億円から

帰属団体に返還するというものだと思っていますが、そこで２番の出資金帰属額以外

の基金廃止に伴う精算うんぬん書かれておりますが、ここで福島県に返還する補助金

相当額を除き、いわゆる県に対して補助金額を払うということですね。この額ですね、

額と利子関係はどうなっているのか。

それから、補助金というものは返還すべきものなのかどうか。安達地方でもらって

おくべきものだろうというふうに思うんですが、その辺について詳細について説明を

願います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。

設立当初、安達地方の当時の７市町村、現在、３市村でありますが、大玉について

は４,４８０万円の出資をして基金とした。このとき同時に、福島県の方から４,０８０

万円の基金も、補助金も当然入っております。それらについては、今回の解散に伴っ

ての財産の処分に関して、福島県と重々協議をした結果、福島県としては当時出した

ものについては、お返し願いたい。ただし、それにかかる利子分については請求いた

しませんので、その利子については構成市村の中で出資割合に応じて処分してくれと

いうようなことで、今回、県には４,０８０万円はお返しすると。そのほか各市村の

出資割合プラスそれ相当の利子を含めて、３月末に財産処分の廃止とともに、各市村

に帰属するというようなことになっております。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１０番。

○１０番（鈴木宇一） ４,０８０万円が県に返還するということらしいんですが、それ

に対しての利子ちょっと分かりかねますが、それはこの帰属額に既に含まれていると

いううに理解してよろしいですね。

それと、先ほども言ったように、補助金ということですから出資金じゃないのでね、

その辺をなぜ県に返還するのかというのがちょっと疑問なんです。お願いします。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。

当時補助金という名前でありましたが、県もルールに基づいて出したということで

ありますので、当然、そのルールに基づいて出した団体が、この基金というのは、そ

の基金の果実の運用ということで実際始まったわけでありますから、その役目が終わ
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った時点では返していただきたいということであります。今回の５億７,１２０万円

には、利子分は入っておりません。これはあくまでも各市村の出資額であります。こ

れプラス利子相当額が、出資割合に応じて３月末に戻ってくるというようなことでご

ざいます。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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。質疑打

ち切りにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 日程第５、議案第７９号「平成２２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。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 今回の一般会計の補正は、約８,８００万円の減額補正という

ことで、当局は相当苦労されたと思います。その一番の要因は、村債になっています

７,７００万円が△ということで、それだけ借金しなかったということが見られるわ

けでございますけれども、それらを含めていくつかの質問をしたいと思います。

まず、１５ページ、今、盛んに光ファイバーの工事をしているわけでございますけ

れども、これ光ファイバー網線が張られた後、各それぞれの希望者に接続するわけで

ございますけれども、これらの接続料はかかるのか。また、使用料は１か月どの程度

になるのかお伺いしたいと思います。

２３ページ、上段になります地域介護福祉空間整備等施設整備補助金２４６万

６,０００円なんですけども、これらについて説明書きこれだけになっておりますけ

ども、どういった空間というのはどういった意味を含むのか伺いたいと思います。

２５ページ、中段になります負担金補助金及び交付金の②になりますけども、住宅

用エネルギー設備設置補助金、これ１か所にどの程度で何個なのか、これも単純に伺

っておきたいと思います。

２７ページ、下の段になります１９の水田フル活用自給力向上支援対策事業費補助
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金の３００万円について、これも内容、どのようなものの事業費なのか説明を求める

ところであります。

あと次のページになりますけども、これ中段の農地費になります括弧書きになっ

ている基幹水利ストックマネジメント事業負担金、これ大きいですね、１,６１４万

１,０００円になりますけども、これらも説明によると、この説明きり書かれており

ませんので、この負担金の内容ですね、もっと詳しくお願いしたいと思います。

３１ページ、これは道路新設改良費△１,６９９万１,０００円になりますけども、

ここは場所、特に埋蔵文化財と食糧費の△が非常に多いわけでございますけれども、

これどういった△になっているのか伺いたいと思います。

３３ページです。説明あったのかどうか分かりませんけど、上段になります村単独

改良工事費の用地代、あとその上の道路用地代ということでございますけれども、こ

れ場所はどこだったのか、私の聞き漏れだかも分かりませんけども、この場所を教え

ていただきたいと思います。

あと次になります土木費の公有財産の建築交代用地代４６万９,０００円、これも

どの場所なのか、何か所なのかお聞かせいただければ結構だと思います。

３５ページ、耐震改修事業、これも大きい数字でマイナスになってますね、５,６２９

万７,０００円がそっくり△になっておりますけども、これ工事はしているんですけ

ども、手抜き工事ではないと思うんですけども、どういった、こういった△になって

いるのか詳しく説明願いたいと思います。

最後になりますけども、３７ページ、何度もふれておりますけども、今の馬場桜に

ついて、馬場桜の現況はどうなっているのか。今後は、どのような見通しで当局は管

理状況をしていくのか、以上、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １２番議員さんに１５ページ、中段でございますが、光ファイ

バーの通信網関係でございます。既に行政報告の中で、村長の方からお答えいたしま

した。現在、３００を目標に加入を勧めております。約３００については確保できそ

うだという見通しに立っております。それらの現在まで申し込んだ約３００件につき

ましては、既に接続費としては２,１００円、この期間に接続をしていただけるとい

うことで、そういう特典付きの今回の推進ということで、接続料については２,１００

円と。２月からでありますので、もう少し期間がほしいというものにつきましても、

現在はこの金額でやっていただけるようなことで今は進んでおります。それ以降につ

いては、今のところＮＴＴの方としては、これが永遠に変わらないかどうかにつきま

しては現在は不明でございます。なお、使用料でございますが、それぞれのプロバイ

ダー、本人の現在、希望するどういうインターネット、これからの高速ネットワーク

を活用するか、そういったものでそれぞれ使用料が異なってございます。現在、申し

込まれた村を通じて申し込まれて分につきましては、逐次、各申込者とＮＴＴ側と連

携をしながら、自分にどのような光ファイバーを利用するか、そういったものを協議

しながら、最善の本人の希望に沿った内容を提供できると。それにのよって、使用料
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がおのずと変わってきます。以上であります。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １２番議員さんに２３ページ、地域介護関係の補助金につ

いて申し上げます。

これは介護保険施設の整備等にかかる補助金でございますが、今回はグループホー

ム満天のスプリンクラー設置にかかる費用の補助金でございます。従来、国の基準で

は２７５平米を下回る施設については、スプリンクラーの設置の義務はございません

でしたが、あちこちで火災があって入居者が亡くなると、こういう事件もありまして、

今回、国が１００％出して介護施設の安全対策を強化するという中身の交付金でござ

いまして、歳入につきましては２０ページの下段、補正額の財源内訳、同じく９ペー

ジに歳出額と同額の歳入を計上してございます。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

２５ページ、住宅用エネルギー設備設置補助金の関係ですが、太陽光発電につきま

しては、現在１５件、そのうち１０件が完了しております。それで、平均的な金額で

すが、キロワット数で言いますと４.１５キロワット、平均。金額でいきますと１２

万３,０００円程度というふうになっております。今回、補正額につきましては、１

キロワット当たり３万円、上限が５キロワットということでございますので、１５万

円掛ける３件程度を予定しております。以上です。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １２番議員さんに２７ページの下段にございますが、水田フル

活用自給力向上支援対策事業の事業内容ということですが、これ村内の有機特別栽培

米に取り組んでいる農家が栽培組合を立ち上げまして、いわゆる農薬等を使わないた

め、いわゆる除草等に手間取るということで、有機栽培特別栽培の省力化を図り、生

産性の向上、そして生産量の増加に取り組むため、除草機、また温湯消毒器などの播

種関係の機械を導入するため、県と村の補助金を栽培組合である組織に補助し、それ

ぞれ栽培組織である組合も負担し、除草機、播種関係の機械を導入するものでござい

ます。以上です。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １２番議員さんにお答えをいたします。

２９ページの基幹水利ストックマネジメント事業の内容についてでございます

が、これにつきましては基幹水利地区三ツ森地区、いわゆる北上台隧道の補強工でご

ざいます。当初４,２００万円の県の事業に対して、村の負担割委が８.６２％で、当

初３６２万１,０００円措置しておりました。これが国の補助金で２３年、２４年分

がどうもなかなか付くのが難しいということで、今年度の経済危機対策の部分で、県

の方でも先般、５０億円の補正予算を組んだというふうな中身ご承知だと思いますけ

ども、当該事業につきまして、２２年度補正分で１億８,７２５万円ほど増額補正と

なりました。２２年度の補正後では２億２,９２５万円、これに対して村の負担割合
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８.６２％ですので、仕上がりで１,９７６万２,０００円ほど負担するようになりま

