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平成２２年第６回大玉村議会定例会会議録

第６日 平成２２年９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

決算認定

質疑・討論・採決（議案第４９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、傍聴に押山長一郎さんほか１３名の方がお見えになっており

ますので、ご報告を申し上げます。

◇ ◇ ◇

○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「県のオーダーメイド権限移譲について」ほ

か３件の質問を許します。１１番。

○１１番（遠藤文一） １１番遠藤文一であります。これより平成２２年９月定例議会に

おける一般質問を行います。

はじめに、県が実施しているオーダーメイド権限移譲について､村長はどのような

見解を持ってい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） 明治維新から１４２年経過しておるわけでございまして、相変わら

ず中央集権、そういうことで今日まで来た姿、これはやはりもう少し民主主義の国づ

くりということで遅きの感がするわけでありますが、今回地方分権、そういう一環と

してこのようなオーダーメイド権限移譲、その一端としては意義があるなと、このよ

うに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 平成１８年３月にも権限移譲について質問いたしました。そこで

それ以後権限移譲された法令名、あるいはその件数、どのような内容だったのか、そ

れについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今の質問についての案件でございますが、その後ございました。そ

れらについては、移譲をこれはしていただける。また、移譲していただきたいんだが、

恒例上、今は無理だと､これは要望と、こういうような形で事務処理をいたしており

ます。これらの内容については、具体的に担当課長から申し上げます。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １１番議員さんにお答え申し上げます。

平成１８年３月以降の権限移譲の件数でございます。まず、平成１９年の１月に最

終希望の選択をいたしまして、移譲済みの件数が７件ございます。その内容は、いず
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れも鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律で、同法第９条及び第１０条の許可等

に関する事務でございます。具体的には知事の許可を受けなければならないというま

ず第１項の許可関係でございます。更には許可の交付すると、県知事は許可証を交付

すると。更に第８項では、捕獲又は採種等に従事する者の証明書の交付。更には許可

証又は従事者省の返納。そういった内容の鳥獣の捕獲に関する内容でございます。更

には第１０条関係では、許可に係る措置命令ということで、必要な措置をとるべきこ

とを命ずることができると、こういった内容でございます。更には許可を取り消す、

こういったものが今申し上げました７つの移譲を受けた内容でございます。更に現在、

調整中の案件が３件ございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） それで現在、課長が今答弁したのは、１件だけだったのか。法令、

１法令のみだったのか、あるいは法令としてどのようなものがあったのか、もう１回

お願いします。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 再度１１番議員にお答え申し上げます。

法令上の区分は、１件でございます。先ほど申し上げました鳥獣の保護及び狩猟の

適正化に関する法律、この法律１件でございます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 現在、１件が移譲を推奨する主な事務権限として１５法令、４５

条項についてそれぞれ今推奨しているわけなんですが、これについて大玉村でその権

限移譲を受けようとしているのかどうか、受ける考えがあるかどうか、それについて

伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 再度答弁申し上げます。

先ほど村長が申し上げましたとおり、一定の制約はございますが、その条件に満た

すものについては積極的に取り組んでいきたいというのが考え方でございます。更に

先ほど話がありましたように、県の推奨項目等もございます。それぞれ現時点では各

主管課の方でそれぞれの項目を内容を精査し、更に大玉村の地域の特性を活かした地

域づくりに向けてどのようなものが適切なものか。更にはその需要のバランス等もご

ざいますので、そういったものを勘案した結果、現在の経過に至っております。更に

は再度今後ともそれについては検討してまいりたいというふうに考えてございます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 平成１８年の３月議会で、オーダーメイド方式は適していると思

っておりますと村長は答弁しております。また、自治体の考え方で地域づくりができ

るので下ろしてもらって困るなどとは言えませんと。権限を移譲したいというものは、

下ろしていただくとの答弁でございました。あれからもう４年半も経過しております。

でもそれ以後権限移譲は全く進んでなかったということでございます。県ではとにか

くこういう法令面について移譲をしますからといって推奨している話、この中で権限
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移譲をする必要がないというような考えでその事務的に進まないのかどうか分かりま

せんが、内容的には当然移譲を受けてもしかるべきだろうというふうに思っておりま

す。特に母子保健法、これについては１２市町村でそれぞれ権限移譲を受けておりま

す。それから農地法の関係、これおれいちいちそだの説明していると質問する時間が

なくなってしまうんだけれども、議長、そこらちょっと考えてもらいたいが、要する

に農地法についてもこれ市にしか今まで移譲してなかったんだけれども、今度は市町

村にも権限移譲するからどうですかと、こういうことなの。その内容はなんだかとい

うと、農地等の権利移譲の許可、２ヘクタール以下の農地転用の許可、２ヘクタール

以下の農地等の転用のための権利移動の許可、これは村に、市町村に権限下ろすから

どうですかと、こういうふうになっているわけ。だから、いまだにそう感覚、認識持

っているんだったら何やってんのと、村長は４年目にどんどん下ろしてください、い

つでも受けますよと言ってんだから、その村長の考えをきちっとそれぞれの課長が把

握して､じゃこれを即大玉村でも権限移譲しましょうと、受けましょうと､そういう事

務的なことをやらないと、自立してるの、地方分権とか言ったって全く意味がない。

やることをきちっとやって自立しますと､そして権限移譲してもらうんだと。そして、

これが本当の地方分権だというようなことをきちっとやってもらいたいということで、

まずこれをお願いしておきたいなと思います。

次に、国家公務員一般職に対する人事院勧告について、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） 先ほどの権限移譲の件ね、これ言い放しのようだけど、これはその

とおり進めているの。今取り組んでいるのもあるの。言っていることは間違いない。

これ言っておきますから。

それから、国家公務員に対する人事院勧告、これはやはり最大に尊重するという考

え方であります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、県の人事委員会の民間給与との調査対象となり得る企業が、

本村には何社あるのか、それについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １１番議員さんにお答え申し上げます。

民間の給与実態調査の対象規模、これは人事院の関係でございます。企業規模５０

人以上、かつ事業所規模５０名以上の事業所か、事業所という規定がございます。そ

れを推察すれば村内には約８社程度見込まれるということでございます。

○議長（菅野行雄） １１番

○１１番（遠藤文一） おれも言われっぱなしではなんだげんちょも、さっきの件。とに

かく４年前にどんどん移譲してもらったっていいよと言ってんだから、当然担当課長

はそこから事務を進めれば４年なんてかかってないはずなの。既にそのときにどんど

ん権限移譲してもらっている市町村だってあるんだから。だから、４年間かかったと
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いうのはとんでもない話。

それから、参考までに人事委員会の手法で計算し、その本村の職員と村の民間労働

者との賃金の対比、そういうことをした経過があるかどうか。対比したことがあった

かどうか、それについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 再度答弁させていただきます。

大玉村につきましては、県の人事委員会に業務等については、村としての人事委員

会は設立してございませんので、県の方に委任してございます。そういう関係から村

独自で今いった民間との格差については一切過去にも現在も実施してございません。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは誤解を招くと困りますので、私が言ったことについては､こ

れはしっかりと執行いたしております。職員にも指示をいたしております。権限移譲

関係、これはすぐ全部受けられるというわけではない。一定の期間も必要なんです。

だから、着々と受けられるところから受けている。今進めているものもある。そうい

うことでありますから、言ったことは間違いない。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 今の村長の答弁で補足したいと思います。

先ほども私は７つの移譲を受けたと。３件調整中と､今村長が申し上げたのは、こ

の中身でございます。特に農地法、２ヘクタール以下の農地転用許可については、権

利の移動関係については率先して村の方に移譲をしてくれと要望してます。更には改

正法の要望も併せて実施してございます。県知事の同意について削除してほしいと、

そこまで村長が申し上げた内容でございます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 自立したそれぞれの自治体が、自己責任で自治体運営をしていく

以上、要するに大玉村の実態確認、実態をきちっと把握した上でその県の人事委員会

のデータと照らし合わせながら､本村の職員の独自の給与の決定というものも考えて

しかるべきかなというふうに思っております。今、答弁聞いていますと､なんか県の

人事委員会にすべてお任せ、人事委員会がこうだと言ったらそれでいいんだというよ

うな、何となく人任せのような給与体系というのをやはり改めてしかるべきかなとい

うふうに思っておりますので、まずその村の実態の、民間の実態も当然確認し把握し

た上で職員の給与等も考えていくんだというようなことが、であってしかるべきだと

いうふうに思いますが、村長の考えを伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 村独自で人事委員会のようなものを設けるということがどうなんだ

というご質問でありますが、これは現実的になかなか難しいね。そういうために県の

人事委員会のそうしたことに基づいて準ずると､これがいちばんベターである。その

ために大玉村にも該当企業関係も先ほど総務課長から答弁のとおりあるわけでありま

すから、そういうものも加味されての県の人事委員会のこれは勧告等、これを最大に
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尊重すると、これが公平公正であるというふうに認識いたしております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 本村の職員のラスパイレス指数について伺いたいと思いますが、

類似団体の平均、そして全国町村平均のラスパイレス指数の状況、それぞれ伺いたい

と思います。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １１番議員さんに再度答弁申し上げます。

大玉村の指数については、９６.５、類似団体の平均、これは県内でございますが、

１０町村平均９６.０、全国町村の平均９５.１、以上であります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） これからいう数字、村のホームページに乗っているやつですから、

間違っているとしたらその数字を訂正していただきたい。要するに平成１６年の類似

団体との差、大玉村では１.２ポイントほど高かったのであります。しかし、２１年

度は２.８ポイント、平均給与月額２万４,５８８円、本村が高くなっております。ま

た、全国町村平均と比較すると､１６年度は０.３ポイントほど大玉村が低かったんで

すが、２１年度では１.９ポイントほど高くなっております。要するに大玉村の上が

る率というのは類似団体、あるいは全国町村平均より高かったと、こういうことでご

ざいます。そこで今後関係条例改正案の作成にその当たっては、これらを十分考慮し

て作成すべきというふうに思いますが、村長の答弁を伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） このラスパイレス指数というのは、この指数だけでは判断できがた

いところがあるんです。その年度の職員の構成によっても違うんです。参考のために

申し上げておきますと、今県下４６町村あります。町が３２、それから村が１５ある

んです。村では大玉では人口２番目です。町で大玉より人口が少ないのが１３あるん

です。ということは４６町村で大玉村は２０番目なんです。そういう状況下の中でこ

れは自治体のやはりそれぞれの村とか町とかと一概に言えない、そういう関係で、そ

れとなおかつその年の職員の構成によってこれは違うと。だから、多少の０.５くら

いがどうだこうだというのは、これは皆ほぼ同じであると、こういう認識でこれは間

違いないのではないかと、そのように考えております。なお、詳細については担当課

長から申し上げます。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 再度答弁させていただきます。

ラスパイレス指数そのものは、地方公共団体の給与制度とその運用の実態に基づい

て算出をされます。今ほど村長が申し上げましたとおり、各自治体の職員の構成、更

には経験年数、各階層の変動、当然退職等の異動があります。そういったもの。更に

は初任給基準、昇格、昇給基準等の運用がそれぞれの自治体で異なってございます。

そういったもので変動する場合があるということで、一概に一律各地方公共団体がす

べて一律同じ条件で推移をすると、変動すると、そういうものではございませんので、
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今村長が申し上げた内容になっておるというのが現状でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 今の答弁を聞いていると､なるほどな、ああ、そうかと、こうい

うことになっちゃいますが、私がさっき数字出したのは類似団体、これ平均年齢も同

じ、そしてその給与月額の差を言ったのでありまして、平均は同じだということはこ

れは認識していただきたいなと。ですから、全くラスパイレス指数で比較して全くそ

んなのは参考にならないというようなものではなくて、出すからにはそれなりの例と

根拠があって出しているんだから、やはりそれをきちっと参考にしてしかるべきだろ

うというふうに思っておりますし、大玉村の今後の給与改正等については、それらの

実態も充分に考慮して提案していただきたいなというふうに思います。

次に、村三役及び議会議員の給与・報酬の件について伺います。１日目の一般質問

にもありましたが、今話題の二つの市についてでありますが、２万４,０００人に満

たない小さな市の市長が、自分の給料を条例で決まっている金額の半額を提案した。

そして議員定数は１６人から６人、報酬条例を廃止して日当１万円を提案しました

が、いずれも不調となっております。また、人口２２６万人の市長は、給与など年収

２,５００万円から８００万円に下げ、これを議決されております。それと引き替え

かどうか分かりませんが、議員の政務調査費を廃止して議員報酬、議員定数を約半分

にする提案をしましたが、いずれも否決されております。そこでこのような首長の手

法、これについて村長はどのように思われ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） 私は、評論家ではありませんから、よその首長がどうだこうだとい

うことは、私は遠慮したいと思います。最終的に判断されることは、それぞれの市な

りあるいは町なり､そうしたことは判断をするということであろうと思いますので、

どの点に終着点を見いだすのか、注視をしていきたいと、このように考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 本県においても人口７００人に満たない村長の給料が６５万

５,０００円、１期４年間の退職手当１,５０９万円、そのほか人口１,６００人にも

満たない二つの村の村長の給料が７１万６,０００円とか､５５万２,２００円、そし

て退職金は１期４年間で１,６４９万６,０００円とか、１,５９８万９,０００円など

であります。もちろん議員についてもしかりでありますが、これらについても国民の

税金が交付されております。そこで村長は、これらについてどのような見解をお持ち

か伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） よその方の自治体のことはとやかく私はふれたくないとは思います

が、７００人くらいでも先ほどおっしゃったような報酬、あるいはまた２,０００人

くらいのところも今おっしゃられたような報酬、そういうことでそれぞれの自治体が

これは決めることでございますから、とやかく評論じみたことは慎みたいと、こうい

うふうに考えております。問題は、こういう報酬というのは、報酬をいただいている
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ものに恥じない仕事をするかしないか、ということにかかっている。安けりゃいいと

いうものではない。安くたってそれだけの仕事をしなければ､これはもったいない話

なんだ。だから、問題はそういう責任制を踏まえているんだと、いただくことだけ見

て､実質どういう結局支出の分もあるんだと、そういう総体的な中でしっかりとその

職務を果たすという､こういうことが大切だ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） そのとき疑問に思うんですが、例えばそれぞれの首長が、報酬、

給与、それぞれございます。ですから、おれはこのくらいだからこれぐらいの仕事で

いいんだとか、これだけの給与だからここまで頑張らなきゃならないとか、普通の首

長はもう全力投球、給与が多かろうが少なかろうが全力投球が当然だと思うんです。

ですから、給与に見合ったなんていうことはあり得ない。それは私の考えでございま

して、私の感覚でございます。ですから、給与に見合ったなんていうことはあり得な

いし、それはおかしいなというふうに思います。例えば７００人の村長が、全力投球

でやっているからこのぐらいでいいかというかもしれませんが、それだけの自治体に

本当にそういう組織団体が必要かどうかと、例えば７００人の人口が大玉村の隣にあ

ったときに、大玉で、じゃその自治も一切やりますよといったって､今の職員１人２

人増えたぐらいでやれる､そういう状況。と私は思う。ですから、いかにその非効率

化、あるいは行政コストが高くついているか。そういうことは国民の負担になるんだ

から、やはり考えてしかるべきではないのかなというのが私の質問の趣旨であります。

今、話題のその市長は、わかりやすい報酬と定数に絞って訴えることで､議会はこ

のままでいいのかということの論争を巻き起こしたかったと、こういうことを言われ

ております。言われるまでもなく大玉議会にあっては､かつてそういう議論もした経

過があります。そこで議員報酬や議員年金として､村三役の給与、退職手当等も含め

て議論しなければならない時期なのではないのかなというふうに思っておりますが、

村長はそれらについてどういうふうに考えているのか、伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） まず、前提として、条例はなんのためにあるんだと。しかるべき適

