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平成２２年第４回大玉村議会定例会会議録

第６日 平成２２年６月２２日（火曜日）

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

上下水道課長
農 政 課 長 鈴 木 幸 一 長 井 政 美

兼 建 設 課 長

住民生活課長 菊 地 平一郎 健康福祉課長 武 田 孝 一

会 計 管 理 者
農地再生室長 武 田 好 廣 佐々木 正 信

兼 出 納 室 長

教育総務課長 武 田 伸 一 生涯学習課長 舘 下 憲 一

農 業 委 員 会 アットホーム
本 多 保 夫 菅 野 昭 裕

事 務 局 長 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３８号～４５号）

委員会付託事件（請願・陳情）委員長審査報告

審査報告に対する質疑・討論・採決

閉会中の継続調査申し出について

追加議案審議

議員発議第５号～第９号
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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。

５番菊地利勝君より通告ありました「農業振興について」の質問を許します。５番。

○５番（菊地利勝） 議長の許可をいただきましたので、通告しておきました一般質問を

したいと思います。

まず、農業振興について質問したいと思います。農業者の高齢化が進行している中

で、条件不利な農地等は、ますます耕作しない可能性が大きくなっておりますけれど

も、水稲では直接支払補償制度にしましたが、耕作放棄地対策への実効性はまた未知

数で、農地の減少は予断を許さない状況であると先日、農林省で発表したようですけ

ども、我が大玉村はいち早く農地再生室を立ち上げ、耕作放棄地解消事業に取り組ん

でいるようですけども、次の６点について質問したいと思います。

まず、平成２２年度の村長の村政執行基本方針によりますと、耕作放棄地の面積は

１２５.８ヘクタールと説明をいただきましたけども、農地再生室による耕作放棄地

の取り組みの経過と現況は、どのようになっているかお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 耕作放棄地の解消というのは、今、大切なことは、要するに農魂精

神である。昔から耕新田、失ってはならないのは田を耕す心、土なくして農魂精神は

培えない。残念ながらそれが長い期間のそうした農魂精神までも薄れてきてしてしま

った。これをやっぱり原点に立ち返る必要があるということで、放棄地を解消するた

めに係などということでなくして、再生室を立ち上げました。そういうことで、その

現実取り組みをしているわけでありますが、これは３か年間と去年の実績はあります

が、３か年間でとりあえず緑、黄色と赤とこう区分があるわけでありますが、その緑

と黄色は再生をする。赤についてはちょっと次の段階で考えざるを得ないなと。それ

らの実態と、それから面積関係という具体的な質問でございます。これらについては

担当の者から答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ５番議員さんにお答えいたします。

まず、平成２１年度の耕作放棄地の再生面積でありますが、畑については３.２ヘ

クタール、田んぼ０.８ヘクタール、合計で４ヘクタールであります。平成２２年度

６月１５日現在になりますと、畑につきましては０.６ヘクタール、田んぼ０.２ヘク
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タール、合計０.８ヘクタールであります。再生地は行政報告では０.６と申し上げま

したが、現在、新しいところで転向の関係で入っておりますので、現在０.７ヘクタ

ールであります。以上であります。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 今までの再生室の取り組み等を伺いましたけども、先ほど緑、黄色、

赤と区別している状況なんですけども、その調査方法など前に報告でちょっと伺って

おきましたけども、ここで再度確認したいと思いますので、説明をお願いします。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ５番議員さんに再度お答えいたします。

畑につきましては、緑区分が３１ヘクタール、黄色につきましては９.２ヘクター

ルであります。これは平成２０年度に調査した結果であります。あと先ほど耕作放棄

地ということで１２０と言いましたが、田んぼについても保全管理については耕作放

棄地という分類になりますので、割田を除きまして２１年度の保全管理水田面積が

８５.７ヘクタールございます。これも畑と同様耕作放棄地の対象となりますので、

今後、これについても解消してまいりたいと思っております。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 取り組みの状況、現在の状況などを伺いました。次に、２番目に入

りたいと思います。緊急雇用対策として、報告によりますと短期雇用の状況ですけど

も、これ長期雇用に向けた対策があるか。また、郡山とか大きいところでは、耕作放

棄地再生利用交付金の情報とかを啓蒙しまして、それを利用して再生している状況等

ありますけども、当大玉地区においてはどのようになっているのか、その３点をお伺

いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） お答えいたします。

まず、この緊急雇用対策の効果ということでありますが、ふるさと雇用再生特別基

金事業を利用いたしまして再生に取り組んでいるところであります。先ほど申されま

した耕作放棄地再生利用交付金、これ農林省関係の予算でありますが、この事業で取

り組んだとした場合には、大玉村では今まで農地再生ができなかったのではないだろ

うかと思っております。まず、労働者の方から見た場合に、まず今回、私たちが緊急

雇用については単年度でなく、皆さんが希望すれば継続するということで、これ３か

年間の事業であります。特に働いている方の方からなければ、引き続き雇用という形

になるかと思うんですけれども、去年の労働日数８月から３月３１日まで、予定では

４名の方６２０日でありましたが、実働労働日数見ますと８９％になってました。畑

仕事でありますので、雨や雪のときは休みになり、冠婚葬祭等で休みますので、８９

％の雇用については、緊急雇用の目的からすれば、特に働いていることについては問

題なかったのかなと思っております。また、この緊急雇用対策事業の効果であります

から、当然前に述べたような面積が再生されたわけでありますけれども、一番はやっ

ぱり有害鳥獣や害虫などの生息場所となっている耕作放棄地がまず解消され、周りの
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農地に迷惑がかからなくなり、住宅環境も良くなったという、これは一番大きな成果

ではなかったのかなというふうに思っております。以上です。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 答弁漏れたと思うんですけども、再生利用交付金の情報、あるいは

その利用があるかどうかお願いします。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） 再度お答えいたします。

耕作放棄地再生利用交付金の利用は１件もございません。広報等については、広報

等で去年、耕作放棄地に関する情報は流しておると思うんですけれども、この利用交

付金については、基本的に村の考え方として、個人負担を伴う事業については取り組

むのは難しいだろうということで、緊急雇用を使った再生をしていくということであ

りますので、特にこちらの方は個人負担を伴うものについては、皆さんの方へは周知

徹底という形で図っておりませんでした。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 緊急雇用として短期的に労力を要して、あと長期、今のところは３

年ということで取り組んでいるということで、やはり働いている人からちょっと聞い

てみたら、いつまで使ってくれるのかちょっと不安なんだけど、とりあえずは村ので

助かっているという話を聞きましたので、そこら辺の継続を審議していただきたいな

と思っております。

次に、３番に移りたいと思います。農業委員会では耕作放棄地対策の強化を図って

いることと思いますけども、ここに書いておきましたように、農業委員会活動の最重

要事項として推進し、認定農業者、行政、あとここにＪＡ農協さんちょっと忘れまし

たけども、農協、あるいは地元企業が一体となった組織で取り組む必要があるのでは

ないかと思います。昨日も質問にありましたように、存在しているけど活動している

のかなと、そういう状況もあるので、是非この際こういう活動をしていったらどうか

なと思っておりますので、再度質問します。

○議長（菅野行雄） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（本多保夫） ５番議員にお答えします。

農業委員会活動といたしましても、耕作放棄地につきましては、農政課、農地再生

室と連絡を密にいたしまして、利用面を考え、認定農業者、農業生産法人等には情報

を提供するとともに、利用面を考え、促進に努めていきたいと考えております。また、

地元企業面につきましては、昨年の１２月１５日に農地法の改正がございまして、一

般の企業も借りやすくなってきてはおりますが、今のところ情報提供という形の企業

が１社もございませんので、これから状況を見ながら取り組みをしてまいりたいと考

えております。以上です。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 局長の話によると、今、取り組み中ということで、再生室との連携

を密にして、とりあえず組織はあるけども、なかなか活動の先が見えないような状況
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でありますけども、先ほど言いましたように農業委員会、あるいは認定農業者との連

絡を密にするとともに、やはり会議を開いて、こういう状況だと、こういう状況を開

いていただきたいと思います。その中においてちょっと耕作放棄地対策に関しての地

域協議会というか、そういう組織があるかどうかちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ５番議員さんにお答えいたします。

耕作放棄地対策協議会は、昨年の４月２２日に立ち上げております。耕作放棄地対

策協議会の会員でありますが、村長、普及所長、ＪＡ組合長、区長会正副会長、土地

改良区理事長、農業委員会全員、あと畜団体連絡協議会及び認定農業者の正副会長等

が会員となって構成しております。以上であります。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 耕作放棄地対策協議会の構成メンバーは、今、室長からお話しのと

おりでありまして、要するに関係かかわりのあるものが一体となって組織づくりをし

ておる。現在の再生は行政が直轄でなくして、耕作放棄地対策協議会の名の下に再生

をしておる。そして、現実的に放棄、それを再生したものをこれを農業委員会が介在

しないとまずい。あるいは指導者の普及所のそういうところ、あるいはＪＡ、こうい

うところの指導機関等もこれはやっぱり介在をするという、そういう形でないとまず

い。そういうことで、そういうもろもろの関係が耕作放棄地対策協議会に一体となっ

て加入して進めておる。現に例えば再生した農地をどうするかというと、そこに農業

委員が介在します。そして、これを貸借関係とか、あるいは売買関係とか、そういう

こと。そこに当然指導機関も介在するようになる。そういうことで、平成２２年度の

計画は、こういう計画で進めます。また、中間的にそういう再生したものは、それぞ

れの部署部署でかかわる。そしてまた、変更が生じた場合については、その都度耕作

放棄地対策協議会を開催する。そういうことで、とりあえず当初発足は３か年間、こ

ういうことでできるだけ解消を図ってまいりたい。私は担当に話しておるのは、３か

年で３０ヘクタールを目標ということで頑張ってくれないか。あと４年後以降につい

ては、最終年度の進捗状況、それから社会情勢の状況、こういうことを踏まえて考え

たい、このように考えております。

それから、地域協議会うんぬんという話でございますが、地域協議会の関係につい

ては、今後それぞれの地域でそういう下部組織みたいな形で、あるいはこれと耕作放

棄地対策協議会とは別に地域でこれに準じたような協議会を立ち上げたいというよう

なことであれば、これはこれなりに順応をしてまいりたいと、こういうふうに考えて

おります。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 村長の心強い意気込みを聞きまして大変安堵しました。ところで類

しているんですけども、放棄地、耕作者が分からない、あるいは作っているのかなど

うかなと、そういうことを今までは農業委員会あたりに問い合わせたりすると思うん

ですけど、やはりこれを機会にやはり隣でどうも何も耕作していないと、そういう状
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況の窓口を是非広く広げて、この際そういう部署というか、それを再生室の方で取り

扱っていただきたいなと思いますので、申し添えておきます。

次、４番の方に移りたいと思います。村の方ではそば、あるいは菜の花の景観作物

など単なる耕作放棄地解消、あるいは作物栽培でなく地域活動につなげていく方策は

あるのではないかと思っております。先程来、言いましているように、やはり隣、あ

るいは隣接動向を考えますれば、地域ぐるみの耕作放棄地活用が必要ではないかなと

思いますけれども、村内でそのような地域、あるいはそのような目標を掲げて取り組

んでいるか、そこら辺をお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ５番議員さんにお答えいたします。

耕作放棄地の解消例の多くは、農事組合、ＮＰＯ法人とか地域のリーダーが中心と

なって解消を図っているのが他の町村の現状であります。我が村においては、東農事

組合の菊地議員さんのところだと思うんですけれども、今回、遊休農地にそばを作付

けして、みんなで食したいと。地域の高齢者の生きがい対策とか地域の活性化につな

げたいということでお話しがありましたので、私たちの方で面積を除去するという農

地再生を図ったわけです。今まで村内ではそのような事例はありませんでした。今回、

東農事組合の有志の方たちだと思うんですが、この方が高齢者の生きがいということ

でそばを作付けして、それをみんなでそのそばで食事会をしたいという計画があるそ

うであります。これはこれから村の手本となると思いますので、私たちも期待してい

るところであります。以上です。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 手前味噌で申し訳ない。私たちの地域であり、私の家もそうなんで

