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平成２３年第２回大玉村議会定例会会議録

第６日 平成２３年３月７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した者。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

教 育 長 押 山 利 一 総 務 課 長 菅 野 卓 也

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 遠 藤 勇 雄

農 政 課 長 鈴 木 幸 一 建 設 課 長 菊 地 健

上下水道課長 押 山 正 弘 住民生活課長 菊 地 平一郎

健康福祉課長 武 田 孝 一 農地再生室長 武 田 好 廣

会 計 管 理 者
佐々木 正 信 教育総務課長 武 田 伸 一

兼 出 納 室 長
農 業 委 員 会

生涯学習課長 舘 下 憲 一 本 多 保 夫
事 務 局 長

アットホーム
菅 野 昭 裕

おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

一般質問

議案審議

質疑・討論・採決（議案第２号～第２０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） なお、本日、傍聴に熊田一郎さんほか５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「安心・安定な村づくりについて」ほか１件の

質問を許します。５番。

○５番（菊地利勝） おはようございます。先に通告いたしました一般質問について、議

長の許可を得ましたので、安心・安定な村づくりほか質問したいと思います。

新年度事業も、定住人口増加対策を中心に子育て支援等を主に予算が配分されてい

るようですけれども、先般の村長の平成２３年度村政執行基本方針の中において、目

指すところということで、いつまでも住み続けていたい村、いつまでも住み続けてい

られる村ということに関しまして私は大変共感しました。それに基づきまして、定住

人口増加対策についてと、公共交通機関の方向付けについて質問したいと思います。

まず、はじめに、村営住宅団地、大山の仲ノ内地内に３２ですか、分譲、完売のよ

うですが、今後新たな住宅団地分譲が予定あるか。先般の一般質問において、平場も

あるけれども、山場と均一に考えているという話を伺いましたけれども、改めて村長

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） お答えをいたします。

定住人口増加対策、これは所信表明の中でも申し上げたとおりであります。理由と

根拠は、持続的なやっぱり村づくり、安心・安定の村づくりというのは、結局は、人

は活力の源である。次世代に後継者がいないということは、結局衰退になるわけでご

ざいますので、しっかりと、そういう面では定住人口増加対策を引き続きやっていき

たいなというふうに考えております。

それから、これからのこうした住宅関係の造成、こういう計画はどうだと。基本的

には、民間で考えております。ただ、民間が今日のように経済不況でございますので、

なかなかちょうどしないということになりますと、こういうときこそ行政が、やっぱ

り時代に変化に対応した対策、これを打たなくちゃならないと、こういうふうに考え

ておりますので、今後も適地であれば、また状況判断で村が直接造成すると、こうい
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うことも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） 先ほど言いましたように、先般の質問の中で、苗畑の辺りでちょっ

と話題が聞き及びましたので、もう一度そこら辺も話できる範囲でお伺いしたいと思

います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 大枠の関係については、前に現時点においての考え方を申し上げま

した。その中の１区画といいますか、３等分の中の１区画ということで、今言ったよ

うな住宅というようなことに現時点で考えております。ついては、それに結局可能な

のかどうか。とにかく調査をする必要がある。地質調査等をする必要があるというこ

とで今回予算に計上させていただいておるわけでありますが、その理由と根拠は、平

場の方には順調に住宅等も増えている。しかし、残念ながら山手の方といいますか、

そういうところは限界集落のような状況になっておりますので、そういう面では、あ

の辺にそういうふうなことを展開することが一つのインパクトになるんではないかな

と、そういうことに考えておるわけであります。まだ場所的に、県道本宮土湯温泉線、

それから県道石筵本宮線、これに通ずる要するに大玉村の山間地帯の南北道路、基幹

道路がそこを通じていると。そういうことも考えると、大変それはあの一帯に対する

影響度が高いんではないかなと、そのように考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） そこら辺、村を中心にながめていただいて、十分検討していただき

たいと思います。

２番に移ります。今回、３２戸の中にはいろいろ個人的なことあると思いますけれ

ども、若い人が多いんではないかなと思います。それで、若い人たちが定着してくれ

る条件は何かということで、ここに書きましたけれども、やはり都会に住む方が田舎

に来ると、文化的なもの、文化施設とか保健福祉関係の充実ということが定着に通じ

るんではないかなと思っておりますけれども、そこで、ここに書いておきました、若

い人たちが特に定着している条件は何かと、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） お答えをいたします。

いろいろの条件はありますが、何と行っても若い人たちに魅力を感じられる、そう

いう地域づくりということについては、やはりこれは子育てに対することが第一番で

あるなと。それから、第２位は何だというと、教育であると思いますね。それと郡山

とか、あるいは本宮とか、あるいは北の方、福島も含めて、要するに勤務するのに交

通の便が良いと、こういうこと。それから、あとは４点目考えられることは、やはり

医療機関関係、医療機関関係に恵まれている。こういうのがやっぱり一番若い人たち

が魅力を感ずる地域条件ということになるんではないかなというふうに考えておりま

す。

○議長（菅野行雄） ５番。
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○５番（菊地利勝） 村長の認識は分かりましたので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、③ということで、村営の賃貸住宅、集合住宅予定あるかということで、これ

は私、大玉１１区の方なんですけれども、私の近くにはだいぶ団地ですか、民間で開

発された団地が多いんですけれども、その中には、もう２０年くらい住んでいるよと、

それで、息子たちが一緒に同居したいんだけど、なかなか住宅事情により同居できな

いと。それで、近くには民間のアパート等あるんですけれども、公共ということで安

いというか、そういうものを造っていただければ、いずれ親の世話を面倒見るので近

くに住まいを構えたいなと、そういう住宅事情があると思います。福島の蓬莱団地あ

たりもそうですけれども、親たちはあれだけれど、子どもたちは一緒に住まないと、

いずれ戻ってくるのかなと思うと、なかなか戻ってこなくて、だいぶ住宅も空いてい

るようですけれども、そこまでいくかどうかはあれとして、私の近くの団地もそのよ

うな傾向があるようです。そこで、特に若い人たちが借りやすい、村には何戸かあり

ますけれども、集合住宅ということであえて挙げておきましたけれども、そこら辺の

考えを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） お答えをいたします。

集合住宅的な、しかも格安に入られる、そういう住宅ということでございますが、

これ、いよいよ大玉村に定住人口増加ということで宅造等をして、なかなか売れない

というようなことであれば、そういうことも考えなければならないなというふうに思

っておりますが、今のところは大体順調に造成などをすると、すぐ完売をすると。そ

ういうふうな状況下でありますので、それとあと民間でアパート、これもかなり最近

造られております。そういう民間アパート等の関係も考慮しますと、そこに集合住宅

的なものをまたやりますと、いったいこれ、その辺とのバランス的にどうなのかなと

いうことも考えなくちゃならない。そういうふうに思っておるわけでありますので、

どちらかというと公共がそういうものについては消極的である。参考までに申し上げ

ますと、現在、村管理の特定賃貸住宅も含めてどのぐらいあるかというと、２６棟の

１７６戸あります。したがって、大体この村管理関係というのは、こういう状況であ

りますので、今のところ、そう積極的には考える必要はないんではないかなというふ

うに思っ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） 集合住宅に関しては分かりました。

次に、４番目ということで、特に高齢者に優しい住まいづくりということで、先般

の一般質問でありましたけれども、言葉尻には高齢者アパート、高齢者等アパートと

なるかもしれませんけれども、だいぶ一人暮らしの高齢者が多いと。そういう中にお

いて、なかなか年金では民間のアパートが借りられないと、そういう救護策も含めて、

特に高齢者に優しい住まいづくりということで村独自で考えているかどうか、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） もろもろの関係については、これは高齢者に対する施策、これは他

自治体等には負けじに取り組みをしているつもりでありますが、今言ったように、も

う少し行政の立場として、あるいは村民挙げて、もっと高齢者の取り組みの姿勢とい

うものはかくあるべしというような、そういうこの、例えば優しい条例のようなもの

を制定というようなことも一つの方法としては考えられるわけでありますが、とにか

く誰でも行く道でありますし、そして、そういう方があっての今日の大玉があるわけ

でありますから、敬う精神、これはやっぱり、しっかりとやっぱり根付かせていかな

ければならない。そうでなければ自治体としては、これは品格がなくなる、そういう

ふうに思っておるわけでございますので、そういう仮称やさしいまちづくり条例と、

こういうことをやはり視野に入れて今後高齢者対策を考えていかなければならないな

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） 定住人口増加については、子どもは宝というところから走りまして、

長く村を支えてくれた高齢者が安心して暮らせる居場所づくりというか、そういう現

在サロン等はありますけれども、また違う形で、そういう行政の方向にいっていただ

きたいなと思っております。

続きまして、(2)の公共交通機関の方向付けについてお伺いしたいと思います。先

般、村の住民アンケートによりますと、先程来の定住促進等々に関しますけれども、

やはり大玉内の交通手段が不便であると。それで、中には村外に移転を考えている主

な理由というと、ポーンと５０％はやはり交通が不便であると、だいぶ強く回答出て

いるようですけれども、その件に関して関連して次の質問をしたいと思います。

村には、福祉バス、広域バス、これは公共バスかちょっと名前じり間違っているか

もしれませんけれども、スクールバス等は対象や利用に対する制約があるようですけ

れども、それぞれの利用状況の変化と営業状況を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） ５番議員さんにお答えいたします。

福祉バスでありますけれども、この福祉バスについては、医療機関の送迎を目的に

毎週月曜日から金曜日まで週５日間運行しておるところであります。今年度の利用状

況等につきましては、１月末現在で５,０００人程度であります。１日当たりの利用

者は、送迎合わせて２０人程度となっております。また、通院、送迎後でございます

けれども、放課後児童クラブの送迎等に活用して、その利用は１月末までに６,０００

人にのぼっておるところであります。福祉バスの利用につきましては、現在減少傾向

にあります。ここ数年は年間６,０００人台で推移しておるところであります。これ

については、患者さんを送迎する病院等が増えている。更には役場職員、ボランティ

アによる外出支援等の事業の影響によるものではないかというふうに考えております。

福祉バスの運行に要する費用は、人件費、維持管理費等で年間約７００万円程度とい

うふうになっております。

次に、広域生活バスでありますが、福島交通で運行していた路線を引き継いだ路線
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であります。本宮岳線が１日４.５往復、本宮竹ノ内線が、糀・免線１日３.５往復で

あります。乗車人員は２１年度決算で１万３,１６４名であります。運賃収入が１５５

万１,０００円で、村補助金が４８５万円となっております。１台当たりの平均乗車

率は４人から６人ということであります。

それから、スクールバスでありますが、本年度利用者が幼稚園で８２人、小学生で

１４３人で、４台のマイクロバスで登下校に対応しております。また、中学校の各種

大会や練習試合、更には社会体育事業等にも利用しておるところであります。年間の

維持管理経費は、２１年度決算で１,７７６万６,０００円となっております。

以上が利用状況、営業状況であります。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 福祉バス、広域バス、スクールバス等も利用状況等を伺いました。

福祉バスについては、乗車率が減っているという状況を確認しました。

それで、２番目に移りたいと思います。交通弱者、どこも交通弱者と言っているよ

うですけれども、高齢者だけの世帯、とかく一人暮らしの方の足の確保ということで、

最近デマンド交通システム、あるいは先ほど説明ありましたように、村においては役

場職員によるボランティア外出支援等々あるようですけれども、やはり今の時代に合

った多目的交通システム等の導入の考えがあるかということで、ちなみに隣の本宮市

さんですか、昨年あたりから旧白沢村については、だいぶ前からやっているんですけ

れども、取り入れてだいぶ好評のようです。そこら辺を併せ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） お答えをいたします。

現況のバスの利用状況は、今、企財課長の方から答弁のとおりでありますが、それ

でも、これはまだまだやっぱり不便を来している方がいるということは認識をいたし

ております。その人たちをどう救うかということについては、今あったような、そう

いうことも視野に入れ、かつまた、今、役場職員が要するに外出支援ということでや

っておりますので、これは、いずれ我が行く道でありますから、こういうものこそＮ

ＰＯみたいな、要するに奉仕活動といいますか、そういう支援組織、こういうものを

作って、そして、その参加できる方、協力できる方に協力をしていただく。そして、

それが長く続くことによって、いずれ自らもお世話になると、こういうふうな一つの

交通の拠点といいますか、弱者に対する、そんなものをこれから考えていく必要があ

るのかなと。いずれにせよ、現実に困っている方がいることは認識をいたしておりま

すので、そうしたことを十分検討して、なるだけ早い時期に具現化をしていきたいと

いうふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 改めて、デマンド交通について、村長、多目的交通システム等に入

ると思うんですけれども、どこら辺までの認識、現在しているか、お伺いしたいと思

います。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） デマンド交通というふうなことでやられている、そういうことも聞

いておりますので、そういうことも含めて、あと先ほど私が申し上げた、そういうこ

と等の立ち上げというようなことも総合的にこれから検討をよくしていきたいなとい

うふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 分かりました。十分検討していただきたいと思います。