当ということで条例制定しておる。報酬に関する条例がある。そういうことで、しか

し、世の中の変動によって減額とかどうだかということをこれはそれぞれの自治体な

りに考えておる。考えるその物差しがある。これは前の質問者にも申し上げたとおり

であります。そういうことでこの名古屋市長の問題とか、あるいは阿久根市長の問題

ありますが、これはそういうのは自治体自治体によってこれはそのいろいろ一定のこ

れは過渡期現象だと思っているんです。どのように市民が最終的に判断するか、とい

うことを注目をしておるわけでありまして、そういう意味において条例に定められた

報酬というのは、その報酬に恥じない仕事をしっかりとする。これがやはり健全な前

向きの考え方である。ただし、選挙公約とかで選挙に当選せんがための戦術、あるい

はまたもろもろの財政の指数、これが結構でない。こういうことで減額とかというの

はこれは現実的に多いわけであります。そうでないところについては、これはそれぞ
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れの自治体の判断によって心付けをしておると。まあまあという線でやっておると。

ただ、私はそのように考えておるわけでありますが、１１番議員のような考え方の方

もいるんだなということで、そういう意味では１１番は見解が違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） ある議会では、議員年金の廃止を議決しております。自らどうあ

るべきか、その時代その時代、その状況に合わせ問題意識を持って対処していくべき

が当然と私は存じております。現在、村職員、あるいは三役の退職手当等については、

村条例で運用されていないと思います。が、自信を持って自立しようといって自立し

ている村であります。職員の退職手当に関する条例を制定して、その中での支給とす

るような制度改正も必要と私は思います。村長はこれについてどのように考えている

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） 時代の変化には、これはそれ相当に対応していかなければならない

という考えは私も持っております。今、じゃ、しからば即そういう総合事務組合等の

条例を参加それぞれの市町村でもって条例改正をするという、そういうことまでの考

えは私は持っておりません。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 福島県市町村総合事務組合の条例がどうのこうのでなくて、私の

言っているのは、大玉村に条例を制定したらどうですかと、こういうことなんですよ。

それを聞いてます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは村独自でそういう退職に関する条例の制定とか、そういう独

自でやるよりも、これは県下今５９市町村ありますね。５９市町村で総合事務組合を

構成市町村でそれぞれ条例等のことについては議決しているわけです。したがって、

独自になんて言えばね、これまた大変なことになるわけで、これは長いことでもって

これは積立とかしているわけでありますから、いろんなこれは事務的な難しさもある

んです。そういうものは、これはやはり現在のまま継続していくと、そういう考え方

であります。村独自に設けるという考えは持っておりません。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） はい、私がこれを質問する根拠の一つとして、総合事務組合でご

ざいます。総合事務組合の議員はだれやっているかというと、市町村の議長、そして

首長、そういう方々が自分のことを自分たちで決めている。そこに私は問題があると。

その議会を構成している首長が、そこでどうのこうの言って､これ報酬、あるいは退

職手当減額しようなどという提案をする人がいればでございますが、自分のことを自

分たちで決めるというのは、これは大変だと。やはり村が自分たちの首長に対して、

あるいは三役に対して､こういうことでやりましょうと、ちゃんとその特別報酬等審

議会があるんでございますから、そういうことも利用すればきちっと公平公正に、し
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かも自分たちのことは自分たちで決めると、地方分権はそこから始まるのではないか

というふうに思いますが、それらについてどうでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 総合事務組合の私は今理事はやっておりませんから、それはまず１

点申し上げておきます。それからこの今言ったそういう報酬の関係ね、こういうこと

については何回も話をしているとおり、現行のこれはやはりしっかりしたそういう組

合があるわけでありますから、そういうことに沿ってこれは私は継続していく必要が

あると。あとはその自治体によって例えば選挙公約で戦術的に、あるいはまた財政力

指数が極端に悪いと、そういう場合にはこれは当然その判断で、これは条例上定めら

れているけれども、減額すれば減額のようなことにすべてつながっていくわけですか

ら、だから、それはそれなりの時の自治体の状況に応じて考えていけばよろしいと、

そうでないときにやたらによそもこうだからこっちもこうだというようなことをやり

ますと、これは首長なら首長だけの一存にはこれはすまなくなるんですよ。影響があ

るんです。やはり大切なことは、やる気を起こして､要するにしっかりした大玉村の

例えば財政はどうなんだと、仕事はどうなんだ。そういうことでやはり私を筆頭にし

て職員もそういう考え方で仕事をやっていただくと、こういうことがまず先決である。

そういうことでこの今の関係のもろもろの関係については、私は今のまま継続という

ようなことに現時点においては考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） これに関しては、要するにここで私が問題を提起し、そして村長

の答弁もらったと。これについては議員の方々もみんな聞いておったと思います。要

するに私が言いたいのは、まず問題提起して、ここで議会、そして執行者側も議論し

合うような時期、そういう環境ではないんでしょうかということの意味での質問でご

ざいますので、今後ともそういうことには十分関心を持っていただきたいなというふ

うに思います。

次に、学校の第三評価に関する調査研究事業について伺います。まず、この事業に

取り組まれたいちばんの目的について伺います。ガイドラインでは三つの目的が書か

れておりますが、これがすべてか。あるいはそれとも何かプラスアルファを求めての

事業の取り組みになったのか、それについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １１番議員さんにお答えをいたします。

既に研究のまとめということで､議員の皆様にはこの趣旨とか内容、検証結果等に

ついては冊子でお渡しをしておりますので、ご覧いただいたと思いますが、これはガ

イドラインの作成ということでございますので、文科省が示したそのものをすべてや

るか、それ以外のものについてやるかというのは各研究の実施する教育委員会に委ね

られているわけですが、大玉村のいちばん主な目的は、教育改革、常に改革は必要に

なるわけですが、教育改革の実施に向けて教育ビジョンの作成とか、幼小中隣接とか

いろんな取り組みを実施しております。その中でいちばん大切なことは、自分たちが
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どういう立場にいるのか、学校が運営がどうなっているのか、子どもたちは学校をど

う思っているのか、保護者はどう思っているのか、何を要求しているのか、そういう

ことをすべて把握しないと教育改革に反映することができないということで、ご存じ

のとおり学校評価は､学校自己評価、これは法律で義務付けられております。それか

ら学校関係者評価、これは努力目標です。やりなさいということで義務ではございま

せん。この第三者評価は、内閣でこういう方向でやったらどうだという閣議決定レベ

ルの話ですので、法的な根拠はその閣議決定ということで研究事業に取り組んで、ま

ず自分の足下、学校の現状を知ろうということで最大の目的として始まったものでご

ざいます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） この事業に取り組まれていた成果について伺いたいと思います。

既に１か年それぞれ１か年ごとのまとめが書かれております。しかし、時が経ってそ

の成果について確かにその成果が本物だったと、あるいはちょっと成果をまとめを出

した時点よりも､時点から結果的にはこういうこともあったんじゃないかなというよ

うなこと、どのようにそれらの結果を、について見極めた現状なのか､その成果につ

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。

この研究事業で得た成果ということですが、いちばんの成果は､開かれた学校とい

うのは昔から言われておりますが、開かれた学校が今実現しつつあるということでご

ざいます。この中で１番は管理職と教員とのコミュニケーションが取れていないとい

うのが大玉の学校教育の一つの大きな問題点でございました。それは校長を管理職と

して考える学校経営と､実際先生方の考えているものに少しずれがあったという、こ

れが３校の大きな特徴でございますが、これは先生方が十分に話し合いをしました。

この前は大山小学校は夏休み、朝から晩まで丸一日かけて管理職と先生方が教育をど

うするかと、大山の教育をどうするかということで話し合いをされて、非常に共通認

識を持たれたというようなこともございますので、まずはその非常に先生方の風通し

が良くなってコミュニケーションが取れるようになったと。これは第三者評価のいち

ばん大きな指摘でございました。これについては引き続き行われております。それか

ら大玉の学校は、極端に研究授業が少なかったんですね。ほとんど外部の人間が入っ

てきて研究授業をやることがほとんどなかったんですが、これも大きな指摘事項とし

て評価としてありましたので、今年はもう各学校数回、ある場所は福島県全体の先生

方を呼んで英語の小学校で研究授業を実施したいと。これは全教員が参加してやって

いるとか、これを述べますと大変時間がかかりますので、ただ、第三者評価の結果に

ついては、非常に先生方、真摯に受け止めてやっていただいているというふうに考え

ております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） ２年間のまとめを冊子にして出しております。ですから､そのま
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とめの中に書かれているもの以外で、各校それぞれこういう重点的な取り組みをして

いるというような内容がありましたらお示しいただきたいというふうに思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 書かれているののが膨大な内容ですので、それを実施するだけで

も学校は大変な先生方、多忙化が更に進んだろうと思いますが、特に特筆すべきもの

は､玉井小学校が合唱部は２０数年ぶりに復活しました。過日、二本松の文化センタ

ーで発表会、管内の発表会があって大変すばらしい合唱を聴かせていただきましたが、

これについても先生方４名が夏休み期間中、毎日改善センターに９時から１２時まで

詰めて夏休みを通して合唱指導を行ったということで、こういうことは今までだと忙

しい、大変だということでできなかったんですが、先生方の意識が大変大きく変わっ

たなというふうに考えている一つの事例でございます。

それから、幼稚園が頻繁に横 の合同保育をするようになっております。２校しか

ない、２園しかないのに横のつながりがほとんどなかったんですね。小学校に関して

も。海浜青年の家に行く小学生の研修も両校が合同で実施をしたと。今度修学旅行を

合わせようかというような話にもなっておりますので、ちょっとこれは時間がかかる

と思いますが、だいぶ第三評価で言われたもの以上にいろんな面で取り組まれている

というふうに感じております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） これらに対して教育委員会の支援策について伺いたいと思います。

まとめの中に学校の求めに応じとの記述がありますが、どの程度なのかそれをお聞き

したいのでありますが、それは自己評価、学校関係者評価、第三者評価の結果を踏ま

え、より効果的、あるいはより結果を出すために教職員の多数の教職員から教育委員

会や保護者などへの要望、提言等々を聞き、そしてそれを第三者評価につなげる記載

があったかどうか､先生方の、多くの先生方の声をこれに反映することができたかど

うか、それ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） 再度お答えを申し上げます。

先生方とは、大玉方式ということで学校訪問を３校全部訪問するわけですが、１学

期に訪問します。通常は全教員と教育委員とで事務局で行って１時間ほど懇談をする

わけですが、そこでしゃべるのは校長と教頭ぐらいしかしゃべらないと。ほかの先生

方は１時間じっと堪え忍んで我慢、黙っていると。これではしょうがないということ

で、数年前から校長、教頭を外して中学校でいえば１学年の先生、２学年の先生、３

学年の先生というふうに三つに分けてそれぞれ１時間程度の懇談を実施し、１人１発

言ということで、どんな細かいことでもいいし、悩みでも要望でもいいので話してい

ただきたいということで、先生方の要望については､雨どいが詰まっていてあそこを

直して欲しいなんていうレベルの話まで細かく毎年実施をしております。そういうも

のは当然第三者評価なり学校運営、経営の中に活かされているだろうというふうに考

えております。以上です。
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○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） この事業は、学校評価というふうにとらえているからかなんか分

かりませんが、その児童クラブや放課後子供教室との関連性がちょっと見当たらない

のでありますが、これはどのように理解すればいいのか伺うとともに、この事業に関

して村民にどのように周知されたか、それについても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） 児童クラブについては、社会福祉協議会、健康福祉課管轄なもの

ですから、教育委員会では特にこれについては周知は行っておりませんが、放課後子

供教室については教育委員会の事業ということですので、各保護者にすべて通知を出

し、広報等に載せて行っていると。と同時に学校支援ボランティアを募集しておりま

すので、村内全域に。こういう事業が行われているということは、多分全村民の方に

周知はされているんだろうというふうに考えております。いずれにしましても、これ

は社会教育事業と福祉事業ですが、先生方も時々来ていただいて、学校での子どもの

姿とそういう公民館でやっている子どもの姿の違い等についても見ていただいて授業

に活かしていただい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） この第三者評価に対する改善する点については、それぞれ取り組

まれると思いますが、その後の検証、あるいはその後の評価、どのように考えている

のか、それらについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 検証につきましては、毎年毎年検証していくということですので、

平成２０年、２１年度の２年間は､文科省の委託事業ということでそれぞれ検証して

報告書にまとめておりますが、２２年度からは文科省の補助がございませんので、３

校を３年に１回ずつ第三者評価を実施しているということで、今年は玉井小学校をま

もなく学校訪問をして行う予定でございますが、これはコミュニティスクールができ

た時点でコミュニティスクールの中に資料を示して十分に今後も第三者評価の結果に

ついては検証していきたいと。そして支援なりいろいろ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） 学校評価の活用では、評価のための評価になってはならないとい

うふうに言われております。文部科学省への提言、あるいは実施検証のための取り組

みに終わることなく、継続性のあるシステムとして活かしていただきたく要望してお

きたいと思います。

次に、入札制度について伺います。玉井小学校の耐震工事の設計についての発注の

方法について伺います。

○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。

２２年度の玉小の耐震改修工事につきましては、指名競争入札により実施いたしま
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した。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） それではその工事の発注方法について伺います。

○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します。

工事の発注方法でありますが、指名競争入札により仮契約をいたしまして、議会の

方で議決をいただいて本契約を結んで工事を発注したというような段取りでございま

す。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） それぞれの設計及び工事発注の結果について､どのように公表さ

れたか伺います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 指名競争入札、それぞれ所管課によりまして入札実施後、

それぞれの方法によりまして掲示板掲示、あるいは閲覧というような方法で公表を実

施しております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） それぞれ指名競争入札、全く問題はなく実施したというふうにも

思いますが、なぜ指名競争入札になったのか、設計について､あるいは工事について

それぞれ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。

玉井小学校の耐震設計、それから耐震改修工事の発注につきましては、改修工事で

あるというような中で、新築じゃなく改修だということもありました。そのため構造

計算とか安全上の問題、これらをクリアしなきゃならない。更には学校の運営との連

携、これも必要であると、そういうことを考え合わせた上、更にこれらの実績経験の

ある業者ということを踏まえた上、入札検討委員会の中でこの工事、この設計につい

ては指名競争入札が妥当であるという判断の中で入札を実施したものであります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 全く私は素人でありますが、ここで一言言いたいのは、設計の落

札者を決定するのは､価格が合えばそれでいいということは問題であるなというふう

に思っているところでございます。結果を見て､ああだ、こうだとはこれはだれでも

言えると思いますよ。でも、大玉村の今までのかつての事業の中で何か心当たりある

とかありません。その構造の計算とか力学的な強度などの設計、これについては全く

問題はないと思います。しかし、その見た目とかセンスとか機能性、これらについて

はそれぞれ個性があろうかと思います。ですから、発注してから間に合いませんので、

今後はその辺を十分に検討して、設計については前もって十分考えながら発注してい

ただきたいというふうに思いますが、この設計についての考え方について伺いたいと

思います。
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○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 設計につきましても、今言ったような状況で、実績がある､

いろんな相談業務ができる､そういうものを踏まえながら設計を発注しました。工事

につきましては、過去の臨時議会にご説明を申し上げましたが、一つはその今言った

学校の問題点、そういうものもありましたけれども、仮契約の議会のときのご説明し

ましたように、時間の短縮ということも当然ございました。そういうふうないろんな

総合的に勘案しての今回の入札、指名競争入札での発注というふうになったわけであ

ります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 条件付き一般競争入札、あるいは指名競争入札、あるいは低入札