すけども、農家でありながら先祖伝来の土地をだいぶ作っていないと、採算性とかい

ろいろあると思うんですけども、生きがいということで今のところ有志で立ち上げよ

うとしています。あまり行政に負担、あるいは行政の補助金などをあまりあてにしな

いで頑張ろうと頑張っているようでございます。今後ご指導のほどをよろしくお願い

することを付け加えておきます。

５番に移りたいと思います。先程来から復元した農地、復元はしたけども、再生は

したけども、その後持続的な活用につながる農業経営の確立に向けた取り組みがある

かということで、とかく日本の農業は先祖伝来の土地を守って死ぬまで現役でいると

いうことが多く見られますけども、やはり諸外国を見ますと、なんでかんでせがれが

継ぐということではなくて、後継者が事業を求めれば関係なく第三者が継承している

点がありますけども、それがやはりこのように農地の集約化とか、そっちの方向に向

いていないのではないかなと思っておりますけども、括弧で書いておきました。やは

り地域ブランド化が必要ではないかと思っておりますけども、現在、そのような考え、

あるいは取り組みに向けた方法があるかどうかお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ５番議員さんにお答えいたします。
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まず、持続的な活用ということでありますが、今現在、農地再生するに当たって、

まず、農家はどのような利用をするかについて確認しながら着手することにしており

ます。本人が普通畑として使う、または牧草として使うとか、そういうことであれば

結構でありますけども、自分が使えない場合は使用者ですか、その方を確認して、そ

の方がどのような内容で使うのか、そこまで確認をして取り組みをしておりますので、

今後は再生農地が使用されないことはないだろうというふうに私たちは思っておりま

す。

あとその再生した農地を利用した地域ブランド化ということでありますけども、今

までも村ではいろんな作物が導入されましたが、いずれは衰退という道をたどってお

ります。私たちも再生した農地を利用がいろいろあると思うんですけども、なかなか

これといった作物等はございません。ただ、村の推奨作物を作付けしてくださいよと

いう形で菜種とかそばとか大豆については一応推奨しておりますけれども、なかなか

採算面での難しさはあろうかと思っております。場所によっては、今後、直売所等も

ありますので、直売所を利用した作物を作れないか、そういうのも相談をしながらい

るところであります。地域ブランド化ということになれば、これは村全体の問題でも

ありますので、私たち今、これといったものを持っておりませんので、ＪＡはじめ各

関係機関と勉強しながら、この点在はしておりますけれども、耕作放棄地を利用しな

がら活用しながら、少しでも団地化を図って導入を進めていければなと、導入という

のはブランド作物いろいろあると思うんですけども、または独自の産業化が図られる

と思うんですけれども、そういうのも含めて勉強していきたいと思っております。

以上であります。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） なかなか地域ブランド化というのは難しいかと思いますけども、各

地の事例等を参考にしながら勉強していくということで期待しております。

最後になりますけども、やはりいろいろ耕作できない要因あると思うんですけども、

やはり作るのは楽しいけども、なかなか売るのが難しいというのが、これが現実では

ないかと思っております。やはり耕作放棄地に限りませんけども、最後に書いておき

ましたけども、やはり農家所得の向上対策、その方策があるかと難しい問題ですけど

も、先程来室長の答弁ありますけども、それに向けて総合的に農業振興という大きい

中において質問したいと思いますので、ご答弁のほどよろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 農家所得の向上対策、これは何もやらなければ０以下になってしま

いますから、結局やらなければならない。しからば何をやるかということでございま

すけれども、先ほど言いました。やはり農業というのは土とともにということで、農

業はもちろん土に関係なく農業として成り立っている方もいるわけでありますが、基

本的にはやっぱり農魂精神は耕新田の精神である。そういうことで先ほど申し上げた

とおりでありまして、労働力に合った、あるいはそれぞれの条件がありますが、ある

いはその土地の結局土地条件とかいろいろございますけれども、そういうことをやっ
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ぱり総合的に判断をして、基本的には土を遊ばせない。やっぱり土は土なりに働いて

もらう。それが土の立場に立てば求めていることであり、また、それを我々がしっか

りと活用する責任があるということで考えております。そういうことで、どういうも

のでどうするかということについては、この総合的な判断で、今のところは例えばあ

まり労働力のかからない菜種のようなものとか、そばのようなものをとこう進めてお

るわけでありますが、あるいは場所によっては大豆とかというようなことをやってお

りますけれども、もっと例えば場所によっては梅のようなものもはどうかと、あるい

は花卉で億単位でもってＪＡでもって収益を上げているところもあるんじゃないかと、

条件的にはそういうところも適しているところもあるんじゃないか、こういうことの

ことは、やっぱりこれは真剣にみんなでやっぱり土地条件、地域条件、自然的条件、

そしてそれぞれの家庭の労働条件、こういうのをやっぱりもっと一歩二歩前進した、

そしてそれぞれの道に賢しということで専門家がいるわけでありますから、そういう

方の積極的に指導等を受けて農家所得の向上対策、これを取り組んでいく。これは我

々の今、至上命題であるなと、そういうことをやっぱり勝ち得ていかなくてはならな

いなと。しょうがないからしょうがないんだと、政策がこうだから何とも頑張っても

所得上げるわけにいかないんだというような傾向でずうっときたわけでありますが、

もちろん対国等に対する要望、これは私たちのような立場でやります。しかし、自ら

がやっぱり知恵と創意の工夫、こういう努力、これをやっぱりしていく。企画力、こ

ういうものが今問われているのではないかなというふうに考えておりまして、そのよ

うなことで所得向上策というものを関係機関関わりあるもの、こういうものを仕掛け

をして知恵を頂だいしながら進めていきたいと、このように考えております。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 耕作放棄地の対策につきましては、以上で終わりたいと思います。

冒頭に言いましたように、村で再生室ある状況、もう少し宣伝をして、こういう状況

で頑張っているよと、そういう広告というか、取り組みの方を室長に頑張っていただ

きたいなと思っております。だいぶ村内にも先祖伝来の土地がだいぶ荒れております

ので、モデル的な地区を作って推奨をお願いしたいと思います。

次に、大きな２番に移りたいと思います。産業振興センター、直売所の運営につい

て、これ昨日、議員で質問した方とダブるところがあると思いますけども、質問した

いと思います。直売所については３年が過ぎましたけども、先程来の高齢者の生きが

い、あるいは地産地消の推進等々で推進中でございます。今年の４月ですか、村づく

りのアンケートの調査集計結果報告によりますと、やはり農業振興については１番目

には農業後継者、新規就業者の育成と農産物販売網の確立、先ほど言いましたように

作るのはあれだけとなかなか販売が難しいという、これがやっぱりアンケートの数字

にも出ているのではないかなと思っております。それについて、１番目の農産物の販

売網の拠点としての産業振興センター直売所の位置づけは、どのように考えているか

お伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） この直売所の更に拡大した販路拡大策ということでございますが、

関東安達太良大玉の会があるわけでありまして、過日、１５周年の設立になったとい

うことで、それの記念式典を行いました。そのときに実行委員会が四つほど立ち上が

ったわけですが、その一つに、ふるさと便の促進委員会、こういうのを立ち上げてく

れました。何か大都市、頭数がたくさんおるわけでありますから、あそこに販路の道

を開きたいなと思ってずうっと考えておったわけでありますけれども、我々のふるさ

とのためにということで、その四つの実行委員会の一つにふるさと便の促進委員会を

立ち上げてくださった。近々今度この件について村の方を訪問いたしたいと。この間

会長に会いましたので、会長の方からそういう話を承りました。この組織と実行委員

会等がそういうアンテナショップ的な役割等を果たしていただくようなことで直売所

の販路拡大、要するに村外へのより一層の販路拡大というようなことに結びつくこと

ができればいいなと、そういうことで良い考え方等を模索いたしたいというふうに考

えております。もちろんあと先ほどもちょっとふれましたが、販路拡大の手法として、

あそこのところの地産地消絡みのそういうこともやっぱり視野に入れて、やっぱり場

所柄いろんな展開ができるのではないかなというふうに考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 販売網の拠点都市ということで、ふるさと便というか、各直売所で

ふるさと宅急便とかいろんな３,０００円、５,０００円、あるいは１万円とかでパッ

クやっているようですけども、大玉の直売所の方としては、そのような動きの経過が

あるかちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

現在、ふるさと便という形では関東安達太良の大玉の会の会員にふるさと大玉便と

いうことで、年２～３回程度希望者に発送しているということで、１回当たり金額に

しますと４,０００円でございますが、それを年２回から３回会員の希望者の方に発

送しております。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） とりあえず今のところはそういう形なんですけども、直売所の振興

センターの中として、そのほかの状況で取り組む、あるいは広げるという考えがある

かどうかお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

あの大玉の会の会員には今のようなことでふるさと大玉便を発送しておりますが、

そのほかの販路拡大というと、やはり今はインターネットの時代ですので、将来的に

は直売所のインターネットのコーナーを設けまして、いわゆる会員のみならずインタ

ーネットの中で販売網の拡大というのが考えられると思います。現在、実施しており

ませんが、将来的にはそのような形で進めるということで、今後、検討してまいりた

いと思います。以上でございます。
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○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） だいぶ直売所についてはいろんな方策で売上進めているようですけ

ども、そこら辺もよろしくお願いします。

最後になりますけども、今後の支援と方向付けということで、昨日も質問ありまし

たように、生産者と直売所の在庫管理等々、インターネット、あるいは携帯電話等々

の知らせあると思うんですけども、あるいは従業員の職場待遇とかいろんな方向付け

あると思うんですけども、今後、直売所をどのような支援と方向付けはどのように考

えているのかお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

今後の支援と方向付けということで、直売所につきましては、本村の産業振興の拠

点という位置づけで今後も運営するということで、いわゆる産業振興センターの充実

の中には、いわゆる本村の特産品の販売の中で現在、野菜関係とかも販売されていま

すが、それらを使った加工品関係にも力を入れていく必要があるのではないかという

ことで、年間、昨年の数字を見ますと、訪れている人は、このレジを通過しただけで

７万７,０００人がおりますので、恐らく来訪している人はこの倍ぐらいはいるんじ

ゃないかということで、そういった人たちが訪れるということで、いわゆる農産物の

ほかに加工品の充実という形で、今後、取り組んでいきたいと思います。そういった

形で本村の産業の振興の拠点として位置づけて運営してまいりたいと思います。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 先ほど言いましたように、生産者と直売所の連絡、今のところ私も

出しているんでけども、売れているのかなどうかなといちいち電話を利用したり、あ

るいはのぞいたり、それは当然自分の生産の品質管理を見るために必要なんですけど

も、やはりいち早く店の在庫管理等々、生産者と連絡が取れるような方策を頼みたい

と思うんですけども、そこら辺の考えを特にお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

在庫管理につきましては、各生産者の出荷物の販売状況等について、パソコン等に

よって販売数を明らかにするという方法も一つでありますし、また、この間の農業新

聞を見ますと、直売所の中にライブカメラを設置して、それをインターネット上で公

開しているという直売所もあるということで、そういった形で常に生産者もそうです

が、いわゆる消費者についても、そういう形でネットを通じて現在の直売所のインタ

ーネットでライブで見れるというようなことも活用している直売所もありますので、

今後、それらについて検討してまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） よろしくお願いしたいと思います。特に売上１億円等々掲げている

ようですけども、生産者と消費者のパイプということで、先程来、村の販売の拠点と
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してもっともっと大きく育っていっていただきたいと思っております。

以上をもって一般質問を終わります。

○議長（菅野行雄） 以上で５番菊地利勝君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 暫時休議をいたします。再開は１０時５０分といたします。

（午前１０時３８分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１０時５０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） １１番遠藤文一君より通告ありました「耐震化について」ほか３件

