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平成２３年第２回大玉村議会定例会会議録

第７日 平成２３年３月８日（火曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 押 山 義 則 ２番 武 田 悦 子 ４番 鈴 木 義 一

５番 菊 地 利 勝 ６番 渡 辺 泰 章 ７番 佐 藤 悟

８番 遠 藤 義 夫 ９番 佐 々 木 市 夫 １０番 鈴 木 宇 一

１１番 遠 藤 文 一 １２番 佐 藤 誠 一 １３番 須 藤 軍 蔵

１４番 佐 原 吉 太 郎 １５番 大 戸 隆 １６番 菅 野 行 雄

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

３番 小 沼 清 子

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席をした者。

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。

総括質疑（平成２３年度予算議案に対する質疑）

議案第２１号 平成２３年度大玉村一般会計予算

議案第２２号 平成２３年度大玉村国民健康保険特別会計予算

議案第２３号 平成２３年度大玉村玉井財産区特別会計予算

議案第２４号 平成２３年度アットホームおおたま特別会計予算

議案第２５号 平成２３年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算

議案第２６号 平成２３年度大玉村土地取得特別会計予算

議案第２７号 平成２３年度大玉村介護保険特別会計予算

議案第２８号 平成２３年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算

議案第２９号 平成２３年度大玉村第二住宅団地造成事業特別会計予算

議案第３０号 平成２３年度大玉村水道事業会計予算
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平成２３年度予算議案（議案第２１号～議案第３０号）の委員会付託

議案第２１号 平成２３年度大玉村一般会計予算

議案第２２号 平成２３年度大玉村国民健康保険特別会計予算

議案第２３号 平成２３年度大玉村玉井財産区特別会計予算

議案第２４号 平成２３年度アットホームおおたま特別会計予算

議案第２５号 平成２３年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算

議案第２６号 平成２３年度大玉村土地取得特別会計予算

議案第２７号 平成２３年度大玉村介護保険特別会計予算

議案第２８号 平成２３年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算

議案第２９号 平成２３年度大玉村第二住宅団地造成事業特別会計予算

議案第３０号 平成２３年度大玉村水道事業会計予算
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会 議 の 経 過

○議長（菅野行雄） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、３番小沼清子君より欠席届がありましたほか、１５名全員

であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第１、総括質疑を行います。

議案第２１号から議案第３０号までを一括議題といたします。なお、この総括質疑

は、議事整理の都合上、各議案ごとに行います。また、質疑につきましては、先に議

会運営委員長から報告がありましたように、質問者は自ら所属する常任委員会の予算

項目以外の質疑の内容として、予算書のページ数を明らかにし、議題に供された内容

とするようにとの申し合わせでございますので、ご協力くださいますようよろしくお

願い申し上げたいと思います。

はじめに、議案第２１号「平成２３年度大玉村一般会計予算」に対する質疑を行い

ます。質疑を許します。１番。

○１番（押山義則） まず、最初に、１０１ページ、特定不妊治療助成事業補助金の存目

１０万円について伺います。特定不妊治療いろんな方法とか費用の面でもだいぶいろ

いろ差がある方法あると思うんですが、その範囲、そういう具体的にどういう補助に

なるのか伺います。

それから、１０７ページ、特定検診の受診であります。これ受診率の達成状況を伺

います。

それから、１１９ページの直売所の改修費７００万円計上になっておりますが、こ

れら食堂の売上の実態、これ伺います。それから、北側の壁について移設すると伺っ

たんでありますが、これ設計するときにそれなりに協議して建物のバランスとか、そ

ういうデザインも考えて設置された建物だと思うんですね。安易に北側の壁を外して

移転するとか、そういうものとかいかがなものかと考えるんでありますが、その辺ど

ういう考えをしているのか伺います。

それから、１３１ページ、里山再生対策の森林病害虫防除２００万円計上されてお

りますが、たぶん木くい虫関連の防除かなと思うんでありますが、これどういう方法

で実施されるのか伺います。

それから、１４５ページ、住宅リフォーム支援事業補助金１００万円計上されてお

りますが、これの内容、例えば１戸当たりの上限いくらなのか、あと支援資格の条件

ですね、家族の収入などを合わせたそういうもので算定されるのか。あと無制限に受

け入れるのか、申し込み順なのか。更に、リフォームの工事内容の種別はなんでも構

わないのか。それから、村内の業者ということは話の中で伺ったんでありますが、こ



- 164 -

れ登録建設業者なのか、また、商工会に存在している建設業組合の参加者でやられる

のか、その辺もろもろ伺います。

それから、１６９ページ、中学校の暗渠排水で設計２００万円、工事３,０００万

円、これだいぶ大きな金額になっているんでありますが、この工法を明確に示してい

ただきたいんでありますが。例えば１００メーターの１００メーターの面積やるにし

ても平米当たり３,０００円、坪当たり１万円ぐらいの経費でありますね。この仕様

はどういう仕様なのか。それから、この設計の２００万円についても暗渠だとある程

度標準仕様があると思うんですが、なんの試算でこの設計２００万円ということを組

まれたのか。以上、伺います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １番さんにお答えいたします。

１０１ページ、特定不妊治療、どういうものを対象とするのかというご質問でござ

いますが、これについては国、県が対象にしております顕微受精と体外受精でござい

ます。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 特定検診の受診達成状況ということですが、昨年４３％

ということで、本年度についても４３％程度というようなことで、まだ施設診療関係

の数字があがっておりませんので、最終的にはまだこれからということになります。

以上です。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えします。

まず、１１９ページの産業振興センター直売所の改修事業関係の中で、現時点での

食堂の売上見込みということですが、２３年度につきましては１１６ページ、前の方

に農業振興費の財源の内訳が出ておりますが、一番下にあります加工品販売代金とい

うことで１３０万１,０００円を見込んでおるところです。また、改修にかかる北側

の壁の関係ですが、一応予算計上する時点で建築士等の資格のある方に相談しながら、

北側に拡張するのは可能だという打合せで、関係改修事業費の工事費を計上したとこ

ろでございます。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。

１４５ページの住宅リフォーム支援事業補助金の関係でございますが、これにつき

ましては、今のところ案ということでございますけれども、目的としましては良好な

住環境の促進と村民の消費活動を促すと、地域経済の活性化を図るということを目的

としたいと思っております。対象者につきましては、個人住宅の所有者本人又は親族

で当該住宅に居住している方。条件のもう１つですけども、村税等、いわゆる村の税

金、あと国保税、水道料、介護保険料、保育料とか授業料、給食費、それらの滞納の

ない方ということを条件としたいというふうに今のところ考えております。補助対象

住宅に関しましては、今回、創設します住宅リフォーム支援事業の補助対象になった
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ことのない個人住宅というふうに考えております。補助対象工事関係でございますけ