価格調査制度の有無、そして公告があったりなかったりと､執行するに当たってはそ

れなりの理由と根拠があってやっているとは思います。しかし、村民はそれをストレ

ートにしかもその一発で理解するなどということは非常に困難ではないのかなという

ふうに思われます。そこで村民や入札に参加する業者も含め、分かりやすい、あるい

は納得のいくような制度の運用を望みたいというふうに思いますが、それらについて

答弁を求めます。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １１番議員さんに再度お答えいたします。

基本は平成１９年８月より条件付き一般競争入札、これにより実施しております。

２１年度の実績で申しますと、５３件中４８件の入札で条件付き一般競争入札で実施

しております。その中で品質の確保、あるいは地域経済対策ということも踏まえて、

条件付き一般競争入札の中でその中に低入札調査制度を導入したと、それが２１年７

月からということでございます。そういう意味で制度に対しては一貫性を持ってこれ

を基本として進めると。ただ、その工種によっては先ほど言った指名競争入札もあり

得るということでございます。それから公表につきましては、条件付き一般競争入札

は落札決定後、長の決裁をいただいたらすぐホームページ上で公表しておりますが、

指名競争入札につきましては、現在掲示板、あるいは閲覧というような形で公表して

おります。この問題につきましても、１１番議員さんには６月定例議会でもご質問受

けております。そのときの回答で検討しますということでございます。現在検討中で

あります。もう少し時間をいただきたいというふうに思います。そういう意味で併せ

てホームページ上で公表できるような体制を今後作っ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、低入札価格調査制度について伺います。大玉村低入札価格

調査事務処理要領によりますと、４条(3)、調査基準価格を下回った入札を行った者

は、最も低い価格の入札であっても必ずしも落札者とはならない場合があるとありま

すが、裏を返せば、落札者となることもあるということであって、それには条件があ

りますが、その辺が非常にあいまいで理解できないと、そういうことかなというふう
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に思いますので、いくらその課長、あるいは委員長の人間性が納得できても、やはり

そのなかなか理解できないというふうに思われるところもありますので、その低入札

調査制度の運用が非常に重要と思いますが、この制度のそもそもの妥当性、必要性に

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。

入札につきましては、地方自治法の施行令の中で、落札者を決定する制度として最

低制限価格制度、あるいは低入札価格調査制度、いずれかがあります。本村において

は低入札価格調査制度を採用しております。これにつきましては、本村においては事

業所数が少ないというような、そういう状況もありまして、すべてその調査基準価格

を下回るような場合も想定されるだろうと、その場合に不調になると。その後の入札

ができなくなる可能性もあるので、そういった場合には再度調査をしながら、果たし

てその設計の中身が、入札金額の中身がどうなのか、その辺も判断する材料にしたい

ということでの本村においては低入札価格調査制度を採用したものでございます。た

だ、現在につきましては、入札公告の中で調査基準価格を下回った入札は、原則とし

て無効とするというようなことでの入札公告をしております。ただし、すべての入札

が調査基準価格を下回った場合には、落札の決定を留保して、後日調査の上決定する

というような制度を取り入れているところであります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） こういう入札の話題になるとよく聞くのが、村の建設業者がよく

言うのは、普通の事業は条件はあっても広く多くの業者に競わせ、公平公正に発注し

て、村民の理解を得ようとして村の姿勢については全く異論はないと。しかし、大雪

だと、除雪だと、洪水だ、土砂崩れだという、そういう緊急災害時に村に業者がいな

かったらどうするんですかと、よく言われる話であります。であるならば、ほかの町

村でも条件は同じだと思います。公平公正にして村内の業者が生き残れるようなシス

テム、方法があるとすればこれは考えるべきと思いますが、村長、何かいい案あった

らご答弁いただき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） これは過去の歴史からして、現在のような基本的には条件付き一般

競争入札をやっておると。しかし、今担当課長から説明あったように、指名競争入札

というようなこともあり得ると。そういうことは、いろいろその発注の事業の内容と

か、それから地域のそういう今言ったようなそういう問題とか、こういうことを加味

して、あとは金額的な問題とか、努めてこれはやはり我が村の業者は優先ということ

に基本的には考えているんです。考えていますが、一方では貴重な税金をこれはやは

り有効適切にやはり執行しなくちゃならない。そして、基本的には経済の自由原則と、

こういうこともある。競争社会であるんだと。その辺のいろんな総合的な判断で、そ

してこの厳正公正に執行していくと、これがやはり大切なポイントであるというふう

に考えております。今、縷々担当課長の方からお話がありましたが、そうした今、私
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が申し上げたようなことを事務的に踏まえて、そして厳正公正な執行をしていきたい

と、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） 私の一般質問は、それぞれ問題提起しているつもりで質問させて

いただきました。何か取り得るものがあるとすれば、十分に検討して取り入れていた

だきたいということをお願いを申し上げまして、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、１１時１０分といたします。

（午前１０時５６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） 日程第２、議案第４９号「平成２１年度大玉村一般会計歳入歳出決

算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。１番。

○１番（押山義則） 平成２１年度の成果報告書の中から質問申し上げます。

まず、最初に、２０ページのおおたま公聴会の廃止について伺いますが、これかつ

てこの公聴会の意義、また重要性が報告されておりましたが、なぜこれが廃止になっ

たのか。また、これに代わるものを今後考えがあるのか。それ第１点伺います。

それから、２番目、ページ２５、公用車の維持管理事業でありますが、公用車更新

事業が８０９万円ちょっとあったようでありますが、これの環境にやさしい車とかな

んかで、これの投資効果、どういう効果があったのか、それをまず２点目伺います。

それから３点目、大きな問題でありますが、水道事業の会計繰出金４,０７６万円、

それから集落排水の繰出金７,３２６万４,０００円、これ８０ページ、１０９ページ

ございます。そのほかにアットホームへの繰出金もございますが、これらの今現在、

こういう経済状況の中で、この３項目についての妥当性について伺います。

それから、１０４ページ、堆肥の生産量と販売量、数字的に大幅な落ち込みになっ

ておりますが、この理由を伺います。

それから、１０６ページの中山間地、それから１０７ページの農地・水のこの事業

でありますが、これらの両方の事業の全体事業所の中での消化率、どれほど事業で、

どれほどそれぞれの地域で金を使い切れなかったか、そういうことをちょっと伺って

おきます。

それから、１１１ページ、森林整備事業が提示されております。これの事業の内容、

これ詳しいことちょっと分かりませんので、事業内容の説明を伺います。

以上、まず、伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） ２０ページの公聴会関係でありますが、これはいろいろの基本的に
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は住民のいろんな声を聞くということが大切であるということで、議会は最終的には

当然でありますが、前段の執行の立場としてというような考え方で設けた手法の一つ

として公聴会制度を設けました。最初からこれは一定の期間ということを設けて、こ

の３か年間ということで公聴会をやりまして、その都度いろんな提言がございました。

こうした内容等について、これは十分内部的に検討をし、執行上これは重要だなと、

移すべきだなというようなことについては、いっぺんにはいきませんが、逐一内部的

に検討をして執行に結びつけるものは結びつけると、このようにして一定の効果はあ

ったなというように考えております。

それから、もろもろ特別会計の繰出金でありますが、これは投資をして水道なり、

あるいは集排事業なり、あるいはアットホームというようなものを特別会計でやって

おるわけでありますが、これは長い歴史性があるようなところは別でありますが、い

ずれも水道にしても、集排にしても、アットホームにしても、これは新しい投資によ

っての設備をしたわけでありますので、そこでこの特別会計の本旨に基づいて歳入と

歳出、こうしたことを図ろうとしてもこれは無理であります。基本的には要するに設

備投資した分、こうしたものは公共、広域性と、こういう観点に立って、この特別会

計の方に一般会計の方から支援をすると、そういうことで支援をさせていただいてお

ります。特に投資的なものということになりますと、この今の公債関係の元利償還関

係相当分、しかし、かなり回復してきまして、水道等も４,０００万円台になってき

たと。集排等につきましても７,０００万円台になってきたと。本来ならばこれはも

っと努力をして、そして一般会計からの繰り出しを努めて少なくしたいなと。ただ、

今のこのいきなりそうなると、利用料金に跳ね返ってきますので、そうしたことで、

こういう不況の状況で皆さん方に負担をいただくのは大変だろうなということで、特

別会計には一般会計からの支援をしておるというのが実態であります。

あと、それ以外のそれぞれの質問関係につきましては、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） １番議員さんにお答えいたします。

執行成果報告書２５ページに記載の公用車の更新ということでございますが、２５

ページの財産管理費では、公用車を３台更新しております。軽ワゴン２台、軽トラッ

ク１台でございます。これらにつきましては、１０年以上１４年～１５年経過した公

用車の更新ということでの購入でございます。更には４３ページにおいて、経済対策

臨時交付金事業によりまして、公用車を６台更新しております。これについては、ア

ットホームのバス２台、それからワゴン車、軽自動車３台ということでの購入でござ

います。これらについても、いずれも１３年から１５年ぐらい経過している古い車で

ありますから、当然、購入によりまして二酸化炭素排出でありますとか、そういう環

境にやさしい効果、あるいは燃費の向上と、そういうものは十分効果があったものと

いうふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） 農政課長。
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○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに答弁いたします。

まず、１０４ページ、堆肥センターの運営状況の中で、いわゆる生産量、販売量前

年と対比しまして、投入量で３２０立米ほど前年より減って、それに伴って販売量も

前年対比で減っております。これらの主な内容についてでございますが、いわゆる投

入量に減っている関係では、堆肥センターの運営協議会等も開いて、いわゆる搬入者

の意見等も聞きましたが、減っている主な理由としては、主に堆肥センターに搬入し

ていた酪農家が、高齢によって酪農を廃業したということと、あと厳しい農業情勢の

中で、いわゆる飼料等も高騰している中で、頭数も減になったということと、あとプ

ラス個人的な関係で、いわゆる酪農家が子牛農家に個人的な関係で堆肥をいわゆる提

供していたと、主なそういう三つの点で搬入量が減ったということで、これらについ

ても運営協議会を開きまして、是非堆肥センターを利用していただきたいということ

で、過般、協議会を開催したところでございます。

続きまして、１１１ページの林業関係の中の６番の森林整備事業の事業内容でござ

いますが、まず、美しい森林づくり基盤整備交付金事業ですが、これは民有林の間伐

の事業を行いまして、記載のとおり３.５ヘクタールを実施しまして、国の補助金で

ございますが２１万５,０００円、これらは事業費に対して国の補助金が２分の１補

助されるという内容で民有林を間伐しました。その下の二つ森林整備過疎化再生基金

事業につきましては、国の経済対策の中で基金を造成しまして、真ん中の事業につき

ましては公有林の間伐をいわゆる基金事業で１０分の１０が措置されますので、６ヘ

クタールを公有林の間伐を行いました。一番下の同じ事業名で（里山再生事業）とあ

りますが、これは松くい虫の防除事業、これも国の基金事業の中で１０分の１０措置

されるということで、面積としまして２.２ヘクタールを実施した事業内容でござい

ます。以上であります。

○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。

１０７ページの農地・水に関する全体事業との償還率の件でございますが、全体で

いきますと８８.９％の執行率となっております。なお、執行率の低いところについ

ては７２.４％、執行率の一番高いところで９９.４％。なお、それぞれの事業計画に

基づいてこの程度の執行率で事業を消化したという内容でございます。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに９５ページの中山間地域の執行率の関係ですが、

中山間事業につきましては、面積におきまして、いわゆるそこに農用地面積が２５３

ヘクタール記載しておりますが、それの交付単価に応じてそれぞれ３方地域、玉井地

区ですが、上のような単価、大山地区についても通常単価と８割単価で合計４,５９４

万円が交付されておりますが、これらについては地域にそれぞれ交付され、その中の

地域の面積に応じて個人に配分されるものと共同で出資されものということで、これ

らが全額それぞれの１６集落に交付されている内容でございます。
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○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） この公聴会について、今後これに代わるものの考えないのか、先ほ

どちょっと答弁漏れでありましたので、お願いします。

それから１１９ページ、ちょっと質問忘れました。用地取得費でありますが、２１

年度の事業で買収できなくて工事完成していないような道路もあるようなんでありま

すが、この用地取得費の単価の算定基礎について伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 一応３か年間でもって計画を終了したと。代わるべきものはという

ことでございますが、今度それぞれのもろもろの事業関係あります。例えば名倉山の

跡地利用関係とか、あるいはまた横堀平の利用の、これは前にもふれましたが、そう

いう利活用関係とかというふうに、一つの事業目的についてパブリックコメント方式、

こういうものを取り入れていきたいなと、内部的に検討しています。そうした検討の

ものを更に住民の参加によって検討する。そして、最終的に私が腹を固めて議会等に

提案をしたいと、このように考えておるところであります。

○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いたします。

１１９ページの用地取得にかかる単価の設定関係でございますけれども、村単事業

で事業を起こす場合、村単事業の単価というのもございます。また、いわゆる補助事

業、交付金事業に関しましては、その用地が果たしてその時価額で適正なのかどうか

ということで、それぞれ予算の要求のときにもご説明申し上げているかと思いますけ

ども、不動産鑑定をかけて田んぼ、畑、宅地等の価格を決めているのが現状でござい

ます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 村単事業については、決まった単価かがあるということで理解して

よろしいわけですね。

それから、補助事業の不動産関係というのは、今の現況のそういうもろもろを勘案

して単価の設定をしているというふうに理解してよろしいんでしょうか。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １番議員さんに再度お答えいたします。

不動産鑑定につきましては、宅地とか畑とか田んぼとか、その現況に応じまして不

動産鑑定士が調査に入って鑑定するというものでございます。なお、最初に村の単独

事業の単価というのは、それぞれ各行政区ごとに標準の単価を決めさせていただいて

おります。ただ、村単事業におきましても、道路の大きさとか、例えばすみ切り部分

でちょっとかかるとかいった場合について、若干変動するようなことはありますけど

も、一般的には交付事業に関しましては、その単価の妥当性というものがあるもので

すから、不動産鑑定を実施しているという中身でございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ほかに質疑ございませんか。１０番。

○１０番（鈴木宇一） ２～３ご質問いたしたいと思います。
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決算書の３ページでございますが、本２１年度の決算においては、財務指標、それ

ぞれ財政力指数０.４０４又は経常収支比率８０.９、公債費比率、準公債費、いずれ

も良好ということで、実質比率においても改善されている。その点については高く評

価したいなというふうに思っております。しかしながら、ここで３ページの数字でご

ざいますが、収入未済額６,６７２万７,０６６円、毎年この収入未済額が増えてきて

おる。ちょっと懸念しておるわけでございますが、監査委員の指摘にもございますよ

うに、収納率の向上に向けて努力されたいというような監査委員の指摘もございます。

この辺についてどのような取り組み、また、今後やられるのか、ひとつお尋ねしたい

と思います。

また、その前の不納欠損額でございますが、固定資産税３５万３,７７４円、これ

が不納欠損ということで落としております。どの程度の年度で、どのような経過で欠

損せざるを得ないというような経過があったのか、ご説明をお願いしたいと思います。

それから、財産調書の件でお尋ねいたします。９２ページ、９３ページでございま

す。公有財産に関する調書ということで、ここに記載されております。それぞれ行政

財産、普通財産、土地、家屋、山林という数字がございますが、ここで前年度末現在

高、行政財産、普通財産あります。これが前年度の決算年度期末との数字が若干合わ

ないんですね。これはどういうことかなと、どこからこのような数字が出てきたのか

なということが疑問でございます。その辺についてご説明を願いたいというふうに思

います。

それから、有価証券の欄でございますが、９７ページでございます。新しく地方公

共団体金融機構９０万円、大玉村商業振興協同組合、これが新しい有価証券で出資さ

れていると思いますが、大玉村商業振興協同組合については承知しておりますが、こ

の地方公共団体金融機構９０万円、これはどういう機関で、どのような機構なのかご

説明を願いたいと、このように思います。以上、とりあえず３点お願いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 村税等の未納の関係ですがね、これはやっぱり世の中の不況関係が