す。当初予算との差で１,６１４万１,０００円の補正となってございます。なお、工

事の中身につきましては、平成２２年度当初予算におきましては、工事用の道路工、

これが７４６メーター、あと工事用道路の測量設計として同じく７５０メーター、こ

れにあとは周りの用地測量が１６ヘクタール、あと用地買収補償費の一式でございま

した。これらに２２年度予算、先ほど申しましたとおり、１億８,７００万円ほど増

額になってますが、これにつきましては２３年度以降、３か年で支出するというふう

にしていた水路トンネルの補強工、モルタルで内面を覆うという工事を全体で６５４

メーターあるんですが、これの４００メーターほど前倒しで執行するという中身でご

ざいます。

次に、３１ページの下の方ですね、道路新設改良に要する経費１,６９９万１,０００

円、これの中身の委託料でございます。埋蔵文化財の発掘調査業務委託料につきまし

ては３００万円の減、これにつきましては当初３００万円予算を取っておったんです

が、教育委員会の方で自前で調査を行ったということで、事業費の支出はございませ

んでした。なお、測量設計業務委託補正減の７５４万４,０００円と地質調査の４６

万２,０００円の減につきましては、南町・山口線ほか測量設計に関しての実績で減

額しております。

次に、３３ページの上の方の公有財産購入費、社会資本整備総合交付金の道路事業

用地代、これが８１万８,０００円。これにつきましては、当初用地買収がなかなか

難しいということで計画をしておったんですが、路線名については星内・西庵線でご

ざいます。これについては契約が２件ということで８１万８,０００円を補正してお

ります。なお、村単独改良舗装工事につきましては、星内・西庵線について２件ほど

未相続等により用地買収できていないところがございます。また、入海・台線につい

ては、未相続関係で用地買収されていないところが１件ございます。これについて、

年度末までに用地買収ができるようであれば、これでしたいということで、２２５万

９,０００円の計上をさせていただいているところでございます。同じく３３ページ

の都市計画総務費の公有財産購入費でございます。これについては、建築後退用地と

いうことで星内地区が１か所、２５平米、大石地区が１５平米で１か所、いずれも建

築行為によってみなし道路の拡幅分の用地購入でございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １２番議員さんにお答え申し上げます。

３５ページの学校耐震改修に要する経費の減額でありますが、まず、委託料であり

ますけども、耐震改修工事設計業務委託料の５００万円の減につきましては、来年度

予定しております大山小、それから玉井幼稚園の設計の実績による減でございます。

それから同じく委託料、玉井幼稚園の敷地造成測量設計業務委託料でありますが、

玉井幼稚園来年改修工事予定しておりますが、そちらの園庭を広げる計画しておりま

して、そちらの造成関係の設計業務委託料５００万円でございます。

それから、工事請負費でございますが、本年度実施しております玉井小学校並びに



- 121 -

大山幼稚園の改修工事の実績によります補正減でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） １２番議員さんにお答えいたします。

３７ページ、下段になります。文化財保護費の工事請負費１０万円、これにつきま

しては現在、主幹が３本ございます。２本が中段切りとなっておりますが、そのうち

の１本に腐食が激しく見られるということで、２本の主幹を伐採したいということで

ございます。現状でございますが、１１月の上旬に文化庁より担当官が参りまして現

地の方を確認していただいております。しばらくは現状の１本残っている主幹はその

ままいくであろうというような見解でございました。それを踏まえまして、１１月の

中旬に保存検討委員会を立ち上げまして、今後どのようにしていくかということの中

で、今ほどお話しした主幹２本、中段切りになっているものがだいぶ腐食が激しくな

っているということで、元気な方にも影響を及ぼすというような判断がありまして、

今回２本を切る。その後１本残ったものについての根の状況を調査して、有機肥料等

を施肥をして現状を保存していくというような状況になっております。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤義夫） １件だけお願いします。

３１ページのイノシシの函ワナなんですが、これ数何個なのか。これ設置するのに

は猟友会あたりの免許が必要なのか、お願いします。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに３１ページの上段にあります備品購入費、イノ

シシ用の函ワナでございますが、購入を計画しているのは２基でございます。これに

つきましては、猟友会の玉井、大山それぞれ猟友会に１基ずつということで予定して

おります。なお、ワナでございますので、ワナの免許が必要ということになります。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１番。

○１番（押山義則） １９ページの電子申告のサービス委託料減でありますが、これの現

在の利用者数と、あとこれ住基カードの必要になると思うんですが、この住基カード

の発行状況伺います。

それから、ページ２１の社会福祉協議会の委託料２８万円と補助金１７万円、これ

何のための補正なのか、その内容を伺います。

それから、ページ２９の耕作放棄地の委託料についても同じく内容を伺います。

それから、ページ３１の除雪委託料の４１３万円、これの業者数とあと契約内容、

どういう形でお願いするのか、以上お願いします。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １番議員さんにお答えします。

１９ページの関係でありますが、まず、ここに載っているものは、今後、来年の１

月から開始されます国税連携ということで、所得税の確定申告書、これが税務署に紙

で提出してもらって、その紙ベースが今まではそのまま市町村の方に税務署から送付
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されてたんですが、それを電子化して、今度国の方から各市町村に紙ベースを電子化

された数値化の下にデータとして受け入れるというのが今回の補正の中身になってご

ざいます。以上です。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えいたします。

１９ページ、住民基本カードの枚数ということですが、５６枚ということになって

おります。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １番議員さんに２１ページの社会福祉協議会のまず、委託

料でありますが、児童クラブの職員、途中退職、それから新採がございまして、この

退職された方については、扶養になっている関係で法定複利子が発生しませんでした

が、新しく採用された方については、常勤ということで法定複利子が発生しまして、

その分の追加補正でございます。

それから、補助金の部分については、コピー機が年度初めに故障いたしまして、そ

れのリース代金、この部分の補助金でございます。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） １番議員さんに２９ページ、委託料についてご説明申し上

げます。委託料１０８万円の内訳でありますけれども、今回、行政報告にもありまし

たとおり、農地再生の現在までの再生面積が８.５ヘクタールであります。当初目標

３０ヘクタールということで掲げておったわけですが、去年は４ヘクタール、現在、

今までが４.５ヘクタールということで、進捗率がかなり悪いということであります。

ふるさと再生特別基金事業で４名の方を採用しておるわけですけれども、当初菜園、

要するに桑畑の荒れたのということでやっておりましたので、ちょっと進捗状況が思

わしくありませんでした。そこで、ふるさと再生特別基金事業についても、雨とかお

盆とかでだいぶ人件費が減っているということで、その中でまた１人を雇って追加し

て雇うことできないかということで国の方に聞いていただいたんですけれども、それ

はできないということでありましたので、そちらの方での人員増加は見込めませんで

したので、村単独でなんとか２人を採用して、１月から３月まで２人を採用して、も

う少しスピードアップを図って、当初目標の来年度まででありますけども、３０ヘク

タールを解消したいということで、当面、今年１月から３月までについて２人分の人

件費をいただいたものであります。以上です。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １番議員さんにお答えをいたします。

３１ページの除雪委託料に関するご質問でございますが、２２年度の除雪に関しま

しては、村内の業者５社さんに委託をさせていただいております。期間については、

１２月１日から３月３１日までという内容でございます。なお、契約内容につきまし

ては、重機の種類に応じ作業１時間当たりにいくらいくら支払うという中身になって

ございます。なお、予算措置につきましては、１１か年平均だと５００万円程度にな
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るんですけども、ここ数年雪の量が減っていまして、当面３年間の平均で今回４１３

万７,０００円という予算を措置させていただいております。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかに質問ございませんか。１４番。