の質問を許します。１１番。

○１１番（遠藤文一） １１番遠藤文一です。これより平成２２年６月定例議会における

一般質問を行います。

はじめに、村内学校施設の耐震診断結果について公表されております中で、耐震補

強工事の状況として玉井幼稚園舎の当初建築園舎と大山小学校の当初建築校舎につい

て平成２３年度以降工事予定となっておりますが、２３年度実施とするものと理解し

ていいのか伺います。

○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。

平成２３年度工事予定としております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、大山小学校の体育館と大玉中学校の体育館の耐震補強工事

を２４年度以降工事予定とありますが、これについても２４年度実施というふうに理

解していいのか伺います。

○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します。

平成２４年度工事予定としております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） そこで早急に確認いただきたいのでありますが、体育館の天井で

あります。２校の体育館の補強工事が実施されるとはいえ、玉井小学校の体育館も含

めて天井の石膏ボードのようなものが何枚かずれているようにも見受けられますが、

ずれているのかいないのか、万が一にも落下するようなことはないか、それぞれどの

ように確認されているのか、その安全性について伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １１番議員さんにお答え申し上げます。

ただいまの小中学校の体育館の石膏ボードの隙間関係でございますが、過日、玉井

小学校の方からそれぞれ落下の危険性はないかというようなことで、建築士の方に１

回見てもらった経過がございます。現在の状況では、隙間はございますけども、落下
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の危険性はないというような判断をいただいております。なお、今後、大玉中と大山

小学校の体育館耐震補強工事やるわけなんですけども、それらの中でまた工事が必要

かどうか詳細な調査をしたいと思いますが、学校等にその都度状況を見ていただきま

して、また、広がるような状況であれば専門家にまた詳細な調査をお願いしたいと思

っております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） それぞれ確認しているようではございますが、上下に動くという

ことは、地震等によって左右にも動く考えとそういうことでありまして、専門家のき

ちっとした確認をして、常に安全性を保っていただきたいというふうにお願いをして

おきたいと思います。

次に、前首相は公立の小中学校の耐震工事や老朽対策を進めるよう文科相に指示し

たとか、１８日の朝刊には、学校施設の耐震化、老朽化対策の補助金として２２年度

予算の予備費から８１８億円を支出するとのことでありますが、本村の事業費の補助

額に変更があったか、また、元利償還金の半額を後年度に交付税で支援するとのこと

でありますが、どのくらいの金額が見込めるのか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します。

国の当初予算及び執行方針の中では、耐震改修関係の予算の縮小が報じられ懸念さ

れたところでありますが、今おっしゃいました前首相の指示によりまして、予備費等

の投入があるということで、ほぼ村内の二つの工事の事業執行は見込める状況に現在、

あります。

それから、交付税措置でありますが、現在、事業費がまだ確定しておりません。事

業費の確定を待って交付税等の措置がどのぐらいになるのか、今後検討していきたい

と思いますが、現在は２億円程度の起債の借り入れを予定しております。その中での

大部分は交付税措置があるというふうに現在は考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、役場庁舎と大山公民館の耐震診断の結果とその今後の対応

について伺います。

○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。

役場庁舎と大山公民館の結果でございますが、役場庁舎は３棟、本庁舎のある南棟、

それから税務、農政等のあります北棟、それから建設上下水道のある分庁舎というよ

うな３か所に分けて診断を行いました。診断結果によりますと、役場庁舎北棟につき

ましては、耐震力があるＡ判定、それから分庁舎はＤ判定、大山公民館についてはＣ

判定というような結果をいただいております。それから、役場庁舎本庁舎につきまし

ては、判定不能というふうな診断結果でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 今定例会の一般会計補正予算に耐力度調査業務委託料２７０万円
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が計上されておりますが、この耐力度調査について、文科省参考資料の既存学校施設

の耐震化推進計画策定フローでは、コンクリート強度の著しく低い建物、鉄筋や鉄骨

の腐食が著しい建物が実施対象のようでありますが、役場庁舎の耐力度調査について

も、このように理解していいのか伺います。

○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します。

役場庁舎本庁舎につきましては、１階の柱及び２階床の桁行方向に梁がコンクリー

トで被覆されておりまして、その部材サイズでありますとか、接合状態が確認できな

いということで耐震診断ができないということで、今回、２１年度の診断をとりやめ

たところであります。それに伴いまして耐力度調査に移行するわけでありますが、耐

震診断が建物が地震に対してどの程度の耐え得る力を持っているかというふうなもの

に対しまして、耐力度調査は今おっしゃいましたように、建物の構造体力、経年によ

る体力低下、立地条件による影響など総合的に調査し、建物の老朽状況を評価すると

いうようなことで、一般的に文科省のの学校の危険物校舎の判定に使用しておるもの

でございます。これにこちらの方の耐力度調査は、調査が可能というふうなことであ

りまして、今回、６月補正で改めて耐力度調査を実施するものであります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 確認したいのでありますが、本村で行う役場庁舎の耐力度調査、

これについては文科省既存学校施設の耐震化推進計画策定フローで言っているように、

同じく理解していいのか、それを確認したいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 今回、判定については、文科省関係の判定は経ませんが、

同じようなフローで進めていくということでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） この耐力度調査の結果、５,０００点以下となると改築との判断

が下されるとのことでありますが、庁舎についても改築をせざるを得ないというふう

に理解するのか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） お答えします。

５,０００点以下ということになれば、通常学校等については改築というようなこ

とになりますが、今回、例えば５,０００点以下の判定が出た場合には、ほかの耐震

の構造物と同様にＤ判定というような判断をしながら、今後どういう補強ができるか、

その辺は検討してまいり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） この耐力度調査の結果の公表はいつになる予定なのか、その時期

について伺います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ６月補正予算の審議をいただきまして、その後、契約の締
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結ということになるとすれば、年度末あたりになるのかなというような予想をしてお

ります。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 北棟に対しては、Ｂランクでしたか。Ａ、Ｂ、ＣのＡ。役場庁舎

の分庁舎がＤということでありますね。役場庁舎の分庁舎の方については、今後どの

ような計画になっているのか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） 分庁舎につきましては、かなり耐震のＩｓ値が低いという

ような状況にありますが、まず、学校の方の耐震改修を優先させまして、２４年度ま

では学校を優先させる。その後、分庁舎の補強方法について検討しながら改修が良い

のかどうなのかは、その時点で判断していき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） 大山公民館の耐震診断の結果はＣでしたね。このＣに対する対応

として、どのようなことを考えているのか伺います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） お答えいたします。

Ｃ判定ということでございますが、Ｉｓ値がＸ軸で０.３３、Ｙ軸で０.３６という

ことでございます。大山公民館につきましては、それなりの実施設計の中で、どうい

う耐震補強ができるのかを見極めながら、耐震改修をしていき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） 当然、耐震改修をせざるを得ないというふうに思いますが、ただ

いま役場分庁舎についても２４年度以降を考えていくということでありますが、この

大山公民館については時期的にはどのように考えているのか。いつ頃結論を出して、

いつ頃から耐震改修をしたいというふうな希望を持っているのか、それについて伺い

たいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２４年度までには結論を出したい。２５年度以降に対応で

きるものから対応していき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） 次に、改善センターの体育館の耐震診断について、いつ実施する

ように考えているのか、それについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 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します。

改善センター体育館につきましては、昭和４１年建築ということでの鉄骨造りであ

ります。現在、ゲートボールとか少年野球などに利用しておる建物でありますが、ま

ず、２４年度までは学校を優先させるということで考えております。学校の耐震化改

修補強を優先して行うこととしております。当該体育館につきましては、今後この体
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育館の施設の利用計画、あるいはその営繕計画等と併せまして、まず、学校とか大山

公民館とかの防災拠点の整備の後に検討してまいり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） 財政的にすべて一度になんてことはできないのは、これは村民だ

って当然理解すると思います。でも、耐震診断もしないで、財政が大変だからでは通

らない話です。この建物が本当に危険か、あるいは最近の震度からしてまだまだ大丈

夫ですというような状況なのか、少なくともそのぐらいは把握するのが、設置者とし

て、管理者として当然の義務だと思うんです。これは早急に耐震診断だけは早急にす

べきと思いますが、もう１回答弁いただきます。

○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。

耐震診断をするということは、耐震の補強、それから改修をするということが前提

になるものであります。したがいまして、まず、学校施設、それから防災拠点となる

施設のものを進めまして、その中でその後状況を見ながら耐震診断を行いたいという

ふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 何かあったときには私は言っておきます。あれほど言ったのにと

いうふうにと付け加えておきます。今まで質問したそれぞれの公共施設質問してまい

りました。この質問で漏れている公共施設について、耐震診断をしなければならない

施設があるとすれば、要するに旧建築基準法ですか、それに基づいて建築したものが

あるとすれば教えていただきたいと思います。

○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します。

５６年以降の以前の建物につきましては、現在、耐震診断を実施していないのは、

先ほどご指摘の改善センターの体育館のみというような状況であります。その他につ

いては、すべて耐震診断を実施しているということであります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、水道事業について伺います。

先日の福島民報によりますと、県内主要上水道の耐震化率、１１市町村が０％と一

面トップで報道されました。本村においても０％とのことでありますが、事実なのか

どうか伺います。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（長井政美） １１番議員さんにお答え申し上げます。

ご質問の件につきましては、去る５月２日の新聞報道がなされました。大変村民の

皆様、議員各位には、ご心配をおかけしております。先ほどのご質問のとおりり、県

内３３市町村並びに５企業団のうち、約３割に当たる１１市町村が耐震化率の０％と

いう回答する内容でございました。これらにつきましては、今回の調査対象につきま

しては県内の水道事業、いわゆる市町村で給水人口５,００１人以上ということで、
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いわゆる上水道事業者並びに水道用水供給事業者が対象ということでございました。

これらにつきまして、調査内容、耐震適合性がある管の新設と若しくは更新などの今

回の整備の調べでございまして、基幹管路というのが対象でございました。この調査

対象の基幹管路というのが、本村における場合につきましては、導水管並びに送水管

というのが対象でございまして、配水管、一般下の方、各家庭に送る配水本管ではご

ざいますが、その本管につきましては、各家庭に分岐するということで、今回の調査

の対象ではございませんでした。これらにつきまして、いわゆる導水管につきまして

は延長が約５,２９０メーター、あと送水管、送水ポンプ場から配水池、若しくは配

水池からいわゆる天王様の調整池に送る部分というような、そういう各家庭に分岐す

る前の水道の源である水を引っ張ってくる管についての対象でございました。これに

つきましても、調査対象の耐震管の規定ということで、ダクタイル鋳鉄管並びに硬質

塩化ビニール管を使用しておりますが、これらについては当時の布設の状況の水道の

基準に基づいた管の仕様でございましたが、最近の耐震化というような形でのいろん

な新しいものが出てくるというような形での耐震性、継ぎ手を有する管というような

調査物でございましたので、当時はそういう管と管をつなぐつなぎ手が地震等によっ

て、震動によって管が抜けないという今の工法でございますが、当時は管と管をただ

というか、のり付けをして押し込むというような工程でございましたが、今回、この

ような調査物の中で、今後どうしますかという内容もございましたので、これらにつ

きましても延長と、あとは管が埋設されておりますので、今後の布設替えにつきまし

ても検討を要することから０というような回答をしたところ、このような耐震化率０

というような状況になったというような形でございます。よろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 今、課長の説明ですと、耐震化率は０でありますということであ

りますが、ダクタイル鋳鉄管、あと硬質塩化ビニール管を使っているということでご

ざいましたよね。そのダクタイル鋳鉄管の継ぎ手はどういうふうな継ぎ手なのか。あ

るいは硬質塩化ビニール管の継ぎ手はどういうふうなものだったのか、それについて

も伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（長井政美） １１番議員さんにお答え申し上げます。

ダクタイル鋳鉄管、現在の厚生労働省の耐震性の適合性のある管ということで、ダ

クタイル鋳鉄管についてはＮＳ継ぎ手というような形の形式のものでございますが、

これらについてはＮＳ継ぎ手でないものが使っていたということでございます。

それと、あと硬質塩化ビニール管でございますが、硬質塩化ビニール管につきまし

ても、厚生労働省の今の耐震性適合性のある管は、ＲＲロング継ぎ手というような形

で現在はなっておりますが、当時につきましては、ＲＲロング継ぎ手を使っていなか

ったというような形での内容でございましたので、調査物につきましても使っていな

いというような回答でございました。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １１番。
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○１１番（遠藤文一） ダクタイル鋳鉄管についてもＮＳ型でないとすれば、Ｋ型とかＡ