れども、ほかの補助により改良を実施した又は、する予定の箇所以外の箇所にかかる

改良工事というふうに考えてございます。業者さんの関係でございますけれども、村

内の施工業者が元請けとなって行う工事。下請け関係につきましては、できるだけ村

内の業者さんを選定していただくというような要綱を作りたいと考えております。

あとは補助の対象関係でございますけれども、工事代金が税込み１０万円以上の改

良工事を考えてございます。非個人住宅を含めて工事する場合、例えば店舗とかが併

設されているような場合につきましては、居住部分、個人住宅部分を面積按分によっ

て算出したいというふうに考えてございます。補助金の額でございますが、補助率５

分の１、限度額１０万円ということで考えてございます。

あと補助の申請に関しましては、とりあえず今回１００万円ということで計上させ

ていただきますが、これにつきましては抽選とかではなく、申請があった時点で交付

決定をさせていただいて、予算に不足が生じるような場合には、再度補正等で対応で

きればというふうに考えてございます。

あと業者に関しましては、登録業者か若しくは商工会なのかということですけども、

登録されている業者さんには限りがございますし、商工会ということになると、建設

業組合さん等に入っていない業者さんもおりますので、一応村内業者、建設業者、元

請けとなれる業者すべて対象にしたいというふうに考えてございます。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） 大変失礼しました。１３１ページの里山再生関係の事業の答弁

が漏れましたので、お答えいたします。

１３１ページ、林業費の中の里山再生対策事業委託料ですが、これは森林の国の補

助事業１０分の１０の補助事業で、いわゆる松くい虫の防除を行う事業でございます

が、事業の内容としましては、伐倒して薬剤を散布して、特殊なビニールを被覆して、

松の中の虫を駆除するという、従来の松くい虫の駆除の方法でございます。

以上です。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １番議員さんに１６９ページの中学校の暗渠排水工事関係

でございますが、設計委託料２００万円、それから工事請負費３,０００万円という

ことでございますが、現在、概算ということで予算立てさせていただきました。参考

までに県の建設技術支援機構ですか、の照会させていただきまして、面積的に大体概

算でどのぐらいかかるかということで立てさせていただきましたものですから、工法

につきましては、また設計の段階で今後、詰めていきたいと考えております。以上で

す。

○議長（菅野行雄） ほかに質疑ございませんか。１２番。

○１２番（佐藤誠一） １７ページお願いします。今、テレビを観ると、現政権が瀕死の

状態でございまして、この児童手当についてなんですけども、今年度のやぶれかぶれ
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の解散あるか、来年度の予算はほぼ通らないだろうという見方からですね、児童手当、

子ども手当について、当局としては一般質問でもしておりますけれども、どのように

把握しているのかお尋ねしたいと思います。これあと支出の方にも出てきますけども。

あと２５ページ、一番上の外国人登録事務費という関係から、今、村内には外国人

が何人住んでいるのか伺いたいと思います。

あと人工透析について伺いますけども、人工透析の交通費ということになっており

ますけども、人工透析のこれ高額医療だと思うんですけども、これらの人数の今、村

内で何人いるのか伺っておきたいと思います。

３１ページ、土地貸付収入の普通財産貸付収入、これ富士ピーエスさんに貸してい

る土地だと思うんですけども、今、不況下の中で富士ピーエスさんは公共事業をして

いると思うんですけども、もう貸付けどうのこうのよりもこの不況下の中で、やっぱ

り売っちゃった方が特なんですけども、その売り買いについてどの程度当局は見てい

るのか、このままずうっと何年も貸し付けていくのか伺いたいと思います。

あと３５ページ、先ほどとも関係してきますけども、今回、繰越金８,０００万円

ほど計上しておりますけども、やはり今のぐらぐらした政権の中でいきますと、村長

も３か月くらいはいろいろな収入源があるということで、６月、７月以降になるとど

うにもならない状態に地方もなると思いますけども、この繰越金８,０００万円でこ

れ十分なのか、再度伺っておきたいと思います。

６９ページ、今度は支出に入りたい。その前に５３ページお願いしたいと思います。

５３ページ、土地開発基金の買戻しなんですけども、これ後で特別会計で土地開発の

方も出てくるんですけども、そっくりこのまま出てくるんですけども、一般会計にこ

のような計上になっているんですけどもちょっと疑問に思うんですけども、これらの

取り計らいについて当局としてどのようになっているのか、これ後で土地開発につい

ても聞きますけども、この点伺っておきます。

あと６３ページ、海外派遣事業、今年度の場合は生徒さんが４１名にプラス引率で

４５名で海外派遣してきたということでございますけれども、今の現状としては円高、

又は海外渡航費の格安ということがありますので、やっぱりある人が言ったように、

やっぱりもっともっと人数的に減額補正しなくとも行ける人はやっぱり連れて行くべ

きだと思うんです。それだけ見聞も広まることなので、それらについて全体的には

６９７万６,０００円ほど計上しておりますけども、この渡航費用としての５６７万

９,０００円に対して、やっぱりこの今の先ほど言ったような円高、渡航費の格安と

いうことで、今だと本当に韓国あたりだと２万円くらいあると２泊３日くらいで行っ

てこれますので、その辺やっぱり考慮してもらいたいと思うので、この点、どのよう

に当局は考えているのか伺いたいと思います。

それでは、６９ページお願いします。６９ページの県会議員の一般選挙について

は３４７万８,０００円計上ですけども、次ページの大玉村の我々の議会については

１,２４０万円、約３倍のね開きがあるんです。これはなぜかというと、やっぱり電

子投票の関係だと思うんですけども、全国に先駆けで全国で４番目か５番目に大玉村
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はこれ電子投票になって、我々も可決した人間でありますけども、やっぱりこれだけ