○１４番（佐原吉太郎） ちょっとお聞きしたいんですが、松くい虫なんですが、６月、

９月これ終わったわけなんですが、６月、９月に予算取られてもうチェックして切る

ばっかりの状況であればいいんですが、今、ずうっと見たんだが、なんか予算がこれ

計上されてないとすれば、要するに９月か６月に取られてあれば結構なんですが、そ

の件ちょっと最初にお聞きしたいと思います。松くい虫のあれだよ。予算取られてい

るとすれば、それは構わないですが、いや、まだ全然手を付けてないから、まあそれ

だけ、分かっている範囲内で結構です。

○議長（菅野行雄） これ担当ということになると、これ議案書に載ってないからみんな

首ひねっておやっと思って見ているんだけど。

○１４番（佐原吉太郎） そのことを聞いているんだというの。深刻にあちこく枯れるの

がひどいようだからということであります。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １４番議員さんに松くい虫の防除費用の質問でございますが、

当初予算で計上しておりまして、春駆除については当初予算で計上しまして、これか

ら実施します秋駆除についても、いわゆる当初予算の春執行後の残でこれから防除す

る予定でございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。９番。

○９番（佐々木市夫） 緊急雇用創出事業費減額の１２４万２,０００円、これらの理由

と内容的なこと少しお願いしたいと思います。

２９ページの２番、堆肥センターの運営等に関する経費、委託料の増額ですけども、

これらの内容についてお知らせ願います。

３５ページ関係、平和教育推進に要する経費、これの事業評価もあったようですけ

ども、講師謝礼の減額も含めてあるようでして、これらについては効果も含めて、次

年度の実施の考えも含めてご答弁願いしたいと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。

２５ページの緊急雇用でありますが、当初は週５日掛ける稼動日数ということで申

請をしたわけでありますが、天気の悪い日もあったと、それから途中で新しい職が見

つかったという方がいらっしゃったということで、今回、半年間の精査をして減額す

るものであります。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ９番議員さんに２９ページの中ほどにあります堆肥生産管理業

務委託料１３６万３,０００円の補正増の内容でございますが、これらについては、

堆肥センターにおきましては正規の職員１名、週に何回ということで堆肥の生産業務

に関わっておりましたが、その後、勤務体制の変更がありまして、いわゆる委託職員
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のみでこれからの繁忙期を迎えます堆肥の運搬、そして散布という形になりますので、

これから３月までの不足分の業務委託料の計上でございます。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ９番議員さんに３５ページの平和教育推進に要する経費の

補正減でありますが、８月の広島平和記念式典にそれぞれ引率２名、小中学校２名ず

つ、合計８名で出席しておりまして、大変平和に対する認識が新たになって勉強にな

ったということで、今後も平和教育の推進に努めてまいりたいと思いますので、来年

度も予算計上したいと思っております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） １点、再質問という形で堆肥センターの件なんですけど、基本的

には業務拡大というか申し込みが多くて、そういう形なのかもしれないと思っていま

す。それは大変有り難いというか良いことだなと思っていますけども、改めて今、そ

の実態数、申込数とか、その辺の堆肥の供給の量の実態とか、その辺をちょっとお知

らせいただきたいと思います。比較も含めて。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ９番議員さんに堆肥センターのいわゆる現在の堆肥生産の実態

でございますが、いわゆる畜産農家からの糞尿の搬入につきましては、若干２～３年

前のピーク時よりは少しずつ搬入量も減っております。それに伴って、いわゆる堆肥

の供給、需要の関係でございますが、大山地区におきましては、特別栽培米、ほとん

どの方やってないそうですが、玉井地区のわら部会のわらを集める関係、わら部会そ

のものもなかなか労力的になかなか面積がさばけないということで、若干わらを収集

する面積も減ったということで、それでいわゆる総体的に生産も減りまして、若干わ

ら部会の方の堆肥の散布量も減ったということで、そういう形で堆肥については生産

を行っている現状でございます。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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。質疑打

ち切りにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 日程第６、議案第８０号「平成２２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（菅野行雄） 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、原案のとおり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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 日程第７、議案第８１号「平成２２年度アットホームおおたま特別

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（菅野行雄） 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、原案のとおり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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 日程第８、議案第８２号「平成２２年度大玉村農業集落排水特別会

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。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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、原案のとおり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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 日程第９、議案第８３号「平成２２年度大玉村土地取得特別会計補

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。
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（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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、原案のとおり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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 日程第１０、議案第８４号「平成２２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。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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、原案のとおり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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 日程第１１、議案第８５号「平成２２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。９番。

○９番（佐々木市夫） 提案理由の中での配水管等の漏水修繕、これが予測されないとこ

ろで最近いろいろあるということ聞いていますけども、それらの主な原因と、その対

策的には今後どのように考えていいものか、その辺についてお伺いしたいと思います。

あと何か所か漏水の箇所も含めてお願いします。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ９番議員さんにお答えをいたします。

まず、建設関係でございますけれども、本年４月以降に発生しました水道本管の漏

水につきましては、６件となっております。これ地区別に見ますと、南小屋地内で８

月に１件、相ノ沢地内で８月と１０月にそれぞれ１件、コリン前地内で９月に１件、

中屋敷地内で１０月に１件、それと大山字天王地内で１１月に１件と、合計６件とな

っております。これらの漏水の状況を見てみますと、何点か要因となるべきものがご

ざいます。一番の主な原因としましては、ご存じのとおり、ウォーターハンマー現象

というものが想定されます。これにつきましては、まず、台所とか洗面所、浴室、こ

ういった水回りで起きやすい現象でございまして、蛇口を開いた出していた水を急激

に止めたような場合、これ手で回します回転式の蛇口のほかにワンタッチ水洗という

のがございますけれども、そういった水洗が一番起こりやすい現象のようでございま
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すけれども、出していた水を一気に止めたような場合は、水の慣性でちょうどハンマ

ーで叩いたような衝撃が水道管の中に生じるいうことで、それらの宅内の水が本管の

方にも影響をして衝撃を与えるというふうな現象でございまして、本管の管の弱くな

っている部分なんかに亀裂が生じるというふうな一つの現象がございます。

そのほか二つ目としましては、自動車の走行時の震動による影響でございます。当

然、ほとんどの部分が道路の地下に埋設されておりまして、普通自動車のほか大型ト

ラックとか、そういったものの通行が多い場合、震動によりまして地中の中の砂とか

山砂、そういったものが少しずつ影響で動きまして、中にある石が水道本管に接触し

てしまうと、それによって管に傷が付くと、そういった現象が考えられております。

それと、もう一つは、水道管内の水圧の上昇による影響というものがございます。

これにつきましては、当然水道管につきましては、落差を利用した埋設になってござ

いますけども、その落差の関係を考慮しましても、本管の水圧７.５キロ、これを超

えた場合に減圧弁を設置しまして、水圧を下げる措置を講じておりますけども、地域

によってはかなりの落差が見られる部分がございます。この落差による水圧と、先ほ

どのウォーターハンマー現象、これらを重ね合って出てきたような場合は、影響が大

きいということになっております。これらにつきましては、先ほど７.５キロという

基準値を超えて一時的に急激な水圧がかかると。ですから、一つの要因ではなかなか

発生はしづらいんですが、二つ三つと重なったような場合に、こういった漏水が起き

るというのが今、考えられている要因でございます。ただ、何分にもこの漏水につき

ましては、道路とか土地の地下に埋まった状態でございまして、私ども漏水があった

場合、緊急に出向いて、掘削等の現場にも立ち会いますが、いずれの場合も地中の中

で漏水によりまして、砂とか土が洗われた状態で掘削をして中を見るということにな

ってしまいますので、直接的な原因がなかなか見つからない。これによって、どうい

った対処をすればいいかという根本的に一つの特定ができないということがございま

す。今後こういった頻発地帯については、一つとしては水道管の布設替え、それと水

圧のあまりにも高い地区については、減圧弁を設置するというふうな措置が考えられ

ますが、何分地区１キロ、２キロ交換しますと、皆さんご存じのとおり、５,０００

万円、６,０００万円、減圧弁の設置につきましても１,０００万円を超える金額がか

かってまいりますので、それらを見極めながら対処方法を検討していきたいと思って

おります。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ほかに質問ございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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。質疑打

ち切りにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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。
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（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第８５号を採決いたします。