型とかあろうかと思いますが、それは何型だったんですか。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（長井政美） １１番議員さんにお答え申し上げます。

当時はＡ型、Ｋ型ということでございます。それで、今、ご質問のとおり、ちょっ

とメモと内容が違ったのでは申し訳ございませんが、Ａ型というような形で回答させ

ていただきます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） それで、配水本管でありますが、本村の場合、配水本管から直接

各家庭に配水されているということで、配水本管を今度の調査対象から外したという

ことでありますが、その配水本管について、そのような理解で報告したということで

いいのかな。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（長井政美） １１番議員さんにお答え申し上げます。

そうではなくて、今回の調査対象につきましての配水池のタンクから各家庭に送水

する本管、いわゆる配水本管につきましては、その本管につきまして各家庭に更に分

岐していると、取り出しをしているという管については、今回の調査対象とは県内市

町村ともなっておりませんので、村もその下の方に主に配水本管約１０万キロくらい

になるかと思うんですが、その配水本管については、各家庭に分岐されております、

取り出しされておりますので、今回の調査対象とはなっておりませんというような形

でございます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） そうすると、配水本管については、どういうふうな管質でどうい

うふうな継ぎ手だったのか、それについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（長井政美） １１番議員さんにお答え申し上げます。

配水本管につきましては、県道部分については鋳鉄管、県道敷埋設については鋳鉄

管で、あとの村道部分については石綿セメント管、当時、費用が安いというような形

で石綿セメント管、あとは硬質塩化ビニール管、いわゆるＲＲＶＰ管というような形

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） 調査項目として、その導水管、送水管、そして配水本管を対象と

したということでありまして、場合によっては０％でなくて多少パーセントあるんじ

ゃないかなと思って今聞いておったんですが、何回聞いてもどうも０％のようで非常

に残念だと思いますが、事実、実態であればやむを得ないかなというふうに思ってお

ります。今、細かく聞いたのはそういうことで、もしかするとパーセントいくらかあ

るのかなというふうに期待しておったところであります。

次に、本村における石綿セメント管の実情について伺います。水道事業経営健全化
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計画の執行状況の公表の中で、石綿セメント管約１０キロメートル、改修事業の実施

時期等について、今後の経営状況を勘案しながら検討中とあります。そこで、過去に

布設したすべての石綿セメント管の改修はどの程度か伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（長井政美） １１番議員さんにお答え申し上げます。

本村の石綿セメント管の実情でございますが、当時からの布設関係で石綿管の延長

が約１万３,５００メーター、そのうち道路改良工事と併せて布設替え、農業集落排

水の事業と併せての管の布設替え、これら改修済みというか、これらにつきましては

約３,５００メーターを更新しております。先ほどの石綿管残りの約１０キロ、１万

メーターでございます。これらについての改修率につきましては、約２６％というよ

うな数字でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） この石綿セメント管の１０キロメートルをダクタイル鋳鉄管とＮ

Ｓ型とか、要するに耐震性のある導送水管、配水管も含めて１０キロメートルを改修

するとすれば、予算的に約どのぐらい必要かというふうに考えるのか伺いたいと思い

ます。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（長井政美） １１番議員さんにお答え申し上げます。

前からもご質問今までもあった経過の中で記憶しているのが、石綿セメント管の更

新につきましては、メーター当たり約１０万円というような形での考えでおります。

これらにつきましては、石綿管の今までは布設替えというような形で考えておりまし

たが、石綿管を切断する、撤収するときの粉じんを飛ばないというような対策が今、

その辺が厳しくなっているのかなというような形でのことで、布設替えについてはメ

ーター当たり１０万円、１万メーターだから１０億円というような形、そういうよう

な形になるかなというふうには思っております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 今の話を聞いておりますと、１０キロやれば１０億円というふう

に理解していいですよね。大変な金額であります。平成１８年度管路の耐震化に対す

る検討委員会報告書、１９年の３月、この中で配水管路の維持管理等について、平成

５年８月１０日課長通知として、老朽化した配水管については、老朽度を把握したう

えで、計画的な布設替えを行うこと。特に石綿セメント性の配水管については、布設

場所及び敷設時期を詳細に把握したうえで、早急に布設替えの計画を策定し、実施す

ること。また、水道の耐震化計画策定指針案、平成９年１月３１日、課長通知の中で

も、管路布設の耐震化として、石綿セメント管、普通恒久鋳鉄管、硬質塩化ビニール

管、ＫＳ継ぎ手等、耐震性の低い管路は、早急に布設替えを完了することを目標に更

新計画を作成する。その際、特に導・送水管、配水幹線等の重要管路については、耐

震性の高い管、継ぎ手の採用に努めるというふうにもあります。また、石綿セメント

管の補助制度については、５年間の時限事業となったことを十分に考慮し、早急に更
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新布設替えを実施していくべきであると結論づけております。補助事業については、

２３年度が最終年度で、例年ですと本年１０月か１１月頃が要望すべくタイムリミッ

トというふうなことであります。また、２０年４月の厚生労働省健康局水道課長から

各都道府県担当部局長等へ出した水道施設の耐震化の計画的実施についての通達の中

でも耐震性能が特に低い石綿セメント管については、順次、耐用年数に達しざること

経年劣化に伴い、漏水事故の発生も多数見られることから、基幹管路、導水管、送水

管及び配水本管として布設されているものを中心に、できるだけ早急に適切な耐震性

能を有する管種、継ぎ手への転換を進めるとともに、今後遅くともおおむね１０年以

内に転換を完了するよう努めることというふうにあります。そこで、これらの政府の

やろうとしている情報、どこまで認識されていたか、それらについて伺いたいと思い

ます。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（長井政美） １１番議員さんにお答え申し上げます。

国の通知関係につきましては、その都度通知をいただき確認をしております。ただ、

村においてもご質問のとおり、石綿セメント管、耐震化の強いものということで検討

をしていくということで、石綿セメント管につきましては、図測に落としまして、こ

の地区、この地区というような形で、今後検討していきたい。計画改修年度を検討し

ていきたいということでございます。ただ、その前に管の耐用年数関係、水道本管に

つきましては、３８年度というような形でございます。下の方に低区の方につきまし

ては、そろそろ耐用年数あと１０年以内くらいに達するわけでございますが、ただ、

この石綿セメント管の埋設部分につきましても、今、大きな漏水事故というのがない

のが幸いなのかなというふうには思っておりますが、これらを自負しないで、過信し

ないで見守りながら、耐用年数とにらめっこをしながらというような形での改修を進

めていきたい。ただ、国の通知の内容につきましても、検討しながら対応していきた

い。あと現在、配水本管、先ほど答弁漏れましたが、下の方の配水本管、昨年から４

号国道の本管布設とか、道路改良に伴っての本管敷設につきましては、耐震性のある

継ぎ手を採用しているというような状況でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 平成２２年度、２１年度の繰越分も含んだ水道水源開発等施設整

備費の内示を見てみますと、内示事業内容別件数の４２.５％が石綿セメント管更新

事業であります。これ厚労省の予算の中でありますが、全国的にどんどん更新されて

おります。政府も進めておるようであります。以前、石綿セメント管については、何

ら健康被害はありませんとの答弁もありましたが、後になって実は問題が指摘されま

したと言われたのでは目も当てられません。その辺を疑いつつ、逐次石綿セメント管

の更新をすべきと存じますが、今後の改修計画と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） 結論から言いますと、石綿管は改修するという前提に立っておりま

す。今までも３,５００メーターやってきました。これはＷＴＯでは、この地中管に
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おける水道の管として使用している。人間の健康等には害がないというような、そう

いうことははっきりとうたっておるわけでございますので、そうしたことを信用をし

ておるということでございます。しかしながら、耐用年数関係、あと１０年くらいで

到来するわけでございます。でき得れば、これは道路の今までもやってきたように、

改良等と併せて行いたいなと。石綿管につきましては１０キロぐらいでありますが、

大体その埋設している、そういう箇所については、これはこれから改良等を予定して

いるところであります。その改良と併せてこの格安でできる、そういうことで完成を

いたしたい、このように考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） その程度の答弁しかできない状況なのかなとも思いますが、こ

れ耐震率１００％、９０何パーセントだということは、それだけもう石綿セメント管

使っていない市町村もあると、こういうことなんですよね。しかし、本村においては

１０キロもあると。しかもそれは本当に耐震力がないからもう改修、改修、もう何十

年も前からの話で言われておったにもかかわらず、その都度道路の改良等と合わせた

程度しかできなかったということは非常に残念だなというふうに思っております。で

すから、確かにあっちもこっちもやるということはこれ不可能でありますから、それ

はやむを得ないところがあります。しかしながら、例えばここでも言っているように、

要するに病院とか、要するにいざというときの避難場所等々についての管路等の改修

は早急にやるべきだというふうな指摘もございます。ですから、そういうことも考え

合わせて、少なくともそういう施設には優先的に改修していくようなことを求めてお

きたいなというふうに思っております。

次に、その必要についてということで、これ必要性についてというのもどうかなと

は思いますが、その辺は寛大な気持ちでお聞きいただきたいと思います。本村におい

てもいろんな組織、大体に加盟、参加しているとは思いますが、地方６団体の町村会

は当然としても、そこのほかについて伺います。ここに挙げた団体は、浅和村長が先

頭に立って組織されたとの認識でありますから伺いますが、福島県農山漁村地域振興

協議会についてであります。この規約の目的、事業を見ても、町村会とは全く相容れ

ないような内容でもなく、なぜ町村会への分裂のような団体が生まれたのか。そうせ

ざるを得なかった事情について伺うとともに、福島県内の加盟している団体、組織等

々の整理統合等について、現在、会長という立場でありますからお聞きするのは、個

人的見解として伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 私は常に申し上げているとおり、農山漁村、これの活力の疲弊化、

これは想像に絶する。これは地方自治体としても大変なことであり、ひいては礎とし

て国づくりにつながる。国家のこれは疲弊化につながる。そういうことで、この農山

漁村政策というものは、これは最大の社会資本整備の位置づけをしてくれよというこ

とで、私が先導役みたいな形になって、同志等は約３０町村で、これは別枠で考えな

ければならないということで、農山漁村地域振興協議会を立ち上げました。当然立ち
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上げて、それ相当に県をはじめ国と猛烈な運動をしてきた経過がございます。うちの

職員が事務局ということでもございますので、その経過等もあるわけでありますが、

たまたま私が昨年、今度は町村会長になりました。町村会長になって、そして、全国

にはそれぞれの国の役員にもなった。そういうことで、行政部会とか政策部会あるん

だね。それからあとは財政部会とか、それから経済農村部会という立派なのがあるん

です、これね。政策部会がある。私、全国のそういう役員にもなったものですから、

なんだ、立派なものあるんじゃないのか。これはやっぱり活用しないという手はない

なということで、経済農村部会というものをこれを受けて、それならば立ち上げたこ

とには、これはそれ相当の意義があった。なんだと、中にあっても我々町村長でもあ

まり前面に出ていないんじゃないかということで一石を投じたわけであります。私が

今度会長になったものですから、これを機会に本来の農山漁村政策、こういうものを

町村会があるんだから、これがっちりとやっぱりやらなきゃならないどろうというこ

とで、それではこれを私が会長になったということでもありますので、これを契機に

この別枠のような形で立ち上げたものを同志が３０町村ほどいたわけでありますが、

これは全部で４６町村あるわけでありますから、発展的解消して、これ一本で強化し

ていこうということになったわけでありまして、今はそういう事情で私が提唱して立

ち上げたものは、一石を投じた前のいろんな方々も、いや、まあそういうことで今度

はまあひとつそういう面で頑張ってほしいということで、非常にみんなでそういうこ

とにこれらについての力入れもみんな共同歩調で今はいると、こういう経過でありま

す。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

福島県農山漁村振興協議会でございますが、先ほど村長からも答弁があったとおり、

昨年の１１月に発展的な解散をしたところでございます。それにつきましては、役員

会等を開きまして、各市町村の今までの経過と県の町村会に同様な農山漁村の振興を

図る協議会が既に設置されているということで、加盟市町村の同意等を得て昨年の

１１月に解散したところでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） それで、現在、福島県農山漁村振興協議会については伺いました。