３番目に、だいぶ村長の答弁の中に入っておりますけれども、高齢者の交通事故発

生の高さによる公共交通の利用、再検討されたか伺いたいと。ここに書きましたのは、

高齢者の交通事故は減っておりますけれども、高齢者、年齢的には６５歳以上という

統計的なことあると思うんですけれども、高齢者の交通事故が増えているということ

で、中には運転はやめたいんだけれども、なかなか足の便が悪いと、そういうことで

無理して運転している方もいるんではないかなと思われますけれども、やはり、ある

ところの自治体によっては、免許証返還によりいろんなタクシーの割引券とか、デマ

ンド交通できれば、そういう関係のことができるんではないかなと思っておりますけ

れども、この中で私言いたいのは、高齢者の安全運転に伴って免許返還時、村独自に

何か検討しているか、あるいは過去に検討したことがあるか、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） お答えをいたします。

高齢者の事故の関係の実態多いというのは、私もよく承知しておりまして、免許を

返還をする時点に、そういう方々に対してどうするかというのは、これは先ほども申

し上げましたが、いずれにせよ、交通に不便を来している高齢者等に対しては、十分

そういう支援する組織、こういうものをやっぱり立ち上げてやらないと、公共で全部

これ公共バスがどうのこうのということになりますと、永続性に難しいと思います。

したがって、これはやっぱり民間力をもって持続的なものにつなげていくと、これが

大切かなと、こういうものこそやっぱり住民参加、協働の村づくりということになる

というふうに考えておりますので、そういう方法で、これからやっぱり考えていくの

が前向きなのかなというふうに思っているところであります。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 公共交通機関の方向付けについては、柔軟で当然わたると思います

けれども、小回りの効く交通体系を確立していただき、地域に合った公共交通機関を

是非、良い方向で検討していただきたいと思っております。

次に、大きい２番目の社会体育事業の方に移りたいと思います。まず、(1)として、

各事業の成果、いろいろ社会体育事業として毎年継続しているようですけれども、私

からすれば村内スポーツ人口は減っているような懸念がしますけれども、そこら辺の

各事業の成果と経過ということで、ご質問したいと思います。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。
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○生涯学習課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。

社会体育事業でございますが、本年度はスポーツクラブと協賛いたしまして様々な

事業を展開しております。主な事業につきましては、小学生の水泳大会、４年生から

６年生を対象に７月２３日に村民プールで２６６名の参加で行っております。次に、

夏山トレッキングでございますが、福島県内の百名山を目指すということで、本年度

は７月２５日、会津駒ヶ岳の方に１４名の参加で行っております。次に、スポーツテ

ストでございますが、８月２９日に村民体育館におきまして、５４名の参加でスポー

ツテストを行っております。それぞれの事業の成果につきましては、成果報告書の中

身のとおりでございますが、人口につきましては、スポーツクラブにつきましては、

大変残念ながら景気低迷のことも関係するのかと思いますが、残念ながら年々減少を

しております。しかし、体育関係の施設の利用につきましては、村民体育館が、これ

は２１年度の成果報告になりますが、村民体育館が前年度比２.８％の伸びを見せて

おります。それから、運動場が５１.７％ということで、こちらは運動会、２１年度

に行いましたので、その関係があるのかなと思います。それから、テニスコートが

１５％ほど前年度より伸びているということで、利用者数につきましては増えており

ますが、スポーツクラブの人口は残念ながらちょっと減っている。反面、村内を見ま

すと、夜間とか早朝、かなりウォーキング等をやって健康に留意されている方がおり

ますので、そういった方にスポーツクラブの方で専門的なインストラクターで教室を

開くなどして、指導を行っ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） ５番。

○５番（菊地利勝） 各事業に関しては、傾向等々を伺いました。

次に、２番目に、村づくりアンケートによると、なんか学習してみたいと、その中

においては、特に健康的なスポーツをすることということで、なかなか入り口が難し

いかなと思いますけれども、住民の方向付けとしてどのように担当で考えているか、

お伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。

村の振興計画のアンケートによりますと、どのような学習内容をしてみたいかとい

うような質問の中で、趣味や習い事を抜いて０.１ポイント差なんですが、いちばん

多いのが健康スポーツ的なものということでの内容でございました。これにつきまし

ては、村の方ではスポーツクラブをきっかけに、村民の多くの方にスポーツを楽しん

でいただきたいというふうに考えておりますが、なかなか会費等がございまして、そ

の関係で人数が増えないのかなというようなことを考えております。しかし、いろん

な行事を開催しておりますと、やはり参加してみたいという方が気軽に参加したいと

いう要望が非常に多うございました。２月２７日に体育協会主催でスポーツ交流会な

どを開催しておりましたが、そちらも、やはり村民の方が気軽に参加できるので、で

きれば月１回ぐらいやってもらえると、体育館を開放してもらえるといいなというこ

とで、やはり体育館の場合ですと、どうしても競技種目の方が中心になって利用して
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おりますので、一般の方が気軽に来てちょっとやるということは、ちょっと難しいの

かなという部分もあるので、今後はスポーツクラブと体育協会と協力しながら、なる

べく多くの方が気軽にスポーツ等に取り組めるよう努力していきたいと思います。

以上です。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） アンケートにより村民の付託ということで、確かに体育関係、スポ

ーツはやってみたいけど、どういうふうに入るかなと、入り口がなかなか大変かなと

思いますけれども、それにおいて現在、体育指導員とかいろいろあるようですけれど

も、若干、体育指導員の傾向とか、もし変わっているところありましたら、体育指導

員の事業関係の話をお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。

体育指導員につきましては、現在１５名の方にお願いして、年間活動していただい

ております。主な中身につきましては、福島駅伝等のサポートということであったり、

あと村の方で開催する行事のご指導等をお願いしているところでございますが、２３

年度から新たにではないんですが、スポーツクラブ立ち上げ当初、だいぶ体育指導員

の方にお世話になってやってきまして３年目になるわけですが、それぞれサークル等

が立ち上がり独自に活動を活発にできるようになったということで、若干体育指導員

の方の手が離れている部分があります。やはり、そういうところは少し活動が弱まっ

ているようなところもございますので、新年度からは更に、そういったスポーツクラ

ブの方のそれぞれの種目で体育指導員の方に協力していただいて、活発に活動を続け

ていきたいと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 体育指導員の方の活動しやすい環境というか、自主的になると思う

んですけれども、そこら辺のご指導を担当よろしくお願いしたいと思います。

最後になりますけれども、先程来から出ている生涯スポーツということで、大玉村

スポーツクラブも出来て３年目ということで、だいぶ底辺が広がったかなと思います

けれども、既存の体育協会の位置づけ、あるいはスポーツクラブとの関わり合い、ど

のように考えているか、ちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。

大玉スポーツクラブと体協の位置づけということでございます。スポーツクラブに

つきましては、スポーツの底辺を広げるということで、先程来も出ておりますが、村

民の皆さんが気軽にスポーツに取り組めるようにということで組織されたものでござ

います。体育協会につきましては、競技スポーツということでございます。日本体育

協会も発足して１００年を迎えるということで、オリンピックを目指して頑張ってき

たという中身で、体育協会の方はどちらかというと専門性、競技性を持った中身とい

うことで、それぞれ村内で組織する団体が登録して活動しているところだと思います。
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スポーツクラブは、底辺を広げるだけということではなく、そこで例えば競技スポー

ツの方にちょっと移ってみたいなというような部分まで取り組んで、それを体育協会

の方でチームの登録等をして活発に活動していくということを今目指してやっており

ます。以上です。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） スポーツクラブ、体協については、やはり村民の体育、健康増進と

いうことで目的は同じなので、事務担当になると思うんですけれども、そこら辺をよ

ろしくお願いしたいと思います。

最後に、社会体育について村長にお伺いしたいと思います。よく住民に感動を与え

たというような話を聞きますと、やはりスポーツ人の育成というのは大変重要ではな

いかなと思っております。特に大玉村において、例えば大玉村からオリンピック選手

を出そうとか、そういう一大目標を持って体協に、あるいは村民の健康維持の体育に

ついて、そういう考えがあるか、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） お答えをいたします。

停滞ムードの状況下にあって、すばらしい方がボンと出ることによって、これが大

きな元気を与えることは間違いない。そういうことで、これはやっぱりスポーツとか

科学とかそうでありますが、例えばノーベル賞、鈴木先生とか根岸先生がいただいた。

あるいははやぶさが帰還した。こういうことが大変なこれ我々に対する一つの力を与

えてもらっておるわけでありますから、そういう面で、やっぱりスポーツとかという

ことについても、これはそういう方が出られるということは、なにほど大玉住民に対

する励ましにつながるか分からないなと、そんなふうに思っておるわけでありますが、

要は、そういう特定の方を出すということよりも大切なことは、心身共に健全な、そ

ういうためのこれは底辺を拡大するというのがこれ一大目標でありますから、それは

当然のことであります。そういう中で特筆ある、ずば抜けた、そういう方が出ていた

だくということは、これはまた大いに結構である。そういうことで、では大玉村は何

がなんだということでありますけれども、これ一概に、こういう種目、ああいう種目

というふうなことは言われませんが、ただ、大玉のいろんな指導事業とか、そういう

ところから見ると、あるいは教育委員会等で検討している種目等というと、重点主義

に子どもたちの教育の関係では、スポーツ関係では例えば剣道とかというようなこと

について、そういう防具関係等も予算措置をして、これを購入をするような段取りを

しているわけでありますが、そういう指導陣容の揃っているようなところ、こういっ

たものをやっぱり重点的、しかし、先ほど言ったように、これは健康づくりのために

はこれはスポーツの一大目標でありますから、そういうことの上に立っての、なおか

つうんぬんということであれば、そういうのが手っ取り早いところ。それから、あと

は個々人の努力でなんとかなるといえば、やっぱりマラソンのようなもの、こういう

ことについて、やはりこういう小さな村というのは意を注ぐと。特色あるものに意を

注いでいくということがやっぱり大切なんではないかなというふうに思っております。
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○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） 通告書にはなかったんですけれども、社会体育事業ということで、

今回教育長の方にお伺いしたいんですけれども、柔道、剣道を取り入れると、学校の

教育にということで。剣道を大玉は選んだようですけれども、今回いろいろ予算化し

てあるようですけれども、現在の時点で教育長の話せる範囲でお伺いしたいと思いま

す。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。

中学校の武術関係で大玉村は剣道を選びましたが、これは指導要領の完全実施が

２４年度からということですので、今２２年度から先駆けて剣道を始めたということ

で、今中学１年生が剣道に取り組んでおります。５０組揃えましたので、全員がやれ

ると。それからあと平成２３年度につきましては、１、２年生が剣道に取り組む。そ

して、指導要領完全実施の２４年には、１年から３年までがすべて剣道に取り組むと

いう段取りになっています。以上です。

○議長（菅野行雄） ５番。

○５番（菊地利勝） ありがとうございました。

通告書にはなかったんですけれども、社会体育事業ということで、村民のスポーツ

振興ということで、教育の場の状況をちょっと伺いしたかったもので質問しました。

以上で質問を終わります。

○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） ここで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３７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「大玉村の人口動態に関連し

て」ほか４件の質問を許します。１１番。

○１１番（遠藤文一） １１番遠藤文一です。これより平成２３年３月定例議会における

一般質問を行います。

はじめに、大玉村の人口動態に関連した件について伺います。昨年実施された国勢

調査の速報値が公表されておりますが、本村における平成１２年、１７年、２２年の

各９月末の住民基本台帳の人口とその増減の推移について伺います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） １１番議員さんにお答えいたします。

平成１２年、１７年、２２年各９月末の住民基本台帳の人口についてということで

ございますが、まず、平成１２年につきましては８,５７６人、平成１７年が８,５９５

人、平成２２年が８,６００人であります。増減につきましては、すべて増加という
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ことでございますが、１７年については、１２年と比較して１９人の増、２２年につ

きましては、１７年と比較して５人の増ということになっております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 私の計算ですと、過去１０年間の人口増は国勢調査では１８０人

でありますが、本村の住民基本台帳の人口は２４人増えております。この差は、どう

いうことなのか説明いただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

住民基本台帳の人口につきましては、外国人を含まない台帳に登録されている人口

ということになります。国勢調査の人口につきましては、調査時点、各１０月１日に

なりますけれども、その１０月１日付で実際に住んでいる人口ということになります

ので、差につきましては、住所は大玉村にあっても実際には例えば学校にいって住所

を動かさないで他市町村に住んでいるとか、そういったことで人口等の差があるとい

うふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） その関連でございますが、本年度、２２年度の国勢調査人口と住

民基本台帳人口との差は１３名ということでありますから、よほど現実に近くなった

というか、差がなくなっているということは、住所はあるけど、やはり学生なんかが

とか、例えば出稼ぎなんかというふうな場合で差があるということですが、今度の国

勢調査については１３名ということでありますから、この数字を今後の大玉村の人口

動態の参考とするには、なかなか納得いくような数字になっているのかなというふう

に思っているところでございます。

そこで、多くの自治体が人口減少の状況下において、人口が増加している事実は喜

ばしいことと思いますが、昨年の成果報告書によれば、出生７４人、死亡１０３人で、

自然減の状況であります。これらも含めてこの人口増の結果をどのように分析され、

その原因と評価について、それぞれどうであったのか伺います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） １１番議員さんにお答えいたします。