本案を原案のとおり決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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 次に、日程第１２、議案第８６号「大玉村教育委員会委員の任命に

ついて」を議題といたします。

質疑を許します。１５番。

○１５番（大戸 隆） 提案理由からも分かっているのですが、人事案件だからいかがな

ものかと思うんだけど、この齋藤雄一郎氏ですね、これ住所は高屋敷となっているん

だけど、私これ２３年間、この議会に世話になっているんだけども、この人知らない

んだよね。知らないからどういう方なのか、ひとつ分かる範囲内で説明してもらって、

そして、ずいぶん若いんだけど、そういうひとつ理由を教えてください。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １５番議員さんにお答えを申し上げます。

齋藤雄一郎氏、三和製作所の社長でございます。ですから、三和製作所の社長が亡

くなって、その後ということで三和製作所を継いで、今、１１区で頑張っていると。

これは保護者委員ということですので、必ず未成年の子どもがいる保護者ということ

で、最適任ということで上程をさせていただきました。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。教育長。

○教育長（押山利一） 個人情報ということもありますので、卒業した学校等については、

匿名にということではありませんが、東京の高校を出て、そして東京の大学の法学部

を卒業されて、そして大学院に行かれて民間企業に就職されたと。その後９か月にわ

たって会社からの派遣でアメリカの方に留学をされて、その後平成１６年から三和製

作所の跡を継いでこられているという方でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １５番。

○１５番（大戸 隆） あのね、こういうやつはね、個人情報とか何かというのは、議会

の承認がほしいわけだ。そういうようなときに対して、情報だから教えられないとか、

あの個人情報とはいえ、ほかの団体とは違うんですよ。我々議会人なんですよ。だか

ら、この議場に入っている人間というのは、それこそ保護されているわけだから、守

秘義務があるわけです。だから、そういう説明がなくて、どこどこのだれだからと言

ったって、教育委員というものは、村の教育業界を立っていく委員なわけだから、そ

れ個人情報だから教えませんなどという、そういう答弁では、おれは承知できないん

だよ。だけども今、教育長が説明によると、そういういろいろな立派な学歴を持って

いる人だから、議会で言えないとすれば、個人的にこういう人だという内々の話はあ
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っていいと思うんです。ただ、ひょこっと出して承認してくださいと、これは許され

るものではないんだ。だから、こういうものはやっぱり原点に返って、人事案件だか

らおれはもの申すことはないんだ。ないけども、社会のルールからいくと、そういう

ものではないということを言っておきます。

○議長（菅野行雄） そのほかございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 次に、日程第１３、議案第８７号「大玉村固定資産評価審査委員会

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。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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、原案のとおり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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 次に、日程第１４、議案第８８号「人権擁護委員候補者の推薦につ

いて」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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、原案のとおり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（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。再開は午後２時５０分といたします。

(午後２時３５分)

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。(午後２時５０分)

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第１５、請願第１１号及び請願第１２号並びに陳情第７号から

陳情第１１号までを一括議題といたします。

これより付託した常任委員会の委員長から審査結果の報告を求めます。

まず、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。６番。

○産業建設常任委員長（渡辺泰章） 産業建設常任委員会報告

議長の命によりまして、産業建設常任委員会の審査結果についてご報告いたします。

去る１２月８日の本会議において、産業建設常任委員会に付託されました請願２件

について審議するため、１２月８日、午前１１時２５分から第２委員会室において、

全委員出席、更に付託事件に対する参考意見聴取のため、農政課長の出席を求め、委

員会を開催いたしました。

請願第１１号「「ＴＰＰ交渉参加反対」に関する請願」について、慎重審議の結果、

全委員一致をもって採択すべきものと決定いたしました。

次に、請願第１２号「ＴＰＰの参加に反対する請願」について、慎重審議の結果、

全委員一致をもって採択すべきものと決定いたしました。

以上のとおり、産業建設常任委員会に付託されました請願２件についての審査結果

を報告いたします。

平成２２年１２月１３日

産業建設常任委員会委員長委員長 渡辺泰章

大玉村議会議長 菅野行雄殿

以上でございます。よろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） 産業建設常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。

９番。

○９番（佐々木市夫） 基本的には言わずもがなで、我々議会としても当然、今議会では

意見書という考えもあったわけですけども、現実的にはこういう形で農協からとか村

民からという形で挙がったわけです。ただ、審議の過程で、基本的にはやっぱり農協

特にこういうふうな請願出して、意見書とか議会からの応援も大事だと思いますけど

も、基本的にはやっぱり自分たちが即刻国会に行って、全国から集めてやっぱりデモ

するなり、そういう状況が望まれると私は思っていますけども、そういう意見が審議

の中で出たかどうか確認しておきます。

○産業建設常任委員長（渡辺泰章） 当委員会では慎重審議の結果、全員一致をもって採

択すべきものと決定いたしました。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。
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（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

請願第１１号「「ＴＰＰ交渉参加反対」に関する請願書」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。

お諮りいたします。

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（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本請願は委員長報告のとおり決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、請願第１２号「ＴＰＰの参加に反対する請願」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。

お諮りいたします。

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（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本請願は委員長報告のとおり決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、厚生文教常任委員会委員長の報告を求めます。５番。

○厚生文教常任委員長（菊地利勝） 厚生文教常任委員会報告書。

議長の命によりまして、厚生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、厚生文教常任委員会に付託されました陳情第７

号「患者の窓口負担大幅軽減を求める意見書採択に関する陳情書」、陳情第８号「肺

炎球菌ワクチンへの公費助成に関する陳情書」、陳情第９号「後期高齢者医療制度の

廃止に関する意見書の提出を求める陳情書」、陳情第１０号「最低保障年金制度の制

定を求める意見書の採択を求める陳情書」、陳情第１１号「高齢者の生活実態に見合

う年金引き上げを求める意見書の採択を求める陳情書」について審査するため、１２

月８日、午前１１時１５分より第一委員会室において、全委員出席し、更に当局から

参考意見の聴取のため、住民生活課長、健康福祉課長、教育総務課長、生涯学習課長

に出席を求め、委員会を開催いたしました。

慎重審議の結果、陳情第７号、陳情第８号、陳情第９号については、全委員一致を

もって採択とし、関係機関に意見書を提出することになりました。また、陳情第１０

号、陳情第１１号については、慎重審議の結果、全委員一致をもって趣旨採択すべき

ものと決定いたしました。

以上のとおり、厚生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。

平成２２年１２月１３日
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厚生文教常任委員会委員長 菊地利勝

大玉村議会議長 菅野行雄殿

以上です。

○議長（菅野行雄） 厚生文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

陳情第７号「患者の窓口負担大幅軽減を求める意見書採択に関する陳情書」を採決

いたします。

本陳情に対する委員長の報告は採択です。

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（菅野行雄） 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しました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、陳情第８号「肺炎球菌ワクチンへの公費助成に関する陳情

書」を採決いたします。

本陳情に対する委員長の報告は採択です。

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（菅野行雄） 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しました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、陳情第９号「後期高齢者医療制度の廃止に関する意見書の提

出を求める陳情書」を採決いたします。

本陳情に対する委員長の報告は採択です。

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（菅野行雄） 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しました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、陳情第１０号「最低保障年金制度の制定を求める意見書の採

択を求める陳情書」を採決いたします。

本陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。

お諮りいたします。
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本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり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（菅野行雄） 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しました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、陳情第１１号「高齢者の生活実態に見合う年金引き上げを求

める意見書の採択を求める陳情書」を採決いたします。

本陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。

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（菅野行雄） 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しました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第１６、委員会研修報告を行います。