影響しているなというふうに考えております。ついては、どういう努力をしているん

だということでございますが、これはやたらに一般の方にやっていただくというふう

なわけにもまいりません。税の経験をして、なおかつ責任ポストでもあったというよ

うな方を徴収関係の専門嘱託員としてお願いをして今、努力をしております。もちろ

ん通常の配置をしている職員とプラス嘱託員によって鋭意努力をしていると。あくま

でもこれは納税というのはやっぱり相談を原則として、出発点として理解と協力を得

てもらうということで努力をしているんだという実態のほどを申し上げておきたいと

思います。今後もそういうことで努力をしていきたい。

なお、以下、不納欠損関係以下それぞれについては、担当課長の方から答弁をさせ

ます。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １０番議員さんにお答えいたします。
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３ページの固定資産税の収納欠損額、この内容でございますが、個人が２名でござ

いまして８件であります。内容としましては、差し押さえる財産がないということで、

１人の４件、それから所在が不明、これが１名で４件という内容でございます。

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） １０番議員さんにその他の収入未済について、私の方から

まとめて回答したいと思います。

まず、分担金の方１８万１,７４０円、これにつきましては、保育料の未納があっ

たということでございます。更には使用料の中で１２万２,３００円、これにつきま

しては幼稚園使用料、それからスクールバスの使用料に一部未納があったということ

でございます。

それから、財産収入の４万２,０００円。これにつきましては、元教員住宅に入居

している方の住宅使用料、これについて７か月分の未納が発生しております。

そのほか諸収入におきましては、堆肥売りさばきの代金９万１,５００円、教員住

宅の過年度分未納分が１１万円、保育料過年度分が３４万５,５００円、スクールバ

ス過年度分が２万１,０００円、幼稚園の過年度分が６万円、幼稚園預かり保育過年

度分が４,５００円、それから直売所電気料について２,７１７円。これらにつきまし

ては、いずれも各所管におきまして即徴収できるような形で鋭意努力をしているとこ

ろでありますが、２１年度決算において、こういう数字が出たということでございま

す。

それから、決算書９２ページの財産調書の件でありますが、当然前年度末現在高は、

当該年度の前年度末現在高とイコールになるというのが一般的でございます。もし、

そうでないとすれば、これから中を調査しまして、後日、後でご報告申し上げたいと

思います。

それから９７ページ、地方公共団体金融機構、これにつきましては、かつて政府系

自治省の関係機関でありました地方公営企業金融公庫というような団体がございまし

た。政府系関係機関ということで、これが廃止になりました。ただ、この地方公営企

業金融公庫につきましては、各自治体向けの地方債の貸し出し、それから公営企業に

対する貸し出しというような形で行っておりました。大玉村においても、２１年度末

現在高で１１億２,７００万円ほど借りております。残高が、一般会計で残高がござ

います。そのほか水道事業会計等にも残高があると思われます。この廃止に伴いまし

て各自治体がそれぞれお金を出し合って同様な機構を作らないと、今までの地方債の

残高の処分とか、今後の地方自治体の地方債運営ができなくなるという観点から、今

までの地方債残高プラス各自治体の予算規模等を按分しまして大玉村においては９０

万円の出資ということで、９０万円を出資し、各市町村、各県それぞれ出資をしなが

ら、各地方自治体の機構としての地方公共団体金融機構を創設したものでございます。

それに対する出資金ということでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １０番。
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○１０番（鈴木宇一） 収入未済額については、村長ご答弁のように、昨今の経済情勢い

ろいろもろもろの条件で増えているということは、私も重々理解はしておるわけでご

ざいますが、そういう中でも特別徴収員委託とか、いろんな形で努力されていると思

います。この数字がやはり正しく収入されないと、財務指標にやはり跳ね返ってくる

と私は思います。したがいまして、これは未済ではありますが、欠損ではないんであ

りまして、必ずしや徴収に努力されたいと、このように思うわけでございます。

それから、先ほどの財産に関する調書の中で数字でございますが、やはり期首、期

末、この数字は絶対間違ってはならない数字でございますので、これがどっから来た

かというのが証明されないと決算認定は難しいと思いますよ。ですから、後ほどちゃ

んと理解できるように説明をお願いしたいと、このように思います。そういうことで、

再度ご説明をお願いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 徴収未納でありますが、これについては先ほど申し上げました。そ

ういう嘱託員をおきまして、また、正規の配置職員、また場合によっては庁内でもい

ろいろとこれらの対策を講じて努力をしてまいりたいと、このように考えております。

○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。

財産の調書につきましては、少し時間をいただきまして、内容を精査して報告差し

上げたいと思います。

○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） ２点ほど、決算審査意見書の方でお伺いしたいと思います。

まず、１点目は、２ページ、財産に関する調書の中で、ただいまもちょっと質問が

あったんですけど、数字的なことは。私は原則的なことで、今後とも財産台帳の整備

計画等に当たってはいろいろと文言ありますけども、いずれにしましてもこれはずう

っと引き続いてする問題だと思います。さて、いつからこれを見直しかけて、その整

備計画何年で終了するのか、その内容について改めてお伺いしたいと思います。

それとですね、そのことによって、この調書がどのような形で生かされようとして

いるのか、その辺についても改めて詳しく説明願いたいと思います。

次に、４ページ、今の質問にもありましたけども、この主要財務指標の年度別推移、

これらについて今、非常にそれぞれの指数が年度ごとに良くなってきているという形

の状況であります。大枠は村長の説明にもあったと思いますけども、改めてこの状況

の要因、特に特徴的なことがあれば、なおさら付け加える。更に２２年度、既に９月

ですので、４か月間過ぎております。そういう中で、今年度の見通しも合わせてお伺

いできればと思います。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申し上げます。

まず、決算審査意見書の２ページでの財産台帳の整備計画ということでございます

が、この財産台帳の整備計画については、過去にも何回かやっております。財産台帳
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の把握について、今回、審査意見書の方で指摘があったのは、目次等が見にくいと、

そういうことでそういう目次とか、そういう見やすさをもう少し工夫していただきた

いということもございました。更には、２３年度、２２年度決算から公会計がスター

トするということもございます。当然対策対照表とか、そういうものも必要になって

きますので、財産台帳の整備が土地がどのぐらいあるのか、そういうものを確実な把

握をしないと、公会計に対応できないということもありまして、ここ１～２年の中で

財産台帳の整備を早急に図っていかなければならないということで、現在、作業に従

事しておるところであります。

それから、４ページでございますが、主要財務指標の年度別推移ということで、そ

れぞれ財政力指数、経常収支比率、公債費比率等については、それぞれ良いポイント

になってきているというふうにとらえてはおりますが、この要因としましては、地方

交付税がある程度復活してきたということと、今回は国の経済対策等の恩恵も多少は

あったのかなと。経済対策臨時交付金、そういうものについて、一般財源で従来賄う

べきものを一部国庫財源ですることができたということで、ある程度経常収支比率等

に影響が出てきて、良い数字が出ているのかなというふうに考えております。２２年

度におきましても、現在、経済対策臨時交付金、それからきめ細かな臨時交付金、公

共投資臨時交付金とインフラ整備がございます。そういうものをうまく活用しながら、

行政水準の確保に努めながら一般財源を有効に使って、更に良い数字が出るような形

での財政減を努めていきたい。現在の段階では、そういうふうに向かっているという

ふうに感じております。以上です。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 特に４ページの財政力指数の問題で伸びている面ですけども、今

の説明ですと当然のことながら、おおむね国の政策によってかなり影響されやすいよ

うな現状にあるんだなという理解はしております。そういう中で、一方では定住人口

増加対策とか、固定的な人口増加対策とか、家屋のそういうふうな形の固定資産税も

含めたそういう見通し、そういうことも含めて、やっぱりしっかりとしたこの計画と

国に左右されないというと語弊がありますけども、いずれにしましても、そういう施

策というのは非常に重要かなと思いますけども、その点改めて２１年度の反省を踏ま

えて、今の状況の決意のほどをお願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 財政力指数関係、ご覧のとおり着実に上がっております。私が村長

に就任時は０.２なにがしであったはずであります。それが今、０.４０４まできたと

いうことありますから、大変指数は０.２段階から結局０.４の段階に来たという、こ

れはやっぱり一番の要因は何かというと、これはやっぱり着実に人口増関係、固定資

産税関係とか、要するに基準財政収入が着実にこれは微増とはいいながら増えてきて

おると。そういうことと、それから人口増によって、これはある程度歳入につながっ

ている面もあると。そういうことでいろいろと細々した数字的なことはございますが、

大枠これがやっぱり人口が微増でいくのと、それからどんどん一つの過疎化になって
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いくのでは行った来たの違いがあると。そういうところがやっぱり人は活力の源とい

うのがやっぱり最大の要因であるなと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。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 決算書の２８、２９ページに関係しまして、不動産の売払収入

９９万４,０００円について、どのようなものだったのか、まず伺いたいと思います。

また、近年、ふるさと納税寄附金がこれ施行されまして、昨年度は１５万円ほどあ

ったそうですけども、これらの人数について何人だったのかお伺いしたいと思います。

あと３０ページ、３１ページ、あと３２、３３ページなんですけども、この収入未

済額が６３万５,２１７円、これ項目も変わっても６３万５,２１７円という数字が４

か所ほど出ているんですけども、これらの数字、足して最後の合計になるんですけど

も、これ同じ数字はどういったことでこのような数字になっているのか伺いたいと思

います。

４０ページ、ここで１１番のふるさと創生事業に△１,１９６万９,０００円になっ

ておりますけども、この△になった要因について、ちゃんとした説明をしていただき

たいなというふうに思っております。

この成果報告書３ページ、ここで下段から６ページに２０年度の引き続き補正予算

については２１年度も経済危機対策を実施したということでございますけれども、こ

の経済危機対策というものをどのような危機を感じて、こういった会議を開いている

のか、その内容についてお示ししていただきたいと思います。

６ページ、先ほども財政力指数について、村長は人口の微増等もあっていろいろな

固定資産税もということでございますけれども、今後の見通しについて、私も議員に

なったときは２０数パーセントの財政力、いわゆる３割自治体といって３０％自主財

源があれば十分独立した地方自治体は成り立つんだという中で、４０％に本村でもな

ったということを私もびっくりしている数字でございますけれども、今後の見通しに

ついて、この財政力指数の今後について再度伺いたいと思います。

９ページ、ここで第３表の一般会計性質別歳出決算の概況の中の補助費△１７.５

％になっておりますけども、この補助費の△になった部分、減った部分について何が

原因で減ったのか、何の項目が減ったのかお示ししていただきたいと思います。

１９ページ、国道４号線沿いの促進対策について的確に伺いたいと思います。これ

らも土地開発いろいろございますけども、今、本村としては、あそこはきちっとした

流通基地にしたいとか、きちっとした会社を持ってきたいというようないろいろな前

向きな質問ございましたけれども、これらのいろいろな法律も絡みながら、この４号

線をどういったものをこの大玉村に適しているのか、当局の考えを伺いたいと思いま

す。

２０ページ、ここで行政区長についてでございますけれども、現在、大玉村は１７

区ほどありますけども、大玉村には部落数が何個あるのか、それに未加入で、新しい

住宅と個人的に部落から抜けた人もいるということを聞いておりますけども、この未

加入ですね、団体に加入してない戸数は何戸あるのか伺いたいと思います。
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２７ページ、これは旧苗畑、いわゆる旧営林署の土地でございますけれども、まだ

今年度もいろいろなことで道路買収しそうでございますけれども、こういった苗畑に

ついてはいろいろ一般質問でもございましたけれども、いろいろな収入のわりには支

出が多すぎるというふうに私も思っておりますけども、村長も代案的なものがあるん

だというふうなニュアンスの一般質問者に対しての答弁でございますけれども、やは

りあそこはふれあい農園のほかに、ただ菜種作ったり、そば作ったりでは、もう収入

は湧かないわけでございますので、今後の見通しですね。あの９ヘクタールという膨

大な用地の今後の見通し、率直にどういう考えがあるんだとか、それを方向を示さな

い限り、いつまで経っても宝の持ち腐れになってしまいますので、この点をきちっと

伺っておきます。

３５ページ、ここは中段の広域バスについて伺います。この広域バスは民間の福島

交通からある民間の会社に移ってもう３年、４年過ぎるわけでございますけれども、

これ運行の路線の変更等はできるのかできないのか、可能なのか不可能なのか伺いた

いと思います。大変大山の人が不便を感じておりますので、玉井だけを走っているみ

たいでございますので、この大山地区も大玉の一部でございますので、そういったこ

とで大山地区の代表として、物を申しておきたいと思います。

あと４１ページ、ここは定額給付金でございますけれども、給付予定から給付実績

を差し引きますと３８万円が残金として残るわけでございます。３８万円がもらわな

かった人がいるわけでございますけれども、これらの３８万円については、どのよう

な組み入れをしていくのか伺いたいと思います。

９３ページは、私も一般質問しましたけど、この中段の加工場についてでございま

すけれども、本当にこれもあって使っているか使っていないか分からないくらいの状

況で、２回缶詰づくりをしたとか、漬物づくり３５回等したということでございます

けれども、ああいう施設においては、きちっとした資格のある方がいなければならな

いというような条件が組まれているわけでございますので、やっぱりいろいろ加工し

て通年的に直売所で販売してというふうな人が今、多く関係者から聞くといるという

ことでございます。ただ、今の状況によりますと１１月から２月まできり加工品とし

ては販売できないというふうな構造の中で、加工場の再利用ですね。もう再開発、で

きれば直売所に直結したような隣接したようなところに持ってくるのが当然だと思い

ますけれども、この加工場について、今後のあり方について再度、私も一般質問して

おりますけども、せっかく成果報告書でこのような指導会なり製造回数もありますけ

ども、これよりももっともっと活用していただきたいという点から伺っておきたいと

思います。

１１２ページ、ふれあいの森でございます。今、何度もふれあいの森については、

私も一般質問しまして、利用する目的とか利用する人数が少ないんだというふうな中

で、下段に思いでの森づくりということで今、盛んに記念樹の植え付けを行っており

ますけども、この記念樹をするのにもスペースが大切だと思いますけども、今後、何

年くらいこのようなスペース、また、あらゆるところに植えるわけでございませんの



- 113 -

で、やっぱり記念樹だということで、記念樹の植える範囲は必然的に決められたとこ

ろになってくると思いますので、記念樹をこれから植えるスペースは何アールなり何

ヘクタールなりあるのか伺いたいと思います。

１１５ページ、全くこれについては商工会関係でございますけれども、いろいろな

ことを行ったとか、舗装の補助を行ったところでございますけれども、大型ショッピ

ングセンターが来て、非常に参ってしまった商店がいっぱいあるそうでございますけ

れども、この大型ショッピングが来てもう３年になるわけでございますけれども、大

型ショッピングセンターが来た影響について、どのような影響がもろに来ているのか、

当局に伺っておきます。

１２３ページ、消防関係ですけども、消防団関係にあまりふれるのはタブーだとい

うことでございますけれども、近年、消防団員になる人材が不足しているんだという

ことで、我々についてもいろいろ加入者を募集した部落の人でございますけれども、

この１７６人の団員は定員数なのか、１７０人以上の団員が大玉村として消防団員と

して必要なのか、この団員についてこれが適当な人数なのか伺いたいと思います。

最後になりますけども、１９８ページ、最後のページですね。これ一般会計と特会

を含めますと、大玉村では５３億３００万円ほどの予算になるわけでございますけれ

ども、このほかもう一つの行政と言われる安達広域の行政あります。これは消防、ご

み処理場、火葬場含めてこれ主だったものでございますけれども、これらについての

持出金についてはどの程度になっているのか伺いたいと思います。

また、最後になりますけども、村にはこの平成２２年３月３１日でもってどの程度

の借金があるのか伺いたいと思います。以上です。

◇ ◇ ◇

○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５５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） まず、はじめに、ただいまお配りしました財産に関する調書、これ

らにつきまして、担当課長の方から内容を説明いたしますので、よろしくお願いいた

します。企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 貴重な時間をお借りしまして、財産に関する調書について、