自然増減又は社会増減ということで、人口の増減ございますけれども、２２年度に

つきましては、社会増減で１０３名増加しております。これは２月末時点ということ

になります。自然増減につきましては、出生と死亡の差ということで、出生が多けれ

ば自然増というようなことになるわけですけれども、２２年の２月末では現在３名増

ということになっております。今までの傾向としては、社会増減については若干減少

傾向、ここにきて社会増減で増加傾向ということで、２１年につきましては社会増減

で１０名増だったものが、今年度は２月末ということですけれども、１０３名になっ

ていると。自然増減の方ですと、前年度でマイナス２８名ということだったんですが、

今年度は２月末時点で３名増えているということで、自然増についても出生が多くな

っているというような傾向が見られるということでございます。以上です。
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○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 多くの自治体が人口減少している状況の中で、大玉村は微増であ

っても増加してるということについて、村長はどのような原因というふうにとらえて

おるのか、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） お答えいたします。

簡潔にいうならば、大玉に若い層が主として住んでいただける、こういう実態であ

ります。今、担当課長から答弁ありましたように、自然増減関係では、これはやはり

減になっている。そういう、そのままでは困るということで、定住人口をこれはぶっ

ているわけです。これは議会等のご理解とご協力もいただいて、順調に進んでいると。

だから、社会増減で結局増になっていると。したがって、その自然増減と社会増減の

両方でもって、結果的には微増ではありますが、増につながっている、そういう結果

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） 次に、人口増に比例した自主財源の比率について伺いたいと思い

ます。本村では、どのようにこれを把握されているのか伺いたいと思います。

先日行われた女性議会においても、人口の増加がもたらすプラス面について、村長

はるる説明されておりましたが、結果的に財政にもたらすプラス、あるいはマイナス

面について、どのように説明でき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いたします。

人口が増えれば、当然住宅も建つわけでありますし、住民税でありますとか固定資

産税、更には人口を測定単位とする地方交付税、基準財政需要額に反映されて、これ

らが自主財源の増につながるということであります。歳入の自主性、自立を示す指標

で、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数字である財政力指数という指数があ

るわけでありますが、平成５年度につきましては０.２６１、それが平成２１年度で

は０.４０４というような形で、指標についても財源の増が図られている。更には、

平成５年当時、地方税、村税でありますが、６億１,０００万程度だった村税が、途

中、住民税の税源移譲等もありましたが、平成２１年度決算では８億５,０００万円

程度になっているという、これらが示す数値で見れば、定住人口増によりまして自主

財源の比率が上がったというようなことが考えられると思います。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 人口が増えて固定資産税や民税が増えたとき、基準財政需要額と

基準財政収入額が同じくなる人口は、現在の数値からして何人というのを予測される

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） 人口だけで、基準財政需要額と収入額が１ということにな

るわけでありますから、人口だけではなかなか難しい部分はあると思います。人口も
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それなりに増えながら、なおかつ大きな企業、こういうものが来れば、おのずと西郷

村みたいな形での１というような数字が出てくると思いますが、現在、具体的に人口

何人というような形での試算はしておりません。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 要するに、定住人口をどんどん増やしても、人口の増加によって

交付税の不交付団体になり得るということはあり得ないというふうに理解していいの

かな、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。

あり得ないとは申しておりません。その数字がどのぐらいになって、どのぐらいの

住民税等が入るか、その辺の試算はまだしておりませんので、現在それについてお答

えできないというようなことで、ご了承願いたいと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 大玉村広報の１１月、毎年決算について報告しておると思うんで

すが、一般会計決算状況の村民１人当たりが負担した税金として報告されております

が、それを１とした場合、村民１人当たりに使われたお金が約４であります。これが

２対４とか３対４とかになり得るのか、それらについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 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。

財政状況の１人当たりの負担額、１人当たりの使われた額ということについては、

これからますます定住人口増加対策の施策を推進しながら、この数字が少しでも上が

るような形で、そういうふうな形にしたいというような考えではおりますけれども、

それがいつ、どの時点で、どういう人口のときになるかは大変申し訳ありませんが、

現在そういう試算はしておりません。ただ、そういう形で定住人口増加対策を進めて

いくというような形で現在進んでいるところであります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 私、聞きたかったのは、人口増えることによって自主財源率がど

んどん上がっていると。例えば、さっき説明したように、２．なにがしから０.４に

なっているということであれば、その率でいけば、どんどん同じくなってしまうとい

う状況があろうかと思います。しかし、人口が多いからって、よその市町村で同じく

なっているというのは、人口でなっているということはないと思うんですよ。だから、

いかに人口が増えても、その自主財源、要するに基準財政需要額と基準財政収入額が

同じくなるということは考えられない。よその市町村の状況から判断して。ですから、

定住人口を増やしても、先ほど言われたように民税、あるいは固定資産がどんどん入

ったと。そして、自主財源が増えてきますよとはいっても、それは一定の比率までが

増加するところだろうと。であるならば、大玉村のこの人口増加を見たうえで、どの

辺まで自主財源が比率が上がっていくというふうに考えられるか、おおよそでも結構

でございますし、希望的観測でもいいから伺いたいと思います。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

これはね、世の中はどんどん今、過疎化の傾向が多いんです。人は活力の源、これ

土台なんです。したがって、この高齢化率が６５とか、１００人のうち６５歳以上が

６５人いると、そういうところはなんぼ立派なことを言ったって、これはその地域は

持続していけないんです。衰退していくんです。だから、一家と同じなんだね。後継

者がいなくちゃならない。自治体も持続していくためには、大玉村がやっぱりしっか

りと持続していくためには、次世代の人材がやっぱり住み着いて、それを確立してい

かなくちゃならない。そのために最終的には人は活力の源なんです。だから、そうい

うことで、やはり財政力指数も先ほど担当課長が話したように、着実に大玉は上がっ

てきておりますよと。財政の面と人口の増で、じゃ、１になるのにはどうなんだ。こ

れ、そういう面で角度で考えるならば、人口増にしなくてもいいんですよ。ひとつ例

えば大きいボンとした企業でも来れば、これは一発で１超えるということもあるんで

す。じゃ果たして、それで自治体が成り立つのか。今の日本のこういう税の仕組みそ

のものを、これを例えば北欧のように変えるのなら別ですよ。国で必要なものだけを

きちっといただいて、そして国家のその責務を果たす。あとは地方の必要なものは地

方が自らが、結局こういうことに必要だからこういうことで、こういう税を結局生み

出すというようなことで、そういう税の仕組みだったらいいんですが、日本は言うな

れば３分の２弱国が吸い取って、取って、３分の１だけが地方税なんですね。そうす

ると、国は３分の１大体かかる国家の経費をかけて、あと３分の１弱程度をわかりや

すくいえば、これを要するにコントロールしているわけですよ、交付税という仕組み

で。だから、税の仕組みそのものを変えなくちゃならない。だから、一概に人口の問

題と財政力指数の問題、これを論ずること自体が、これが何といいますか、そういう

ことは成り立たないんです。だから、そこが１１番議員は人口と財政力指数と、これ

を結びつけるということ自体にこれはやっぱり出発点に問題が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） 定住人口を増やしますと、なんで増やすんだと、固定資産が入り

ます、民税が入ります。だから定住人口を増やすんだというから、私は定住人口を増

やせば、さぞかしバラ色の大玉村がくるのかなと思った観点から私は質問してみたん

ですが、やはり定住人口を増やしただけでは、やっぱりだめだということは明確であ

るというふうに私は思っております。

次に、過去３５年間の大玉中卒業生から見た人口動態について伺います。昭和５０

年度から平成２１年度までの大玉中を卒業した人数と、その同じ年代に併せた大玉村

の現在の人口と、その差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。

私の方では、卒業生の人数について把握しておりますが、その人口との差はちょっ
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と調べておりませんので、ご了承いただきたいと思います。各年度ごとに申し上げて

よろしいんでしょうか。各年度でよろしいんですね。それでは申し上げます。昭和

５０年度が１４８名です。トータルでですか、すみませんでした。２１年度までです

ね。合計卒業生が４,２１２名です。５０年度から２１年度までの卒業生４,２１２名

でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ただいまのトータルに対する人口のトータルというよう

な形ですか。ちょっとそういう数字は今、持ち合わせておりませんので、後ほどお答

えしたいと思います。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 要するに私言いたいのは、これは私、計算した数字だから多少違

っているかもしれないけど、５０年から２１年度まで卒業した人４,２０５名、２２

年の１２月末の１６歳から１５０歳までの人口は３,５６９名、転入、転出の差し引

きが６３６名の転出超過、年間平均約１８人の転出超過と、こういうふうな実態であ

ります。

卒業された方でも、不幸にして亡くなっている方もおられるかもしれませんが、そ

の傾向は理解していただけると思います。つまり、生産年齢に該当する部分で、これ

だけの転出超過であります。この実態についての見解を村長に伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは一概に、そういう数字でもってどうだ、こうだと言われても、

まあ、満足だという答弁はこれできないわけでありますが、現実は現実だわね。そう

いうことだから、間違いなく減っているのは間違いないんです。そういうことだから、

これは、やはり自治体としての基盤をしっかりつくっていくのには、これはやっぱり

人だと、人は活力の源なんだということで、これ政策をぶってきたんだわね。原因は

いろいろある。例えば住宅造りたくともできなかったという経過もあるんだね。そう

いう長年続いた経過もあるんです。それをこれ皆さん方のご協力によって、今の住宅

等もできることになった。これは大変感謝をしておるんです。参考までに、私これ去

年の１２月末までの大玉村にどのくらいの住宅出来ているか。平成５年から住宅関係

とか今の店舗とかのそういう関係も含めてでありますが、１,３１０戸出来ているん

です。１,３１０戸。これいったい、例えば農振の地域内だけで、地域外がこれでき

ないということであれば、いったい何戸出来たんだろうなと。こういうことでこれは

やっぱり、こういうものがそれ固定資産税等にはね返ってきているのは間違いないん

です。また、人もそれなりに結局、国勢調査のように増えてきているのも間違いない

んです。それから、要するに人がこれ先ほど言った財政の問題ね。それが必ずしも財

政と人口というのは１ということにはつながりませんけれども、しかし、なによりも

かによりも大切なのは、これはやっぱり人なんです。そして、間違いなく財政力指数

が、こうした積み重ねによって０.２なにがしが０.４０４に上がってきていると、こ

れは既成の事実なんです。大玉の場合は高齢化率だってこれ２２.７％なんです、ご



- 125 -

く新しい数字で。これが４５とか５０というのもあるんですよ。２２.７といえば、

これは県下５９市町村で１０番ぐらいに入っているんです。だから、そういう人口構

造というものを堅持していくところに自治体としてのやはりこれはしっかりした基盤

が確立されている。人口構造上もそこにしっかりと生産労働人口、それから年少人口、

高齢人口は今言った２２.７、こういうバランスというものが保たれているな。また、

それをしっかりと、やっぱり堅持していく必要があるなということに考えておるわけ

であります。だから、今言ったようなことで、それがいったいどういうふうになって

いるんだとか、ただはっきり言えることは、こういう事実の結果によって、それが財

政にも結びつき、大玉村の活力に結びついているんでないかということを分かってい

ただきたいなというふうに思っておるわけであります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 先日、総務省が公表した２０１０年の住民基本台帳に基づく人口

移動報告によれば、東京圏の転入超過は９万２,８００人余りだそうであります。そ

れでも移動の機会が多い若者が、少子化に伴い減っており、１０万人を割ったとのこ

とであります。本村では、子育て応援村大玉村の魅力とか、子育て支援が充実してい

るとかということで、ホームページ等々で説明されておりますが、保健サービスから

保育所や幼稚園に至までの数々の手当や助成制度があり、そのうえ１８歳まで医療費

を無料にするようでありますが、蝶よ花よと育てたけれども、大玉村でも平均年間約

１８名が村外に流出していることになります。子育てのしやすい、子育てに本気で取

り組んでいる農山村部から東京圏などへ流出しておりますことも事実であります。自

然の成り行きかもしれませんが、なんとなく割り切れないところがございます。そこ

で村長の見解を伺うとともに、納得いく施策があれば併せて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

大切なことは、自分の大玉村の自治体のしっかりした基盤、これをやっぱり持続で

きる村づくりをしていくということ。と同時に、自治体は国づくりの礎をなしている

んです。自治体は国づくりの礎なんです。自治体がしっかりして、そして国に結局積

み重ねによって国づくりにつながっているんです。結果的には、これは国家も健全に

なるんです。残念ながら日本の今の人口構造というのは、生産労働人口も下降線なん

です。高齢人口は上昇線、年少人口も下降線なんです。何を意味するか。これは衰退

を意味しているんです。外国にも、そういう例があったんです。例えば、今のイギリ

ス。イギリスも１回下がっているんです。下がっているやつをこれじゃ大変だという

ことで、これを上げる努力をしたんです。フランスもそうなんです。フランスも１回

下がっているんです、これ合計特殊出生率。これじゃ大変だということで、シラク大

統領の時代に、これをフランスの国家をフランスの国民でしっかり堅持していかなく

ちゃならないということで、これを上がる政策をとったんです。今、だから２.０以

上になったんです、フランスも。イギリスもなったんです。そして、じゃ。我が国は

どうだというと、今１.３７なんです。というようなことだから、このままでは。じ
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ゃ衰退すればいいのかと。そうではないんだね。これは外国人は増えているわけです