総務、産業建設、厚生文教常任委員会及び議会運営委員会の各委員長並びに広報編

集特別委員会副委員長より順に報告を求めます。

まず、最初に、総務常任委員会委員長。９番。

○総務常任委員長（佐々木市夫） 総務常任委員会報告書

平成２２年９月定例議会において、閉会中の継続調査の申し出のとおり、去る１０

月１９日、２０日、小沼清子委員欠席、他５名全員出席のもと、「行財政状況つい

て」の調査研修を実施いたしましたので、その内容について報告いたします。

このたび研修を行った最上郡金山町は、山形県の北東部に位置し、町の面積が

１６１.７９平方キロメートル。町の人口は平成２２年３月３１日現在、６,５６２人、

世帯数が１,８３６で、山形県全体の１.７％にあたり、最上地域の面積の８.９％を

占める地域です。この町を特徴付けるのは「金山町街並み景観条例」により、よく手

入れされた杉林と緑、伝統的な白壁の家々が並び、自然と調和した美しい町との印象

を受けました。また、町内に小学校４校、中学校１校、高校１校がありますが、校舎

等を改築して学校の運営に当たっており、「財政難ではあるが統合はしない」。「学

校は地域の寄りどころ」という信念のもと、町民が郷土愛に溢れており、閉校の危機

を感じさせないその意思の強さに大変感銘いたしました。

金山町は農林業を基幹産業とする典型的な農山村で、最近では林業の町、金山杉を

使用した金山型木造住宅を推進し、風景を活かした町づくりを目指しております。こ

の町は全国に先駆けて、施行した情報公開制度「公文書公開条例」をはじめ、こだわ

りの町でもあります。また、昭和５７年度に町立病院を完成し、経営形態こそ変化し

ておりますが、現在も運営されています。町村合併に関しては、先人が築いてきた歴

史、文化等を町の誇りとするなど、独自色の強い町であることから、大正１４年町制

を施行して以来、合併することなく現在に至っています。
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行政改革関係では、職員数の純減、人件費総額の削減、物件費の削減などの改革に

努め、財政健全化を図ったところであり、中でも病院運営については昭和５７年度に

改築ベット数５０床となり、病床利用率８０％を超えていたが、平成３年度から２億

円を越す赤字となり、累積欠損も多大となったことから、平成２０年度に病院事業か

ら有床診療所、１９床に経営規模を縮小して運営せざるを得ない状況でありました。

そこで、不良債務を解消する必要があり、精算の財源として、財政運営基金９,０００

万円、土地開発基金１億１,０００万円、金山温泉施設建設基金より６,０００万円を

繰り入れするとともに、職員の期末手当０.５月分カットを実施しました。平成１９

年度から平成２１年度総額６,６３０万４,０００円。早期退職者１２名、更には平成

２０年度に土地開発公社の解散、農業委員会委員の定数減、１５名から１１名。議員

定数は３年前の改選期に、１６名から１０名とした機構改革を実施済との事でありま

す。

財政関係では、１０年前は経常収支比率７７％と比較的健全な財政比率となってい

ましたが、平成１３年度に小学校改築費１４億円などにより、平成１５年度に５億円

の起債を発行、残高がこれまでの最高となった。これに加え三位一体の改革により地

方税の減少と財政指標が悪化、平成１８年度決算における実質公債費比率は２４.１

％となったため、平成１９年度から財政健全化の取り組みにより人件費等年々減少、

普通交付税の伸び、更には特別交付税も増額となったことから、財政状況が回復しつ

つあるとのことであります。数字的にみると、経常収支比率平成１９年度９３.８％

が平成２１年度８５％、実質公債費比率平成１８年度２４.１％が平成２１年度１９.７

％など、確実に財政状況が回復しつつあると認識しました。

今回、調査した研修地の山形県最上郡金山町は交付税依存率が５５％程度であり、

立地条件、予算規模等異なる点多々ありましたが、各地方自治体が抱える問題につい

て、参考になる点が数多くあったことを付け加えて、総務常任委員会調査研修の報告

といたします。

平成２２年１２月１３日

総務常任委員会委員長 佐々木市夫

大玉村議会議長 菅野行雄殿

以上であります。

○議長（菅野行雄） 次に、産業建設常任委員会委員長、６番。

○産業建設常任委員長（渡辺泰章） 産業建設常任委員会閉会中の調査報告。

議長の命によりまして、閉会中に実施いたしました産業建設常任委員会の調査結果

についてご報告いたします。

今回は、「農業用排水の利活用について及び滞在型農園の仕組みや運営方法等につ

いて」をテーマに、平成２２年１０月２６日から２７日の日程で、全委員参加により、

福島県ハイテクプラザ及び新潟県小千谷市を訪ね、研修を実施してまいりました。

第１日目は、福島県ハイテクプラザの技術開発部生産・加工科長と職員２名から

「福島県ハイテクプラザ事業概要及び小規模水力発電システムの概要」について説明
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を受けたあと、喜多方市の道の駅にある「喜多の郷」に設置されている発電設備の視

察を実施してまいりました。

この発電設備は、ハイテクプラザ、東北大学とその他民間企業の共同開発したもの

であり、自然流水による小力発電のため、１５０ワットの発電量であります。水力発

電機は、太陽光や風力発電の建設、精製過程時等に発生する二酸化炭素の排出量が

１０分の１程度と少なく、環境にやさしい機器である。

第２日目の研修は、新潟県小千谷市の「滞在型農園」の視察であります。研修当日

は、小千谷市より農林課課長補佐、農村支援係副参事が出席し、滞在型農園の運営方

法等について、おぢやクラインガルテンの里、管理棟にて説明を受けました。この施

設は国県の補助を受け、総事業費６億８,２００万円をかけて市が整備したものであ

ります。

施設の概要は、２００平方メートルの専用農園に簡易宿泊棟がセットで１区画とな

り、３０区画の構成であります。

施設利用条件は、市在住者以外の人を対象としている。また、日帰り型農園は１区

画５０平方メートルが８４区画。

年間使用料は、滞在型農園３９万６,０００円、日帰り型９,６００円の施設であり

ます。滞在型は１年毎の契約更新で、最高５年間までの仕組みである。

利用者に対しての第１条件は、月に４日又は２回滞在し、農作業を行う。

管理、運営方法は、常駐する嘱託職員を１名、その他施設周辺の農家５７名で組織

する。「おぢやクラインガルテンふれあいの里管理組合」に一部委託し、施設利用者

に対して農業指導等を行っている。

特に滞在型農園については、待機者がいるほど人気があり、市民に対して経済効果

があり、活性化につながっているということでありました。

以上、概要を報告し、産業建設常任委員会の調査報告といたします。

平成２２年１２月１３日

産業建設常任委員会委員長 渡辺泰章

大玉村議会議長 菅野行雄殿

以上であります。

○議長（菅野行雄） 次に、厚生文教常任委員会委員長。５番。

○厚生文教常任委員長（菊地利勝） 厚生文教常任委員会報告書。

平成２２年９月定例議会において、閉会中の継続調査申し出のとおり、去る１０月

２８日、２９日、全委員出席のもと、公共交通機関の廃止に伴う高齢者問題について

調査研修を実施しましたので、その内容について報告いたします。

平成の大合併においては、自立の道を選択した宮城県丸森町。この地区も少子高齢

化の波が押し寄せ、高齢化率３１.５％と宮城県で２番目に高い状況にあります。以

前は交通機関として路線バスが運行し、住民の足となっていましたが、採算が合わず

廃止となりました。行政としては、委託バス、委託タクシー、患者バスと運行してい

ましたが、高齢者のために、玄関から玄関まで送り届ける「あし丸くん」、これは予
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約型乗合タクシーと言っておりますけども、を運行しています。完全予約制で、役場、