ご説明申し上げます。

午前中、１０班議員さんの質問によりまして、財産の前年度末現在高の数字と本年

度の減年度末現在高の数字が違うというご指摘がありました。調査の結果、２１年度

中に錯誤等が見つかった部分について、そのままにして２１年度の決算で増減をすれ

ば良かったものを年度途中で増減を行いました。そういう意味で、前年度末現在との

数字が合わなかったということでございます。改めて今回、お手もとに配付しました

資料で、財産に関する調書について、前年度末現在高から決算年度中の増減等の内容
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について、ご説明しながらご了承いただきたいと思います。

まず、先ほどお渡しいたしました資料の中での９２ページの分でございます。総括

は後にしまして、総括の下の(1)番、土地及び建物、行政財産の中での本庁舎の増減

分１１４平米につきましては、入海・台線の拡張による減２８９.７５、南側の駐車

場について一部漏れがございました。これらを含めて相殺しまして、１１４平米の増

というような記入になっております。その他の行政財産のその他の施設１５２平米の

減でありますが、これについては保健センター敷地が、入海・台線の拡張による減と

いうことで１２５平米の減となっております。それから公共用財産、学校関係であり

ますが、６,０８４平米の増というふうになっております。これにつきましては、中

学校武道館、更には北側、西側の駐車場に一部漏れがあったということで６,０８４

平米の増というふうな数字でございます。公営住宅１平米につきましては、地目変更

により宅地によるということでの小数点以下の整理の中で、端数処理の関係で１平米

増ということでございます。

それから、公共用財産その他の施設につきましては、デイサービスセンター、それ

からさくら、デイサービスセンターについては、入海・台線の拡張により減、それか

らさくらについては、平成１１年購入分の漏れがあったということでの増、西部ふれ

あいセンターについても一部漏れがあった。それから産業振興センターについては、

県道用地になったということでの分筆漏れ、これらが発見されたということで、トー

タル８,４３２平米の減というような形になっております。

続きまして、９４ページ、土地及び建物の普通財産の欄でございますが、宅地９８８

平米の増、これにつきましては皿久保集会所の寄附等が過去にあったということでの

寄附計上の漏れが６１平米。更にはセブンイレブン敷地後川集会所敷地等に漏れがあ

ったということで、合わせて９８８平米の増ということであります。

それから、山林５,６８０平米の減につきましては、向原地区の山林の払い下げに

よるものと、それから苗松山の錯誤によるものということで５,６８０平米の減とい

うことであります。

それから、池沼につきましては９８１平米、安達太良南住宅団地調整池が漏れてい

たということでの増９０１平米であります。雑種地９万２,１８５平米につきまして

は、名倉山の購入取得によりまして、このうちの８万２,９７４平米が増ということ

であります。更には第一工業団地の残地でありますとか、安達太良南住宅団地の空き

地等について一部漏れが発見されたということで、今回、公会計の事業の中で、更に

現在、過去の登記簿、あるいは土地台帳等洗い直しした結果、いろんな錯誤が見つか

ったということで、今回、修正していただくものであります。以上でございます。

○議長（菅野行雄） それでは、議案第４９号に対する当局の説明を求めます。村長。

○村長（浅和定次） それでは、私の方からまず、横堀平の今後の見通しということでご

ざいますが、これは過般の一般質問でもお答えをいたしました。内部的に検討委員会

を立ち上げました。そして、なおかつ、住民の代表によるパブリックコメント、こう

いうのも得て、今年度中には方向付けをいたしたい。これは何回も申し上げておりま
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すように、買い求めるときの状況、それから一定のやっぱり経過を見たと、こういう

ことで今年度中に方向付けをいたしたいというふうに考えております。

それから、加工場の関係でありますが、９３ページ、これはあそこの直売所に平日

のような形でやればこれは一番良いわけでありますが、それにはやはりいろんな総合

的な判断をいたしますと、とりあえず現在の加工場、これの充実強化を図りたいと、

こういうふうに考えております。

それから、大型のショッピングセンターの影響関係ということでございますので、

こういうことが現実にあります。しかしながら、商工会にも新しい仕事づくりという

発想の転換、そういうことで大変頑張っていただいておるわけでありますし、かつま

た、村としては大変なこれはその決算でもお分かりのように、商工会に対する格別の

支援をしておると。新しい仕事づくりということを申し上げましたが、あの大型ショ

ッピングセンターのいろんな残物等の利活用関係とか、あるいはおったまげたシリー

ズのそういう仕事づくりとか、そういうことに対する行政も積極的に支援をいたして

おる。こういう実態で今後もやっていけるような支援策を講じていきたいと、このよ

うに考えております。

あと以下それぞれの質問関係、これは担当、事務的な関係でございますから、私の

方からは政策的な取り組み関係に関する分ということで申し上げました。あとは担当

課長の方から答弁させます。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １２番議員さんにお答えいたします。

まず、決算書の２８ページ、２９ページの中での土地売払代金９９万５,１０５円、

これの内訳ということでございましたが、３件ほどの土地を売買しております。本揃

地区については宅地分１０４平米、それから原地区では水路関係９８平米ほど、それ

から向原地区については山林４４平米程度、それぞれ住宅建築とか、そういうもの

に際して必要だったということでの水路とか、そういうものの売却で３件で９９万

５,１０５円でございます。

それから、同じページのふるさと納税寄附金１５万円、何人いるんだというような

ご質問だったと思いますが、２人でございます。１０万円、５万円、それぞれいただ

いております。

それから、３１ページから３３ページにかけて収入未済額の欄に６３万５,２１７

円が４回あるというようなご質問だったと思います。これにつきましては３１ページ

の中ほどにある収入未済額６３万５,２１７円に対しては、このページの一番左端、

款２０の諸収入の中で６３万５,２１７円ありますよということでございます。

次のページ３２ページ、３３ページの上の方に６３万５,０００円ありますが、こ

れについては項５雑収入の中で６３万５,２１７円の収入未済がありますよというこ

とであります。そこから少し下がりまして同じ金額がありますのが、目３雑入、この

中で６３万５,２１７円ということで出ています。款、項、目、節とありますから同

じ数字が４回出るか、あるいはほかの項目に違う数字があれば、款の中で違う数字が
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出てくると。この節１雑入の数字がそのほかに収入未済がなかっものですから、節か

ら目、目から項、項から款という形で、それぞれ同じ数字が今回出てきたということ

であります。内訳につきましては、午前中も申し上げました。堆肥売りさばきの過年

度分９万１,５００円、教員住宅過年度分１１万円、保育料過年度分３４万５,５００

円、スクールバス過年度分２万１,０００円、幼稚園の過年度分が６万円、幼稚園預

かり保育過年度分４,５００円、直売所電気料２,７１７円であります。これらについ

てはまだ収入されていないものもありますし、既に収入になったものもあります。

それから、４０ページ、４１ページの中ほどのふるさと創生事業費の補正予算

１,１９６万９,０００円の減、これはどういうものだということだったと思いますが、

当初２,５１０万４,０００円のふるさと創生事業費を編成したところであります。こ

の中には集会所助成という項目もありまして、集会所、２１年度においては、新築が

２件程度あるということで、それぞれの組の方が私どもの方に相談に来てまいりまし

た。そういうことで、２１年度には新築２件あるだろうということで、それぞれ４００

万円の二つということで８００万円多めに計上してございました。ただ、２１年度

の実績の中で集会所建設ありませんでしたので、その分プラスいろんなふるさと創

生事業の執行の中での執行残も見込めたということで、最終的に補正額１,１９６万

９,０００円となったものであります。

それから、執行成果の方でございますが、執行成果３ページの下段の方に経済危機

対策を実施したということで、その経済危機対策の内容ということでございますが、

これについてはこの分を見ますと、平成２０年度に引き続き補正予算による経済危機

対策を実施したということでございます。これらにつきましては、昨年、２１年７月

だったかと思いますが、地域活性化経済対策ということで、かなりの金額の補正を行

っております。更には、２０年度から持ち越した地域活性化生活対策事業、それから

２１年度末の鳩山内閣のときのきめ細かな事業というような形でのそれぞれの経済対

策がありました。代表的な事業を申し上げますと、まず、玉井小、大山小関係の耐震

診断、耐震改修の業務委託をこの経済対策の中の交付金事業として行っております。

それから、防災無線の個別受信機１００台、これらも購入を行っております。更には、

学校通信技術環境整備事業ということで、各学校へのデジタルテレビでありますとか、

パソコン、これらの整備を図ったところであります。更には全国瞬時警報システム、

Ｊアラード事業、公共施設ＡＥＤ整備事業ということで、公共施設１２か所にＡＥＤ

を購入しております。それから中学校武道館、福祉センターさくら、あだたらふるさ

とホール、村民プール、これらにおける農業集落排水の接続事業、それから公用車更

新事業として８台の公用車の購入、入海・台線、的場５号線、それから蒲坂・守谷線

等の村道改良事業、これらの数々の事業を実施しておるところでありまして、その一

部については２１年度の執行成果掲載とおりでありますし、まだ終わらない事業につ

いては２２年度に現在、繰り越しして２２年度の中で消化しているところであります。

それから、財政指標等の見通しということでございますが、財政力指数等につきま

しては、収入が上がれば、当然指数が上がるというような形でございます。これにつ
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いては、地方交付税制度の中の基準財政収入額、需要額との関係もありますが、おお

むねそれぞれの自治体の中で人口の増加とか、税収の増、そういうものが上がれば、

当然財政力指数は上がるということで、本村におきましても定住人口増加対策を第一

として現在、取り組んでおるところでありまして、その結果は各年度の指標が示すと

おりでありまして、今後につきましても、その単年度、単年度では０.０１前後ぐら

いの誤差は出てくると思いますが、おおむね０.４台をキープしながら微増ではある

と思いますが、上昇をしていくのではないかというふうに考えております。

それから、９ページの一般会計性質別歳出決算の状況の中で、補助費等が１７.５

％の減少を示したと、この内容についてどうなんだというようなご質問だったと思い

ますが、補助費と前年度において定額給付金の給付がありました。そういう意味で前

年度補助費等が上がっていると、そういう前年度の相対関係の中で本年度下がってお

りますが、特別新たな需要があったわけではありません。定額給付金が前年度にあっ

たため、２１年度にはなかったということでの減少というふうにとらえていただきた

いというふうに考えております。

それから、３５ページになるかと思います。広域生活バス、バス路線の変更につい

てはどうなんだというようなご質問だと思いますが、現在のバス路線、福島交通の廃

止路線をそのまま受け継いでおります。そういったために、新たな事務手続が必要で

なかったということもありまして、なお、更にまた１台のバスでの往復運行というこ

とで、一日本宮・岳線ですと４.５往復、本宮・竹ノ内線ですと３.５往復で一日８往

復を現在運行しております。そういう意味で８往復の中で、なおかつＪＲ本宮駅利用

が可能であるというような時間設定を組んでおります。そういった意味で往復の回数、

それから現在のバス路線の歴史等を考えると、現段階ではなかなか厳しい。大幅な見

直しは、なかなか厳しいだろうということが言えるだろうと思います。

それから、４１ページでございます。定額給付金３８万円ほどの差はどうしたんだ

というようなご質問だったと思いますが、これにつきましては３５ページをご覧いた

だきたいと思います。３５ページの三つのマスの一番上のマス、その他各種負担金等

事務事業という企画財政課と書かれている事務事業の執行成果がありますが、その中

でずうっと下の方にきまして、数字が書かれている下から４行目あたり、償還金とい

うことで、定額給付金給付事業費返還金３８万円ということで、余った金額について

はそのまま国庫にお返ししたということでございます。

それから、１９８ページだったかと思いますが、それぞれの決算の中で安達広域の

持ち出し関係はどうなんだということでのご質問だったかと思います。安達広域につ

きましては、安達広域の予算というのは、大玉村の予算とほぼ同じぐらいの大体年間

３６億円程度で推移しております。その中で安達広域については、２１年度末で６５億

９,０００万円程度の地方債を抱えております。これらについては、年間９億５,０００

万円程度の償還ということでの償還をしておるところであります。安達広域の中での

大玉村ということでありますが、大玉村は年間負担金として２億５,０００万円程度

安達広域の方に負担をしております。その内訳としましては、総務関係、これは自治
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センターの運営でありますとか、そういうもの情報管理、地域イントラネット、そう

いうものも含めまして、総務関係で約２,０００万円程度、それから保健衛生費とい

うことで、保健衛生の斎場の建設の償還でありますとか、斎場の運営費、そういうも

ので斎場費が１,３８０万円程度、更には清掃費ということでの資源物関係の経費、

償却物の埋立処理費、し尿処理費、更にはそういう清掃施設の償還、公債費に関する

もの、合わせて清掃費全体で１億１,２００万円程度を負担しております。更に消防

費として１億４００万円程度、合わせますと２億５,０００万円程度を年間大玉村が

負担しておるということでございます。

それから公債費、安達広域も含めた大玉村の公債費は全体でどういうふうな状況

なのかというようなご質問だったかと思いますが、地方債の現在高につきましては、

一般会計が３５億１,６２５万円ということであります。これは決算書の９９ページ

記載のとおりであります。３５億１,６２５万円。１人当たりで申しますと、４１万

７７６円ということになるかと思います。それから、農業集落排水につきましては、

決算書にもございますが、１０億８,８４５万円でございます。それから、水道事業

については、１０億９,２９７万９,０００円。これらを合計しますと、一般会計、企

業会計合計しますと５６億９,７６７万９,０００円になります。これが地方債の現在

高であります。更に債務負担行為、これについては特別養護老人ホームあだち福祉会

の補助ということでの特別養護老人ホーム、あるいは介護専門学校の建設に対する補

助、更には給食センターの建設に対する負担というような形で、債務負担行為の現在

高が２１年度末で１億４２万８,０００円の残高がございます。更に安達広域、現在

６５億程度と申しましたけれども、安達広域の大玉村が負担すべき負担金の残高とい

うことになりますが、２億８,８３０万１,０００円が、安達広域における大玉村の負

担の現在高ということになります。これらを合計しますと６０億８,６４０万８,０００

円、２２年３月３１日、住基台帳で８,５６０で割りますと、１人当たり７１万１,０２９

円というような結果となります。以上です。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 現在、各行政区内から報告されています組等につきましては、

９９存在いたします。また、組等に加入していない世帯数の正確な数値は把握してご

ざいませんが、現在、住民登録上の世帯数並びに行政区からの報告世帯数、この差か

ら割り出し、更には世帯分離とか、あるいは陽だまりの里のように特別の世帯、単独

世帯になりますので、そういったものを勘案した場合、アパートなどの集合住宅を中

心に約１５０世帯は超すものと現在、推計してございます。以上です。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） ４号国道の位置づけでありますが、これは議会にもお示ししている

とおり、都市計画マスプランに基づいて、今後もあれを基本とした要するに利活用と

いうものを考えております。県の方にも企業の立地地域の指定も受けておるわけであ

りますので、今、経済低迷でなかなかそういう情勢下にはないわけでありますが、今

後、そういう位置づけで有効な土地利用を図ってまいりたいと、このように考えてお
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ります。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） １２番議員さんに１１２ページ、ふれあい村民の森管理運