から。そういうことを考えると、国のことは国家でこれはやるわけだけれども、自治

体のことは自治体としてしっかりやらなくちゃならん。そして、そういうふうにもろ

もろの自治体が心がけてやっていけば、これは自治体というのは国づくりの礎をなし

ているんだと。だから、国家のやっぱり一つの石垣としてその責任を果たす、これが

自治体づくりの役割である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、ふれあい広場の芝生化した根拠と決算額について伺いたい

と思います。

今後、保育所や幼稚園にも取り入れるとのことでありましたし、学校施設の芝生化

を推進するとのことでありますが、その推進する根拠について伺うとともに、ふれあ

い広場における事業個別の決算額等々について伺いたいと思います。

○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。

ふれあい広場の芝生化の根拠と決算額についてでございますが、ふれあい広場につ

きましては、芝生化を含めた利活用の環境整備を行っております。まず根拠、整備の

目的でございますが、地域の交流の促進と産業振興に寄与し、より以上地域に親しめ

る利用しやすい広場とするためであり、特に公園、子どもの遊び場、憩いの場として

ふれあい広場をより以上活用していただくため芝生化を行ったところでございます。

そうした中で決算額、事業費でございますが、芝生化につきましては、２１年度に国

道と県道の交差点の一部を実施し、２２年度に残りの芝生化を行ったところでござい

ますが、芝生とスプリンクラー１１基と乗用の芝刈り機１台等を合計しまして、芝生

化にかかる事業費については７２４万でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 議長、こういうことを質問していいかどうか判断してもらってい

いんだけど、今、おれ芝生化について学校でも幼稚園にその芝生化を推進するという

ことのようでありますが、それらについての根拠について伺いたいと思うんですが。

○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。

まず、園庭を芝生にするということ、子どもたち、室内だけではなくて園庭で遊ぶ

機会が大変多いですので、園庭で、まず一番は、やはり芝生化されますと、寝転んだ

り走ったりしても転んでもケガをしないということが大変大きいことと、それから室

内にあまりいないで、芝生化すると子どもたちは喜んで外に出たがるということで、

休み時間とか、そういう時間帯により多く外で体を動かすというようなことが報告さ

れております。それから、もう１つは、環境として芝生化をしますと、大変これはそ

ういうデータがあるそうですが、温度が大変低くなると。ですから、夏の暑いときに

園庭で遊んでいても、土の上で遊ぶのとは温度感覚がだいぶ違うというふうに言われ

ております。基本的には、芝生化して青々とした上で遊んでいただくというのが、い
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ちばん最大のメリットだというふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、ジャパンシンドロームと言われている本村の実態と対応に

ついて伺います。現在までの少子化、そして、そのまま推移するなら私が言うまでも

なく、大変な事態になると思います。今後、大玉の人口が３万や５万になったって解

決できる問題ではありません。だから、そこから、今から何を、どうすべきか。国や

県はさておいても、大玉村においては十分議論すべきと思いますが、予測される状況

を伺うとともに、村長は危機感を持っている方なのか、あるいは楽観的に見ておられ

る方なのか、伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほども申し上げましたが、これはやっぱり国家的には危機感を持

っていますね。しっかりしろと。私は、４つの安全保障があると思っているんです。

国家の安全保障、それから、あとはエネルギーの安全保障、食料の安全保障、もう１

つ、次世代の人材確保安全保障。次世代の人材確保安全保障は、先ほど言ったとおり。

これは、そういうことを考えると、これは正に日本症候群、ジャパンシンドローム。

だから自治体として、これはよそのことは別として、我が自治体としてはしっかり責

任を果たさなくちゃならないということに考えておるわけです。最終的には、人は活

力の源だよ、人口構造しっかりしなければならないよという自治体づくり。持続性の

ある自治体づくりは、そこにある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） 今、答弁も、先ほどもありましたが、大玉の子どもたちも、よそ

の子どもたちも、これからの日本を背負わなければならないとするなら、子育ては国

の責任で行うことを主張し、実行させるべきと、村長の今の立場で声を大にして頑張

っていただきたいなというふうに思う部分であります。しかし、本村でも産み育てや

すい制度、環境の整備も必要だと思いますが、いちばん問題なのは、支える人と支え

られる人とのバランスの問題だろうというふうにも思っております。そこで、その対

応の一策として、心身共に健康で自己管理のできる高齢者や人の世話ができる健康高

齢者の養成等々が考えられますが、そして、その来るべき時期をなんとか乗り越えら

れないかというふうに思っておりますが、具体的に村長が何か施策を持っているとす

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） 結論的に言えば、これは国の役割、それから自治体の役割、こうい

うふうにやっぱりしっかりとしなくちゃならないなと。その前提としては税の仕組み、

こういうものもやっぱり国民的議論を、１８６８年、明治維新以来これ１４２年経っ

ているわけですから、１４２年国家の統治機構そのものは変わっていないんですね。

国家の統治機構は。当時は幕藩体制を、要するに２７０～２８０あった殿様をこれを

結局国家統一を明治維新にやった、１８６８年。そのときは強力な統一力というのが

必要だった。そこから１４２年経っているんですから、だから今度はもっと早く本来
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ならば地方分権とかと、国には国の役割、地方には地方の役割と、こういうやっぱり

仕組みづくりをする必要があったなというふうに思っておるんです。口だけではなく

して、現実的にはやっぱりそういうことを移行しなくちゃならなかったなと、こう考

えております。ただ、そういうことを言っても、これはどうしようもないことで、現

実がものを言うわけでありますから、だから、せめて現行の制度の中で何と何と何は

と先ほど安全保障言いました。こういうことは国策としてやってくださいよ。例えば

農業政策のようなもの、自給率今４０％じゃないか、これは少なくとも７０～８０％

に持っていけと。食べ物がなくなったらばどうなんだ、これはやっぱり国の役割とし

てやってくださいよ。それからあとは、今の次世代の人材確保、こういうのもしっか

りと、これは東京は１.０なんです、合計特殊出生率。福島県は１.５２、全国平均は

１.３７なんです。これは２.０いなければ今の人口を維持できないというのがはっき

りしているんですから。だから、例えば国立社会保障人口問題研究所で福島県の推計

値出しているんだわね。平成２６年には２００万切るんです。１９７万４,０００に

なるんです。平成４７年には１６１万になるんです。これは、なるというのははっき

りしてるんですから。間違いなくそういうことに今度の国勢調査でも、ああ、そうだ

なというふうになるんです、これ。だから、そうなる数字が出ているんだから、大玉

村も構わないでおけば、そういうふうなことになる。だから、そのためにはどう政策

を打つかということでやるのが、これが首長だとか住民の代表に選ばれている議員の

これはやっぱり責務なんです。だから、今のこの時代認識というのは、そういうふう

にしておりますし、その役割を考えれば、子育てのようなものとか、そういう食料の

安全保障とか、次世代の人材確保安全保障という視点に立って、こういうものはしっ

かりと、例えばフランスだとか、スウェーデンだとか、そういう先進国の良いところ

を見習って、これはやっぱり国家の責任でやるべきなんだ、国家の責任でやるべきな

んだ。それから、今言った困ったときね、要するに自分がお医者さんに行くとか、そ

ういうときには、これはやっぱり医療関係とかというのは、こういうのもちゃんと、

しっかりと国家の責任で、そういうシステムを責任上これはそういうシステム作りを

する。例えば極端に言えば、お金のある人は医者にかかれると、お金のない人は医者

にかかれないと、怠けて働かないような人は別としても、そのお金がないために医者

にもかかれない、こういうことであっては困る。やっぱり、ちゃんと人間ということ

で産まれれば、ちゃんと医者にもかかれると、こういうふうなやっぱり社会の、いっ

ぺんにはいかないけれども、そういうやっぱり仕組みづくりを徐々に、徐々にやって

いくという、これはやっぱり国家の責任の果たす役割だと思うね。それから、教育の

問題。こういうのもやっぱり国家でしっかりと次世代の人間教育をということで、こ

れはやっぱり責任を持たなくちゃならない。教育のような問題。だから、こういうふ

うに今言った安全保障の食糧の問題とか、それから医療の問題とか、それから教育の

問題とか、子育てに関する問題とか、こういうのはちゃんと国家の責任でやっていた

だきたい。これは要望もしておりますが、そういうことで要望もする。また、自分の

できる自治体では自分の自前の努力を、やっぱりこれは国がなかなかそこまでいかな
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いところは自前努力を結局先駆けてやっていかざるを得ないなということで、ご理解

をいただいていろんな取り組みをしてきているのが、結果的には先程来言っている人

口の問題とか何かに実績として、実数として現れているというふうにご理解をいただ

きたいなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） ここで提案したいと思うんですが、提案する何ものもないような

気もしますが、学校施設の芝生化推進事業、これ、それなりの根拠があってやると思

います。期待した答弁は、商工会で大変に良かったという話、あれに乗っているのか

なと思って私は実はこの質問を取り上げたところでありますが、とにかく芝生化につ

いては、それなりに評価しているのかなというふうに理解しております。また、ゲー

トボール人口よりグランドゴルフ人口が多くなっているというふうにも聞いておりま

す。また、産業建設常任委員会で提案しましたパークゴルフ場、これについても十分

考えていただきたいなというふうに思っております。そこで、皿久保の横堀平ですか、

あそこの現在の共有地、あそこをまず芝生化しちゃって、今ジョギングしたり歩いて

いる人に、裸足で芝生の上を歩くと健康的に良いんだとなると、こういうことで、ま

ずそういうスペースもつくると。まだまだ日本でここだけだと、裸足でパークゴルフ

をやるのはここだけなんだよと、とにかく裸足でやったら元気になっちゃったとか、

それはないにしろ、そういう一つのパークゴルフ場。あれだけ大きければ、子どもが

小学校、中学生全部行ったって、もう飛び回っても問題のないスペースは確保できる

と。そういうようにしたらどうかなということの話。そこで、私に言わせれば、あそ

この公有地に対して第一義的には現在の村民が求めた空間でありますから、今の村民

のためにどのように利活用すべきかと、こういうふうに考えるのは私は当然かなとい

うふうに思っております。そして、現在の村民の健康維持増進や交流の場として、あ

そこを芝生化することによって、少ない予算でそれなりの効果が出るというふうに私

は考えております。村長の考えについては、前回の答弁にも聞いたところであります

けど、村長の見解を伺います。

○議長（菅野行雄） １１番さん、通告に沿った質問をお願いします。

○１１番（遠藤文一） ジャパンシンドロームの実態と対応です。私は、対応について今

提案したところであります。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今のいろいろ横堀平関係の利活用関係で、ジャパンシンドロームと

いうことの、そういう危機感意識に立っての活用策として、結局あの地を有効利活用

というように、やっぱりこれよく理解して今話しているわけだから、そういうことで、

それも一つの考え方だなと、提言だなというふうに受け止めて、いずれにせよ、内部

的に検討をさせていただきたいというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、全国的な人口流動から見た大玉村について伺います。

先ほど村長の答弁の中にもちょっと出てきたようでありますが、国土審長期展望委
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員会は、２０５０年の人口は'０５年度より２６％減少するとのことであります。絶

対数が減少するであろう推計の中で、大玉村はどうあるべきかということで考えなき

ゃいけないのかなというふうに思っております。昨年の国勢調査の結果、県内人口増

加は４町村、定住促進策が奏功などの見出しで新聞に書かれておりました。つまり、

あの手この手の策を弄した結果との見方であります。しかし、県下５９市町村でそれ

ぞれが、それ以上それ以上の政策で競り合って住民の奪い合いなどは、私に言わせれ

ばナンセンスこの上ないことと思っております。基本的条件に恵まれている大玉村な

ら、現在の村民のために何をどのようなサービスを提供するかといった、現在の村民

のための政策をまず実行していただきたい。その結果、大玉村は住みやすいとか住み

たいということで、よそから来られないのなら、これは全くやむを得ない話だという

ふうに思っております。ただ、言いたいのは、エサをまいて呼び寄せて、よそから住

民に来てもらう。しかしながら、よそにそれ以上のエサがあれば、また移動してしま

うというようなことのないよう望みたいと思いますが、村長の見解を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 答弁をいたします。

これね、何も手を打たなければ過疎化になっていいのかと。過疎化になっていいは

ずはないんです。先程来から、いかに人口が大切かというのは言ってきたとおり。だ

から、これはやはりお互いに、そこが良い意味での競い合いをしなくちゃならないん

だと、自治体間の。今の１１番のような考え方だったら、無策で自然の成り行きで、

これは今、住民にサービスをじゃ提供するということで、提供したくともできなくな

るんじゃないですか、過疎化になれば。これはね。だから、要するに良い意味で自治

体間の競い合いをしなくちゃならない、お互いに。だから、国全体でいえば都市部に

人口はどんどん集中しているんですよ。都市部に行かなくとも田舎でそれなりに満足

して生活できると、そういうことを良い意味で競い合ってやっていかなくちゃならな

い。そういうことで競い合って、みな先ほど言ったような健全な自治体であれば、こ

れは自治体は正に国づくりの礎になって、国家のこれは国力につながる。だから、従

来のような考え方で、ただ野放しておけばいいと、今のサービスだけあげればいいん

だということでは困るんだ、やはりね。だから、しっかりと、やっぱりこの底辺拡大

としつつ、大玉の村づくりを持続的な自治体づくりを目指していかなければならない

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） 私の言っていることが、ちょっと誤解されたような感じもするの