の経費がかかるというのは、やっぱり今の世の中これ経費削減の中ですので無駄だと

思うので、これ再考する考えがあるのかないのか、当局に伺いたいと思います。

１３２ページの商工業の関係なんですけども、職業関係なんですけども、現在の商

工業、これプラントの関係もあると思いますけども、本当に商業、工業については、

村内の実態はどのようになっているのか。また、プラントの影響はどの程度受けてい

るのか、的確に説明していただきたいと思います。

１３５ページ、工業団地の第一、第二あるわけですけども、第一工業団地について

は、もう２０年も３０年前のものと思われますけども、第二工業団地は平成になって

からで、我々の議会に出てからなんですけども、第一工業団地の未分譲地は面積とし

てどのくらいあるのか。第二工業団地は、富士ピーエスさんに貸しておるところも含

めてどのくらいあるのかお示ししていただきたいと思います。

あとこの下段に、アットホームのコテージだと思うんですけども、コテージの計上

がこれ２５０万円ほどされておりますけども、コテージの現在の利用状況と、これど

ういうものを工事として計上しているのか伺います。以上でございます。

○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。

歳入、２３ページの児童手当、子ども手当の関係のご質問がございました。どのよ

うに現在把握しているのかということでありますが、予算案については衆議院を通過

しておりますが、子ども手当にかかる部分の関連法案については、今後ということで

ありますが、現状、国が提案しているものが成立するものとして予算編成は行ってお

ります。０、３歳については、２万円と７,０００円引き上げという今回の改定であ

りますけれども、これらに伴うシステム改修費については、既に繰越明許を前提に昨

日議決いただきました補正予算に計上しているというところでございます。

それから、２５ページの人工透析関係で人数ということなんですが、この関連の予

算につきましては、人工透析の通院交通費、それでこれは対象者は５人でありますけ

れども、全体的に人工透析の患者が何人いるかというのは社会保険等々もありますか

ら別途把握する必要があると思いますけれども、後ほど数字分かる範囲でお伝えした

いと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

２５ページ、外国人登録者数ということですが、４０人ということです。

○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。

３１ページの件でございます。土地貸付収入でありますが、この中には当然富士ピ

ーエスに関する土地貸付料８９７万９,０００円がこの中に入ってございます。この

富士ピーエスについては、２万５,０００平米程度現在、土地を貸付けというような

形で行っております。毎年契約更新時にはどうですかと、土地の売買に関してどうで
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しょうかというような形でご相談は申し上げておりますが、現在のなかなか厳しい経

済経営環境、これを踏まえて、なんとか貸付けの中でまた更新していただきたいとい

うようなお話しもありますので、２３年度においても土地の貸付けというような形で

予算計上したところであります。

３５ページの方であります。繰越金８,０００万円で十分なのかというようなご質

問でありますが、８,０００万円、今回、当初予算で計上しました。前年度が６,０００

万円、ただ、決算ベースでいくと１億円から１億５,０００万円程度、このぐらいの

財源は担当としては確保したいと、決算時にはそのぐらいの財源は２２年度決算で確

保していきたいというふうに考えております。

５３ページになります。５３ページ、土地開発基金でありますが、これは土地取得

特会と連動するものでありますが、この土地開発基金買戻し１,２７６万４,０００円、

これについては今までに旧苗畑跡地とか、それから東部ふれあいセンター用地である

とか、保育所用地であるとか、これを土地取得特会で先行取得させていただきました。

それに対して基金がなくなるわけでありますから、それの買い戻しというような形で

一般会計でそれを１０回の年賦として、現在、１０分の１ずつ払って土地開発基金に

現金を戻していくというような操作であります。その操作が２３年度で１,２７６万

４,０００円、件数的には１０件程度の件数、今まで先行取得した用地の返済分とい

うふうに考えていただければ結構です。

６３ページお願いします。６３ページ、海外派遣事業に要する経費であります。現

在、格安とか、もっと参加人数というようなご質問でございましたけども、できれば

安心というような形で、当初はＪＡＬでなければいけないというような形もありまし

た。なるべく福島空港を利用できるというのが、まず、前提条件の１つということに

なりますと、アシアナ空港とか、そういうような空港に限定されます。今回、６９７

万６,０００円の計上につきましては、２２年度で韓国の研修が５年を迎えたという

ことで、ふるさと創生委員会の中でも次の候補地というような形で、現在、次の候補

地を模索しておるところでございます。まず、福島空港を利用したい。それから、で

きれば英語圏の方に行ってみたい。英語の方の学習の推進に役立てたいというような

形でおります。それから、渡航費用については、個人負担もございます。２０％、若

しくは２万円というような上限を設定しておりますので、その中で７月の夏休み早々

に参加希望のある生徒ということになると、大体３０人から現在のペースでいきます

と４０人ぐらいが、ここ５年間ぐらいの募集で参加できる生徒なのかなと。それ以上

になった場合には、また、そのときに対応したいと思いますが、大体そのぐらいの人

数で現在、推移しております。そういう意味で２３年度予算も、それを前提に積算計

上したものであります。

１３２ページ、商工業関係の実態はどうなんだということでございます。経済不況

が長引いております。これらについて、中央の方では幾分業績、工業関係回復基調に

あるというような形で税収等も右肩上がりになっているというような現状ありますけ

ども、依然地方では厳しいというふうに認識しております。セーフティネット経営の
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融資制度でありますセーフティネット補助等ももう３０件を超えるというような形で

現在推移しております。そういう意味で融資制度の紹介とか、そういうネット補償の

証明とか、そういうものについて更に担当としては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。商業についても商工会を中心として、現在頑張っております

けども、この１年間でやはりどうしても加入者数が２、脱退が８というような形で減

少傾向にあるようでございます。これについては、プラントの影響はどうなのかとい

うことでありますが、プラントの影響があるのか、それともその商業の高齢化、ある

いは後継者不足、そういうものも影響しているのかなというような感じはしておりま

す。

それから、１３５ページ、工業団地については、先ほど第二工業団地には２万

５,０００程度の未分譲ございました。今回のこの１３５ページの経費については、

未分譲以外の法とか、そういうものについては公共用地になってございます。その

分についてどうしても除草とか、そういう手入れが必要だということで１１４万

６,０００円については、公共用地の除草関係、整備関係、そういうものの経費でご

ざいます。第一工業団地については、未分譲地はありません。第二工業団地は、先ほ

ど貸し付けした２万５,０００程度の未分譲が残っているというような実態でありま

す。

下段の方のコテージにつきましては、２５０万円、平成２３年度においては２年前

に外装を改修をしました一棟について、内装を改修したいというふうに考えておりま

す。内装の改修費が２５０万円程度見ておるところであります。この収入等の使用料

等の実態はどうなんだということでございますが、コテージ７棟で年間大体３３０棟

の利用状況というような形で現在推移しております。３００棟から３５０棟くらいの

間で推移しております。これらについて、年次計画でコテージを内外装ともに計画的

に改修していきたいというような予算の今回の計上でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １２番議員さんにお答え申し上げます。

６９ページ、福島県議会一般選挙の経費、これは平成２２年、本年度も既に予算化

をいただいておりますので、これに２００万円ほど追加になる金額でございます。

更に、７１ページの村議会議員の選挙の電子投票の導入関係でございますが、あく

までも選管といたしましては、正確な民意を反映すると、これまで培ってきた同シス

テムの運用について、今後も引き続き導入を実施する考えでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） ３点ほどお願いします。

１２ページの財産収入なんですが、たばこ税収入の件なんですが、補正で削った分

があるんですが、なんというかだいぶ喫煙場所が制限されたりね高くなったらやめる

などという方法があるんですが、今回また増やした部分はねどういうような算定基準

になっているのか、ちょっとお願いしたいと思います。

４９ページのパソコン教室開催なんですが、これだいぶちょっと休んでいたような
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気がしたんですが、また、開催ということは、この光ファイバーの影響で要望が増え