そのほか県内にはいろんな団体等々、加盟、加入しているかと思いますが、それらに

ついて、個人的な見解で結構でございますから、整理統合等々についての考えがあれ

ば伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは団体力というのは、言うまでもなくそれなりの力を発揮する

わけでありますから、弱い手１本では弱いもの。しかし、これ何百本とか何千本にも

なれば、これは強力なものになる。それと同じで、団体力というのは、やはりそれな

りの力を発揮をいたします。そういうそれぞれの立場で主張するということは、それ

ぞれの分野の方、それをやっぱり国なりが受け止めて、そしてやっぱりどこにどうこ
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の際視点を置かなくてはならないのか、こういうことで均衡のとれた政策を展開する。

やっぱり神様じゃないから言わなければ分からないんだわね。そういう意味で団体力

というのは意義がある。そういうことで町村会だとか、あるいは小さくとも輝く自治

体フォーラムというのは、それぞれに町村会はこれはかなり歴史がありまして、大正

９年に設立をされました。あるいは県の町村会は大正１０年４月に設立をしまして、

地方自治法の制定によって、昭和２２年５月を契機に福島県町村会ということで改称

されて、現在は合併等、平成の合併がありました。４６町村ということであります。

全国では約９５０ぐらいですか、町村ということで、現在、町村の置かれている立場

において、これはいろいろと強力に国レベルでの町村ということでもって国等に当た

っていく、かつまた町村会としては県なり、あるいは場合によっては県選出国会議員

等を通じて国等、そういうやっぱりそれぞれの各県が町村会ありますので、これのや

はり団体力というのは大変なやっぱり働きをしているのではないかなと、このように

考えております。このほかの団体というと、挙げて団体に入っているというのは、大

体大きい団体の組織の加入しているというのは町村会、それからあと地域うんぬんと

いうのは先ほどのようなことで、私が会長になったことを契機に、これはもっと力を

倍加する、こういうところでやっていくべきだということで、その中でやることにし

たと。それから、小さくとも輝く自治体フォーラムは、これはまたこれで町村自治体

にも、いやいやこれ団体等でも言ったから答弁している。これはこれで町村でも大き

いところは、これ滝沢村みたいに５万３,０００人のところもあるんだ、滝沢村ね。

小さいところはこれね７００人、あるいは６００人くらいのところもある。だからや

っぱり小さくとも輝く自治体フォーラムとして、やっぱり全国の９５０くらいの町村

の中でも、その中でもやっぱり頑張ろうじゃないかと、そういうところの同士が、こ

れが小さくとも輝く自治体フォーラムということで、それはそれでそれぞれそれなり

の立場で運動をしていこうではないかということで、今、そのメンバーとして加わっ

て活動をしている。こういうことでありまして、あと団体としての加入というのはこ

れくらいだね。あと個人的なことはこれは別として、この行政のかかわる団体という

のは、その程度あるということであります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 今、村長の話にありました、その全国規模での組織団体として、

全国小さくとも輝く自治体フォーラム、これについて呼びかけ人として大玉村長と、

８町村長が呼びかけ人として６７の町村長の参加で発足したということでございます

が、これについて今、答弁ありましたから間違いないと思いますが、本村においては、

団体会員なのか個人会員なのか、これ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） これは大玉村をより良くしていこうではないかという考え方の下に

入っておるわけでありますから、個人ではありません。行政がここに村長としてかか

わっておるということでございます。今、先ほど数字が話されましたが、県の関係で

あと１０町村くらい入るというような予定になっておりますから、全国的にも大体は
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１００くらいになるのではないかなと。あるいはそれ以上になるのではないかなと思

っております。やはりそういう同じ町村の中にも大小さまざまありますから、その中

でもそういう分野の方がやはり歩調を合わせて、そしてやっぱりそれなりの立場で頑

張っていく必要があるだろうということであります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 今、答弁ですと、団体会員２万円の口でありますね。ここで私ち

ょっと聞きたいのは、地方自治体二元代表制というふうなことであります。そういう

ときに、村として参加するときに、議員の意向というものをどういうふうに村長は理

解しているのか。要するになれこれしてますと、その小さくとも輝くフォーラムのそ

の発足アピール等にも関係してきますので、村長、その二元代表制の一方である議会

との調整等についてどういうふうに考えているか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） その辺は十分認識をいたしております。ただし、執行者としての裁

量権の範囲というのもある。そのような考え方のもとに、この２万円の予算というの

は、そういう目的のために、これはだれのためでもない、村のためなんだということ

でありますから、そういう考え方の下に私が加盟をしたということであります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 先ほど答弁にもありましたが、もう１点伺いたいのは、なぜ全国

町村会の監事という職にあり、全国町村会の中でも問題を提起し、そして、その中で

十分活動できるという立場にある。それにもかかわらず全国町村会とは別の組織を立

ち上げたのかであります。フォーラムの会の目的も全国町村会のやるべき仕事も、内

容的に同一というふうに思っております。しかし、全国小さくとも輝く自治体フォー

ラムを発足させたどのような経過と事情があったのか。先ほどの質問ですと、農山漁

村地域振興協議会を立ち上げたときの考えからすれば、全国町村会だけで十分のはず

であります。しかしながら、こうせざるを得なかった事情等について、差し支えなけ

れば伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほどもそういうことが質問されると思いましたから、私が申し上

げたわけでありまして、農山漁村地域振興協議会は先ほど申し上げたとおり、それか

ら自治体フォーラムについても、約９５０町村の中には最大５万３,０００人の滝沢

村のようなところもありますよ。最小は６００人くらいのところもありますよと。そ

ういう中でもやはり町村会として歩調相協調し合える部分と、それからこれは一律に

歩調を合わせるというのはちょっと難しいなと、こういう部分があるんだわね。そう

いう部分については、小さくとも輝く自治体フォーラムのような、こういうところと

いうところで、それもこれも大玉村の発展のためにという判断であります。まあそん

なことでなぜということでございますが、今言ったような考え方のもとが理由であり

ます。

○議長（菅野行雄） １１番。
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○１１番（遠藤文一） 全国市長会７８６市、２３特別区で構成、全国の人口の約８９.７６

％、町村数９４１、人口比１０.２４％、９４１町村のうち６７町村、現在のところ

でありますが、民報の見出しですと道州制反対アピール、また、小さくとも輝きたい

大合併に抵抗した町村が新団体、朝日、政府による市町村合併の押しつけに抗して、

小規模自治体ならではの住民自治と地域づくりに取り組んできた町村が赤旗、つまり

道州制は小規模自治体住民は生活基盤を破壊する。つまり道州制反対の意向をフォー

ラム発足アピールとしたことで、町村会の中に反対とか賛成とかという、その対立軸

を作ってしまったのではないかというふうに思うんであります。であるならば、町村

会の力の分散、弱体化につながるのではないかというふうな意味で非常に危惧すると

ころでありますが、この点について村長の見解を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 全くそれは考え違いだね。小さくとも輝く自治体フォーラムも、そ

のような今おっしゃるとおりであります。町村会におきましても、地域主権改革に関

することということで、市町村の強制合併につながる道州制は導入しないこと、断固

反対。これは平成の合併で、どういうことになっているのかよく検証してほしい。そ

れなりに地域の輝きがあるんだろうと。そういうことで、この日本の国というものが

成り立ってきたのではないのか。地方の状況これ疲弊化などというのは、いったいこ

れなんたることだと。だから、国家の最大の社会資本整備という位置づけ、よく平成

の合併を検証してください。だから、市町村の強制合併につながる道州制は導入しな

いこと。そういうことであれば断固反対。これは全国町村会で第一にこれは掲げてお

るんです。これはこの間１８日に、これは全国町村会で２３年度の政府予算編成及び

施策に関する意見ということで、これは提出した数々のやつがここにあるわけであり

ますが、その中でも重点事項ということで、第一に掲げているのはこれなんです。だ

から、小さくとも輝く自治体フォーラムも全国町村会も道州制については、そういう

姿勢であるから、全く今、分裂うんぬんとこう言いましたが、そういうことではござ

いません。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 要するにここで言いたいのは、町村会もそうであれば、わざわざ

全国小さくともいう組織を立ち上げる必要があったのかどうかということで質問して

いるところでございます。ひとことではありますが、全国市長会の道州制についての

見解は、中長期的には容認しているようであります。日本全人口の８９.７６％が市

長会であります。何はともあれ、我々のわずかな機関の言動が子々孫々に及ぼす影響

は計り知れないものがあるというふうに私は思っております。やはりそれで良かった

んだというふうにだれでもが納得いくように、確たる責任を持って執行していただき

たいというのが、私の質問の最後の締めであります。よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、公立小中学校の教員の人事権について伺います。文部科学省は、県が権限移

譲を盛り込んだ条例制定を前提としながらも、公立小中学校の教員人事権について、
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市区町村へ移譲を求める方針を固めたということでありますが、本村にとって歓迎す

べきことなのか、そ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） １１番議員さんにお答え申し上げます。

方針を決めたということであって、具体的なことは何もまだ決まっていないと。大

阪府知事が府下の市町村教委に人事権を移譲するということで、文科省がそれを基本

的には承諾をして、今、大阪府では進めているようですが、大玉村については、福島

県はまだ全然そういう可能性も検討もしていないということでございますので、内容

が決まらないうちは歓迎かどうかという判断はしかねる段階でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 今後、教員の人事権の移譲を要望していくというような考えはあ

るのかないのか、それについて伺います。

○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。

それにつきましても、制度設計ができて、大玉村にとってメリットがあるという判

断ができれば要望したい。ただ、数年前に要望するか、賛成か反対かというアンケー

トがありましたが、唯一県内で大玉村は賛成という、ただし、財源を伴うことという

条件を付けて賛成をしたという経過はございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） ただいまの教育長の答弁を聞いておりますと、歓迎すべきような

結果にはならないのかなということからの、要するに歓迎しないからもう要望しない

んだというようなニュアンスで受け取ったところでございますが、それはともかくも、

今後、市町村へ人事権が移譲された場合、例えば村独自で受けるべきだというふうに

考えるのか、あるいは安達広域の中なんかの枠組みを作って、安達広域なら安達広域

でやるべきだというふうに思うのか、あるいは複数の市と連合体を組んでやるべきだ

というふうに考えるのか。要するにまだ具体的には分かっていないとしても、やはり

そういう方向であることは間違いない。であるならば、そのときにどうすべきかとい

うことは、当然考えの中に入れておく時期にきていると思うので、それらについて伺

いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 誤解がありますので、要望しないというふうには言っておりませ

ん。大玉は人事移譲については賛成だと数年前に出しております。ただ、条件がある

と。大玉村に財政的に負担が生じたり不利になった場合には、これは要望できません。

ただ、制度設計ができない段階で希望するかしないかという判断は、今のところでき

ないと、内容を見ないと判断できないということでございます。広域を想定している

かどうかということですが、これにつきましても国は３０万～５０万人程度の規模の

ところに人事権を移譲したいと、まあ適正だというふうに言っておりますので、福島

県で考えますと、大玉村は県北でそういう人数になるのかなと。ただし、私の個人的
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な考えとしては、村単独で受けたいと、そういうふうになればですね、条件整備がさ

れれば。そのためにコミュニティスクールを今立ち上げようとしています。民主党が

今言っている政策で掲げている、マニフェストで掲げている教育委員会を廃止して首

長に学校を移管して、その代わり学校経営は学校理事会で運営するという制度を民主

党は考えているようですが、コミュニティスクールにつきましては、学校運営協議会

と理事会と同じような考え方ですので、これが移行すれば、大玉村はいつでも単独で

受け入れることは可能になるということで、長期的には必ず人事権の移譲はあるだろ

うと見越して、今回コミュニティスクールに移行するということも含まれております。

以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） なんでもかんでも先走ってああだこうだという必要はないと思い