で、誤解のないようにしていただきたいのは、要するに、現在の村民に対して、いか

に、どのようなサービスをするか。村民の求めるサービスは、どんどん当然している

と。ただ、それは外に向かってのサービスでなくて、あくまでも村民のためのサービ

スだと、その結果、周りの人が、ああ、大玉は住み良いなと、大玉村はいいなといっ

て来る分には、これはなんともしょうがない話なんだから、まず村民にきちっとした

サービスをまず提供していただきたいという意味の質問でございます。
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次に、役場庁舎と水道石綿セメント管について伺います。役場庁舎でありますが、

状況は把握しましたが、それでも問題先送りするのか、あるいは浅和村長が村長でい

るうちの５年後とか１０年後に建設するということなのか、伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 役場庁舎については、これは立派に造ればいちばん良いんですが、

それより先、前の議会等でも方針を示しているとおり、教育施設関係、周辺の住民が

より多く利用する、そういう不特定多数の方が利用するような施設、そういうのを優

先的に、まず耐震補強補修をやりたいと思っております。役場は最後にやりたいなと

思っております。最後に、じゃどうするんだという考えでありますが、これも最小の

経費で最大の効果を上げる。そのためにはどういうことか。分かりやすいんです。ぶ

っつぶれないように補強すると、こういうことです。今の耐震に耐えられるように、

ぶっつぶれないようにちゃんと補強する。そういうことで、なにも立派に、おらほう

の庁舎立派だべと、おら方の庁舎立派だべというよりは、住民が先ほどの話でなくと

も、喜んで来てくれるから大玉村は人口が増えているんです。だからやっぱり、そう

でなければ、これは寄ってこないんです。そういうことだから、やっぱり住民にそれ

なりの施しているから、だから大玉にこれは来るわけですから、だから役場の庁舎が

立派だからあっちに行くべなんていないんです。役場の庁舎は最小の経費で最大の効

果をあげる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） そこまでは分かりました。じゃ、それは、いったいいつになった

らやれるんですかと、こういうことなんですよ。だから、これは、まさか後の村長が

やるであろうなんていう話では無責任この上ない。だから、村長は、５年なり１０年

なりの間にやっちゃうんだと、こういうふうな考えでいるのかどうか、その辺につい

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、一日一日がこれ日々これ新たなんです。明日もこれ、だれも

命保障できる方いないんです。私は今日は、午後５時まで福島に行かなくちゃならな

い。腎臓関係の理事会があってね、そういうことで、この理事会の出るところに出て、

腎臓で透析とか何かで悩んでいる方がいっぱいいる。やっぱり、そういうところに出

るところに出て、自分の考え、意見を述べるところは述べなくちゃならない。だから、

これ、いつ、どこで交通事故等にあうか分からない。自分が気をつけておっても。だ

から、明日のことはやっぱり、これはどうこうなんていう確約的なことは言えないん

です。やはり日々これ新たなり。先ほど言ったように、役場庁舎はこれは改修の必要

性はあるよと、教育施設とか、そういうものを全部やって最後にやりますよと、いつ

の時点というのは、これは今の段階では約束できない。ただ、やることは間違いない。

やらなくちゃならない。ぶっつぶれちゃったのでは困るからね。補強、補修。それは

そういうことに考えているから、最小の経費で最大の効果を考えておりますよと。や

っぱりそこらきり言えないんだわね。
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○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、水道の石綿セメント管であります。昨年の６月時点で、本

村における耐震化率はゼロとのことでありますが、導水管、送水管、配水本管の総普

及率について伺うとともに、その中に石綿セメント管がどのぐらい使用されているの

か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（押山正弘） １１番議員さんにお答え申し上げます。

それぞれ水道施設の延長関係でございますけれども、キロメートル単位で申し上げ

ます。まず、水源地から配水池へ引き込む際に利用いたします導水管でございますけ

れども、３.７キロございます。次、送水ポンプ場から配水池へ水を送る際に使う送

水管でございますけれども、これが５.３キロメートルでございます。そのほか配水

池の方から各家庭の方に水を送ります際に使います配水管でございますけれども、

１１７.４キロメートルございます。合計しまして１２６.４キロメートルになるわけ

でございますけれども、このうち石綿セメント管につきましては、配水管にのみ利用

しております。延長にしまして約１０キロほどございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 震度６程度の地震で１００％心配される距離をこれだけ抱えてお

るわけでございます。導水管、送水管も耐震化されていないということでありますの

で、大変な距離が心配な状況になっております。要するに私は、庁舎にしろ水道管に

しろ、なぜ質問しているかと申しますと、万が一の場合、例えば激甚災害になった場

合に持ち出しが少なくて済むんだから、そのときにやってなにもいいべなという意見

もあろうかとは思いますが、そういう不幸な事態になったときに、果たして本当にこ

れだけの距離数のある水道管、しかも役場庁舎についても同じ、財政的な負担が村に

いっぺんにかかってくる。であるならば、水道にしろ役場庁舎にしろ、計画的に今の

財政状況を見たうえで、やっていったらどうなのかなということであります。私から

言わせれば、やっぱり水道については、設置者としての厳重な維持管理を行っている

と、私は言い難いというふうに見ております。この間のニュージーランドのテレビの

中継の中でも、水がなくて困ったとか、あるいは前のときに、水がなくて非常に、金

がないよりはるかにひどかったというようなことでございます。ですから、水という

のは非常にいざというときには大変であるということは、やっぱり認識したうえでの

今後の計画をきちっとやっていただきたいなというところからの質問でありますので、

それら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） お答えをいたします。

今言った庁舎は、先ほど申し上げたとおりであります。それから、あと水道関係の

送配水管、こういうところについても耐用年数と照らし合わせてきちっとそれは計画

的に整備をしていくという考え方でおります。

それから、ニュージーランドのことを今、話し出ましたが、あれは７.３だかなん
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だね。あれは部分的なんだね、液状化現象を生じていますから、だから結局、地下の

水が吹き出しているんですね。だから、真下というふうな状況。だから、全域かとい

うと、そうじゃないんですね。部分的に結局非常にひどかったという、そういう建物

にも問題があったようですが、そういうやっぱり特殊性のある地震だったんだね。だ

から、そういうことに備えて、これはやっぱり頑丈なことはないわけでありますが、

やはり今の要するに耐用年数関係、それから一定の耐震の指数がありますから、その

指数をクリアできると。今それぞれ玉井幼稚園とか大山幼稚園やりましたがね、今年

は計画しているのは大山小とか玉井幼稚園計画している。そういう、やっぱり耐震の

今の指数をクリアできる、そういうことで、しかも耐用年数関係で計画的に整備をし

ていきたいというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 計画的にやっていきたいといっても、２３年度予算にはのっかっ

てないんじゃないかと思っているの。それで、石綿セメント管、これほどあるんだと

いう話をしますと、やはりそれに携わっている人から言わせれば、それは早く更新す

べきだべというような話なんです。だから、もう石綿セメント管の補助事業だったら、

優先的に採用される、採択されるような状況もあると。そういう状況を踏まえてやは

り計画的にやっていくべきだということでございます。

それから、農業集落排水の排水管の耐震性はどのようになっているのか、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（押山正弘） １１番議員さんにお答えいたします。

まず、農業集落排水の排水管につきましては、農業集落排水施設設計指針というも

のに基づきまして、大山第１、それと玉井第２の両地区共に硬質塩化ビニール管のＵ

Ｖ管というものを採用しております。このＵＶ管につきましては、管自体にしなりが

まずあります。それと水漏れにも強い。それと腐食しづらいという特性を持つ管でご

ざいまして、一般に広く汚水管のように使用されているというふうな管でございます。

一方、衝撃、対衝撃性には強いというふうな管ではございません。そこで資料の方を

ちょっと検索をしました結果、平成７年の１月に発生しました兵庫県南部地震、これ

以降に、これらの管を取り扱います塩化ビニール管継手協会、この協会の方で地震被

害の調査部会というものを設置をされたようでございます。この会の方で釧路沖地震

から兵庫県の南部地震まで、その５つの大きな地震を対象に調査を、被害の調査を行

っておるようでございます。その結果を基に下水管の塩化ビニール管の耐震対策につ

いてという冊子を発行されております。この冊子の中の被害状況を確認をさせていた

だきました。いずれの地震におきましても、塩化ビニール管本管の被害に共通するこ

とはということで、まず１つ目、管体そのものの損傷は少なく、管路の移動による勾

配不良がほとんどである。これは、地殻変動なんかによりまして隆起いたしますので、

管自体が部分的に持ち上げられるということで、逆勾配になって流れづらくなるとい

うふうな現象は若干見られたというふうなことでございます。２つ目としましては、
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被害は主に軟弱地盤や液状化地盤及び活断層周辺で発生していると。被害的には、軟

弱地盤や液状化地盤では管路のたるみや蛇行があります。被害件数は少ないんですが、

活断層周辺でも管や継手の破損が見られたというふうなことでございます。３つ目と

しまして、たるみや蛇行の発生している管路でも、塩化ビニール管の場合は接合部の

離脱や損傷が極めて少ないという結果でございました。この点は、水道用塩化ビニー

ル管の被害と大きく異なっている。下水管の場合は水道の管と違いまして水圧が常に

加わっていない。それとマンホールで区切られている。あとは管の口径の大きい割に

は管厚が薄く、管体そのものもある程度可撓性がある。これ、可撓性は、しなりを示

すようでございますけれども、こういった３つの要因が影響して被害が少なかったと

いうふうに結論づけられております。調査対象地区と大玉村における布設の状況が異

なる場合が多いということで単純に判断はできませんけれども、この調査結果を見た

限りにおきましては、本村で採用しております汚水管も災害時に調査を行った塩化ビ

ニール管でありますので、災害の発生による損傷は、この調査結果から読み取るだけ

であれば少ないというふうに想定されるところでございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 当時の設計者、土地連、その頃、その時代、耐震化等々考えた設

計であったかどうかはともかくも、多分それはなかったろうというふうに思いますの

で、その辺をきちっと確認したうえで今後の維持管理をやっていただきたいというふ

うにお願いをしておきます。

次に、村道設置者の義務と責任について伺います。玉井字長井坂地区の今日までに

おけるスクールバスの運行経過と、現在の運行状況について伺います。

○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、長井坂地区のスクールバスの運行の経

過でございますが、長井坂地区にはスクールバスが運営し始めてからは当分行っては

いなかったんですけれども、４ＷＤ化ということで、そのような更新をしてまいりま

したが、平成１６年４月から地元の方の要望等がございまして、１６年４月から長井

坂田代方面へ夏場だけ、１２月から３月を除いた時期運行しておりました。その後、

冬期間、子どもたちについては、間黒の停留所や定場の集会所の停留所まで歩いてき

たり、また保護者の方に送ってもらったりというような状況でございましたので、平

成１８年１２月からワゴン車によりまして冬場も送り迎えをするというような、子ど

もたちに通学の便を図っておる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） 要するに、夏場だけやりましたとか、ワゴン車で今やっています

とかということでございますが、たまたま今年は雪が多かったせいでもありますが、

危険であるということからワゴン車になっているのか、あるいは夏だけということだ

ったのか、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。
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冬場、凍結時とか降雪時、長井坂、それから田代、それぞれ急傾斜がございまして、

バスでは安全上問題があるということで、冬場行かなかったわけなんですが、それら

の対応としてワゴン車を運行しまして安全を図っている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） 定場長井坂線の現状認識、現状把握をどのようにされているのか、

担当者にお願いしたいと思います。

○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。

定場長井坂線ですが、路線番号３４７号、延長が２,１３３.７メーター、起点から

１,６２８メーター区間は車道幅員が４メーター、その先延長５０５.７メーターに関

しては車道幅員２メーターで、簡易舗装を施した道路でございます。起点側から約

４００メーター区間、この区間は標高差が約５０メートルございます。この５０メー

ターを上る区間で平均勾配が１２.５％、カーブの連続区間となってございます。ま

た、カーブが連続するため、道路面に関しましては、カーブの内側に傾いた片勾配と

なっております。降雨時の表流水を処理するために、横断溝を５か所敷設しておりま

して、横断溝の構造上、水平に施行するため若干段差がある道路となってございます。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） こういう道路構造上見た場合、通行上の安全確保の観点から、設

置者、管理者としての立場で、こういう道路をどういうふうに理解しているのか、伺

いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １１番議員さんに再度お答えをいたします。

確かに急勾配、急カーブの連続している道路ということで、かなり通行には注意を

払わなくちゃならない道路ではあるなというふうに理解をしてございます。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） スクールバス運行についても気を配らなきゃならないと、あるい

は今年なんかは本当に特に雪が多かったせいもありますが、非常に危険を伴う道路で

あるということからすれば、やはり設置者である管理者である村は、それなりにきち

っと対応すべきが当然かなというふうに思っております。そこで、実態の調査は、実

態についてはそれぞれ把握しておりますから、この危険性、あるいは安全性を確保す

るためには、どうするべきかというような観点から調査検討すべきと思いますが、そ

れらについての考えはあるのかないのか、伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 再度１１番議員さんにお答えをさせていただきます。