公民館等の公共施設。病院、薬局等の医療機関。銀行、農協等の金融機関。食料品購

入、日用品購入等の商業施設へ予約をすれば、１回、これ片道ですけども、４００円

で乗ることができます。

大玉村には、職員ボランティアによる外出支援がありますが、月２回までの利用規

制があり、高齢者からは、まだまだ利用を望む声があります。丸森町のように予約型

乗合タクシーを運行するのも一つの方法だと感じました。

また、ここ大張地区には二つの食料品店がありました。一つは農協支所の売店。し

かし、支所の合併に伴い、平成１２年に廃止され、その２年後には、食料品を扱って

いた個人商店も廃業しました。そのため、丸森町商工会の大張支部長が心配し、せめ

て交通手段をもたない商齢者が、日常の生活用品を購入する店を作れないかと考えま

した。そして、支部長が、地区住民に出資金による設立を呼びかけたところ、大張地

区約２５０世帯のうち２００世帯が、この提案に応じたと言います。出資金は、１世

帯当たり２,０００円。また、地元業者や町職員は１万円から１０万円の出資をし、

２２０万円の資本金で、撤退した農協の跡地に「なんでもや」を開設しました。店舗

は１３坪と狭いですが、名前のとおり、なんでも取り扱う店となり、一般食料品はも

ちろん日用品、車、農業機械などなど、住民からの要望があれば、なんでも販売する

そうです。中でも高齢者の家を一軒一軒回って販売する「移動販売」が好評とのこと

でした。特に焼き魚が喜ばれるそうです。高齢者になると火事の心配、後片付けの大

変さから、自分で魚を焼く人が少なくなるとのことでした。事情によりなくなったこ

とを嘆くのではなく、できることに目を向ける前向きな考えが大切と感じる研修でし

た。

次に、１１月３０日に、全委員参加により実施いたしました保育所、大山幼稚園、

大山小学校訪問における調査研修についてご報告申し上げます。

まず、保育所増築工事の進捗率は３５％で、現在、鉄骨が建てられた状態でありま

す。園児たちは、若干狭くなった園庭をものともせず、元気いっぱい園庭を駆けずり

回って楽しんでいました。

次に大山幼稚園を訪問し、耐震工事について園長先生より説明を受けました。工事

の進捗率は４７％で計画どおり進み、現在まで事故もなく順調に来ているとのことで

す。今後も安全管理に十分注意され、完成の日を迎えることを望みます。

次に、大山小学校についてご報告申し上げます。

現在の状況は全児童数２２２名、なかよしクラスを併せて１０クラス。教職員２４

名です。まず、校長先生より学校経営の概要説明をパワーポイントを使い、今年購入

した大型テレビに映し出し、説明を受けました。とても分かりやすく、渡された資料

も大変工夫されておりました。説明が終わって、全学級を参観しましたが、各先生は

創意工夫を凝らし、同じ学年の授業でも、クラスの雰囲気が全く違うものでした。ま

た、担当の先生のほかに補助する人がいて、多少問題ある子も一緒に授業を受けてお

りました。正にＴＴ効果の現れです。授業参観の後、１年生と２年生のクラスに分か
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れて、児童と一緒に給食をいただきましたが、子供たちの笑顔がとても印象的でした。

校長先生の説明の中に、「学校は児童の夢を育むところ、児童の夢を語り合うとこ

ろ」という言葉があり、この言葉に強く感銘しました。子供たちの夢を実現させるた

めにみんなで意見を出し合い、より良い学校を作るため、来年度から実施予定されて

いますコミュニティスクールに期待するものは、大変大きいものがあると思います。

以上、厚生文教常任委員会の調査研修報告といたします。

平成２２年１２月１３日

厚生文教常任委員会委員長 菊地利勝

大玉村議会議長 菅野行雄殿

以上です。

○議長（菅野行雄） 次に、議会運営委員会委員長。１３番。

○議会運営委員長（須藤軍蔵） 議会運営委員会調査研修報告。

議長の命によりまして、去る１１月４、５日に実施をいたしました議会運営委員会

調査研修についてご報告をいたします。

本年度の当委員会の調査は、「議会の運営に関する調査」を研修テーマとして、研

修地を山形県大江町と決定し、全委員出席のもと、実施をいたしました。

大江町議会からは、副議長、議会運営委員会委員の出席を得て、研修を受けてま

いりました。大江町は、山形県のほぼ中央部、村山平野の西部に位置し、朝日連邦

を源として、最上川へと至る月布川流域に形成された雄大で美しい自然に囲まれた

町で、東西２４キロメートル、南北１６キロメートルの細長く延びた地形で、人口は

９,４５１人。総面積１５３.９２平方キロメートルで、その約８割を森林が占めてお

り、西部の山間地から東に向かうにしたがって、標高が下がり、そこに集落が点在し、

田畑、果樹園などが広がり、最上川と月布川の合流点となる町の東端に往時、最上川

舟運として栄えた中心市街地となる左沢が所在しています。中心市街地となっている

東部地域は、商工業活動の中心を成し、最上川舟運の歴史に培われた水郷の町を形づ

くつています。近年は周辺に優良な住宅地が形成され、更なる生活環境の充実が図ら

れています。また、平成２２年６月には、第９次大江町総合計画基本構想を策定し、

「ここに暮らす喜びをみんなが実感できる町」を将来像として、取組んでいる最中と

のことでありました。

議会の概要は、定数２０名から１８名、そして１６名となり、現在は１２名であり

ます。議会構成は、総務文教６名、産業厚生６名及び議会広報４名の３常任委員会と

して、議会広報を常任委員会と位置付けている点が特徴的でありました。議運は総務

文教、産業厚生委員会より各２名を選出、４名で構成されております。特別委員会は、

予算、決算それぞれ１１名で審議するそうであります。

研修は、大江町議会より説明を受けた後に質疑、応答、意見交換を行うということ

で行われました。まず、大江町の行政視察では、全委員が感想などを提出をして、委

員長がそれらをまとめた形で、本会議において報告するとのことでありました。また、

昨年１２月に議会運営委員会に対して、議長より議会活性化の取り組みが諮問され、
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審議を重ねて、本年１０月答申。その第１点目は、一般質問時間を質疑、応答合わせ

て６０分以内とすること。２点目として、執行部に対して、この一般質問において、

庁内で検討された内容が、反映する答弁になるように求めて、質問当事者に対して、

あらかじめ答弁趣意書を配付してもらうべく進めているとのことでありました。第３

点目の議会基本条例については、来年秋改選時期でもあることから、その制度の是非

も含めて、その後に委ねる、こういうことでありました。いずれにしても議員定数の

削減の実施の中で、議会の活性化は低下の一途をたどっているのが実態だというよう

な声でありました。今後の議会運営の中に、大いに参考になる実りある研修であった

ことを付け加えて、報告といたします。

平成２２年１２月１３日

議会運営委員会委員長 須藤軍蔵

大玉村議会議長 菅野行雄殿

以上であります。

○議長（菅野行雄） 次に、広報編集特別委員会副委員長。８番。

○広報編集特別委員会副委員長（遠藤義夫） 議会広報編集特別委員会調査研修報告書。

議長の命によりまして、去る１１月１８、１９日に実施いたしました議会広報編集

特別委員会調査研修について報告いたします。

本年度の当委員会の調査については、「議会広報編集全般について」を研修テーマ

とし、調査研修地を新潟県岩船郡関川村と決定し、委員長欠席のほか全委員出席のも

と、実施いたしました。

関川村は新潟市から北東約６０キロメートルにあり、山形県置賜地方に隣接する農

山村です。飯豊連峰、朝日連峰などに囲まれた盆地で、村の中央には一級河川の荒川

が流れており、荒川沿いの一部を除き、起伏が激しく標高１００メートル以下の面積

は全体の１４.７％であります。

議会構成については、議員定数１２名、総務厚生常任委員会、産業建設常任委員会

のほか、議会運営委員会、広報対策特別委員会、地域交流及び企業誘致等調査特別委

員会がありました。

研修には、議会副議長、議会広報委員長、副委員長ほか委員３名、事務局書記が出

席し、説明を受けました。関川村議会広報は、平成３年４月より発行しており、現在、

８１号まで発行しております。また、全国町村議会広報研修会での議会広報クリニッ

クに出されるなど、大変意欲的な広報委員会であります。

当日は、関川村議会広報の概要が説明されたあと、項目ごとに質問や意見交換など

を活発に行ってまいりました。議会広報委員は５名で構成され、広報紙は大変シンプ

ルでありながら、村民が知りたいこと、編集側が伝えたいことが読みやすく、十分に

伝わる内容となっており、無駄を省きながら、より多くの情報を分かりやすく伝える

ということを目指しておられ、それが成功していることが分かる紙面となっておりま

す。編集委員会は定例会初日に開き、会期と並行して行われ、編集作業は記事ごとに

担当者を割り振りし、それぞれ原稿作成して事務局に入稿するという完全分担制を取



- 139 -

っており、大変スピーディに進められています。そのため定例会終了後、２０日間で

の発行が可能となっているとのことでした。

今回の研修は、本村議会だよりの編集に参考になるものであり、これをいかし、村

民の方々に親しまれる読みやすい紙面づくりに努めてまいりたいと思います。

以上、議会広報編集特別委員会の調査報告といたします。

平成２２年１２月１３日

議会広報編集特別委員会副委員長 遠藤義夫

大玉村議会議長 菅野行雄殿

以上であります。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、日程第１７、閉会中の継続調査申し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し出があります。