ます。しかしながら、将来そういう方向になるのではなかろうかというふうに予想が

つくとすれば、前もってそれらに対する研究等々は欠かしてはいけないのかなという

ふうに思っております。それぞれの立場におる方々にとって、確かに予測予想は大変

かもしれませんが、やはり情報を十分に聞き入れた中で、万全な対処をしていただく

事をお願いしたいと思います。これで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５１分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第２、議案第３８号「職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。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３、議案第３９号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例」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）
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○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４、議案第４０号「職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（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５、議案第４１号「大玉村税条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（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６、議案第４２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。２番。

○２番（武田悦子） 大玉村の国民健康保険税の税額が提案されているわけですが、毎年

この滞納が出ているというふうにお聞きしております。これまでの滞納額をお答えい

ただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。

滞納額約５,８００万円です。累積でございます。
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○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。２番。

○２番（武田悦子） 今、５,８００万円の滞納が出ていると、累積でというお話しでご

ざいました。それに関して収納率ですね、２１年度は９４％で収納率見ております。

２２年度は９２％で提案されております。この収納率の変わった要因といいますか、

どういうので９２％というふうに見ているのか。そして、今後この収納率の推移をど

のように見ているのか、その辺をお聞きします。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えいたします。

２１年度までは９４％の予定率で、２２年度が９２％、この９２％につきましては、

２１年度の収納見込み実績、これらを勘案しまして９２％が妥当な数ということで算

定をいたしました。今後につきましても、このような景気低迷も含めまして、できる

だけ収納率は確保したいと思いますが、今後の動向を見ながらということになろうか

と思います。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１３番。

○１３番（須藤軍蔵） 今ほどの質問にもありましたように、収納率が大変目的税と言い

ながら上がらない、あるいは大変な滞納が出ているという状況の下で、国保に対する

ところの国の出すお金、当初５０％だったのが、現在は３０数パーセントぐらいかと

思われます。こうした中で大玉のみならず、国保そのものが運営がままならないとい

う状態にある状況もたくさん出ているわけですね。そういう中で村長、昨日、どなた

かの一般質問のお答えの中で、国と地方の有り様というところで、医療制度の問題に

ついてもいろいろ話してきたんだというようなことをちらっとふれられました。この

国民健康保険制度そのものについて、今の状況も含めて、元々のお金、あるいはある

べき姿、更には国には今、当面どういう方向でこの問題について町村会としても、あ

るいは村長としても対応を求めてきたのかというようなことについてお伺いをいたし

ます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 国民健康保険関係については、大変納税者の皆さん方に負担をおか

けしているような実態であるなと。そういうことで、町村の状況を見ますと、なかな

か弱小、そういうところについては容易でない、そういう見通しに立っております。

そこで、我々町村会としては、これは元々国民健康保険というのは、前提はこれは皆

保険ということを前提にして、最も所得がなくて弱い、そういう方の受け皿になって

いる。そういう弱小の方が、この国民健康保険の被保険者になっているというような

ことであれば、これは最高のときで４５％が国庫補助、その次に６％減らして３９％

になった。そして、現在は３４％というようなことに減ってきているというようなこ

とになりますと、やっぱり国民皆保険制度という趣旨からすると、国の方の財政的な

関係もあるんでしょうが、国民健康保険関係は非常に納税者の皆さん方に、しかも弱

小のそういう人たちが集まっている方々の保険でありますから、容易でないというの

は火を見るよりも明らかである。そういうことで、しからばじゃどういうふうな運動



- 101 -

を展開しているんだということでございますが、この１８日にもいろいろと議論をし

てきたわけでありますが、医療保険制度の一本化の実現ということで、これを私、県

の国保連の会長もやらせていただいておるものですから、我々のサイドとしても要望

を掲げ、そして、町村会としてもこれを取り上げていただいて、この一本化の関係。

具体的にどういうことかというと、これはやはり県単位で、北欧のように日本で言え

ば県単位、県単位でこういう国民健康保険というものは、これはやっぱり運営すべき

ではないか。当然そこにいろんな不都合が出てきます。それぞれの弱小の運営はでき

ない。県単位にするというと、そこにもいろんな問題が出てきます。例えば分かりや

すく言えば、市中部は医療費が高い。農山村は医療費が安い、１人当たりの。そうい

うところを一緒くたにして、そして、この税の関係ということになりますと、これは

勢い今まであまり医療費の支払いのしなかったようなところ、それから今後も医療費

の支払いが高くならないようなところに均平に結局負担が伴うのではこれはまずい。

しかし、いずれやっぱり弱小のところは運営が困難だから、やはり県単位にする。そ

して、現在のそういう心配な点、それはこの一緒になる前の例えば旧市町村のような

状況で、それぞれの医療費の実態というのがすぐ明らかになるわけでありますから、

それらを加味して税というものを算出する。そういうことで、これはやっぱり県単位

の運営と。そして、あと元々こういう医療制度というようなものについては、国にや

っぱり十分なる責めがあると。現在は３４％でありますけれども、私の知っている範

囲内だけでも４５～３４で１１％下がっている。やはりこういうことは、社会保障制

度の充実というような面からすれば、大きく後退してきたという現実ではないかなと、

そのような考え方でおります。そういうことを踏まえて、町村会としては今、重要事

項の一つとして運動を展開しているということでございます。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１０番。

○１０番（鈴木宇一） 私は、応能、応益の関係についてお尋ねしたいんですが、本村

においてはこの比率を１０数年来変えていないと思うんですが、国は限りなく５０、

５０に近づけなさいと、こういうふうに言われておると思うんですが、昨今のこの経

済状況、とりわけ農業、商工業、また、一般村民においても大変な状況の中ではござ

いますが、この５３、４７ですね、この辺の今までずうっと経過している経過、これ

についてどのような考え方でずうっとこのようになっておられるのか、まず、お尋ね

したいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 応能、応益の関係でありますが、先ほど５,８００万円というよう

な累積の滞納額がございます。こういう家庭の状況を見ておりまして、これは残念な

がらやはり応能力のない方が、やはりどうしても滞納している、未納している、そう

いう率合いが高いんです。というようなことを考えますと、それぞれの自治体によっ

て、それは多少違いはありますが、大玉村のその未納額の状況と家庭の状況を踏まえ

てやはり５３対４７と、こういうことでやらないと、まだまだこれは未納額というよ

うなものが増えていく、そういう状況にあるなと、そういう判断で、この５３対４７
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というようなことで、応能・応益を定めたところであります。なお、こういう件につ

きましては、国民健康運営協議会におきましても十分実態を話をして、この応能・応

益の率合いを決めていただいたということであります。

○議長（菅野行雄） ほかに質疑ございませんか。１３番。

○１３番（須藤軍蔵） 先ほどの医療費関係ですね、保険料、税といいますか、つまり滞

納する。現年度分と過年度分合わせた金額話ありましたけれども、現年度といっても

もう出納も終わって、今度は来月からは新しい切符になるわけでありますから、答弁

の方では一生懸命集めて、できるだけ回収するというふうに答弁するのは当たり前で

ありますが、最終的には前の分ね、２１年度のものも集まらないんだから、それ以前

のものはなかなかこれ集まるという、正直言って欠損になっていくという可能性は、

実際上は生じると思うんですね。そういうことだから、２２年は収納率を２％バック

したわけですから、バックすることによって所要額を確保するために調定の金額をま

た上げる。上げるとまた払われなくなるという、そういう循環になると思うんですね。

そういう意味での見通しと言いますか、これ結論は出ているようなものなんだけども、

滞納分ね、これについての考え方なりをお聞かせいただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 未納額については、先ほどお話しをしたとおりでありまして、この

経済不況ね、如実にどういうところに数字的に表れているかと言いますと、被保険者

数が増えているんです。世帯被保険者数が増えているんです。増えているというのは、

会社を結局都合で辞めたとか、そういう関係が要するに最終的には国民健康保険に入

ってくるということで被保険者が増えているという、これはやっぱりその経済不況の

現れであるなということであります。そういうことと、それから当然のことながら昨

年のそういう所得の状況、これ一応申告終わって本算定をしたわけでありますが、私

が行政報告関係でも申し上げましたけれども、残念ながらそれぞれの所得関係は前年

はかなり下がっている。こういう実態というようなことを考えれば、やっぱり９４の

昨年は旗印を考えておりましたが、今年は実態からして先ほど税務課長申し上げまし

た。９２と、これ税の公平性という点からすれば、最大のこれは努力はしなくてはな

りませんけれども、９２％、これはなんとか確保いたしたいなというようなことで、

一応収納率を考えたところであります。いずれにせよ、現実に保険証によって、今困

った、今具合が悪い、そういう方については支障のないように、これは当然対応しな

くてはならないなと、そのように考えておるところであります。

○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４２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７、議案第４３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。９番。

○９番（佐々木市夫） ページ数１２～１３にかけての労働費、緊急雇用創出事業という

ようなことで質問させていただきます。

今回、村の英断で単独で村内の失業者を雇用の創出を図ったという形は、大変評価

されるものであります。いずれにしましても、５名中の１名は高校卒、ここが特色か

なと思っております。ただ問題は、そのほかにも国の支援策に向けて既にやっている

わけですから、現在の状況として、村内では実態数はつかめないところもあると思い

ますけれども、どの程度の失業者、そういう高校生も含めて職がなかなか見つからな

いという形の実態があるのか、その辺をまず一つです。

あと、実際、この村の事業に対しては、どの程度の応募数があったのか、それも併

せてお聞きしたいと思います。

あともう１点は、確かにこのような形で村単独で支援するのも大変大事な支援策の

一つかと思いますけども、ご案内のように国、県では各企業が、そういうふうなこと

を支援したときに、あるいは高齢者を雇用した場合に支援策という形の例もあります。

あと一方では、県内でももちろん市町村独自でやはりそういうふうな企業に対して、

そういうふうな雇用の創出を図ったことに対しての支援、更にはそれに上乗せして、

国、県に上乗せしてそういうふうな支援策もあります。ですから、一方でこのような

単独という考えと、そのようなこと考えがあるのか。

もう一つは、依然として雇用情勢が厳しい状況の中で、ますますこのような状況が

増えれば、もう少し村単独としても事業を拡大するようなこともあるのか、併せてお

伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えします。

緊急雇用創出事業でありますが、現在、単独で公共施設等の維持管理ということで

５名、それから高卒の未就労者１名ということで現在雇用しております。５名の方に

ついては６か月というような期限での雇用、それから高卒の未就労者については、１

年間の臨時事務補助ということでの雇用を現在、行っております。村内の失業者の数
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等については、把握する手段等について現在持っておりませんので、数値上は確認す

ることはできませんが、依然として厳しい状況にはあるというふうに認識しておりま

す。例えば非正規労働者においては、中通り地域というような数字でありますが、平

成２０年の１０月から本年の６月までには２１６件、６,１５５人の非正規労働者の

雇用調整が行われておるというような数字がございまして、更には正社員の人員整理

については、件数３５６件、１万２０６人というようなデータがあります。本村にお

いては数字を現在把握しておりませんが、かなりの人数があるのではないかというふ

うに考えております。

それから、この緊急雇用創出の応募件数でありますが、９名の応募がございました。

更には国、県企業の雇用調整交付金については、各民間企業、村内の企業についても、

雇用調整交付金を受けている企業、かなりの数がございます。現在のところ上乗せの

考えはございませんが、それぞれ国、県の雇用調整交付金で頑張っているというよう

な状況であります。

今後の雇用情勢については、現在６か月間の雇用期間というような形で進んでおり

ますが、今後のまずは経済、雇用情勢を踏まえながら、その時点でもう一度検討させ

ていただきたいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） ありがとうございました。以前ですね村長は、企財課長と一緒に