たのかなと思うんですが、その辺の絡みと、ビジネスＩＰサービス利用、これ情報だ

け取る分野なのか、またこれ逆に情報網を発信する方もできるのか、このホームペー

ジの業務委託料と関連するような部分があるのかどうかお尋ねいたします。

１０１ページ、予防接種に関する経費の中で委託料なんですが、子どもの混合ワク

チンですか、今、ちょっと問題になっている部分があるんで、今日あたりのテレビで

も５例くらいの例があったということなんですが、これ厚生省あたりの資料というか、

そういうような通達はないのかどうかお尋ねいたします。

以上、３点お願いします。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。

１２ページ、１３ページのたばこ税の比較で６７１万９,０００円増えているとい

う、その中身でございますが、本数的には２割ほど減になってございます。ただ、昨年

１０月１日から税率の改正がありまして上がっております。その上がり幅が１,０００

本に対して、これ旧３級以外の上の方の普通のたばこでの標準ですが、エコーとかシ

ンセイとか、それ以外の通常のたばこですが、それでいきますと１,０００本に対し

て３,２９８円が４,６１８円に変更になりまして、１,０００本当たり１,３２０円、

率で４０％アップになりました。このことから本数は減っても、率で金額でいきます

とプラスマイナスで改正後の率が多いものですから、金額的にプラスマイナスで多く

な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） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ８番議員さんにお答え申し上げます。

４９ページ、１３の委託料、パソコン教室開催業務委託料、これは議員さん申し上

げましたとおり、今回の光ファイバーの推進と、特に初心者等を中心に新たにパソコ

ンを導入いただくような、そういう発掘をしたいということで２時間程度４日、それ

を昼、夜と、高齢者の方も想定していますので、そういった昼、夜ということで、今

回、計上させていただいたところでございます。

同じページの１４使用料のビジネスＩＰサービス使用料に関しましては、これはあ

くまでもソフトの権利の使用権でございまして、これについてはホームページとかの

関連はございません。それらのシステムを利用するということで、そういうシステム

の権利使用権でございます。以上であります。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします、

１０１ページの予防接種関連でございます。マスコミ報道等でも８番議員さんご指

摘のとおりの予防接種に関する死亡事例が発生いたしまして、村の方には県を通じま

して金曜日の夜の１１時３０分に厚労省からの連絡の伝達がございまして、土、日、

月、当時では５日から７日まで医療機関における肺炎球菌並びにヒブワクチンの予防

接種を見合わせてくれというふうな連絡がございまして、幸いというか、本村には医
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療機関がありませんので、各本宮市、二本松市、私の方では南達のこの事業に関する

責任者になっている先生にのみご連絡差し上げたところですが、先ほど混合ワクチン

という表現がありましたが、実際は肺炎球菌とそのほかのワクチンの同時接種に絡ん

だ死亡事例でありまして、本日、厚労省の方で専門家会議が開かれておりまして、こ

のワクチン接種と死亡の因果関係を判断をして、今後の接種についての結論を出すと

いうことになっておりまして、今日までが一応接種見合わせと、一時中止というのが

今日までで、これから専門家会議の結論を経まして、今後についてはこれから連絡入

るんだろうと。なお、死亡例につきましては、肺炎球菌プラスヒブワクチンが３例、

それから肺炎球菌プラス三種混合ワクチンが１例、それから今日新たに肺炎球菌プラ

スインフルエンザの同時接種で死亡例の報告がございました。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） まず、歳入の３１ページでございますが、庁舎建設基金預金利子

ということで２３７万１,０００円ですか、これ上がっております。庁舎資金につい

ては、積立金が今、６億円近いのかなと思っているんですが、今回、この繰替え運用

ということで４,３２０万円ほど出てますが、それほど大きい取り崩しはないんだろ

うと私思っているんですが、それにつけてもこの預金利子があまり上がってこない。

昨年より半分ぐらいだということになれば、これどういう基準で算定されたのかなと

いうことでございます。

次に、先程来いろいろと質問者がありましたが、５３ページの土地開発基金買戻

しのいわゆる横堀地内の福島森林局の国有地の、これ特会でも後で出てきますが、

１,４９８万１,０００円特会で出てきますが、今までに大玉村はそれぞれ土地を買っ

てきた経過がございます。旧苗畑跡地又は名倉山、そしてまたふれあい村民の森と、

今度また横堀地内の国有地を買うということでございますが、ふれあい村民の森につ

いては３,７００万円ぐらいだったかなと思うんですが、当初ですね水瓶として重要

だということで議会に説明がありまして、それではということで私も賛同したわけで

ございますが、その後、縛りがあるんだと、開発条件付きなんだというようなことが

あって、その後、森林公園ということで整備しましたよね。今回は、そういういわゆ

る縛りと申しますか、開発と申しますか、そういうことは一切ないということでよろ

しいのかどうか、ひとつ村長にお伺いしておきます。

次に、６５ページ、この滞納整理、法人連携機能システム導入業務委託料等々あり

ます。この法人連携機能システムというのはどういうシステムなのか、ちょっと分か

りませんので、お尋ねをしたいと思います。

次に、堆肥センター関係１２５ページでございますが、大玉村は堆肥センター整備

しまして、有機質飼料の供給ということで非常に実績が、成果が上がっているという

ふうには認識は十分しておるところでございます。しかし、築１０数年経ちまして、

やはりこの運営自体を民間なり又は指定管理者なり、そういうものにしていくという

ようなことがこれから必要なのではないかなというふうに考えております。昨年、こ

の点についても村長の考えがあったわけでございますが、十分に考えますということ
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だったんですが、今もその考えにはお変わりないかお尋ねをしておきたいと思います。

あとはですねちょっと公用車の６５０万円出てますが１３９ページ、これは何台な

んでしょうかね。１台なのか２台なのか６５０万円、どういう車なのかお聞きしてお

きます。

住宅リフォームでございます。１４５ページ、それぞれの議員の皆さんがご質問が

ありました。そういう中で私も若干質問しておきたいと思いますが、まず、木造住宅

耐震診断派遣事業ですね、これここ３年くらいやっておるんですが、その下も住宅耐

震改修支援事業費と４６万円、６０万円、これ出ております。今まで何件ぐらいのこ

の診断、村内でなされたか。そして、改修は何件ぐらいなされたかお伺いしておきた

いと思います。

その下の住宅リフォーム支援事業、今年新たに予算化計上されたわけでございます

が、要綱基準等については、先ほどの答弁でおおむね分かるわけでございますが、や

はりこの部分は非常にやっぱりきちっとしておかないといろいろと問題が生じかねる

というふうに思うわけでございます。と申しますのは、いわゆる障がい者用の整備、

やっぱりお風呂場とか手すり、階段とかというものについては既にやっておるわけで

ございますが、今回は一般的な住宅に対して、いわゆるリフォームするということで

ございます。当然資産価値が上がります。そういうことで、その基準ですね。やはり

資産価値が上がるということは、自己責任というものが伴うんじゃないか、それぞれ

の自己責任でやるべき仕事なのかなというふうに認識をしておるわけでございますが、

その辺についての見解をお尋ねをしておきたいと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 私の方からは、５３ページ、今回は取得しようとしている採種圃で