営事業の思いでの森づくり推進のための記念植樹等のスペースについてお答えいたし

ます。記念植樹は現在まで１２件、２５本が植樹されております。１１３ページの緑

化推進による出生記念植樹事業では、２１年１２月に２本、今年の６月には６本と、

今後増えることが予想されます。議員さんの質問であるスペースの件でありますけれ

ども、舗装されている周回する遊歩道５００メーターほどありますけれども、この周

囲１.５ヘクタールが植樹の植栽用地として計画してあります。前のページの１１１

ページになりますけれども、森林環境交付事業で三つ目の県産間伐材の利活用という

ことで去年、２１年１１月に３７４メートル舗装されている遊歩道の外側にウッドチ

ップ材を敷いていただきました。この両側に植樹を今後していただけものと考えてお

りますし、また、周回道路の内側、今現在、数本植樹されておりますけれども、この

中も有効利用を図りたく、今後、ウッドチップ材等の遊歩道を敷いて有効利用を図っ

てまいりたいと思っております。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。

１２３ページ、消防団活動事務事業中、消防団員の報酬額で合計で１７６名という

ふうになっておりますけれども、定数につきましては１７９名でございます。この定

数につきましては、消防力の基準を基に条例で定めてあるものでして、必要であると

いうふうに思っております。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかに。１２番。

○１２番（佐藤誠一） どうもありがとうございました。再度何点か再質問したいと思い

ます。

村長が言った１９ページ成果報告関係の４号線についてでございますけれども、村

長ですと都市計画、更にはマスタープラン等も含めながら、県の立地企業等も含めて

ということでございますけれども、これ県とはいろいろ相談していることと思います

けども、県はどのような範囲、先ほど私申し上げましたとおり、流通関係が良いのか、

普通の会社の方が良いのか、工場が良いのかということを示しているわけであろうと

思いますけども、その三つの中でどのような方向が大玉村の農村地帯には良いのか、

再度伺いたいと思います。

あと２０ページの区長関係でございますけれども、現在９９集落があるそうでござ

いますけれども、おおよそアパート、集合住宅を含めながら１５０世帯は、こういっ

た集落体制に入っていないということでございますけれども、行政から配布されるチ

ラシについては、これは区長さんが持っていくのか、それとも役場から直接郵送等で

やるのか、その点を詳しく説明願いたいと思います。

あとバス関係の３５ページ、素朴な質問でございますけれども、どうして玉井だけ

で走って、大山は走らないのかということでございますが、現在の答弁ですと９路線、
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もともと大山も岳街道線は走っていたんですね。大橋を分岐点として何本か大橋から

岳街道はいろいろ玉井の方面、大山の奥を走っていたんですけども、かつては私のわ

きの県道も走っていたんです。そういったことを含めますと、少なくとも玉井だけ人

口が多い、玉井はこれ地区別見ますと人口が多いわけでございますけれども、やはり

今、愛の宅急便といって高校生とかＪＲに乗っていきますと、杉田若しくは本宮駅に

じいちゃん、ばあちゃんがトラック、良くて乗用車の軽で送り迎えしているのがよく

見られますけども、やっぱりこういうものを極力少なくしていく。これからの交通対

策の面でも少なくしていくということは、やっぱりより少ない乗り物により多くのも

のを乗せて運ぶというのが、一番の条件だろうと思う点から、やっぱり便のバス１台

増やすのはこの程度の１年間で１５５万円ほどかかるわけでございますけれども、１

便増やすということは、やっぱり１台増やすわけでございますので、その点ですね再

度そういったものを可能か可能でないのか。若しくはこういった要望として、今後、

今の協和さんですか、協和さんに頼んでできる範囲でやってもらいたいと思いますけ

ども、そういったものを再度お伺いしたいと思います。

あと１１２ページの森林の森について、まあふれあいの森ですか、それについて再

度伺いたいと思います。新たにチップ等を含めて３００メートルほどの歩道を増や

したということでございますけれども、植えさすスペースで１.１ヘクタールとなり

ますけども、これ１年間に昨年度は３件でございますけれども、あっても倍と見ても

１０年や２０年植栽できるという見通しでよろしいんですか。その辺の年数について、

今度は再度伺いたいと思います。

最後になりますけども、債務負担行為を含めた借金について、現在の残高では６０

億８,０００万円ほどあるという当局の答弁でございますけれども、特に借金と安達

広域については、我々になかなか把握しにくい数字なんですね。特に安達広域につい

ては、出向いている人の持ってきた資料をそのまま行政報告として事務報告で我々は

終わって、我々の代表はその場へ行っていろいろな質問等をしながらきているのはこ

れ確かなことだと思いますけども、なかなかこういった数字つかめないんですよ。こ

の広域、大玉村の持ち出しについての借金についても２億８００万円ほどあるという

ことを今初めて知ったわけでございますけれども、こういった数字をやっぱり我々に

は的確に示してもらいたいというふうなことなんですけども、今後やっと入札制度に

ついての資料も出すようになったようでございますけれども、こういった資料につい

てもどんどんやっぱり出してもらって、なにもこれ悪いことではございませんので、

今、大玉村では先ほど言ったように、大玉村くらいの一般会計予算、聞くところによ

ると今言ったとおりに３５億ほどの予算を持った安達広域という、もう一つの行政が

ありますので、そういったことを含めていくと、これ大切な問題ですので、要望等を

含めながら、再度これらの資料について詳しく提示できるかできないのかお願いした

いと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） ４号線関係につきましては、先ほど申し上げたとおりでありまして、
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これはうちの方は都計のマスプランにありますように、流通関係、それから製造、こ

ういうものを中心に今後、推進を図っていきたい。

それから、あとバスの関係でありますが、これは今も竹ノ内・糀免、それから岳路

線やっておるわけでありますが、まあ利用がこれ通しているんですが、なかなか利用

がこっちで考えているようなことには利用の実態がいってない。なんとかこれ利用し

ていただきたいなとこう思っているんですが、ご承知のとおり、その赤字分について

は補てんをしておると、こういう状況下でありますので、利用の実態と合わせて、そ

ういうことを引いた場合に実際の実績からして考えてみるとなかなか難しいのかなと。

大山地区については、岳線の路線は入っておるわけでありますので、そのほかにとい

うことになりますと、これはどういうものかなと。その辺は住民の声等を聞いて、そ

して今後、検討をするべきではないかなというように考えております。

それから、ふれあい村民の森ね、これは今すぐどうこうというよりは、大切なこれ

水上でもあり、そしてあそこのところはあのような条件付のために公園的なあの当時

は整備をせざるを得なかったわけでありますが、先ほど担当から申し上げたように、

まだかなりの余裕があるとこういうことでございますから、今までの思い出の記念植

樹等のスペースから考えると、１０年や１５年くらいはたっぷり植えていただけるの

ではないかなと、そういうことで村民の森として、かつまた自分の思い出のある村民

の森というようなことで、しかも水上として水の水質等に、これが守れることにつな

がるということになれば、これはやっぱりそういう位置づけの行政の資産として意味

合いがあると、このように考えておるところであります。

それから、安達広域の関係、これは毎年予算に負担金を計上して、そして今おっし

ゃられるように、この根拠というものはどうなんだというようなことをざっくばらん

に聞いていただければ、すぐこれこれこういうことで大玉村はこうですよと話できる

わけでありますから、毎年のこれ負担金計上で予算計上しているわけでございますの

で、そういう機会に遠慮なくひとつ今のようなことで聞いていただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １２番議員さんに再度お答え申し上げます。

アパート等への行政情報の伝達手法ということでございますが、一部のアパートの

経営者の要請で、事業主へ一部配布しておることもありますが、ほとんどは配布して

ないのが現状であります。現在まで特に苦情等は特に伺っておりませんが、住民登録

の際には、必ず防災無線を設置してございますので、インターネットを含め、そうい

った情報手段で情報を得ているものと判断はしております。今後とも積極的に指導の

強化は努めてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかに質疑ございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） 成果報告書１９ページの一番下でございますが、福島県自然史博

物館設立推進対策ということで載っておりますが、これらの必要性に協賛して積極的

にやっているということなのか、単なる流れでお付き合いでということなのか、ある

いはあわよくば大玉村にそういうものを誘致したいなという考えでやっているのか、
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これらについて伺っておきたいと思います。

それから、２７ページの一番下でこざいます。現在あの貸付区画１８区画というこ

とでございますが、自己評価してどのように今評価されるのか、それぞれ伺いたいと

思います。

それから、３２ページの一番上、退職手当等でございますが、特別職２名それぞれ

分けてどうなっているか、金額をお示しいただきたいと思います。

４７ページの前納報償金の交付状況についてでありますが、前納報償の是非という

ことで、言うなれば早かれ遅かれとにかく税金を払っていただく。であるならば、な

にも４０９万円を減額して納税してもらう必要もないんじゃないのかなと。やはりそ

れぞれの制度に従って納税してもらうんですから、むしろその納期納期ごとに納めて

もらって４０９万円を減額しない方が私は税金の趣旨から言って当然かなというふう

に思いますので、この前納報償の再考についてのお考えをいただきたいというふうに

思います。

それから、５７ページの一番下の第９回特別弔慰金の請求受付、これらについて、

どのような趣旨の徹底をしておられるか。なかなかちょっとしたことでは分からない

でしまうというようなこともあろうかと思いますので、その趣旨についての、周知の

徹底をどのようにして図ったのか、それについて伺いたいと思います。

それから６７ページなんですが、一番上、父子家庭、母子家庭、そして父母のいな

い児童おりますが、それぞれ母が何人、父が何人、そして父母のいない世帯というか、

どういうふうにこれ説明したらいいか、とにかく父親のいない子どもの人数あるんで

すが、これを兄弟を一つと数えて何兄弟になっているのか、それについて伺いたいと

思います。

それから、１０３ページの件なんですが、(6)の肉用牛地域内一環生産促進事

業、これ確認したいんですが、補助金と頭数を割ってみますと、１頭当たり１０万

７,０４４円になるんでありますが、この数字に間違いないかどうか。１頭に対して

これだけの補助金を出しているということに間違いないかどうか、それを確認したい

と思います。

それから１０７ページ、真ん中辺の営農活動支援金負担金、これだけの負担をして

おりますが、これの負担をしている理由と根拠について、何にどういうのに基づいて

負担しているのか、それについて伺いたいと思います。

それから、１１１ページの一番上のペレットストーブの導入ということでございま

すが、村が事業するということになると、このように良い補助金があるのかなという

ふうに思ってびっくりしたところなんですが、これはもちろん村が設置したものに対

して、補助金がこうだったというふうに理解して良いのかどうか。これだけの補助率

がいいということは、どういうふうに理解しておられるのか、それらについても伺い

たいと思います。以上、お願いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 私の方からは自然史博物館関係、これは要するにそれぞれ県下には
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博物館があるわけでありますが、こういう昆虫関係等ね、こういう博物館がないと。

ところが学者とか、あるいは趣味等で一生かかって採種をして、そしてそういうのを

持っているような方がいる。これをやっぱりどっかでもって、これは大変な貴重な子

どもたち、あるいは一般の大人もそうでありますが、これはやっぱり必要だべという

ことで、福大の名誉教授である樫村先生が自然史博物館の建設推進の会長ということ

で、私たちもそのメンバーに加わっておるわけでありますが、知事等をはじめ考えて

くれないかというようなことをお願いをしているところであります。なかなか今日の

こういう世勢柄で実現には難しいところもあるわけでありますが、私は提言いろいろ

していることは、一つは、県民の森ってなんだうと。あそこには建物もある。ああい

うところの利活用ということも考えるべきではないのか。それから、最近は飛行場、

当初はだいぶ店がおったわけでありますが、採算性の問題で店が撤退してしまった。

空いているところをいろんな宣伝関係のそういうもので飾ったりしておるわけであり

ますが、ああいうところにもそういうものを設けることができないのかというような

ことを率直に話をしておるわけでありまして、とにかく県下には相当そういう収集家

の方がおりますので、そういうものをしっかりとどっかに造って、できなければ、今

言ったそういう施設を利用して、そして、そういうものを学習の場所なりというよう

なことで、これはやっぱり利活用を考えるべきだべということで、特別今のところで

はお金がかかっていないけれども、そういう樫村先生を筆頭にして、私たちもそのメ

ンバーの一員として、要するに運動を起こしている。ただ、いつの時点にどうなんだ、

それからその可能性のことはと、なかなか見通しは厳しい。だけどもやっぱり提言し

ておくことに意義があるので、まあそういうことで一応そういう事業の取り組みをし

ていることは事実なので、この成果報告書に書いてあるということあります。

あと以下の関係等については、それぞれ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） １１番議員さんにお答えいたします。

成果報告書の２７ページ、ふれあい農園の貸付区画１８区画に対しての自己評価と

いうことでございますが、１８区画の貸付けということはまだまだ少ないというふう

に考えておりますし、現在でもラジオとか新聞等を通しながら勧誘に頑張っていると

ころであります。なお、周りにも景観作物とか、そういうものを植えながら、あそこ

いろんな景観作物の名所にするということで、菜種とかひまわりとかそばとかという

形で見に来るお客様多いわけでございますが、なかなか苗畑の跡地のふれあい農園と

いうような形になると伸び悩むということで、更には郡山、二本松も含めて、新聞、

そういう報道媒体を通しながら、更に積極的に展開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） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １１番議員さんに執行成果の３２ページ、職員退職手当組合負

担金の関係の内訳だと思いますので、申し上げます。

特別職２名につきましては、それぞれ削減率５％で、月額掛ける１２月の１,０００
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分の３２７、一般職につきましては、月額掛ける１２月掛ける１,０００分の２２０

でございます。なお、２２年３月３１日退職者は、１名の該当でありました。以上で

す。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １１番議員さんにお答えします。

４７ページ、前納報償金交付の必要性ということでございます。この制度につきま

して、固定資産１期から４期を全期前納いただいているわけでございます。それに対

しての報償金でありますけども、まず、１期から４期までを一括納付いただくという

ことで、いわゆる資金繰りの関係やら収入割合にも確実に納付いただけるということ

があります。現在、所得は皆さん少ない中で、こういった全期前納をいただけるとい

うことは、制度としては必要と考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １１番さんにお答えいたします。

まず、５７ページの特別弔慰金の広報関係ですが、第８回の弔慰金については１７

年から２１年の３月までやりまして１２６件、既に請求終わってまして、今回、第９

回の弔慰金ということで、記載のとおり２４年４月２日までとなっておりますが、主

に広報でやっておりますけれども、支給対象者が分かっておるので、そういう関係に

ついては個別に請求漏れのないように直接当事者と連絡とってやっているということ

でございます。

それから、６７ページのひとり親家庭の対象者の実人員ですね、これについてちょ

っと今、資料を持っていないので、後ほどお知らせしたいと思いますが、父母のいな

い児童の４人については、２世帯、４人でございます。そのほか母子、父子について

は後ほど数字をお知らせいたします。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １１番議員さんに１０３ページの肉用牛地域内一貫生産促進事

業、いわゆる村内の生産牛の導入促進事業でございますが、成果報告書の中に補助対

象頭数が２２頭で、補助金額が２３５万４,９７５円と記載されている内容ですか、

補助金交付要綱の中で読み上げますと、１頭につき購入価格が市場平均価格を超えた

部分の２分の１と、それをプラスするんですけども、定額５万円を１頭当たりに補助

として交付するということで、補助金要綱に定められている内容で２２頭に対して補

助を交付した内容でございます。

続きまして、１１１ページ、ペレットストーブですが、これにつきましては、森林

環境税の交付金により充当した事業でございますが、ペレットストーブについては、

いわゆるこの森林環境交付金については１０分の１０が交付される内容でございます

が、ペレットストーブを公共施設に１台設置しまして５８万２０円が事業費と書かれ

てますが、これペレットストーブ本体プラス導入する際の窓等の加工関係で補助対象

経費がかかった関係で５８万円の事業費に対して４０万円が交付されたということで、

本来ペレットストーブ、この環境交付金に対しては１０分の１０が対象になるという
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ことで、若干交付対象外譲与費があったということでの内容でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １１番議員さんにお答えをいたします。

１０７ページの土地改良区等に対する補助金について、どういった根拠に基づいて

なのかというようなご質問だったかと思いますが、これにつきましては、平成元年３

月に定めた大玉村土地改良事業等補助金交付要綱、これに基づいて支出をしておりま

す。なお、かんがい排水事業については、単独事業の場合は事業費の７０％以内とい

う中身になってございます。また、土地改良区の運営事務事業に対する補助金１６８

万円につきましても、要綱では７０％以内ということになっておりますが、平成２１

年度については不足額の４８％相当額を支出してございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） ３２ページ、再度伺います。