村内を企業訪問して、実態の把握と雇用の促進を兼ねてということの実績があります。

現在はかなり忙しい体ですから、そのことはどうかなと思いますけども、それと同様

に今、いろんな形でパイオニアも含めて村の企業としての有効利用活用されていない

部分がある。更にはまた一般質問でも出たようですけど、雇用の促進の中での企業誘

致というような問題もありますから、そのような活動も更に強化すべきかなと思いま

すけども、その辺村長に答弁お伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 年に１回は企業訪問しまして、激励かたがた、また御礼かたがた訪

問いたしたいというふうに考えておりますから、今年もこれから訪問等の機会を作り

たいというふうに思っております。また、何と言いましても若い方が地域に定住して

もらうためには、それ相当のこれはもちろん隣接関係、そういうところに勤めていた

だくということも大切でありますが、村内にもやはりそういう企業等の誘致関係、こ

れについては一般質問等でもふれましたが、今も努力をしております。なかなかやっ

ぱり今、こういう情勢なものですから、ちょっと財布のひもを締めているということ

と、金融機関も非常に貸し出し関係、慎重である。そういう今、状況なんですね。何

とかそれをやっぱりある程度投資できるなという、そういうやっぱり見通しの付ける

安定社会というものに我々は期待をしているわけでありますが、そうなれば、大玉村

は条件が良いわけでありますから、これは当然４号国道関係は、マスプランに基づい

て企業、それも大きな大企業等は、これは来れば良いに越したことはございませんが、

むしろ大企業等で一度に税収に結びつく、１回これ良くなりますが、企業は生き物で
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すから、それが今度悪くなりますと、企業と心中するようになる危険性もございます。

だから、むしろ大玉の場合は、そういう大企業なんていうものでなくして、中小企業

でも堅実性な、そういう雇用の確保できる企業等の誘致にこれから力を入れていきた

いなと、そういうふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１３番。

○１３番（須藤軍蔵） 予算書の１０ページ、款２総務費関係で耐力度調査、先ほども若

干質問もあったかと思うんですけども、これらについてやはりこれだけのお金をかけ

てやるわけでありますから、それなりの効果も期待するわけでありますから、こうい

う中身でこうだからということをやっぱりこの機会に若干伺った経過あるんですけど

も、しっかりと理解をして深めておくべきであるというふうに思いますので、その点

の説明をお願いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 耐力度の調査関係は、一般質問の中でも話をいたしましたが、これ

は庁舎の関係ね、そういうことでこの耐力調査をして、しからば、その耐力によって

最低限、（不規則発言あり）内容ね、内容は一般質問でも担当課長から話がありまし

たように、そのちょっと分からないところがあるので、この耐震診断できないところ

があるので、耐力の調査をすると、そういう計上でありまして、具体的にその中身の

ことの詳しく知りたいということのようでありますから、担当課長の方から答弁をさ

せます。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １３番議員さんにお答えいたします。

耐力度調査、今回、庁舎南棟について行うわけでありますが、これにつきましては

建物の構造耐力、それから経年による耐力低下、立地条件による影響などを総合的に

調査して、建物の老朽状況を評価するものでございます。これについては、文科省が

主に用いているような手法でありまして、耐力度点数５,０００点以下で文科省の基

準でいきますと危険校舎改築事業の対象となるというふうなものでございます。これ

については、義務教育学校施設国庫負担法に基づく調査方法でありますが、この手法

を取り入れて、庁舎南棟が５,０００点を上回るのか下回るのか、それについて点数

を出した後に、それが耐震診断に準じてやればＣ判定なのかＤ判定なのか、Ｂ判定な

のか、その辺を勘案しながら、今後補強の方法、改修の方法について進めていくとい

うようなことの調査でございます。

○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） ２９ページの委託料関係でお伺いしたいと思います。国民健康保

険の徴収事務に関することで、１２６、少し飛んじゃったですか、すみませんです。

後で国保の方で質問させていただきます。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 今の委託料のことなんですが、これの委託先を伺っておきたいんで

すが。
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それともう１点、１３ページの墓地環境整備事業補助金、これの８１万４,０００

円、これの使い道、使い場所伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

庁舎等の委託料、委託先でございますが、正確には入札制度検討委員会の方で審議

をしていただいて決定するということになっておりますが、現在まで各耐震診断につ

いては福島市町村建設支援機構に委託をしておりますので、この調査についてもその

ように考えております。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） お答えいたします。

１３ページの墓地火葬場に要する経費ということでございますが、墓地につきまし

ては、神原田墓地でございます。

内容ですが、舗装部分が１７７平米、それから駐車場に通じます擁壁ブロックの設

置が１６メートル、擁壁につきましては高さ１メーターから１.７５メーターぐらい

の擁壁が１６メーターということで、舗装部分の延長につきましては約１１０メータ

ーくらいになります。これは神原田墓地の南側通路ということで、総事業費につきま

しては１６２万７,５００円、それの半額助成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。１１番。

○１１番（遠藤文一） 先ほどの一般質問でも聞いたところなんですが、その耐力度調査

についてであります。５,０００点以下ですと改修というふうな方法を取られるよう

に見受けられましたが、先ほどもそういう答弁があったかと思いますが、５,０００

点以下でもＡ、Ｂ、Ｃのランクがあるような答弁だったと今聞いたんですが、そのよ

うにＡ、Ｂ、Ｃというランクがあるのか。どういう時点でどのランクで完全に改修と

いうふうな解釈をすればいいのか、それ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。

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというランク付けはございません。ただ５,０００点が境目になり

ますので、これが耐震診断でいきますとＩｓ値０.６が耐震の補強の境目になるとい

うことであれば、当然Ｂ、Ｃ、Ｄが耐震診断であればなるわけです。そういう意味で

５,０００点に近い数字、例えば４,８００点とかということになれば、ある程度Ｄラ

ンクというような判断でなくてもいいのかなというような判断の中で申し上げたとお

りでございますので、その点数によって耐震の改修方法とか補強方法について検討し

てまいりたいというふうなことでございます。

○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。
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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。

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４３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８、議案第４４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。９番。

○９番（佐々木市夫） 先ほどはすみませんでした。いずれにしましても、２９ページの

非自発的離職者のデータというような形で１２６万円委託料という形でシステムの変

更という形で挙がっております。ご案内のようにこの委託料、非常に恐らく大玉村で

も私実態は確認していませんけど、かなりの量になるのかという気はします、住民生

活のみならず。特にこの国保のシステム化は、大玉村は早くから非常に優れてて、ほ

かからもいろんな形で視察に訪れるような、そういう実績のある村で、簡単に言えば

職員でこれはできないものかなというようなことが一つ単純的に考えられます、その

ほかのシステムも含めて。基本的にはそういうことがひとう考えられる要素はないの

か。これは国保のあれですので、これだけにとどめておきますけども、これは国の支

援は全然ないんだということで確認をしておきます。その２点だけお願いしたいと思

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） ９番議員さんにお答えしたいと思います。

２９ページの委託料でございますが、今回この委託料の国の支援ということでは、

詳細がまだはっきりしてないということで、今回の補正予算には挙げてございません

が、中身がある程度はっきりしてどのぐらいの助成が来るということがはっきりすれ

ば、そういった時期にお示ししたいというふうに思います。

また、この委託料ですが、これ法改正によるもので、その法改正に伴ってシステム

改修が必要だというようなことで計上申し上げたわけですが、今後のこともございま

すので、ここで改修しておかないと賦課漏れとか、あとそういう漏れにつながるとい

うこともございますので、ここで委託料を計上し、法改正に伴う改修を実施しておき

たいということでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。９番。
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○９番（佐々木市夫） 答弁漏れだと思うんですよ。当然のことながらこういうふうな問

題は、職員ではできないというような形でのシステム化ということで理解してよろし

いのでしょうか。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答え申し上げます。

職員でできないということまでは言い切れませんが、当然その手作業ということに

なりますので、事務的には多くなる。また、こういうシステムに入れておかないとい

うことになりますと、後々あった場合に漏れ等が出てくるというような恐れもござい

ますので、改正に伴うものはすべてシステムを更新したいというような考え方で行っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） 税法の改正によって、税条例の改正によって決定した話でしょう

から金額的にどうのこうの言うつもりはございませんが、ただ、当初予算に比較して

約４２％の減額補正と。なんでこんな大きな変更補正をせざるを得なくなるような、

当初予算を組まなければならないのか非常に疑問に思いますが。それなりの理由と根

拠があってのことだと思いますので、伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答え申し上げます。

当初予算で保険税の歳入ということで見込みました金額から４０数パーセント減額

というようなことでございますけれども、当初予算で組みました金額につきましては、

保険税の基本的なことでは、当初には国、県の補助金、あるいは交付金、村からの繰

入金、そういったものを除いた部分について保険税で賄うというのが基本になってお

ります。当初見込みましたのが、２１年度医療費全体では５％ぐらい伸びるだろうと

いうようなことで組みました。２２年度につきましても、保険給付費が伸びるであろ

うというようなことで計画しておりましたが、２１年度決算時点で２０年度を若干で

はありますが下回ったというようなことで、結果的に私たちの計画が高めに見ていた

というようなこともございます。それから、所得率自体が約１０％減少したというよ

うなこともございます。それから、できるだけ保険料を軽減したいというようなこと

で基金の取り崩し、そしてまた繰越金の活用ということで、医療費が下がった分、繰

越金につきましては見込みで５,５００万円というようなことでございますので、保

険税をできるだけ今の経済情勢、あるいは雇用情勢に鑑みたときに減らしたいという

ような目的で精査し、努力したというような結果でございますので、ご理解を賜りた

いというふうに思います。

○議長（菅野行雄） ほかに。１１番。

○１１番（遠藤文一） ２２年度はそういうことで、できるだけ保険税を低く抑えようと

いうふうな努力したかもしれない。じゃ、２３年度はどうなりますかというときに、

２２年度抑えて抑えて低くした分、２３年度で上がっていったらば、村民にとっては

そんなに有り難い話じゃないんですよ。だから、要するにおれは以前の当初予算で、
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ある程度おれだってその良いだろうということで議決しているんだから、それが結果

的に３か月も過ぎないうちにこれだけの補正を出されるというと、その予算額という

のはいったいなんだったんだと。あくまで予算だものしょうがないだろうといっても、

あまりにも大き過ぎる。だから、その辺をきちっとやっていただきたいなということ

の質問です。以上。

○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４４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９、議案第４５号「平成２２年度大玉村老人保健特別会計補

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） 次に、日程第１０、請願第２号から請願第４号並びに陳情第３号か

ら陳情第５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、はじめに、総務常任委員長の報告を求めます。９番。

○総務常任委員長（佐々木市夫） 総務常任委員会報告書。議長の命によりまして、総務

常任委員会の審査結果を報告いたします。
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去る６月１７日の本会議において、総務常任委員会に付託されました陳情第３号

「「非核三原則」の法制化を求める議会決議・意見書採択の陳情」について、審査す

るため、６月１７日、午前１１時２０分より議会図書室において、小沼清子委員が欠

席ほか全委員が出席し、更に参考意見の聴取のため、総務課長、企画財政課長、税務

課長、出納室長、アットホームおおたま支配人に出席を求め、委員会を開催いたしま

した。

慎重審議の結果、陳情第３号「「非核三原則」の法制化を求める議会決議・意見書

採択の陳情」は、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６月２２日

総務常任委員会委員長委員長 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） 総務常任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３号「「非核三原則」の法制化を求める議会決議・意見書採択の陳情」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、産業建設常任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６月１７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３件

について審議するため、６月１７日、午後１時３０分から第２委員会室において全委

員出席し、更に付託事件に対する参考意見聴取のため、農政課長及び上下水道課長兼

建設課長の出席を求め、委員会を開催いたしました。

請願第２号「道路拡幅に関する請願書」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３号「農業農村整備事業の予算確保に関する意見書の提出について」

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。
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次に、請願第４号「備蓄米買い入れと米価の回復・安定を求める請願」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３件についての審査結果

を報告いたします。

平成２２年６月２２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

よろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） 産業建設常任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。