ありますが、ふれあい村民の森関係のときには、これは森林公園的な、そういうこと

が結局条件だったんです。したがって、そういう条件をのまざるを得ないという中で

取得をしたということが事実であります。今回の採種圃につきましては、そういう条

件についてはございません。前にも申し上げたように山ということで、これを持ち続

けたいなというふうに考えております。

それから、堆肥センターの関係でありますが、これは前にも申し上げたとおり、検

討をし、また、考えてもきました。むしろ今あの指定管理とかね、あるいは委託とか

というと、かえって持ち出しが多くなるようなケースが多いんです。そういうところ

をむしろ今、統廃合というようなことに今しているような、そういう状況であります

ので、今、もうしばらく状況等を踏まえて、そして、これはしかるべきときにどうい

う方法が良いのか、そういうことにしていきたいなというふ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。

予算書３１ページの利子及び配当金、庁舎建設基金の預金利子でございますけれど

も、現在、預金がかなり下がっております。通常でも０.０１とか０.０２の世界にな

っております。１億円とか２億円を積んでも０.１、０.２、０.３になるのはなかな
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か厳しいというような利率の状況を踏まえまして、現在、庁舎建設基金で持っており

ます証書８通ございます。それらを今後の預金の金利状況を勘案しまして、良いもの

で０.４ぐらい、それ以外については０.１５とか、一番１,０００万円単位になりま

すと０.０４とか、そういう数字になります。それらを積み上げまして、今回、２３７

万１,０００円の利子の計上をしたものであります。

○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します。

６５ページ、滞納整理、法人連携機能システムの導入業務の委託料の内容でござい

ますが、法人整理につきましてはシステムの中で、この滞納整理というようなシステ

ムがあるわけですが、そのシステムの内容は具体的には各税目の滞納の一覧表とか、

あまり具体的すぎちゃうかな、そういうものとか、それから各種通知ですね、督促状

を出したり、そういうシステム、あとは交渉記録とか、そういうものも入ってござい

ますが、そういうシステムがあるわけですが、法人村民税だけがその中に入っていな

くて、それは別枠で管理しているという状況なものですから、その滞納整理の中に法

人村民税に関するものも入れて一本化をして、例えば何か通知を差し上げる際に漏れ

がないように、また、漏れがないようにというようなことも含めて、事務の効率化も

含めて、今回計上させていただいたところでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １０番議員さんにお答えをさせていただきます。

１３９ページ、公用車６５０万円の計上でございますが、これにつきましては今、

建設課の方で管理しております公用車５台のうちジープ型のサファリなんですが、こ

れにつきましては平成２年式ということで既に２０年経過ということになってござい

ます。これについて、今回更新したいというふうに考えてございます。ただ、６５０

万円の中には、今のサファリですね、ハンドルがなかなか利かなくて小回り利かない

ということもあるんですけども、車の重量がかなり重いと。まだ冬場だけ走るという

んじゃないかということもありまして、今の更新するサファリを除雪用に改造したい

というふうに考えております。ただ、これについては建設課職員、除雪等の苦情等あ

れば、当然現地に行って状況を確認するということで、現地を見て業者にお願いをし

て、そこから動くということになると、当然１時間、２時間、時間ロスしますので、

速やかに除雪をするような場合は、これで対応したいということで、どのくらいかか

るかというのはなかなか把握できない。あとは解除をする業者さんが東京の方という

ことになります。当然、陸送とかの費用もかかりますので、サファリの更新分と、今

のサファリを除雪タイプにするということで６５０万円の計上になってございます。

あと１４５ページの住宅リフォーム関連でございます。当然、１０番議員さんがお

っしゃられとおり、個人の資産形成を含んでおります。しかしながら、近年の経済不

況、こういった中からなかなか業者さんの仕事がないという部分もありますので、先

ほども１番議員さんの方に答弁したとおり、村民の消費活動を促し、地域経済の活性

化を図るということを目的としてございます。ただ、補助率、補助限度額、これにつ
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いては若干低いという部分もあるかもしれませんけども、これについてどのくらい要

望があるかというのはちょっと未知数な部分もありますので、推移を見させていただ

きたいというふうに考えています。なお、耐震診断の派遣事業の今までの件数でござ

いますが、平成１９年が３件、平成２０年が３件、平成２１年が２件、現在のところ

平成２２年は２件ということで、トータル１０件でございます。このうち改修まで至

っているのは、いわゆる改修費については６０万円補助をいただきますが、改修とい

うか耐震補強の分ですね。それに伴って必ず部屋の模様替えとか発生するところがご

ざいます。かなりの費用負担になるということで、改修については今まで０件、なし

という形になっております。なお、住宅リフォームとセットで考えれば、こういった

耐震補強をする部分については、補助金で制度があります。それ以外の模様替えの部

分、こういった部分必ず必要になってきますので、そういった部分もこれで吸い上げ

れば、耐震改修も進むのかなというふうなことも考えてございます。以上でございま

す。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。再開は１１時５分といたします。

（午前１０時５０分）

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１１時０５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 先ほど１２番さんの質問に答弁漏れがございましたので、健康福祉

課長さんの方から答弁いたします。健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １２番さんに２５ページの人工透析の通院交通費の歳入の

関連でありましたが、通院交通費の関係は５人でありますけれども、全体的に人工透

析の患者さんは１２月２８日現在、１８名となっております。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） いくつかお尋ねをいたします。

款６の農林水産業費の林業振興でページで言えば１２８ページから１３０ページに

なりますか、この中での森林の保護の関係でありますが、天王下の赤松の保護につい

て、樹齢１５０年とも２００年とも言われておりますが、今年あの去年からの大雪で

折損木がだいぶ見られるということで、あそこの松については県のみどりのなにがし

とかという指定がされているようでありますが、そういうふうにならないうちにこの

枝折の対策というものが必要であろうというふうに思いますので、その点についてど

のように考えているのか、まず、お尋ねをします。

それから、同じく農林水産業費の１３０ページ、有害鳥獣保護の捕獲用のわなであ

りますが、これ予算計上はそれはそれで結構でありますが、最近ではむしろ特にイノ

シシの被害というのが増えているわけでありまして、今年の２月２４日現在での大玉

を含む県北地方の市町村のその被害の状況、あるいは被害に対する対策、そしてその

結果というようなものが私の手もとにもありますが、そうした中で大玉村はいろいろ

今計上されているような対策がなされているが、成果はゼロということになっており
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まして、そういう意味では二本松市あたりがむしろ経験がいろいろあって、このわな