急勾配、急カーブ、これらを解消するということになれば、当然今のルートでは同
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じ距離で同じ高さをクリアするということになれば、当然無理が出てきます。そうい

ったことになれば、当然ルート変更という必要が生じるのかなというふうに考えてい

ます。なお、平成８年度に北側に村道定場小高倉山線があるんですけれども、こちら

の方も上り口から約１００メーター程度のところから急勾配、急カーブ、これが連続

してございますが、それを解消するために道路の概略設計、これを業者委託により実

施しました。その結果、できるだけ現道を利用しながらの計画でございましたけれど

も、結果的に平均勾配は７.１％から９.５％、あと曲線半径が２０メーターから４５

メーター、あと事業費については参考でございますが、工事費、用地を含めて１億

５,０００万から円１億８,０００万円程度かかるという結果になってございます。こ

ういうことで、過去にもこの急カーブ、急勾配、これを解消するためにはどうしたら

いいかということで、ルート変更も視野に入れながら調査した経過はございます。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 村長に伺いたいと思います。

あそこ、こことか、とやかくいうつもりはございません。やはり通行するのに危険

だと、あるいは通行できなかったと。そういう道路については、設置者、管理者責任

として当然改良すべきだというふうに思いますが、村長の見解を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

村内にはざっと８００路線、３３０キロぐらいになるんだ、村道ね。だから大体幹

線と称するもの、主要道路と称するもの、それから２級道路の集落間、それから集落

内、こういうところを優先的にやってきたんだね。だから、これから道路の整備をす

る考え方としては、まず第１に安全対策。第２には、不特定多数の方が利用する道路。

それから、第３には、集落内の要するに生活密着道路。これらを優先的に整備をして

いきたいなと。今のような箇所、こういうところについては、やっぱり費用対効果と

いうようなことと、利用の度合いを、道路の利用の度合いを見なくちゃならないと思

うんです。だから、実質的に利用しないようなところというようなところもあるとす

れば、そこはやっぱり実質もう木も生えてしまって利用もしてないなというようなと

ころが、その３３０キロの中にあるとすれば、それは地元の意見等を十分踏まえて、

地元の意見等を十分踏まえて、そこを交通不能区間とするとか、やっぱり、そういう

処置が必要だと思う。管理者としてのやっぱり責任があると思うんです。また、これ

は当然、このところを道路として利用している。そして、これが今の利用をしたくて

も狭い、地域からも大きな声として、是非そういうことでここのところをこれだけ利

用しているんだから整備をお願いしたいということになれば、それは計画的に整備を

していくと。いずれにせよ、３３０キロの道路ですから、それぞれのやっぱり状況、

そのためにこれは区長等には区長設置条例等に基づいて、区内の公共施設の管理保全

に関することということで、区長の責務としてこれお願いしている件もあるんです。

だから地元のそういう意見を十分聞きながら、実態に応じた対応をしていきたいなと
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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） 今、村長が優先的に整備すべき道路の内容について伺いました。

この定場長井坂線は、全くぴったりしちゃうから、村長のお考えだと、すぐ何かアク

ションを起こすんだなというふうに理解しております。

次に、路線番号や路線名があるが、通行に問題がある場合の責任について伺います。

例えば、車で走っていてだんだん悪路になると。ぬかるみにはまったと。レッカー車

を呼んだと。あるいは車が壊れてしまったと。そういう場合の損害について、道路管

理者である自治体はどのような責任が生じるか伺いたいと思います。

○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。

道路法第１６条では、市町村の管理はその路線の存する市町村が行うとあります。

村道として認定している道路が通行に問題がある場合は、道路管理者である村に当然

あると思っております。ただ、今質問にあるとおり、ぬかるみにはまってレッカー車

を呼んだと。基本的には運転者につきましても、道路の現状を十分把握した状況で安

全に運転するという責務もあるかと私は考えております。そういう部分では、穴ぼこ

とか砕石なくてごちゃごちゃになっているというような中身であれば、当然区長さん、

地元区長さんなり組長さん、あるいは住民の方々からご指摘をいただければ、それな

りの砕石を敷いたり手入れをして整備をしているというような状況でございます。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） １つ飛びます。

次に、小水力発電について伺います。国連気候変動枠組条約の京都議定書後における

温暖化対策もトーンダウンしてしまった感がありますが、少なくとも６９億３,０００

万分の８,７００の責任を果たすべきとの思いからの質問であります。太陽光発電に

あっては、エネルギーの自給、低炭素社会の実現などの理由から、太陽光発電促進賦

課金として、すべての電気利用者に負担してもらうとのことでありますが、それなら

ば、同等のほぼ無限に近い自然エネルギーの水力発電にも目をやってもいいのではな

いかというふうに思いますが、村長の見解を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 大玉村はこれ大変落差のあるような河川がありますからね。現に横

堀平のところには、本宮電灯、当時ね、株式会社の発電所があったわけですから、だ

から当時あったんですから、今の科学進歩の時代でありますから、できないわけはな

いなと。規模は大小は別としてね。これからはやっぱり、そういうことを視野に入れ

て、今すぐ、明日明後日ということではありませんが、やはり恵まれた自然環境、水

を汚すわけでもありませんので、こういうことは、やっぱり中長期的に考えていく必

要があるなというふうに思っております。また、現に太陽光、最近は住宅どんどん出

来ています。出来ている方でかなり太陽光の関係等についても補助の対象になるもの
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ですから、申請が上がってきております。いずれにせよ、この水力発電とか地球温暖

化にやさしい、要するにＣＯ2排出削減につながるような行政としても、やっぱり取

り組み策は重要であるなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） もう１回質問しようと思ったんですが、あまり良い答弁をもらっ

ちゃったもんですから、次に移ります。

次に、家庭学習について教育長に伺います。昨年末の民報新聞に県内５９市町村の

教育長のうち、３８人が学力向上に向け県教委に家庭学習対策の充実を求めていたと

のことでありますが、教育長もそのうちの１人だったのか伺います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 家庭学習の強化については、当然のことだというふうに希望して

おります。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） であるならば、県教委に、もう１回確認します。

家庭学習対策の充実を求めた１人ですね。はい。県教委に家庭学習対策の充実を求

めたことに対する、その教育長の見解を伺い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） それぞれ学校教育と、それから家庭教育という大きな２つの部分、

それから、地域教育力という大きな３つの部分で、子どもはあらゆる場所、場面で育

つというふうに考えておりますので、学校だけではなくて家庭内での学習は非常に大

切だと。それを県教委に対しても是非バックアップをお願いしたい、支援をお願いし

たい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） その結果、県教委は市町村教委と連携し、家庭学習を習慣化させ

る取り組みを強化する方針とのことでありますが、具体的に村の方に動きがあったの

かどうか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） 再度お答えをいたします。

これは急に始まったことではありませんので、ずうっと継続している中で、そうい

う要望があって、よりやってほしいということは、先生方の教育センターでの家庭教

育の進め方の学習とか、子どもが家庭で学習をしても学校との連携がなければ、これ、

あまり効果が上がりませんので、学校と家庭が連携をして学習効果を上げるためにど

うすればいいかということは、家庭に働きかけるだけではなくて先生方にも、そのや

り方を学んでいただくということで、大玉村でも独自で、こういう研修を先生方にし

ていただいています。

それから今日、持ってまいりましたが、こういう大玉家庭学習の習慣を身につけよ

うということで、幼稚園、小学校、中学校にすべて家庭にこれを配布をして、家庭学

習の勧めをしております。以上です。
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○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 家庭学習の習慣化によって学力向上に結びつけるということは、

学力低下を家庭学習時間の不足とした、その責任の転嫁ではないかと、私から言わせ

ると、そういうことも言いたい。だから、家庭学習の時間を増やしますなどは、本来

学校教育の中で解決すべきことであるにもかかわらず、家庭でということなどは一部

仕事の押しつけの何ものでもないというふうに私は感じるところであります。学校教

育でやれることをきちっとやって、それから、その上を望み求めるなら別であります

が、その前にやれることがないか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） これは責任転嫁というような話ですが、今、幼稚園、小中学校、

幼稚園は宿題を出しませんので、小中学校については、教員、他の市町村に比較して

も一生懸命学校で生徒を指導しているというふうに考えておりますので、きちんとや

っております。きちんとやったうえで家庭学習を進めている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） 次に、土曜授業とコミュニティスクールの効果的運営について伺

います。

土曜補修や土曜日の授業実施については、既にご存じのとおり全国各地で実施され

ております。学校教育法施行規則第６１条で、公立小学校における休業日は次のとお

りとする。ただし、第３号に掲げる日を除き特別の必要がある場合はこの限りでない

としております。つまり、国民の祝日、日曜日及び土曜日については、特別の必要が

あれば全く問題なく授業ができるということであります。これについては、文科省も

県教委も学校週五日制の趣旨を踏まえ、実施するかしないかは各市町村教委の判断で

ありますとのことであります。中教審の教育振興基本計画について、教育立国の実現

に向けての答申からしても、コミュニティスクールと土曜日の授業の実施は何の問題

もなく展開できると思いますが、土曜日の授業実施とコミュニティスクールとの連携、

考えられているかどうか答弁を求めます。

○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。

学校教育施行規則の土・日とか夏休み、冬休み以外にも授業をすることができると

いう、最初は当初の目的は、運動会とか参観日については土・日にすることもできま

すよと。その代わり、振り替えをして平日休ませなさいというのは法律の趣旨ではあ

りました。ただ、それが今、拡大解釈されて、土曜日に学習をして振り替えをしない

というようなことについても認めるよという暗黙の了解ができていると、法の趣旨は

本来違う意味だったようです。県教委の方と相談をして問い合わせをしましたが、県

教委としては、今のところ土曜学習についてやる予定はないと。なぜかといいますと、

教員は県の任用で採用された県職員でありますので、労働条件が変わりますので、代

休のない土曜日の授業については県教委がやるとの協議で了解がないと難しいという
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ことで、町村教育長会では、これから検討して実施できるかどうかについても検討し

ていきたいということで動き出してはおります。

それから、コミュニティスクールについては、その中で土曜学習、それから夏休み

を短くするということも考えております。指導要領が変わって時数が増えますので、

今のままでは６時間、７時間ということで大変だということもありますので、土曜学

習の前に夏休み、冬休みの短縮で時数を賄うということが先に実施されるのかなと。

それについてもコミュニティスクールの運営委員会の中で、協議会の中で検討いただ

きたいというふうには考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） １点だけ確認しておきたいと思います。

土曜日の授業については、村教委の判断で実施できると。要するに、先生方がやろ

うか、やるかやらないかは別としても、教委がそのように決定すればやれるというこ

とについては、異存ございませんか。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 法的には、学校の運営、管理規則ですね、小中学校の管理規則の

当条例の変更で、地教委の判断でできるというふうに法的にはなりますが、先ほど言

いましたように、先生方は県職員ですので、県との協議が必要と。隣の栃木県の宇都

宮市が実施をする予定でいますが、県教委と協議が整った後ということですので、単

独で実施するというのは現実的には困難だ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） 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。（午後０時１３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２号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償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。１２番。

○１２番（佐藤誠一） ２ページの文化財調査員の報酬額が４万円から２万円に改めると

いうことの、この理由はなぜなのか。

あと、次ページになりますけれども、改正後のこの欄見ますと、社会教育委員会委

員は日額５,５００円、文化財保護審議委員も日額５,５００円、ただし文化財調査委

員は年額、これ改正後は２万というふうになるわけですけれども、これらをどのよう

に設定したのか説明を願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。
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○生涯学習課長（舘下憲一） １２番議員さんにお答え申し上げます。

まず、文化財調査員の年額の件でございますが、現在、年額４万円を２万円にとい

うことでございますが、これにつきましては、文化財保護調査委員会が後の議案の９

号の方で出てまいりますが、そちらの方で設置させていただきまして、それの調査的

な役割ということになりますので、今現在は文化財調査員がそれぞれ保護審議等も一

緒に行っておりますが、今度は専門的な方たちによって審議委員会を構成していただ

いて、調査委員はあくまで、その審議委員会の補助という形になりますので、２万円

の減額ということでございます。

それから、表の方の社会教育委員が５,５００円、文化財保護審議委員が５,５００

円ということで、今回は、ここの欄に、社会教育委員の欄の間に文化財調査委員との

間に文化財保護審議委員の日額が５,５００円ということで、新たに追加になるとい

うことでの記載でございます。５,５００円の根拠は、他の委員会との１回の会議の

日額と同じということでございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） これ、年に直しますと、過去の事例、今後のことでもいいんです

けれども、どの程度日額的に、日にち的に出るようになるのか、教えてください。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） 審議委員に対しましては、年に４回程度の会議を予定して

おります。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） 文化財調査委員の報償なんですが、これ年額になっています。で

も、この調査委員というのは、その名前からして必要に応じてその活動してもらうよ

うな状況になるのかなというふうに思いますので、やっぱり年報酬というのにはちょ

っとなじまないんじゃないのかなというふうな気がしますが、いかがでしょうか。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １１番議員さんにお答えいたします。

日額報償と年報償ということで、教育委員会関係では、文化財調査委員会と体育指

導委員会が年報償という形を取っておりますのは、その年の状況によって回数が異な

ると。それから、会議ではなくて自宅近辺、自分の行政区の中を調査するとか、１回

幾らという把握で事業をするのが難しい委員会については年額報償という形を取らせ

ていただいていますので、２万円の金額の高い低いというのはあろうかと思いますが、

１年間を通して必要に応じて調査をお願いするということでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。
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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２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３、議案第３号「村長等の給与及び旅費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。１４番。