お諮りいたします。

議会運営委員会委員長から申し出のとおり、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（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定をいたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程配付）

配付漏れございませんか。（なし）

配付漏れなしと認めます。

ただいまお手もとに配付いたしましたとおり、議員発議第１６号「福島県庁を郡山

市への移転を求める意見書について」、議員発議第１７号「福島地方法務局二本松出

張所の廃止統合計画に反対する意見書について」、議員発議第１８号「ＴＰＰ交渉参

加反対に関する意見書について」、議員発議第１９号「患者の窓口負担大幅軽減を求

める意見書について」、議員発議第２０号「肺炎球菌ワクチン（２３価ワクチン）へ

の公費助成に関する意見書について」、議員発議第２１号「後期高齢者医療制度をす

ぐに廃止し、真に安心できる医療制度のために国庫負担を大幅に増やすことを求める

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１６号から議員発議第２１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６まで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）
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○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、議員発議第１６号から議員発議第２１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６までとして議題とすることに決定をいたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 追加日程第１、議員発議第１６号「福島県庁を郡山市への移転を求

める意見書について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。１番。

○１番（押山義則） 議員発議第１６号 福島県庁を郡山市への移転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２項の規定により提出します。

平成２２年１２月１３日

大玉村議会議長 菅野行雄殿

提出者 大玉村議会議員 押山義則

賛成者 同 須藤軍蔵

提出先 福島県知事

福島県庁を郡山市への移転を求める意見書（案）

福島県は明治９年８月２１日、若松県、福島県、磐前県がひとつになって誕生し、

同じ年、福島県の要の県庁は、同年、明治政府により現在の福島市に設置されました。

しかし、県庁がなぜ福島県の北端の県北地方に建設されましたが、やはり県庁は県

の中心であります郡山市に置くべきであります。郡山市は東北自動車道や太平洋（小

名浜港）と日本海（新潟港）を結ぶ磐越道や鉄道は磐越東・西線、水郡線の始発駅で

あるなど、まさに交通の要所に位置しています。さらに、福島航空まで３０分、東京

まで新幹線で１時間という、こんな便利な郡山市であります。

福島県は岩手県についで面積が広い県ですが、過去に県庁が北の端に位置されたこ

とで県民の不便や不満が持ち上がり、安積地方に移す運動が起こり明治１８年の福島

県議会において賛成多数で郡山への移転が議決され政府に上申しましたが、却下され

てしまいました。県議会で議決されたにもかかわらず、福島県の北の端に設置された

まま現在に至っております。

大正、昭和、平成と民主化が進んできた中で、このことを１２５年間も放置してき

たことは、県民にも大きな責任があると思います。

国家予算でも、いかに効率よく無駄をなくすかについて事業仕分けで懸命に経費の

削減に努力しております。長い間不便な生活を強いられてきた会津、いわき、県南地

方は、県庁を郡山市に移転することで、無駄な経費を無くし住みよい地域に生まれ変

わり、強いてはさらに均衡のとれた豊かな福島県を作れるものと確信いたします。

以上の趣旨から下記の事項について強く要望するものです。

記

１．福島県庁を郡山市へ移転すること。
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以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年１２月１３日

福島県安達郡大玉村議会議長 菅野行雄

以上であります。よろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） 議員発議第１６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（菅野行雄） 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、原案のとおり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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 追加日程第２、議員発議第１７号「福島地方法務局二本松出張所の

廃止統合計画に反対する意見書について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。１３番。

○１３番（須藤軍蔵） 議員発議第１７号、福島地方法務局二本松出張所の廃止統合計画

に反対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２項の規定により提出します。

平成２２年１２月１３日

大玉村議会議長 菅野行雄殿

提出者 大玉村議会議員 須藤軍蔵

賛成者 同 押山義則

提出先 内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣

意見書案を朗読をもって提案をいたします。

福島地方法務局二本松出張所の廃止統合計画に反対する意見書（案）

国は地方法務局の支局・出張所について平成７年の民事行政審議会の答申を踏まえ

整理統合を進め、さらに平成１６年１２月の「今後の行政改革の方針」の閣議決定に

より、地方支局等の事務事業等について集中的に減量・効率化を進めてきた。

これに基づき福島地方法務局二本松出張所は平成２２年度未をもって廃止するとさ

れてきた。大玉村と本宮市管内の事務は郡山支局に再編統合する計画であり、これが

実施されると住民や利用者にとって利便性が著しく損なわれることは明らかである。

また、利便性を低下させないとしてオンラインシステムによるサービスを推進すると

しているが、これらのサービスを享受できるのは一部の住民に限られる。このような

ことから大玉村民にとっては、住民生活をはじめ地域経済等に重大な影響を及ぼすこ

とは明白であり到底受け入れられない。過日、２２年度末の再編を１年延期するとな
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ったが根本的には何ら変わっていない

二本松出張所の主な業務は不動産登記や人権擁護等の業務であるが、個人の財産・

権利が重視され人権が尊重されなければならない今日、出張所の廃止統合は地域経済

や住民の財産権、人権保護の実現にとって大幅な低下をもたらすことが危倶される。

よって、国においては本地域の自然的地理的諸条件や社会的経済的諸条件等の実情

を十分考慮され、地域の法務行政の拠点である二本松出張所の廃止統合は行わないよ

う強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年１２月１３日

福島県安達郡大玉村議会議長 菅野行雄

以上であります。どうぞよろしくお願をいたします。

○議長（菅野行雄） 議員発議第１７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（菅野行雄） 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、原案のとおり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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 追加日程第３、議員発議第１８号「ＴＰＰ交渉参加反対に関する意

見書について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。１１番。

○１１番（遠藤文一） 議員発議第１８号、ＴＰＰ交渉参加反対に関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２項の規定により提出します。

平成２２年１２月１３日

大玉村議会議長 菅野行雄殿

提出者 大玉村議会議員 遠藤文一

賛成者 同 佐藤 悟

提出先 内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、外務大臣

朗読をもって説明に代えさせていただきますので、よろしくお願いします。

ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書（案）

人間の生命に不可欠な食料の供給が世界的な危機に直面している。地球上では９億

人が慢性的な飢餓と貧困に陥っている。そして、世界では食料争奪、農地争奪が起き

ている。

わが国は瑞穂の国である。国土の隅々にまで美しい農山漁村が展開し、領土が保全
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されている。農山漁村に住む人々が、伝統文化を守りながら、安全・安心な食料を供

給している。これがこの国のかたちである。

先般のＡＰＥＣ首脳会議で菅首相は、ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）交渉

参加に向けた意思を強く表明した。ＴＰＰは、関税撤廃の例外措置を認めない完全な

貿易自由化を目指した交渉である。

我々は、工業製品の輸出拡大や資源の安定確保を否定するものではない。しかし、

この国が貿易立国として発展してきた結果、わが国は世界で最も開かれた農産物純輸

入国となり、食料自給率は著しく低下した。

例外を認めないＴＰＰを締結すれば、日本農業は壊滅する。農家所得が補償されて

も、輸入は増大し、国内生産は崩壊していく。関連産業は廃業し、地方の雇用が失わ

れる。これでは、国民の圧倒的多数が望む食料自給率の向上は到底不可能である。

ＥＰＡは、交渉参加国の相互発展と繁栄を本来の目的とすべきである。わが国がＴ

ＰＰ交渉に参加しても、この目的は達成できない。したがって、我々は、わが国の食

料安全保障と両立できないＴＰＰ交渉への参加に反対であり、断じて認めることはで

きない。

よって、政府には、わが国の食料安全保障と両立できないＴＰＰ交渉に参加しない

ように強く要望いたします。

１、ＴＰＰ交渉には参加しないこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年１２月１３日

福島県大玉村議会議長 菅野行雄

以上であります。よろしくお願します。

○議長（菅野行雄） 議員発議第１８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（菅野行雄） 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、原案のとおり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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 次に、追加日程第４、議員発議第１９号「患者の窓口負担大幅軽減

を求める意見書について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 議員発議第１９号、患者の窓口負担大幅軽減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
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第１４条第２項の規定により提出いたします。