この特別職の２名に対する負担金、これ１名ずつの負担金額を教えていただきたい

と思います。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 再度お答え申し上げます。

村長につきましては２８２万２,０００円、副村長につきましては２３０万７,０００

円でございます。

○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） 農林水産業費の方で何点か質問させてもらいます。

まず、９４ページお願いします。農業生産団体育成にかかる事項、これは以前、団

体補助の見直すというような形で、かなり精査したという形をお聞きしていますけど

も、現在、その１０団体４３万５,０００円の執行ですけども、現在、この団体がそ

れぞれの行政側から見た執行成果十分なのか、更に見直しをかけたい。あるいは更に

この団体は消滅しそうなものがあるのかどうか、まず、お伺いしたいと思います。

その下、食の安全、安心にかかる事項、総額で４７２万５,０００円ある中で自己

資金が３１５万円、村長が掲げる村の安心安全という形からすれば、非常に内容的に

は不備な事業かなと思っていますけども、それらに対して。一方では直接的に村の安

心安全の農産物推進協議会、国庫の補助もこの当時はありましたけども、これはここ

には載っていないというようなことで、総体的にはそういうことにも力を入れている

のには間違いないんですけども、それらについての事業評価と今後の食の安全安心に

対する事項に対する力の入れよう、これについてお願いしたいと思います。

９６ページ、９７ページでお願いします。産業振興センター直売所というのに限っ

てお願いしたいと思います。会員数がおかげさまでというような形の中で１９４名、

それぞれ実際人数的にはかなり多くなってきたな。どのぐらいが限度の会員なのかな。

更にこの実働会員、居眠り会員もいるはずですけども、その辺の実態についてお伺い

したいと思います。その中で出張直売所フォレストパークあだたら、これらのいきさ

つと今後必要なことかと思いますけども、その提携の考え方。更にふれあい広場の利
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用団体、こういう形で執行成果ありますけども、今度芝生化して、そのまま当然利用

はできるというようなことと、更にもう少し当然のことながらイベントやれば売上が

伸びるというような形の中で、その啓蒙策を新たにどのように考えているのか。

もう１点、聞きますと、関東安達太良大玉の会との関係で、四季折々の野菜等を会

員に直接販売している。これが直売所で当然やっていると。総務課との関係もあるよ

うですけども、それらの実態について、まず、お伺いしたいと思います。

最後に、直接関係ないんですけども、運営上の問題とお客様に対する姿勢の問題で、

私ほとんど毎日のように散歩しながらふれあい直売所に回らせてもらいますけども、

特に今日辺りは非常にトイレの臭いが臭いんですね。以前にも企財課長にもお願いし

たり、農政課長にもお願いしましたけども、そういう意味でのなぜその原因、ああい

う形で臭いがするときと、しないときともちろんあるんですけども、その原因と対策

をどのように考えているのか、その件についてもお伺いしたいと思います。

９８、９９ページ、生産調整関係、２１年度までおかげさまで、おかげさまでと言

うと私がいうのはおかしいのですけど、生産調整に対する商工会が使用できる商品券

の配布、かなりの金額だったんですね。ところが今回変わりまして、その制度がなく

なるということであれば、商工会に対する支援策としてそれぞれ十分な支援策はして

いると思いますけども、これらに対しての執行成果の状況がどうだったかという反省

を踏まえて、まず、その執行成果というのをどのようにとらえているのか。今後何か

これに代わるアイディアで商工会に対する支援策があるのかどうか、それについても

お伺いしたいと思います。

９９ページからうまいものまつり、今年もまた１０月に企画しておるようですけど

も、そういう中で加工場の関係、先ほども出ました。確かに旧保養センター等に加工

場あるわけですけども、それらの利用状況、非常に住民の方々からすれば、特に直売

所の人の方々に聞いても、非常に場所的な問題も含めて、やっぱり有効利用活用はさ

れていないんじゃないかなという形の考え方を多く聞きます。いろんな予算の問題は

あるんでしょうけど、そういう中で、試作販売という形で調理師の阿部さんを中心に

ということですけども、私から言わせれば、確かにそれは新しい特産品は大事ですけ

ども、村の伝統食、特にそのようなことも含めて、もう少し販売に結びつけたらどう

かなということもありますので、これ村長にお伺いしたいと思います。その中で福島

県の八重洲観光交流館に酒とか味噌とかやってますけども、その実態と販売高、それ

今、継続されているのかどうか、それについてもお伺いしたいと思います。

ちょっと数多くなって申し訳ないんですけども、その下、経営基盤強化促進事業、

特にこれは認定農業者に対する支援というような形で考えておりますけども、非常に

金額が少ない。旅行に行くときも支援してくれるんだという話もありましたけども、

今度少し増額になったようですけども、９万２,３４５円、総事業費。ちょっとお粗

末かなと思います。１桁も足りないし、正に一般質問でもだれか一番最初質問しまし

たけども、正に今、農業立村の村ということであっての農業リーダーが必要なときに、

認定農業者をもう少してこ入れしながら、本当の意味でのリーダーたる育成をすると
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きには、まだまだ金使い込みながらやるべきだなと思いますけども、その辺の見解と

いうことです。

更に、飛ばしまして１０９ページ、耕作放棄地関連で新規就農者、既に実績として

３名というようなことで、その内容と今現在どのようにしているか。私の基本的な知

りたいところは、これらに対する支援、村の支援、県の支援も含めて今、どのように

しておるのか。更に今後はどのようなことを期待しながら新規就農者、更には間接的

には村の農業後継者という形も含めてなんでしょうけど、その辺の連携も含めて考え

方をお伺いしたいと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） まず、安心安全関係ね、これは今のところ、これ現時点からそうで

あるが、これから食の大切というのは、やっぱり一番は安心安全であるということは、

これは言うまでもないわけでありまして、そういうのをやっぱり推進をしていくとい

うのは非常に大切だなと。具体的に今、そういう会も設けて活躍をしていただいてお

るわけでありますが、もっと一歩二歩突っ込んで、問題はやっぱりメンバーの意欲、

これがないと行政で支援するといっても、一番はやっぱり意欲なんです。そういう意

欲でそれなりの事業計画なり、そういうものをしっかりしたものを出していただきた

いなと。これ行政で指導してくれたらいいべといってもね、なかなかやっぱり限界が

あります。一番はやっぱり意欲のほど、これを期待をし、そうしたことについては、

方向付けとしては大切なことでありますから、しっかりと支援をしていきたいという

ふうに思っております。

それから、直売所の関係は先ほども申し上げましたが、加工場、あそこに造れば一

番良いんですが、これ車社会ですから、やっぱり理想は理想で分かりますが、これ今

もあそこのところの加工場、これの充実、強化を図りたい。やつぱり仏造って魂入れ

ないことが多いんです行政は。だから、ある施設をしっかりと魂を入れる。そして、

それで足らざるところは新たに考えて行くと、こういう考え方が大切であろうと。い

ずれにせよ、それもやっぱりせっかくいろいろ仕掛けはしているわけですから、だか

らもっとこれはいろんなやっぱりもっと仕掛けが足りないということかもしれません

が、そういう方が意欲的にこういう取り組みしたいんだと。だから、そういうスペー

スをなんとかできないかとか、こういうことでやっぱりあれは基礎も屋根もあれは替

えたんですから、あそこのところを有効な活用をまず第一義的に考えたいというふう

に思っております。

それから、あとこの臭いうんぬんというのは、これはちょっとどういうことか、具

体的には担当課長の方から答弁をさせます。

それから、商工会に対する商品券の関係ね、これは前は村として１００％という、

そういうたががはめられておったんです。だから、そういう意味で、これはやはり行

政もそれなりの言うならば支援策をということで商品券という、そういう積極的な手

に打って出ておりました。今度は選択制というようなことに制度が変わりましたので、

そうなれば、これはやっぱり行政が支援を直接するという意義付けが薄くなったんじ
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ゃないか。今度はやっぱり世の中が変われば変わったような面で支援をしていく必要

があるだろうと、そういうことで商工会がおったまげたシリーズの関係で芝生化する

と、ああいうことについては商工会の仕事づくりとして、村が要するに委託するよう

な形でね、新たなそういう方向に支援を今、考えておると。これからもいろいろ現場

のそういう考え方を聞いて支援をしてまいりたいと、このように考えております。

それから、大体この政策的な分野については、私の方からは以上で、あとそれぞれ

の具体的な関係等については、担当課長の方から答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ９番議員さんにお答え申し上げます。

関東安達太良の会との連携策ということで、直売所の関係でございます。既に今年

の総会でふるさと宅配便の促進検討委員会を立ち上げてございます。委員会で今年４

月以降ですので、まだ、中間報告がありませんが、今月中に中間報告と村との具体的

な部署との基本の取り組み等についてすり合わせをしたいということで、今月中に村

長を含めて役員の方がおじゃまする予定になってございます。以上です。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ９番議員さんにまず、９４ページでございますが、農業生産

団体の関係の補助金ということで、平成２１年度におきましては１０団体の４３万

５,０００円ということで、実際、予算編成時期には若干見直しをしておりまして、

昨年度から言うと、参考まで２０年度の各種団体の補助金を見ますと５２万５,０００

円ですので、見直しを加えて４０万５,０００円ということで、これらの補助額を見

ていただくと若干１万円の助成額ということも低額な補助金もありますので、今後、

実績報告書等を勘案しながら、各種団体との協議も踏まえながら見直しを検討してま

いりたいと思います。

続きまして、食の安全安心については、先ほど村長の方から答弁ありましたが、こ

の執行成果報告の内容に記載されている内容につきましては、農協ＪＡが事業主体と

なって、いわゆる農協の生産販売する野菜等についての残留農薬を調査しているとい

うことで、この自己資金の３１５万円については、ＪＡが３分の２を負担しまして、

残り３分の１を本村並びに本宮市、二本松市でそれぞれ生産者の品目に応じて負担し

ている内容でございます。

続きまして、９６ページ、９７ページの直売所関係でございますが、会員数そこに

１９４名ということで、年度末の会員数が記載されておりますが、先ほど９番さんか

らも話あったとおり、常時会員、この１９４名が出しているのかというと、たまに出

す人とか、会員に名を連ねているだけの人が、そういう数も実数はつかんでおりませ

んが、約３割程度はそういう形で常時出していない方ですか、そのぐらいはあるので

はないかと考えております。

続きまして、出張販売の関係ですが、これについてはフォレストパークあだたらで

行事、イベントを持つ段階で、大玉の直売所に野菜関係の出店をお願いしたいという

ことで、うちの方で出向きまして、フォレストパークで新たな出張直売所を開いた内
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容でございます。

続きまして、ふれあい広場の関連で今年度、芝生化にしましたので、いわゆる常時

いろいろイベントを行いますと、直売所のいわゆる販売なんかにも伸び、増加が見ら

れるということで、今後、芝生化になりましたので、各種団体のイベント等もいろい

ろな形で今後、協議しながら進めて、ふれあい広場の利用の活性化と直売所のいわゆ

る販売高の増加に結びつけたいと思っております。

関東安達太良会については、先ほど総務課長が答弁あったとおり、新しく部会がで

きる。なおかつ今年度も年３回ということですが、ふるさとの農産物を直売所を通し

て関東安達太良会の会員の希望者に配布、宅急便等を行っております。今後、関東安

達太良会の部会と協議して利用の推進に努めてまいりたいと思います。

続きまして、直売所のトイレの関係の臭いということでございますが、これにつき

ましては、常時ではないんですが、そういう話を私どもも聞いておりまして、いろい

ろ浄化槽の管理会社等にも話を協議した経緯がありますが、最近の直売所の浄化槽の

管理の内容を見ますと、ちょっと汚泥がたまっているので、そういう関係も臭いに影

響するんじゃないんですかという管理会社のお話しも受けましたので、その汚泥の汲

み取りを実施するようなことで現在、進んでおります。

続きまして、９９ページの八重洲福島県の観光交流館物産ＰＲということで、今年

の２月２７日実施したわけでございますが、これ県北地方振興局管内で、いわゆる本

県の観光物産関係のＰＲ館ができたということで、県北地方で是非各市町村、日にち

を交代してやっていただけないかという要請があったものですから、本村につきまし

ては２月２７日、物産館の方で米、味噌、焼酎の販売及び観光関係のＰＲをしたんで

すが、八重洲物産館の場所については、残念ながらビジネス街ですので、いわゆる観

光物産でいろいろ物を買っていただく、なかなかそういう利便的な、いわゆるビジネ

ス街ということで、売上額については２万～３万円程度という話を聞いておりますが、

そういう形でＰＲを行っております。

同じページ、９９ページの農業経営基盤促進事業ですが、これにつきましては、そ

の中の資金の関係があったかと思いますが、１００ページの中段の農業経営基盤強化

資金利子補給事業、これにつきましては、いわゆるこの認定農業者等が借入をした場

合、利子補給を行うということで、現在、本村の方２名につきましては、利用して補

助金が半分ですか、利子補給をそれぞれ利子補給額からいうと０.５～０.６％程度の

利子補給を行っているという内容で、これについては残念ながら本村の利用者が２名

という形で、その２名の方に対して利子補給を行っているという内容でございます。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ９番議員さんに１０９ページ、耕作放棄地等の解消事務事

業にかかる中で、新規就農者３名の支援策ということでのご質問でありますけれども、

新規就農者、去年は３名がおられました。再生農地、全部で６０アールがこの３名の

方に利用していただいております。村の支援策ということで、住宅等の空き家情報、
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またはその住宅等に対する家賃の支援とか、そういうものについては、今のところ大

玉村で直接のものはありません。ただ、３名の方は県の新規就農者というか、認定就

農者ということで、お二人の方には１００万円ずつ、また１人の方は新規学卒という

ことで３０万円の助成を受けております。この助成については５年後、目的を達成し

ていれば返済免除という、今のところその支援のみということであります。

以上です。

◇ ◇ ◇

○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５５分といたします。

(午後２時４０分)

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。(午後２時５５分)

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 議案第４９号に対する質疑を許します。９番。

○９番（佐々木市夫） 先ほどの答弁ご丁寧にありがとうございました。１点だけ、村長

常に農業を育成する気持ちは十分わかって積極的な施策をしておりますけども、先ほ

どの話にもありましたとおり、意欲のあるものには、当然のことながらどんどん応援

していくんだと。さて、現状からすれば、意欲出したくとも出せないいろんな厳しい

状況があります。ですから、やはり職員も含めて、やっぱりそういうふうな県・国と

の関連も含めて、やっぱり積極的にこの農業経営の柱を作るための施策を展開して、

やっぱりそういう情報を流して、そういうことであれば、先ほど公聴会というような

ことが中止になったわけですから、やはりいろんな問題に絞ってそういうことでパブ

リックコメント、あるいはそういう話し合いをするとすれば、やはり農業経営者、認

定農業者も含めたそれこそ積極的に何回も膝を交えて話し合いをしながら、この局面

の打開策を大いに語っていただきたいということでありますので、村長改めてその辺

の見解について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） これ行政もいろんな意欲の喚起は努力をしなくちゃなりません。し

かし、それには限度がある。やっぱり最終的にはやる意欲のある、そういう方に支援

をするということでないと、結局は効果が薄くなってしまうんだね。一方ではやっぱ

りこれは大切な税金ですから。だから、それをやっぱり支出して、そしてそれ相当の

効果をやっぱり期待しなくちゃありません。そういう意味での意欲のほどを言ってい

るわけなんで、意欲の喚起については行政サイドとしては、これはやっぱり責務があ

るなと、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。８番。

○８番（遠藤義夫） ２点ほどお願いします。

成果報告の１７、１８ページの行政改革推進なんですが、この中で地球温暖化防止

の中で、一環としてエコオフィス運動を展開しているわけなんですが、今、各公共施

設ですか、だいぶ蛍光灯、古い蛍光灯もあるようなので、順次交換してＬＥＤという
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か省エネのあるわけなんですが、その辺のどういうような検討をしているのか。また、