請願第２号「道路拡幅に関する請願書」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、本請願は委員長報告のとおり決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 請願第３号「農業農村整備事業の予算確保に関する意見書の提出に

ついて」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４号「備蓄米買い入れと米価の回復・安定を求める請

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。

◇ ◇ ◇
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○議長（菅野行雄） 次に、厚生文教常任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６月１７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４

号「保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情書」について、陳情第５号「安全

・安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予算の拡充と国土交通省の地方出先機

関の存続を求める陳情書」について審査するため、６月１７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４号について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５号「安全・安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予算の拡充

と国土交通省の地方出先機関の存続を求める陳情書」について審査するため、６月

２１日、午後４時５０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、総務課

長、建設課長に出席を求め、委員会を開催いたしました。

慎重審議の結果、陳情第５号について、全委員一致をもって不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６月２２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

以上でございます。

○議長（菅野行雄） 厚生文教常任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４号「保育制度改革に関する意見書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） 陳情第５号「安全・安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予
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算の拡充と国土交通省の地方出先機関の存続を求める陳情書」を採決いたします。

本陳情に対する委員長の報告は不採択です。

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１１、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） ここで暫時休議をいたします。再開は２時４０分といたします。

（午後２時２３分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後２時４０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 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）

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５号「大玉村議会委員会

条例の一部を改正する条例について」、議員発議第６号「農業農村整備事業の予算確

保に関する意見書について」、議員発議第７号「備蓄米買い入れと米価の回復・安定

を求める意見書について」、議員発議第８号「「非核三原則」の早期法制化を求める

意見書について」、議員発議第９号「保育制度改革に関する意見書について」が提出

されました。

お諮りいたします。

議員発議第５号から議員発議第９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５までとし、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。

したがって、議員発議第５号から議員発議第９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５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５号「大玉村議会委員会条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。１５番。

○１５番（大戸 隆） 議員発議第５号 大玉村議会委員会条例の一部を改正する条例に

ついて

上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第２項の規

定により提出します。

平成２２年６月２２日

大玉村議会議長 菅野行雄殿

提出者 大玉村議会議員 大 戸 隆

賛成者 同 佐々木市夫

大玉村議会委員会条例の一部を改正する条例

大玉村議会委員会条例（平成８年条例第１号）の一部を次のように改正する。

第２条を次のように改める。

（常任委員会の名称、委員定数及びその所管）

第２条 常任委員会の名称、委員定数及びその所管は、次のとおりとする。

(１) 総務文教常任委員会 ６人

総務課、企画財政課、税務課、出納室、アットホームおおたま及び教育委員会

の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

(２) 産業厚生常任委員会 ６人

農政課、建設課、上下水道課、住民生活課、健康福祉課、農地再生室、大玉村

総合福祉センターさくら、大玉村地域包括支援センター及び農業委員会の所管に

関する事項

附則

この条例は、平成２３年９月１日から施行する。

以上であります。

○議長（菅野行雄） 議員発議第５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。
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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） 次に、追加日程第２、議員発議第６号「農業農村整備事業の予算確

保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６号 農業農村整備事業の予算確保に関する意見書に

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６月２２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 渡辺泰章

提出先 内閣総理大臣、農林水産大臣、財務大臣、衆議院議長、参議院議長

朗読をもって説明に代えさせていただきますので、ご賛同のほどよろしくお願い申

し上げます。

農業農村整備事業の予算確保に関する意見書（案）

安積疎水土地改良区はこれまで、豊かな地域資源や恵まれた資源環境を活かし、我

が国有数の食料供給基地として、高品質で安全・安心な農産物の生産に努めると共に、

常に国の政策に呼応しながら各種事業の推進に取り組んできた。

しかし、本県では基幹的な労働力の６割を６５歳以上の農家が担っており、その中

でも７５歳以上の農家が３割を占めていることや、これまで担い手の確保や農地の集

積に大きく貢献してきた、ほ場整備の進捗についても地域間で大きな差異があること

から、このままでは本県農業を担う農家の確保ができなくなることが懸念される。

また、安積疎水管内には、国・県営事業で造成された農業施設や揚水機場、２３２

キロメートルに及ぶ基幹的な用水路があり、これらの施設の中には、すでに耐用年数

を超えたものもあり、これらを老朽化が進行するままに放置することは、これからの

農業を支えるべき農業水利施設の崩壊を招き、福島県農業そのものが成り立たなくな

る大きな危険性を孕んでいる。

このような状況を打開するため、安全・安心で安価な農産物を安定的に供給するた

めに必要な生産基盤の整備、国土保全など農業・農村が持つ多面的機能の持続的な発

揮及び農村地域での快適な生活環境を確保し定住化を図るための生活環境基盤の整備

を進める農業農村整備事業は、安積疎水においては今後とも必要不可欠なものである。

よって、国においては、農業農村整備事業が食料の生産、国土保全及び農村環境の

維持に大きく貢献している現状と現下の窮状の点からも、下記事項について実現され

るよう強く要望する。

（請願事項）

農業農村整備に係る諸施策について、積極的な展開を図ること、また、そのために
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必要となる予算を確保すること。

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６月２２日

福島県大玉村議会議長 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３、議員発議第７号「備蓄米買い入れと米価の回

復・安定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。７番。

○７番（佐藤 悟） 議員発議第７号 備蓄米買い入れと米価の回復・安定を求める意見

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６月２２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 悟

賛成者 同 遠藤義夫

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣

備蓄米買い入れと米価の回復・安定を求める意見書（案）

「米戸別所得補償モデル事業」や「水田利活用自給力向上事業」の受付が４月から

始まり、事業が動き出しました。

「米戸別所得補償モデル事業」に参加する農家にとっても、参加しない農家にとっ

ても、最大の懸念は、米価の下落に歯止めがかかっていないことです。

特に、政府が２月に、１６万トンの備蓄米を買い入れを実施したにもかかわらず、

米価は更に下落していることは重大です。

私たちは、米価の下落に歯止めをかけ、価格と需給を安定させることは、「米戸別

所得補償モデル事業」の成否を左右するものと考えます。それは、今日の過剰感のあ

る米の需給状況をそのままでは「米戸別所得補償モデル事業」が、更に米価を下落さ

せる引き金となる可能性を否定できないからです。米価が下落すれば、制度上、更な
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る財源の投入は避けられなくなります。

したがって、「米戸別所得補償モデル事業」の円滑な運営にとっても、米の再生産

や食料自給率を向上させるためにも、下落した米価を回復させ、価格の安定をはかる

ことは緊急の課題です。

今、市場で問題視されているのはせいぜい３０万トン程度の過剰ですが、もし、現

状を放棄すれば秋には過剰が雪だるま式に広がり、米価下落は「底なし」の状態にな

りかねません。今、ただちに対策をとることが強く求められています。

政府は、今回の買い入れによって国産米による１００万トンの備蓄を満たしたとし

ていますが、その中身は、０５年産など、主食には不向きな３０万トン程度の米が含

まれており、これらを主食以外の用途に振り向ければ３０万トンの買い入れは充分、

可能です。

以上の主旨から、下記事項の速やかな実行を求めます。

記

(1) ０８年産を含む３０万トン相当の備蓄米を適正な価格で買い入れること。

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６月２２日

福島県大玉村議会議長 菅野行雄

以上であります。

○議長（菅野行雄） 議員発議第７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８号「「非核三原則」の早期法制

化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。９番。

○９番（佐々木市夫） 議員発議第８号 「非核三原則」の早期法制化を求める意見書に

ついて

地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書案を会議規則

第１４条第２項の規定により提出します。

平成２２年６月２２日

大玉村議会議長 菅野行雄殿

提出者 大玉村議会議員 佐々木市夫
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賛成者 同 佐原吉太郎

提出先 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長

「非核三原則」の早期法制化を求める意見書（案）

広島・長崎の原爆被害から６５年が経ちました。「ふたたび被爆者をつくるな」と

いう原爆被害者の悲痛な願いを初めとして、わが国の「非核三原則」を国是とする核

兵器反対の政策は、世界中の国々、国民を動かして、幾度となく訪れた核兵器使用の

危機を防いできました。

今、核兵器廃絶を目指す潮流は、更にその流れを強めています。

核兵器を使用した唯一の国であるアメリカのオバマ大統領が、「核兵器のない世

界」を追求していくことを明言しました。今こそ日本は、核戦争の唯一の被害国とし

て、核兵器廃絶に向けた主導的な役割を果たすべき時です。

そのためにも、「非核三原則」を国是として掲げるだけでなく、その法制化を早期

に図ることによって、国際的な世論のリーダー役としての明確な意見を示すことがで

きると考えます。

よって、国会及び政府におかれましては、被爆国日本として、世界の諸国、諸国民

から懸けられている期待の大きさを踏まえられて、「非核三原則」の法制化を早期に

決断されることを要請いたします。

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６月２２日

福島県大玉村議会議長 菅野行雄

以上であります。よろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） 議員発議第８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５、議員発議第９号「保育制度改革に関する意見

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。２番。

○２番（武田悦子） 議員発議第９号 保育制度改革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６月２２日
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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、財務大臣、厚生労働大臣、総務大臣、衆議院議長

参議院議長

保育制度改革に関する意見書（案）

急激な少子化が進むなか、子どもを安心して産み育てる環境の整備はとりわけ重要

であり、なかでも待機児童対策を含む保育施策の拡充は喫緊の課題となっている。こ

の間、保育施策の拡充に対する国民の期待はかつてなく高まっており、国会において

も２００６年以来、「現行保育制度にもとづく保育施策の拡充を求める請願書」が４

年連続して採択されていることは、こうした国民の声の反映に他ならない。

現在、国においては地方分権を名目に、待機児童解消のために保育所に係る最低基

準を緩和し、地方自治体に委ねる方針を明らかにされ、直接契約、直接補助方式の導

入など市場原理に基づく保育制度改革論に加えて、幼保一元化を含めた制度改革の検

討が進められようとしている。この改革案は児童福祉法２４条にもとづく市町村の保

育実施責任を大幅に後退させるものであり、規制緩和による保育の市場化を進めるも

のである。最低基準の緩和に加えてこうした改革が進めば、子どもの福祉よりも経済

効率が優先され、保育の地域格差が広がるだけでなく、家庭の経済状況により子ども

が受ける保育のレベルにも格差が生じることになりかねない。

全国どの地域においても子どもたちが健やかに育ち、保育を受ける権利が平等に保

障されるためには、保育における国と自治体の公的責任が不可欠である。地方分権の

推進には、全国どこでも守るべきナショナルミニマム保障の仕組みを確立することが

必要である。最低基準を地方自治体に委ねるのではなく、国の責任において底上げし、

財政の保障を行うこととあわせて、規制緩和の推進ではなく国と地方自治体の責任を

明記した現行保育制度を基本にしつつ、保育施策を拡充することが求められている。

よって、国においては、保育制度改革の議論を進めるにあたり、子どもの権利を最

優先に、地方の実情を踏まえたうえで、国と地方の責任のもとに実施する充実した制

度とされるよう、以下の事項について強く要望する。

１． 児童福祉法２４条に基づく現行保育制度を堅持・拡充すること。

２． 国は市町村が責任をもって待機児童解消に向けて取り組みができるよう、必要

な支援と財政措置を行うこと。

３． 保育に格差が生じる直接契約・直接補助方式の導入を基本とした保育制度改革

は行わないこと。

４． 保育の質の低下につながる保育所最低基準の廃止・引き下げは行わず、抜本的

に改善すること。

５． 保育所、幼稚園、学童保育、子育て支援施策関連予算を大幅に増額すること。

６． 子育てに関わる保護者負担を軽減し、雇用の安定や労働時間の短縮など、仕事

と子育ての両立が図られるよう社会的環境整備を進めること。
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７． 民間保育所運営費の一般財源化は行わないこと。

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６月２２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９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） 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４回大玉村議会定例会を閉会といた

します。大変ご苦労さまでございました。お疲れ様でした。（午後３時０６分）
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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６月２２日

大玉村議会議長 菅 野 行 雄

大玉村議会議員 佐 原 吉太郎

大玉村議会議員 大 戸 隆