に加えて電気木柵というようなものを取り入れがなされているようであります。いず

れそれをやったからといって、これまたＯＫというものではありませんが、そういう

わなについても、あるいは木柵についても今後検討すべきであろうというふうに思い

ますし、なんとか鳥獣被害の対策協議会というようなものがあるようでありますので、

そうしたものにも積極的にまざって、そういう意味での先進事例も聞きながら、有効

な対策に結びつけていく必要があるだろうと思いますので、この点について、その対

応と考え方についてもお尋ねをします。

それから、款１０の教育費であります。１６０ページからの学校管理費、駐車場造

成についてお伺いをいたします。あの中には間こに２本の水路が入っておりまして、

片方は幅広く深いというような状況でありますので、これに対する安全対策というも

のはどのようになされるかお尋ねをします。また、同時に県道から村道に斜めに入る

ようになっておりますが、あそこのところもちょっと狭いというふうに思いますので、

それらについてはどのように考えているのかお尋ねをしたいと思います。

それから、款８の土木費関係でお尋ねしますが、道路維持関係、１３８ページにか

かわってでございます。岩高の住宅団地に入るところの消防屯所が邪魔だということ

で、いち早くこれ撤去して新しくできて久しいわけでありますが、あの後スカッとで

きているのかなと思ったら、いつまで経ってもあそこに柵になって、わきに軽トラッ

クが置いてあるという状況で、そこら辺の関係はどのような経過でそうなっているの

かお尋ねをいたします。

それから、また、教育関係でありますが、体育施設の関係で１９２ページからのプ

ール管理運営にかかわってお尋ねしますが、大玉のプール、非常に二本松なり郡山な

り本宮の愛好家にとっては大変好評でありまして喜ばれておりますが、できればもっ

と例えば本宮のプールとの連携を図って休館日の調整をするとか、あるいは料金体系

も一緒にしてもらうと大変良いんだがなというようなお話しもあるわけでありますが、

これらについて今後、検討してはどうかと思いますが、これらについてもその考えを

お尋ねをします。

それから、同じページの１９２の給食センター、これ款４の衛生費、９８ページと

も連動すると思います。この食育教育と給食センターのかかわりですが、最近、非常

に小さい児童、生徒が高脂血症といいますか、脂がかかってきている子どもが多くな

っている、栄養が良くなってね。それに伴うところの食育というものについての対応

というものがなされているかと思いますけれども、これらのこれまでの取り組み、そ

れから今後そうしたことに対するところの検討ということについてお尋ねをいたしま

す。とりあえずそれらについてお答えをいただきたいと思います。

○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。

まず、１２９ページ、林業振興の中の森林の保護という形で八坂神社の赤松の関係

でございますが、八坂神社の赤松につきましては、緑の文化財、県の指定でございま
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すが、昭和５８年に緑の文化財、県の緑の文化財に指定がなされておるところでござ

います。そういった中で松くいの地上散布等、松くいの予防ということで地上散布は

実施しておりますが、実際の松の管理につきましては、八坂神社の氏子なり総代の管

理下になされているところでありまして、今ほどお話しがありました松の枝折れ対策

等について、必要かどうかというのは、管理している八坂神社の総代等と協議し、検

討してまいりたいと思います。

次に、１３０ページの有害鳥獣の関係で有害鳥獣のわなにつきましては、１３１ペ

ージの備品購入費の中で予算計上しておるところでございますが、ご指摘のとおり、

近年イノシシの発生による農作物の被害が拡大しておるところでありまして、特に山

間部ですか、小高倉とか長井坂とか東光地区等において、水稲、カボチャ、馬鈴薯等

の、また牧草等の被害が発生しまして、被害の状況を確認して、有害鳥獣捕獲隊に捕

獲をお願いしているところですが、捕獲方法につきましては箱罠、くくり罠等で実施

しておるところでございますが、なかなか捕獲には至っていないという現状にありま

す。そういった中で先ほどもお話しがありましたが、近隣市町村の状況ということで

隣接の二本松市におきましては、鳥獣被害防止特別措置法が平成２０年に制定されま

して、その中で被害防止計画の策定、被害防止対策協議会を立ち上げまして、国の補

助事業等を導入しながら緩衝帯とかあと電気木柵の導入を図っておるところです。電

気木柵といっても、例えば農地に囲ってもそこの農地にはイノシシは入られないです

が、その別のところにも発生するということで、そういう被害の根本的な対策にはな

りませんが、そういう形でそういう補助事業を導入しながら二本松市では導入してい

るということで、この被害防止計画につきましては、単独市町村でも策定ができます

が、広域連携でもできるということで、そういう近隣市町村との連携するかどうかも

含めまして、今後、被害防止計画並びに被害防止対策協議会の設置について検討して

まいりたいと思います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １３番議員さんにお答え申し上げます。

玉井小学校の駐車場増設の関係でございますが、現在、駐車場を予定しております

土地と校庭の間に水路がございまして、校庭の側にはフェンス並びにガードレール等

がございますが、ボール遊び等で川にボールが落ちて、子供たちが出入りするなどと

いう状況もございますので、今後、設計の段階で十分水路の管理者等々協議しながら

十分な安全対策に努めてまいりたいと考えております。

それから、村道の出入口もありますので、子どもたちの登下校に危険が及ばないよ

うな措置も建設課等と協議しながら進めてまいりたいと思っております。

それから、学校給食の関係で食育教育がございますけれども、各学校では肥満児傾

向の子どもたちに対して指導をしておりまして、その中で夏休み前とかに子どもたち

の健康診断をしまして、それらの結果について保護者に通知しまして、給食、それか

ら家庭での食事に十分注意するような指導を養護教諭の方で進めておるところでござ

います。以上です。



- 177 -

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） １３番議員さんにお答えいたします。

５分団１方部の屯所の跡地でございますが、これ朝日台の団地から真っ直ぐ下りて

くれば、その県道に直接真っ直ぐに交差できるというような状況であったわけですが、

県との協議の段階でいろいろ条件を出されまして、なかなか協議がまとまらなかった

ということで、村としてはなるべく安い費用で行いたいというようなことで、昨年、

県との協議がまとりまして、公安委員会との協議を終えて、現在、舗装はした段階で

す。これからライン等を整備しまして供用開始したいというふうに思っております。

以上です。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） １３番議員さんにお答え申し上げます。

１９２ページ、１９３ページのプール、テニスコートに関する経費の中で、本宮市

のプール等の連携についてということでのご質問でございますが、現在、大玉村では

火曜日が定休日となっております。本宮市の方では、月曜日定休日ということになっ

てございます。相互利用関係でございますが、本宮市の施設の内容については、ご存

じのとおり中にウォータースライダー等、かなり大玉よりも設備的には勝っているの

かなと。料金につきましては、本宮市は町内、町外、町民でない方関係なく一律一般

の場合は２万円ということで、年間券の方が設定されております。大玉村の場合です

と、利用促進を図るために村内の方、一般の方で１万５,０００円、年間券でござい

ますが、村外の方は２万円というような設定になっております。利用促進を図るため

に低価格に設定しておりますので、これは一律仮に２万円ということになれば、若干

利用の面でどうなのかなということにもなりますので、かなりそれぞれ本宮市、大玉

村、公費で運営しておりますので、難しい部分はあるのかなというふうに考えており

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） １３番さんに９９ページの食育関連で、給食センターと併