○１４番（佐原吉太郎） 一般質問でも村長に質してまいりました。実はこれ、報酬審議

委員会というのを今でもまず存在しているのかどうか、まず１点お聞きしたいと思い

ます。

審議委員会は存在しているとすれば、こういう状況の中でどういう審議がなされた

のか、その点も含めて、ひとつお答え願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

報酬審議委員は現存しております。従来どおりございます。審議委員の意見をうん

ぬんということでございますが、審議委員の条例の中には、長が必要と認めた場合、

報酬審議会を開催する。それは長のみならず議会の議員等も含めてというふうになっ

ております。そういう観点から、一般質問でもいろいろと１４番議員とは議論いたし

ましたが、そういう観点に立ち、私は最終的に特別審議委員会は開かなかったと、こ

ういうことでございます。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） そうしますと、審議委員会という存在ですか、そういうありな

がら、それはやっぱり招集して今の現状というものを踏まえながら、やはりやるのが

本当じゃないかと、このために審議委員会というのがあるわけですから、やはり、そ

ういうのを活用して現段階における経済状況というものを踏まえながら、やはりみん

なに答申したらいいんじゃないかと私そう思うんですが、ただ単なる、それじゃ何の

意味もないんですよね。あの審議委員会なんて、それ名ばかりの一つの組織であると

すればね。そういうことも、これから改正すべきは改正して、そして、その時代その

時代的確にとらえながら、その状況に合わせていくのがベターかなと私は思うんです

が、その点も含めて、ひとつお聞かせ願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。
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報酬審議会の委員会の必要性というのは、これは私も十分認めます。その条例に基

づいて、先ほども申し上げました。その開催をするかどうかというのは長の判断にあ

るわけでありまして、そのときに私は、長のみならず議会の議員等も含めてというこ

とでございますから、議長等にもそういう意向等も踏まえて、これは毎年開かなけれ

ばならないということは規定はないんです。長の判断で必要と認めるときは審議委員

会を開催をすると、こういうことになっておるわけでありますので、特段私は今回は

開催しなかったと、こういうことであります。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 私も一般質問の中で村長に何回も質したんですが、審議委員会、

報酬審議委員会を尊重すると、常々そうでしたね。尊重するというのは、どこから出

てきて、どういうふうに尊重しているのか全く理解に苦しみます。何回も私言いまし

たが、あくまでもその審議委員会を尊重するということであれば、それじゃ自分で言

わなければ何の会合も持ったとしても、それは意味がなさないと思うんですよ。自分

から提案したものをそれ審議してどうこうというのは必要ないとすれば、何も要する

に報酬審議委員会というのは存在というものはないと等しいんですよね。だったら、

なぜ私に一般質問の中で、これ議事録を見ますと分かりますが、常に尊重すると言っ

ていたんですよ。その委員をね。その意味は全く私には理解できないんです。その辺

もう１回お答え願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

今回の一般質問について、報酬審議会の答申を尊重するということは一言も言って

おりません。また、報酬審議会は毎年開かなければならないというのは、どこにもう

たっておりません。長が必要と認めたときには開催するということになっておるんで

す。その理由と根拠は先ほど申し上げたとおりであります。

○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。

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３号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。
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よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第４、議案第４号「教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件

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５、議案第５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６、議案第６号「大玉村特別会計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７、議案第７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。１０番。
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○１０番（鈴木宇一） この条例案は、第１条から第３条までになりまして、今回は１００

分の１０から０.８、２年目には１００分の５、３年目には０にするということだと

思いますが、いわゆる固定資産税の重要度と申しますか、やはり納税者の非常に有り

難い、そういう中の条例を、いわゆる報償金を０にするということは、私はなかなか

これは承伏しがたいなという観点から今質問しているわけでございますが、村におい

てはいろんな教育、そして、また医療費、そして、また福祉関係には相当の施しの現

状であります。それもこれもやっぱり財源の裏付けということが非常に大事でありま

して、そういう観点からすれば、やはりなにがしかの有り難い税納税者に対しての報

奨金制度というのはあってしかるべきであって継続すべきだなというように思ってお

るわけでございますが、今回このような条例が出されたということでございます。ま

ず、税務課長さんにお伺いいたしますが、年間何件ぐらいのこの報償件数、そして額

についてまずお尋ねをいたしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １０番議員さんにお答えいたします。

件数、約１,６００件、金額４３０万円程度です。これは２２年度の決算見込みで

す。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１０番。

○１０番（鈴木宇一） ただいま１,６００件、そして、額にして４３０万円というご提

示がありました。非常に多くの方がこの報償金をいわゆる目当てではございませんが、

いわゆる金利の低い昨今において、手もとに置いても０.００１ぐらいだと。そして、

また、いくらでも生活防衛なんだと、やはり前納によって１万５,０００円というも

のは非常にありがたいということで、かき集めても前納しているわけでございますが、

そういう中で、これが３年後にはなくなっちまうということは、いかがなものかなと

私は考えるわけなんです。施しと税の問題、納税者の感謝の気持ち、そういう点から

して、これは継続すべきだなというふうに思っているんです。０.８がとやかくどう

のこうのなるならば、せめて０.５ぐらいにして、これは税条例は改正しても残すべ

きだなという観点からでございます。その点について村長、どのようにお考えか、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） お答えをいたします。

私も率直に考えて、大変お骨折りをかけて納税してもらうわけですから、納税報償

の、そういう今まであったようなことはやっぱり人情的には分かります。そうしたい

なという気持ちがあります。ただ一方では、こういう報償的なものについていろいろ

と議論されてきた経過があるんです。そして、法的に整備されてきている経過がある

んです。例えば納期内完納とか、それにどうとか、こうやってきた。還付の形だわね。

これは結局、いくところにいって結論的には、これはよろしくないというようなそう

いう経過を踏まえているんです。そういう経過からして、今回もこれ担当課長、その

辺は十分説明できると思いますが、今回も要するに報償的な性格であると、税の還付
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に匹敵すると、納期内とか納期後の関係の。そういう関係に匹敵するというふうなそ

の一連の経過からして、一応こういうものは望ましくないと、こういうふうな方向付

けから、このような措置になっているというふうに考えておりますが、なお、その辺

の経過関係等につきましては、担当課長の方から詳しく答弁をさせることにいたしま

す。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １０番議員さんに改めて回答申し上げます。

この報償金ですけども、前年、前に村県民税の方の普通徴収について、これを廃止

した経過はございます。また、今回については、１つは事務事業の見直しがその基本

でありまして、ちなみに各近隣の市ですか、それから県北管内８市町村の中で、実際

にこの制度があるのが大玉村だけという現状もありまして、廃止についてはすぐ来年

度からということでなく、３年後という中で経過を踏まえて理解をいただいて、この

ようなことにさせていただきたいということでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １０番。

○１０番（鈴木宇一） 先ほどのお話とあれなんですが、いわゆる最高裁判で裁いたとい

う経過も承知しております。これは民税ですね。今回は固定資産税であって、この類

には及ばないんですね。県北ではないかもしれませんが、県内ではこのような条例を

まだまだやっているところがあります。そして、私が是非ともいいたいのは、大玉村

独自の施策で浅和村政数々やってきたということでございますし、やはり自主性、い

わゆる地域社会、自治体、そういう中からしても、やはりこの点は他町村に右ならい

じゃなくて、大玉独自の方式でやっぱりあっていいんじゃないかと、このように思う

んです。今、税の未収、いわゆる一般会計においては７,０００万円、民税、固定資

産税も合わせて。そして、国保税においても約６,０００万円という未収がございま

すね。年々その税の収納率が落ちている。この時期にやはり税の喚起をするという意

味においても、是非ともこれは継続すべきだなと。パーセントはともかく残しておき

たいなと、こういう観点からの質問でございます。村長、再度お願いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

心情的には私も全く同感であります。そういうために、県北の８市町村の中で、た

だ大玉のみが最後まで残ってきたという、そういう経過もあるんです。また、先ほど

の報奨金制度そのものは、これは固定資産税だけでなくして民税も全部、税そのもの

の納期内納付については何分の何やるとかというような、こういう関係はこれは民税

だけでないんです。税そのものに対する、そういう性格で報償金ということで出すこ

と自体がこれは判例上はっきりしたんですね。そうだものだから、せめて組合に対す

るうんぬんということについてはということで、これはきたわけでありますが、今回

は、この固定資産税のこうしたことについても県北８市町村で大玉だけ、税に対する

ものが大玉だけというと、ある反面では良い面もありますが、税そのもの、通常の政

策はよそにないものをぶつのはいいんですね。予算のうまくやりくりをして。ただ、
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税そのものを結局こういうものを突発して、こういうふうに支出してないものを支出

しているというと、ちょっとやっぱり受け止める機関とか、そういう関係からすると、

いろいろの関係があって結論的には、心情的には私も同感でありますが、やはりこれ

は０にせざるを得ないなと、歩調を合わせざるを得ないなという最終的に決断をした

わけであります。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 要するに、今まで還付金があったんですが、村長のお話聞くと、

その還付金は法的というか、好ましくないということを今お答えいただきましたが、

しかし、例えば、それがなくなることによって、今まで要するに１,６００件ですか、

そういう方々がもし納税で一括して支払ったと。しかし、それが全くなくなると、全

く要するに還付金がなくなったことによっての、要するに納税者の今まで納めてきた

ことが、もしこういうことが起きたとすれば、その先の今までやってきて還付金払わ

なかったということになると、果たしてそれが納税者が納得した中で納めればいいが、

そういうことで滞るようなことがあると、ますますこれ経済状況というのは、それで

なくても、これ先ほどもちょっと申しましたが、ますます増えているんですね、前年

度と比較して、私も一般質問で申し上げましたが、そういうことが懸念されるわけで

すよ。そうすると、これ安達地方だけでなく福島県ではどのくらいな、この制度をや

っているのか、その点も含めて、ひとつ分かる範囲内で結構ですから、お答えを願い

たいと思います。これ、ここ以外に。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

県北関係は、これは先ほど申し上げたように大玉だけが実施をしておったというこ

とでありまして、県下はこれ５９市町村ありますから、そ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） １４番議員さんにお答えします。

県内の状況ということでございますが、５９のうちに約６割は何らかの制度はあり

ます。４割については、現在制度なしということです。また、うちの方で調査した際

にも、その調査の段階でも何市町村で廃止するというようなことも聞いていますし、

傾向的にはそのような傾向かなというふうに思います。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。
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（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより第７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８号「大玉村あだたらフレッシュ基金条例の一部

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。１０番。

○１０番（鈴木宇一） 今回の補正予算にも４,５００万円ほどの基金積み立てがありま

すが、現在、総額どのぐらいになっているか、お尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。

平成２２年度末の現在高見込みが２,２００万円程度ございます。それに、今回補

正で計上させていただきました４,５９０万円を足して、最終的な２２年度末、まだ

現在事業をやっている事業もありますが、見込みでは６,７５０万円程度になる予定

であります。

○議長（菅野行雄） ほかに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、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（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８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９、議案第９号「大玉村文化財保護条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。１番。
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○１番（押山義則） この文化財保護審議委員、委員の定数８名となっていますが、これ

にはどういう方が選ばれるのか。例えば、村内の方なのか、村外からも取り入れるの

か伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。

８名の中身でございますが、まず、考古学関係が２名程度、それから近現代歴史関

係が２名程度、自然関係、これは樹木の関係も含みますが、２名程度、それから民俗

学建築関係で２名程度ということで合計８名を予定しております。それから村内、村

外ということでございますが、学識経験者、専門的な知識も有するということで、村

外の方も何名か予定しております。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１０番。

○１０番（鈴木宇一） 定数なんですが、４０条関係でございますが、行政区より教育委

員会が委嘱するということになっていますが、大玉村１７区ございまして、そのうち

の２０名を教育委員会が行政区により委嘱すると。この基準ですね、どのような方法

で各行政区から委嘱するのか、その辺ちょっとお尋ねしておきます。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。

４０条の定数２０名ということで、現在の文化財調査委員会は１８名ということで、

２０名以内の構成になっております。内訳につきましては、各行政区からそれぞれ選

ばれておりまして、今現在は１６区までの行政区から１名ずつなんですが、あと行政

区、大玉３区につきましては、範囲が広いということで２名お願いしております。そ

れから、学識経験者ということで村内の方１名ということで、全部で１８名、今お願

いしているところでございますので、それを引き続きその基準で選考していきたいと

思っております。

○議長（菅野行雄） ほかに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９号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。
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よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、日程第１０、議案第１０号「大玉村子育て支援医療費補助に

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。１１番。

○１１番（遠藤文一） １８歳に達する日以後の最初のということでございますが、この

医療費助成に該当しない部分についてのご説明をいただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 年齢要件に該当すれば、該当しない事例はございません。

村民であれば該当させ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） 医療費だから、それは医療費でないという話になるのかどうか分

からないんですが、例えば健康診断とか、いろんな予防とか、そういうものの中で助

成対象にならないものがあるとすれば、そういう意味での答弁をいただきたいと思い

ます。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） この条例の前段の方に記載になっておりませんけれども、