補助があるようなこと聞くんですが、その辺もちょっと検討しているのかなというこ

と１点。

あと１１０ページの有害鳥獣ですか、この対策なんですが、近年、イノシシの被害

が目に余るような被害が出ております。なかなかこの対策ができないということで、

猟友会あたりに委託しているわけなんですが、これでもなかなか何頭か捕ったような

実績があるようなんですが、その辺の報告というか被害状況等をまとめてお願いした

いのと、あとまたこの罠１５ほど買ったようなんですが、この取扱いと、これまた狩

猟関係者でないと取扱いは当然できないと思いますが、また、その辺の免許なんです

が、これ狩猟の方にばっかり任せていたんではなかなか対策が進まないので、その辺

の民間の免許が取れるような制度があれば、それを活用する方法もあるんじゃないか

と思いますので、今後の対策をひとつよろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ８番議員さんに１８ページの地球温暖化防止対策の一環という

ことで、従来から役場エコオフィス運動を徹底してございますが、その中に特別な補

助的なものはないのかということですが、現在、役場に関してのこういう建物につい

ての照明機器とかなんかについては、特別あるものは聞いてございません。ただ、改

善センターのような空調設備とか、そういったものについては別途また事業があった

ようですけども、庁舎内のそういったものについては特別聞いてございません。

以上です。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えいたします。

１１０ページの有害狩猟鳥獣捕獲の関係でございますが、今ほど８番議員さんから

お話しがあったとおり、近年、ここ３年程度、いわゆるイノシシの被害が増大してい

るということで、現状につきましては、長井坂地区とか南小屋地区、最近では東光地

区とか、あと矢沢の方まで被害が発生しているような状況であります。特にいも類と

か、あとは百合の根っことか、あとは今年に入って、いわゆる水田の中をイノシシが

暴れて倒して、いわゆる遊んでいるんですか、そういう形で被害が発生しておるよう

な状況でございます。先ほど話があったとおり、罠等については購入し、有害鳥獣の

駆除隊の方にお願いしているわけですが、この罠につきましては、いわゆる狩猟の罠

の免許がないと取り扱えないということで法的な規制もございますので、駆除隊にお

願いして駆除をお願いしているわけですが、残念ながらいわゆるイノシシについては

臭い等に敏感で、なかなかつかめないような現況でございますが、今後につきまして

も、いわゆる駆除隊で罠の中でもどういう罠が良いか、どのような方法が良いのか協

議して、被害の拡大防止に努めていきたいと思います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。２番。

○２番（武田悦子） ４２ページの一番下の公共施設ＡＥＤ整備事業ですが、２１年度

１３台整備されております。このＡＥＤの利用の講習会等は行われているのかどうか。
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計画的に何年かにいっぺんという形でやるのが一番望ましいということですので、単

発ではなくて、そういう形でやる計画があるのかどうかお伺いします。

あとは１２７ページ、一番下の要保護、準要保護児童生徒援助費について、これの

要保護、準要保護児童の数をお伺いいたします。併せてこれをどのような形で支給し

ているのかということも併せてお聞きします。

更に、こういう援助費は給食費なり、この学校のいろいろなもろもろのお金に使わ

れる、その分の援助費だというふうに理解しておりますが、この給食費の未納の問題

について、この準要保護世帯の中には、そういう未納の子どもはいないのか。また、

そのほかの家庭の中で給食費の未納の問題、これがどのような実態になっているのか

をお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

成果報告書４２ページの公共施設ＡＥＤ整備事務事業でありますが、１３台購入い

たしました。それぞれの所管において消防署の職員等を招いて講習会をしたというふ

うに聞いておりますし、今後も継続的なことはもちろん必要があろうかと思います。

なお、このＡＥＤにつきましては、パッドについては耐用期間があります。２年ない

しは３年で交換というようなこともございますし、そういうものを目安にしながら、

これからも継続的に各部署において講習会等を実施していくというふうに考えており

ます。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

１２７ページの一番下にあります要保護、準要保護生徒援助費の人数の内訳であり

ますが、要保護が１人であります。それから準要保護、大玉中学生が１４人、大山小

学校が４人、玉井小学校が７人という人数の内訳になっております。支給方法でござ

いますが、各学期末ごとに教育委員会の方で手渡しということで支給しております。

給食費の未納等が、それから学校の教材費等未納があった場合は学校の方から未納状

況を先にいただいておりまして、その場で受け取るというような形を取っております。

なお、全体的な給食費の未納につきましては、各学校でも大変苦慮しておりますので、

教育委員会も徴収事務等に協力しながら未納をなくすような対策を講じていきたいと

考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 給食費の問題ですが、未納の金額を教えて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） ２番議員さんにお答え申し上げます。

今現在は、給食費については遅延という取扱いをしておりますので、役場の公金の

ように５月３１日で切って、その時点でいくら収まっていないというとらえかたをし

ていないものですから、ちょっと正確な数字はお答えできませんので、よろしくお願

いします。何十万単位ということは、間違いございません。
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○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１４番。

○１４番（佐原吉太郎） 成果報告の２７ページ、苗畑の関係と今ひとつ先ほどからそれ

ぞれの議員の方々が指摘しているわけですが、要するに加工場の問題、要するにアッ

トホームの近くにあるんだわね。あの２件についてお尋ねしたいと存じます。

まず、最初に、この苗畑については、私も一般質問した経緯がありますが、それは

１２０万円に対しての委託料でありますが、全体で維持管理費約３９０万円なにがし

とこうなっているわけですが、これ土地購入したのが４億４,０００万円ちょこちょ

こですね。そして、これ１０年も過ぎると土地代くらいになっちゃうんですよね、維

持管理費。ということで事業費全体でですね、とにかく維持管理費がこれだけ苗畑に

かかっているということですね。やはり今後はどのように土地を活用していくかとい

うこと。やはりこれから例えばいろいろなイベントでテレビ等々まで書かれています

が、利用拡大ですか。しかし、現実としては、やっぱり例えばそばとかいろんなこと

作っていますね。それで一つお聞きしますが、例えば新しい品種ですね、会津からか

おりというんですか原種を購入してまいたということでありますが、今まであそこに

私もちょいちょいあそこ通るんですが、そばを買って利用度といいますか、あれだけ

の面積パアッとこう植えたようでありますが、どのくらい数量とって、どういうとこ

ろに活用しているのか、まず、それをひとつお聞きしたいと存じます。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １４番議員さんにお答えします。

現在、手もとに昨年度のそばの収量実績資料ございませんが、後でご報告申し上げ

たいと思いますが、そばの会津のかおりの収量に対しましては、村内のそば生産の農

家の方々、更にはそばを作りたいんだけども、会津のかおりを作りたいという方々の

希望をとりまして、希望者すべてに会津のかおりの種をお分けしたところでございま

す。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１４番。

○１４番（佐原吉太郎） そうですね、そういった利用度それぞれ成果がこの中に書かれ

ていますが、やはり私考えるのに、やはり将来やっぱりあそこをどう利用するかとそ

れぞれの要するに知識者にそれぞれ相談して、今後、検討したいという、先ほど村長

がおっしゃられましたが、やはり一日も早くそばとか菜園とかそれぞれやっておるわ

けでありますが、やはりあれだけの土地をやはりなんかの利用によっては、村もやっ

ぱりねじおこすだけの価値観のある土地だと思うんですね。逆に言えば、下の方より

も上の方の空気とかなんかあらゆる面からいくと、将来的には非常に有望な土地であ

ります。そういうことからいけば、利用の仕方によっては、やはり村をねじ起こすだ

けの、それだれの面積あれがあるわけでありますから、それらをどう活用するかとい

うことで、それらも含めてやっぱりいろんな知識者がいるわけですよ。そういうもの

を学識経験者にやっぱり尋ねて、そして、そういうものを活かしていただければいい

んじゃないかなということで、村長に今後、どのような活用方法と言いますか、それ

らを含めた中で、ひとつお答え願いたいと思います。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 横堀平については、先ほども申し上げましたが、買ってすぐという

わけにはいかないような事情もございました。一定の期間も過ぎたわけでございます

ので、今年度中には内部的にある程度の方向付けをし、更に住民の代表的な方にも参

加をしていただいて、そして、検討をしていただきたい。そして、それらを踏まえて、

戸のある程度の方向付けになれば、新年度には議会の方にもこういう方向で利活用策

を考えているというようなご報告を申し上げたいと、このように考えております。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） そういうことで、これを最大限に活用して、そういったいろん

なこういう専門分野ですね、あそこの土地をどう活用すれば、どのようにやはり全国

的に認められるか、どこにどういうことをやればイベントやれば将来的に大玉村を売

るためにも非常に大きなウエートを占めることでありますから、そういったいろんな

地域の方を例えば東京とかね、そういうコンサルタント会社とかあるわけですから、

そういう方々にやはりひとつお願いして、そして活用方法を探っていただきたいと思

います。期待しております。

先ほどちょっと加工場の関係でありますが、やはりあそこにあっては村長、やはり

利用する方はなかなかね年寄りあそこまで行くというのは、まあ車社会でありましょ

うが、やはり中心にいくらでもあると思うんですよこの公共事業のね。そういった中

央周辺にね。そういったものを活用するためにも、やっぱりみんなして利用しないこ

とには、なんぼ良いものを造って、ここに良い機械を備えても、やはりみんな集まっ

て知恵を出し合うというか、やはり便利の良いところでなくちゃやっぱり集まらない

ですよ。そういうことからね村長、それ村長はあくまでも突っ張ってですね上でなく

ちゃならないとかって、車社会だから何も問題ないんだというんじゃなく、やはり先

ほども申しましたが、この近くでそういったものを調べれば、もっともっと良い案も

出てくるし、良い加工のアイディアも出るんじゃないかと思っておりますので、是非

ともこの周辺といいますか、村の中心でありますが、そういうところに移転して、そ

して活用を図ったらいかがなものかと思って、その点についても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） これは先ほども申し上げましたが、いきなりそういう声があるから

投資をして造ると。それ計画どおりにうまく利活用できるならいいんです。今まで私

はいろんな事業をやるのに、相当試行をしているはずなんです。試行して、あっ今度

これ大丈夫だなと。例えば直売所もテントでやっていただいたんです。テントでやっ

ていただいて、これ意欲があるなと、そしてこれは本気になってやる気だなというこ

とで、それを踏まえて直売所にこれ踏み切った。そういうふうにいろいろと試行でも

って出発をして、そしてある程度これは大丈夫だなという見通しで本格的にやってい

るというのが相当今まであるわけでありますから、今回もやっぱり不便なようであり

ますが、あそこのところをまず加工場を利活用をしっかりとやっていただく。その意



- 135 -

欲のほど、定着の度合、そういうことによって、その状況判断で今度第２弾で考える。

これはある程度そういうものになると規模的なものがありますがね、かなりの投資を

必要とすると思うんです。それと、あそこのところというとね、なかなかそういうも

のを造るのに場所的に相当今のところに設けるというと大変だと思うしね、あのふれ

あい広場。あるいは、全く別なところというと、これは新たに求めるとか、どうとか

ということになると、これはやっぱり大事になりますので、まずやっぱり今の加工場

を考える。それから、状況を踏まえて、今度は本格的にそれをどこの位置にどの程度

のものをというふうにやっぱり考えていきたいなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。４番。

○４番（鈴木義一） 海外派遣事務事業でございますが、もっと細かくどういうところを

中学生の皆さん回ってきたのか、そして、その成果というものについて、もう少し詳

しくお尋ねしたいと思います。それが１点。

それから、もう一つは、朝鮮半島から、日本に対しては昔からいろいろと文化とか

つながりが深い国でございますが、かつて日本はあの国を支配をしたと、まあそうい

うことで、私たちは大して感じないんですが、向こうの人々から言えば、大変その点

については過敏だと申しますか、日本に対してあまり良い感情を持っていない。そう

いう根強いものがある。やはりそこら辺を交流の中では気をつけなければならないか

と思いますが、その点、中学生の皆さんの認識というものは、どういうふうなものな

のかつかんでおればお尋ねします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 海外派遣事業関係、これは今年は引率含めて４５名ですか、韓国と

いうことで今行って、それなりの実績を上げ、大変結果としては良い研修であるなと

いうふうに思っておるわけでありますが、今おっしゃられるような過去のそういう歴

史性を踏まえて、全くそういうのがないのかというと、これは現実にも私たちも１月

にも知事と一緒に行ってきたわけでありますが、あと前にも何回か行っております。

特に一般のそういう若い方にはないです。ただ、当時の高齢者の方とか、それからあ

とそういう国の機関、こういうところに行きますと、例えば上海のそういう政府の機

関とか、あるいは台湾の政府の機関とか、それはやっぱり感じが違うというのはある

んです、率直に申し上げてね。だけれども、子どもについては、これは交流関係につ

いては最も近い国でありますから、今までは近くて遠い国だったけれども、やっぱり

近くて近い国、まして大玉に韓国の方がゴルフ場を所有しておるというふうなことで

もございますので、そういうことで特別子どもの交流関係については、過去の歴史性

のそういう危険性と言いますか、そういうことについては今のところ心配はないので

はないかなと、そういうふうに思っております。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ただいま海外派遣事業に関するご質問ですが、私、団長

という立場で韓国の方を訪問させていただきました。それで、ただいま報告書、各団

員からの報告書をいただきながら報告書をまとめている段階ですけれども、今、お話
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しありましたように確かに歴史的な背景というのがあって、統一展望台というところ

で北朝鮮とすぐ接したところで、そういうところも見学してきたわけですけれども、

ガイドさんの話にもありましたけれども、北朝鮮の国情とかなんかを韓国の人たちが

見るようなところなんですね。北朝鮮というのは、こういうところですよと。それを

韓国の人たちが見ると、そういうような展望台。今、そういう日本に対する韓国人の

思いというようなこともありましたけども、確かに心の奥底ではそういった部分もあ

るのかなというふうには感じてきましたけれども、子どもたちにとってはどの程度感

じているかというのはなかなか難しいところかなというふうには思っております。一

応報告会等も開催される予定ですので、その中で詳しく報告を申し上げたいというふ

うに思っております。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ４番議員さんに成果報告書３８ページの海外派遣事業にか

かわる日程等、こういう日程で研修してきましたということを報告しますと、まず、

最初の日には、福島空港発でお昼頃出るということで、韓国のホテルに入るのは夕方

ということになります。研修の中身については２日目、３日目ということになりまし

て、第２日目には、韓国ソウル近郊のヨツというところにありますひまわり村、ここ

で４１人の中学生と韓国の同数の中学生の対面、それから２１年度においてはドッジ

ボールをしたりとか、そういうお互いの交流を深めるようなゲームをしながら一緒に

昼食をとったり、それから地元の中学生と一緒に韓国近郊にあるそのひまわり村近郊

にある一般家庭を訪問するとか、更には一緒に川遊びをするとか、そういうことをし

ながらその日の夕方さよならパーティ等を開きながら２日目の研修を終える。３日目

につきましては、先ほど住民生活課長が述べたように、統一展望台の研修であります

とか、それから国立中央博物館、更にはソウルの中を流れています日本読みでカンコ

ウのクルージングとか、ほか名所旧跡セイガダイ近郊のそういう名所旧跡のあるとこ

ろを研修しまして、３日目早朝、日本の方に向かうということで、お昼頃には福島空

港着というようなスケジュールで海外派遣事務事業を実施しておるところであります。

以上です。

○議長（菅野行雄） ほかに質問ございませんか。

（「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４９号を採決いたします。
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本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 以上で日程による議事が終了いたしましたので、本日の会議を閉じ、

散会いたします。ご苦労さまでございました。（午後３時２２分）