せて質問がございましたが、食育の一環として学校、養護教諭との連携も含めて、小

中を中心に管理栄養士を派遣して、特に食事とメタボの関係等々の授業を実施してお

りますので、今後とも開催クラス等を増やして推進してまいりたいと、このように考

えております。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） それぞれご答弁ありがとうございました。１点だけ関連して駐車

場の関係で玉井小学校については今度確保いただいたので、十分に対応できるのかな

というふうに思いますが、一方、大山小学校関係はなんか漏れ聞くところによるとい

ろいろ大変だというふうに聞くわけでありますが、そこら辺の関係について教育長、

何かつかんでおるとすればお尋ねします。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １３番議員さんにお答えを申し上げます。
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漏れ聞いたというようなお話しが今ありましたが、中学校は２か所、それから玉小

は都合３か所大きな駐車場がありますが、大山小学校は駐車場がないためにグランド

に車を入れているという現状がありまして、ＰＴＡの方で駐車場の確保について近々

要望があるというふうには学校の方から報告を受けております。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかに。９番。

○９番（佐々木市夫） 本村の基幹産業でもあります農業関係に絞ってまず質問させてい

ただきます。

第１点目は、１１４ページから１１５ページの農業委員会関係の予算という形です。

村長の施政方針演説と絡めて質問させていただきます。まず、その県のオーダーメイ

ド方式による権限移譲が今回４月１日よりなされます。そのために例えば経費が増に

なる部分とか、あるいは人員増とか、そういうような部分がまず予算的に発生してく

るのかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。今回の権限移譲、前から村として

の要望ということで相成ったわけですけども、その辺のメリット、あるいはデメリッ

トなどを承知しているのかどうか。非常に申請から許可までのいろんな事務手続がス

ムーズというのはこれは聞いておりますけれども、一方では県内では郡山と白河が既

に権限移譲なっているようです。それぞれちょっと確かめてみますと、必ずしも我々

が思っているような状況にはないというようなことも聞いています。その辺のことも

理解しているのかどうか、その辺はまず、村長さんにお伺いしたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

あとそれと一緒に今回、農業委員から建議書が昨年議長あてにも出てます。当然村

長あてにも出ていると思います。特に女性農業委員の増員、更にはこういう世勢です

から事務局のスタッフの増員と、この２つが出ておりますので、その辺に対する当局

の見解も併せてお伺いしたいと思います。

２点目、２７ページの歳入と絡んで１２１ページの米粉の普及推進事業費、更には

産業振興センターという形でお伺いしたいと思います。まず、米粉の普及促進、以前

にちょっと一般質問でも質疑したと思いますけども、有機農業の推進と同様に同じペ

ーパーで米粉の利活用推進協議会うんぬん、名前はちょっと忘れましたけども、そう

いうような形の公募があったようですけども、その後、いろんな事情が変わりまして、

今や米粉というのは非常にちまたで大きな成長産業と言いますか、農業の発展に大き

な寄与する部門としての脚光を浴びている中で、今回、県の支援２５万円を受けて、

実際に５０万円の予算化したようでございます。その内容的なことと、改めてその組

織活動今後、どのような考えているのか。で、推進をどのように図っていく考えなの

かと併せてお伺いしたいと思います。

次、その産業振興センター、これもちょっと施政方針演説と絡めて質問させていた

だきたいと思います。本村で生産された農産物を使った食堂部門の充実、この部分が

非常に我々議員も含めて現場でも、あるいはちまたでも非常な憶測で物議を醸してい

るようです。今回、議会が整理されれば、その後は整理されると思いますけども、要

するに食堂をやったって儲からないんじゃないのとかいろんな要素があります。この
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文面ですと、やっぱりもう少し今の発展的に今の食堂部門を推進していくんだという