いわゆる医療法、医療保険各法の被保険者が保険上、医療保険法上認められた診療を

受けた場合にのみこの条例は適用されるということでありますから、医療保険外の、

いわゆる保険外診療、健康診断、そのほかの様々な予防的なものについては、当然対

象外になります。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１２番。

○１２番（佐藤誠一） たまたま、これ引っ越ししてきたところが大玉村だったとことで、

たまたまその子どもに病気があって病院にかかった。これ無料だからということにな

った場合は、これ月日なのかな、どういった判断の下で対処してくれるのか伺いたい

と思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １２番さんにお答えいたします。

当然、医療保険の対象になるものについては、どういう病気であろうが問題としな

いわけですね。当然、保険の適用になるものについては、すべて一部負担金と称され

るものは対象にしますよということですから、通常お医者さんが医療保険でやる分に

ついては、一部負担金については全額助成しますよ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。

（「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。
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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１０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１１、議案第１１号「大玉村国民健康保険条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」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１２、議案第１２号「大玉村道路占用料徴収条例の一部を改

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。１２番。

○１２番（佐藤誠一） これ、私も旗立ててちょっと商売しているものなんですけれども、

これ監視する人は、誰がこれ監視するんですか。そして、それを違法だといって摘発

するのは誰がなされるのか、お願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １２番議員さんにお答えをいたします。

違法な占用物という理解なんですけれども、これについては、私どもの方で占用す

る場合は許可を出しております。道路パトロール等々の際に、もしそういったものが

あれば適切に手続き等取るように指導していくというような中身になってございます。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 私の地域でも、祭りが春、秋あるんですけれども、こういった場

合の祭りの旗等も適用になるんですけれども、これは届出法で結構なんですかね、こ

れ公共性が強いものですから、その辺、伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 建設課長。
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○建設課長（菊地 健） １２番議員さんに再度お答えいたします。

祭りの旗、これについては当然、占用の中にございます。ただし、これは道路占用

料でございますので、例えば敷地内に旗を立てるというようなものに関しては、これ

には該当してございません。それが道路敷地にあるか、ないかによっては、きちんと

届出をして専用料をお支払いいただいて設置するというような中身になろうかと思い

ますけれども、その辺でご理解いただきたいというふうに思います。

○議長（菅野行雄） ほかに質疑ございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） これは提案理由の説明で、県条例の改正に伴うということでござ

いますが、県条例と連動して、例えば率で下げたのか、金額を同じく下げたのか、そ

れについて伺いたいと思います。

それから、この改正によって改正前の占用料と改正後の占用料について、どのよう

に変わるというふうに、トータルで。見通しについて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 県に準拠して改定したのが金額か率かということでございます

けれども、これにつきましては、道路法施行令の方で改正がなされております。これ

については、提案理由の方でも説明したかと思いますけれども、２１年に行われまし

た固定資産税の評価替え関係、更には地価下落に伴う地価対する賃料の変動等を反映

するという中身で、国の方から金額で明示をされてございます。

なお、道路法の中身につきましては、政令で定める基準の範囲を超えてはならない

という決めになってございます。これを受けて県の方は、それぞれ福島県ですと、乙

地区と丙地区、乙地区というのは市でございます。丙地区というのは町、村でござい

ます。国で定める、道路法で定める基準に沿って、その金額で県の方は定めたところ

でございます。それを受けまして、村の方では県と同じように丙地区の金額で今回定

めるものでございます。なお、予算ベースでの比較でございます。それぞれ個別に見

ますと５％の減、高いものですと下落率の高いものですと４０％近く減になってござ

います。それぞれ金額が小さいものから大きなものまでございますので、平成２２年

と２３年の予算ベースで比較させていただきますと、平成２２年が５１２万２,０００

円、それに対して、平成２３年の当初予算で見込んでおりますのが３２１万、１９１

万２,０００円の減でございます。率にしますと、３７.３３％ということになります。

なお、これにつきましては、いちばん金額の高い電柱がかなりのウエートを占めると

いうことでございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「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１２号を採決いたします。

本案を原案のとおり決定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、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、日程第１３、議案第１３号「福島県市町村総合事務組合規約

の変更について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「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１４、議案第１４号「平成２２年度大玉村一般会計補正予

算」を議題といたします。

質疑を許します。１２番。

○１２番（佐藤誠一） １０ページ、１１ページなんですけれども、今年度補正額でこれ

１,６４６万円減額になっているんですけれども、これらの減額の理由をまず説明し

ていただきたいと思います。

あと、今回２６、２７ページになります。総務関係になりますけれども、庁舎建設

基金利子積立金ということで、１回借り出した金なのかな、利子ですからね。これだ

け組み込まれていますけれども、今年度はどれだけ積み立てられるのか、どこかにあ

ったと思うんですけれども、それらも併せて、この２点お願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １２番議員さんにお答えします。

１０ページ、１１ページの個人村民税の補正額１,６４６万円の内訳ということで

ございます。まず、ここに記載のとおりでありますが、現年分について、特にこの中

では所得割額、これが景気低迷で主な原因として所得割額が減ってございます。また、

課税人員についても減ってございます。それが大きな要因でございます。そして、下

の滞納繰越分は収入済額がありまして、それの１,８００万円と、そのプラスマイナ

スで１,６４６万円の補正減ということでございます。以上です。
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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） １２番議員さんにお答えいたします。

２７ページ中段の積立金であります。庁舎建設基金利子積立１６５万６,０００円

の計上であります。当初、庁舎建設基金については４８０万円程度の利子の積み立て

を予定しておりました。その後の基金の運用によりまして、年度末で新たに１６５万

６,０００円程度の利子が当初予算見込みのときよりも多く付いたというようなこと

であります。更には、過去の繰り替え運用等の戻し入れ分が１,１３０万円程度、平

成２２年度では積み増ししたところであります。２２年度年度末の庁舎建設基金の見

込額については、５億１,１００万円程度になる見込みであります。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかに質疑ございませんか。９番。

○９番（佐々木市夫） １７ページ、１９ページのことでお伺いします。

財産貸付収入、ふれあい農園貸付収入１万８,０００円増、いずれにしましても、

当初の計画からすれば、やや現地を見ると借りる方の実態数は少ないのかなと感がし

ます。改めまして、計画とその実態との到達目標、そして、更に今後のその辺のこと

をどう理解しているのか、お伺いしたいと思います。改めて、その下の普通財産貸付

収入というのは３３万円、どういうものなのか改めてお伺いします。

次のページの１９ページ、不用品の収入、物品売払代金１９万２,０００円とあり

ます。不用品とは何なのか。どのような周知徹底をしながら、これを売りさばくのか、

その辺の確認をいたしたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。

１７ページ、下段の方のふれあい農園貸付収入でございます。今回の補正は、区画

１８区画分の差額分の計上であります。本来ですと、計画目標については現在３０戸

程度、３０区画程度を貸し付ける能力を持ってございます。まだ半分ちょっとでござ

いますので、最終的には７０～８０という数字を想定しておりますが、現在は３０区

画程度を直ちに貸し付ける計画で進んでおります。以後、いろんな形で周知を図りな

がら、貸付収入の増加を図っていきたいというふうに考えております。

それから、普通財産の貸付収入、今回３３万円の補正であります。この中身につき

ましては、ＭＫ物流に対して用途廃止をした土地の貸し付けということで、平成２２

年５月から３月３１日までの予定で４４９平米ほど、金額にしまして日割計算で８万

１,４００円程度の数値を見込んでおります。更には本年の、２２年の７月から２月

いっぱいまでＮＴＴ東日本に光ファイバーの資材置場等ということで、苗畑のふれあ

い農園の南側の駐車場用地１,５７８平米、金額にして２４万８,６６７円を貸し付け

たところであります。

１９ページの不用品物品売払代金１９万２,０００円でありますが、これについて

は、随意契約ということで、廃車しました消防自動車３台分を売却した計上でありま

す。以上です。

○議長（菅野行雄） ９番。
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○９番（佐々木市夫） 特に１点だけ、ふれあい農園の方の関係です。

新年度でも苗畑の利活用という形では、なんか庁内の検討委員会では市民農園とい

うような形を大々的に実行していきたい、推進していきたいということであります。

そういうことからすると、ややＰＲ、あるいはあそこの市民農園というのはどういう

特徴なのか、そういう面でのやっぱり積極的なやっぱりその借りる側に対するアタッ

ク、それが少し足りないのかなと思いますので、もう少し積極的に、しかも私、前か

ら言っていますように、いわゆる特徴ある、例えば有機農園で安心安全だとかも含め

て、やっぱりそういうふうなことも是非一角には取り入れながら、積極的な展開をし

ていってほしいなということを付け加えて要望しておきます。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ２９ページの海外派遣事業の補助金、これ減額１６７万８,０００

円なんですが、新年度でも５００万円以上取っているわけですが、これは減額の理由

と、これ何パーセントくらいの参加率なのか、それを伺います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

海外派遣、今回１９４万７,０００円の補正減となりました。これにつきましては、

４１名の中学生と随行４名で４５名で、韓国に夏休みに行ってきたものであります。

減額の主な理由としましては、３泊４日で韓国の運行、渡航費用等がかなり割安にな

っていたということもありまして、１００万円程度渡航費用で減額になっております。

そのほかいろんな事務費、それから団員の活動費、これらについてもそれぞれ経費の

抑制を図ったところ、今回１９４万７,０００円の減を見たところであります。

以上です。

○議長（菅野行雄） ほかに。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します。

参加率といいますと、ちょっと分からないんですけれども、申込者全員、韓国に行

ってきたと。ただ、中学２年生対象は１００人前後、１００人ちょっと切るぐらいだ

と思いますので、そういう意味での参加率ということでは半分ぐらいというようなこ

とがいえるかと思います。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 参加率が半分も行かない。その理由は、教育長。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １番議員さんにお答え申し上げます。

参加率、この４０人というのは非常に多いんですね。従来から比べると。この事業

ができた段階では２５人で抽選を行ってやってきた。それが、どうしても落ちる子ど

もたちが１０人、２０人いるということで、かわいそうだということもありまして、

数年前から希望したものについては、すべて連れて行くということで、希望者がこの

人数だったと。従来の率からするとかなり高い率だなというふうには考えております。

以上です。
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○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１４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） ここで暫時休議をいたします。再開は午後２時４０分といたします。

（午後２時２２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） 日程第１５、議案第１５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。１２番。

○１２番（佐藤誠一） ５２ページ、５３ページ関係なんですけれども、この歳入歳出に

下段から２番目に、補正されなかった款項によるかかる数と、歳出の方も同じ項目で、

片方は２億８００万円、片方は１億３,６３９万円となっておりますけれども、どう

いったものなのか教えてください。

あと、これ左の方は総括と書かれてないんですけれども、この見方、支出の方では

特定財源という項目が１つ増えておりますけれども、左と右の表の見方をどう見るべ

きなのか、教えていただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） １２番議員さんにお答えいたします。

まず、５２ページの歳入歳出の欄で、補正されなかった項目にかかる数というのと、

歳入の、それから歳出の補正されなかった款項にかかる数ということですけれども、

これは歳入で補正されなかったと、歳出で補正されなかったということですので、当

然数字的には変わってくる内容だと思います。

この歳入歳出と、あと５３ページの歳出、総括表との見方ということですけれども、
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これも財源の内訳等が５３ページには書かれているということで、補正額自体につい

ては同額というふうになっております。失礼しました。右側の方については、その補

正額に対する財源の内訳を示しているということでございますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

ち切りにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第１５号を採決いたします。

本案を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。

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１６、議案第１６号「平成２２年度アットホームおおたま特

別会計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。１番。

○１番（押山義則） 歳入について伺います。

宿泊料と入浴料、これ大幅な落ち込みなんでありますが、この減額になっている大

きな要因と考えられるもの、どういうことが理由で、これほどの減額になっているの

か、要因と考えられるものをお聞かせください。

○議長（菅野行雄） アットホーム支配人。

○アットホームおおたま支配人（菅野昭裕） １番議員さんにお答えいたします。

２２年度の宿泊料でありますが、特に前年同月と比較いたしまして減少が大きかっ

たのが６月で、単月で１７２人の減、８月が前年同じく同月比で１３４人の減、１月

が１５７人の減というふうなことがございました。通常、年間を通して各月ごと同じ

ような形を描いて増減をしていくわけですが、２２年度に関しては、この６月、８月、

１月というふうなことで落ち込みが大きかったというふうな事実でございます。原因

として考えられますのが、６月につきましては、内訳を見ますと村内６０歳以上の方

が１０３人ほど減っていたという部分。更に８月、１月につきましては、県内及び県

外のいわゆる８月、１月のお盆、正月のシーズンですが、遠来のお客様が少なかった

というふうに分析をしております。以上であります。
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○議長（菅野行雄） ほかに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１６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１７、議案第１７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） 日程第１８、議案第１８号「平成２２年度大玉村農業集落排水事業

特別会計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇
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○議長（菅野行雄） 日程第１９、議案第１９号「平成２２年度大玉村後期高齢者医療特

別会計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第２０、議案第２０号「平成２２年度大玉村水道事業会計補正

予算について」を議題といたします。

質疑を許します。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） 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。大変ご苦労さまでございました。（午後２時４８分）