平成２２年１２月１３日

大玉村議会議長 菅野行雄殿

提出者 大玉村議会議員 佐藤誠一

賛成者 同 鈴木宇一

提出先 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、総務大臣、衆議院議長

参議院議長

朗読をもって説明といたします。

患者の窓口負担大幅軽減を求める意見書（案）

深刻な不況と、働く人の３分の１が非正規職員という下で、医療費の窓口負担を払

えない人、経済的理由で受診を控える人が増えています。

日本医療政策機構の「日本の医療に関する世論調査」、東大医科学研究所のがんや

糖尿病などの慢性疾患の調査でも、若年層、低所得者での医療費負担に対する不安の

増加、長期にわたって医療費負担を強いられる難病患者、慢性疾患患者の過重負担な

どのもとで、経済的理由による治療中断、受診の手控えが増え、歯科の分野での受診

抑制も顕著となっており、医療費の窓口負担引き下げは緊急課題であることが明確に

なっています。

福島県内の医療機関からも、「無保険者、短期保険者が目立つようになった」「生

活保護の人が増えている」「ひどくなるまで受診しない人がいる」「病状が悪化する

まで受診しない人がいる」「重症患者が増加している感じ」「痛みが引かないまま中

断にしてしまう患者が多い」との声が寄せられており、経済的負担が患者を治療から

遠ざけている実態が明らかになっています。

このまま受診抑制が続けば、症状が悪化して取り返しのつかない事態になる心配が

あります。またこの状況を放置すれば、多くの国民の健康保持に支障をきたすだけで

なく、国民医療費の節減にも逆行することになってしまいます。

患者負担が重くて医療を受けられない状態では国民皆保険とはいえません。

アメリカを除く欧米の先進国では医療の窓口負担は無料が当たり前であり、今日の

情勢の下、直ちに実施すべき措置として窓口の原則３割負担から２割、出来れば１割

負担への引き下げ、子どもと高齢者の無料化の実現など、住民、患者さんが費用の心

配無く安心して受診できるよう次の事項の実現を強く求めます。

記

１、患者窓口負担を大幅に軽減すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年１２月１３日

福島県安達郡大玉村議会議長 菅野行雄

以上であります。

○議長（菅野行雄） 議員発議第１９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。
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（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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、原案のとおり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（菅野行雄） 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（菅野行雄） ここで議長からお諮りいたします。

議事の進行上、本日の会議時間を延長したいと思います。時間延長にご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

会議時間を延長することにいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、追加日程第５、議員発議第２０号「肺炎球菌ワクチン（２３

価ワクチン）への公費助成に関する意見書について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。１０番。

○１０番（鈴木宇一） 議員発議第２０号、肺炎球菌ワクチン（２３価ワクチン）への公

費助成に関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２項の規定により提出します。

平成２２年１２月１３日

大玉村議会議長 菅野行雄殿

提出者 大玉村議会議員 鈴木宇一

賛成者 同 佐藤誠一

提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣、財務大臣、衆議院議長

参議院議長、福島県知事

朗読をもって提案理由の説明にさせていただきます。

肺炎球菌ワクチン（２３価ワクチン）への公費助成に関する意見書（案）

肺炎は全死亡原因中での依然第４位を占めており、特に高齢者にとって肺炎は深刻

な問題です。また肺炎による死亡率は高齢になるほど増加する傾向がみられます。

肺炎の予防が可能なものとして、インフルエンザウイルスのワクチン並びに肺炎球

菌ワクチンがあります。インフルエンザウイルス、肺炎球菌は呼吸器感染症における

代表的病原体です。肺炎球菌は肺炎のみならず敗血症、骨髄炎といった致死率の高い

合併症をおこしやすいのです。また、この両者は呼吸器感染症の中ではワクチンによ

る予防が可能な数少ない病原体でもあります。

欧米では、この両者に対するワクチン接種が強く奨励され、高齢者、慢性呼吸器疾
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患、糖尿病等のハイリスクグループに対する接種率を伸ばそうとする取り組みが国家

レベルで行われています。実際、米国ではすでに６５歳以上の高齢者の半数以上が、

両ワクチンの接種を受けています。この点で先進諸国の中で日本のワクチン行政の遅

れが指摘されています。

高齢者はインフルエンザウイルスと肺炎球菌に羅患するリスクが高く、インフルエ

ンザ羅患後の肺炎に、肺炎球菌が関与する可能性が高いとされています。実際、イン

フルエンザワクチンと肺炎球菌両ワクチンを併用して接種することにより高い有用性

が報告されています。近年ペニシリン耐性肺炎球菌等薬剤耐性化が進んでおり、事前

にワクチンによる予防が重要視されています。

ワクチン接種の向上には、重要性の認識の更なる徹底と、公費助成等社会的援助体

制が欠かせません。インフルエンザのワクチンは高齢者に対し、２００１年より公的

助成がなされています。これに肺炎球菌ワクチンを追加することにより、更に高齢者

の肺炎による死亡、長期入院を減少させることになり医療費を削減し、地域住民の健

康福祉の向上につながることから次の事項の実現を強く求めます。

記

１、高齢者への肺炎球菌ワクチン予防接種を予防接種法による「定期接種」に位置

づけ、国による助成を行なって下さい。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年１２月１３日

福島県大玉村議会議長 菅野行雄

以上であります。よろしくお願いいたします。

○議長（菅野行雄） 議員発議第２０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（菅野行雄） 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、原案のとおり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（菅野行雄） 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（菅野行雄） 追加日程第６、議員発議第２１号「後期高齢者医療制度をすぐに廃

止し、真に安心できる医療制度のために国庫負担を大幅に増やすことを求める意見書

について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。２番。

○２番（武田悦子） 議員発議第２１号、後期高齢者医療制度をすぐに廃止し、真に安心

できる医療制度のために国庫負担を大幅に増やすこと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
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第１４条第２項の規定により提出します。

平成２２年１２月１３日

大玉村議会議長 菅野行雄殿

提出者 大玉村議会議員 武田悦子

賛成者 同 菊地利勝

提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣

朗読をもって説明とさせていただきます。

後期高齢者医療制度をすぐに廃止し、真に安心できる医療制度のために国庫負担を

大幅に増やすことを求める意見書（案）

厚生労働省は、高齢者医療制度の改革について「中間とりまとめ」を発表しました。

会社などで働く高齢者や会社員の扶養家族になっている者を除いて、高齢者は基本的

に国民健康保険に加入することになり、保険料は世帯主が払うというものです。

しかし、６５歳以上（または７５歳以上）の高齢者の医療費は現在の制度と同じよ

うに、都道府県単位で、別勘定で財政運営し、医療給付費の１割負担を高齢者自身の

保険料でまかなうとしています。高齢者の医療費の増加によって保険料が上がる仕組

みが残ることとなり、医療費の抑制を迫るものとなっています。現に崩壊の危機にあ

る医療と保険制度の解決の見通しがなんら示されず、高齢者の差別を複雑な形で温存

し、医療費削減の意図が見え隠れするこの「中間とりまとめ」は、国民に医療の安心

を保障するものとなっていません。マスコミもいっせいに、「拙速」としてこの医療

制度改定案を批判しています。

以上の趣旨から、下記により後期高齢者医療制度はすみやかに廃止し、将来の医療

制度の設計については十分国民の意見を聞いてていねいな議論をすることを求めます。

記

１、後期高齢者医療制度はすみやかに廃止し、もとの老人保健制度に戻すこと。

２、保険料の負担増が生じないよう、国民健康保険への国保負担金を増やすことな

ど必要な財政措置を講ずること。

３、７０歳から７４歳の高齢者の医療費窓口負担を原則１割にすること。

４、国庫負担を増やし、７５歳以上高齢者の医療費窓口負担をなくすこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年１２月１３日

福島県大玉村議会議長 菅野行雄

以上です。よろしくお願いいたします。

○議長（菅野行雄） 議員発議第２１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（菅野行雄） 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、原案のとおり決するにご異議ございませんか。
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（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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（菅野行雄） 以上で今期定例会に付議されました案件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、平成２２年第９回大玉村議会定例会を閉会といた

します。ご苦労さまでございました。（午後４時０６分）



- 149 -

会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成２２年１２月１３日

大玉村議会議長

大玉村議会議員

大玉村議会議員