意欲が汲み取れますけども、実態もう一度村長さん、これ一般質問でもありましたけ

ども、もう１回この実態と考え方お願いしたいと思います。そのようないろんな憶測

を整理１回する意味でもよろしくお願いしたいと思います。ちなみに参考までに、こ

の直売所の運営協議会の有力者から私、直売所運営に関する大玉村産業センター直売

所に改修に関する考察だという形で意見交換した中で、その彼からＡ４判でいろんな

の出てきまして、多くは語りませんが１点だけ、飲食の運営及び形態について、飲食

の運営については、地場農産物販売促進に貢献する内容、そして、大玉村の良さを伝

えるものであることを希望します。また、飲食スペースも農産物等の売場と関係を十

分感じられる形態としていただきたいと思います。なお、これは先ほど１０番さんの

鈴木宇一さんとも同じような意見でもの申しますけども、なお、利益を追求すべく飲

食の提供、事業化する場合は、個々の客に対して俊敏な判断、サービスの提供、価格

の設定が必要と思慮されますので、民間の自由な発想と柔軟な経営戦略の下で行われ

るべきものであると考えます。このようなこれある１人の意見ですから、私の意見と

はまた別な意見ありますけども、そんなことも参考にしながらいろいろ検討してほし

いなと思っておりますので、その辺の見解も含めて村長の見解をお伺いしたいと思い

ます。

４番目、１２３ページ、農業後継者に関する担い手も含めてだということです。ご

存じのとおり村内に新規就農者、国交省退官してきて自分の農業経営をやるんだと、

あるいはまたある私立大学ですけども、大学院までいってコンピュータ会社に勤めた

彼が、村で有機農業をやりたいとか、そういう形の若い方が増えつつあります。非常

に喜ばしい傾向ですが、一方ではなかなかその受け皿、更には支援、横のつながり、

仲間は少ないのかなと私は実感しております。そういう中で、一方では私ども若いと

きに農業後継者、更には農業青年会議所、残念ながら今、消滅状態で、唯一残ってい

るようなＪＡ青年部、俗に言う農青連、我々と同じような年代の人が頑張っておりま

す。農青連ではないと言っているんですけども、いずれにしましても、そのような後

継者の育成を村長、改めてこの予算はちょっと少ないのかなと思っておりますので、

改めて村長の見解と具体的なそういう担い手の確保があれば是非お願いしたいなと思

っております。

次は１２５ページ、堆肥センター、これまた先ほどの１０番さんと同じ意見だと思

います。基本的にはそろそろ民営化すべきかな。そして、雇用の場をもっともっと促

進する方策をしてほしいなという願いから予算化を見ますと、まず、以前にも申しま

したけども、あの辺、周りの漏水とか、その辺の問題は解消されているようですけど

も、まず、施設の老朽化というのは否めません。ですので、今回の予算にはないと思

いますので改めてお願いしたことは、やはり施設の実態のやっぱり調査費を計上して

いただいて、やはり堆肥センターは第１次発酵、第２次発酵と必ずそうしながら、良

質な堆肥を生産する努力は努めてます。うちの方の堆肥センターが決して悪いとは言

いません。いずれにしましても、これからいろんな環境にやさしい農業推進するにし
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ても要は土作りです。その原点となる１つの考え方の堆肥が、今のままでは残念なが

ら問題はあると思います。完全に腐熟した、そういう体制を作るための施設、これは

もう一考の余地があると思いますので、是非調査費という名目で新たな施設改修のた

めの、そういう事業化を進めていってほしい。そういう観点から、改めて村長さんの

考えをお伺いしたいと思います。

最後になります。耕作放棄地１２９ページ、県の予算が今年度で今で言えば来年度

ですか、終了という形の中で、いろいろ積極的に耕作放棄地の解消に努めているとい

うのは大いに評価されると思います。今回、商工会とも連携して、納豆とかいろんな

また更に６次化も含めた、そういう推進が目標化されます。ただ、予算的にはそうい

う状況で、雇用促進うんぬんの予算が今年度限りと。更に村長、この放棄地耕作を遊

休地の解消方策を再生室をどんどん進めていくと、そういう考えも含めて村長の見解

も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） お答えをいたします。

第１点目のオーダーメイドによるところの農業委員会関係の権限移譲ね、これは端

的に言いますと、私も県の農業会議の常任委員役員になっております。県の方に申請

になります、市町村からね。そうすると、我々の方に諮問されるんです。我々の方か

ら、また知事にこれまた答申をするわけです。そして、初めて今度知事が許可証をそ

れぞれの市町村に交付すると、こういう図式になります。これが今度は県を通さない

で真っ直ぐ今私がやっている県の農業会議、常任役員会の方に上がってくる。そして、

あと即そこでＯＫということになれば、即村の方に戻ってくると、農業委員会の方に

来ると。農業委員会では、それですぐに許可を出せるということでありますから、県

の方の関係のぐるぐるっと巡る関係がかなりこれは物理的にこれは短縮されるという

ことは間違いありません。したがって、そういうことで経費の面とか、あるいはそれ

相当の人事関係うんぬんということでございますが、そういうこと含めて内部的にい

ろいろと検討を深めているということでございます。

それから、第２点目の産業振興センターですか、食堂の関係については一般質問で

も申し上げました。率直に申し上げて、食堂というふうなことで本格的に営利追求す

るような、そういうタイプではありません。要するに衛生の面、それからあと今、現

実に利用している方が物を買うかごが肩にさわると、そして、まともに見られると食

ったようでも飲んだようでもないと、こういうことなので、なんとか仕切がほしいと。

だから、やめるか。だけど、せっかくあるのをやめるという手もないなと。だから、

仕切りを付けて、その売場の狭まった分をそれを確保しようと、そういうことで食べ

やすく、そして、そういうところから今度ちょっとやれるような取り組み、これはい

ろいろ発展的に与えられたそういうスペースの中で今後やっぱり職員の意欲のほどで、

あるいはみんなの考え方によって発展をさせていくという芽にすることは、これはこ

れからやっぱり考えていく必要があるのではないかなと、そういうふうに思っており

ます。
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それから、後継者の関係だけどね、この後継者は今、新規就農者もぽつりぽつり出

てきているから大変良いなと思っておるんです。ＪＡ全中が最近の農業新聞等を見ま

すとね、こういうことを打ち出しているんだね。今のこれは水稲関係が中心でありま

すが、大体２０～３０ヘクタールのそういうことをやっぱり今度目指していくべきだ

と。それから、中山間地域については、１０ないし２０ヘクタールということを目指

していくべきだと。それに対しては、それはやっぱりいっぺんにはいかない、お互い

に利害関係があるわけでありますから。そういうことを時間をかけてそれぞれに積極

的に指導者を張り付けると、こういうことで方向付けをしていくんだというようなこ

とを農業新聞等に出ておりましたが、これ実際そういう方向で、このままで良いとい

うことはないと思いますから、何かのやっぱりそういう１つのビジョンは必要だと思

うんです。ただ、一例を挙げますと、長野県の川上村などというのは、あそこは人

口が４,３００～４,４００人なんです。大玉の半分くらいなんですよ。そこで、あ

そこの専業農家というのは４５０人いるんです。あそこの条件というのは、標高が

１,１００～１,５００メーターの標高なんです。一番面積の多いのが、大体１,２００

メーター。そこでレタスを中心に大体３０種目くらいの野菜を売っておるわけであり

ますが、あそこの村長は藤原忠彦さんと言うんですが、去年の総取扱高は１７０億円

なそうであります。１戸当たりは３,０００万円だそうです。取扱高が３,０００万円。

農業後継者はどうですかと、後継者の心配は全くないと。そして、農業後継者はほと

んど高学歴であると。この学校に大学に大体行っているのが多いんだそうです。そし

て、そのときにちゃんと自分の女を見つけてくると。だから、容易でないのは、そう

いう高レベルの方をどう満足させるかという、このインフラ整備が私らも尻ばたきさ

れるんだと、こう藤原村長言っております。だから、そういうところもあるんだなと。

そういうことで、うちの方はそして特色としては農協３つあるんだと。これまたちょ

っと違うんだね。農協３つありますと。だから、そこに今年私はやっぱり話だけでは

だめだから、それとあとそういうパンフだけではだめだから、今年はなんでかんでそ

の川上村に１回現地を踏み込んでみたいなと、こう思っておるわけでありますが、そ

の１,２００メーターの標高のところで３,０００ヘクタールくらい畑地はあるんだそ

うです。そこで、死ぬか生きるかということで、今日の専業農家４５０戸のたった人

口は４,３００～４,４００人くらいしかいない。そういうところもあるわけですから、

やっぱり条件の悪いところでそういうふうになっている。だから、大玉村は条件が良

いわけでありますから、やっぱりこれは真剣に考えていただくということであれば、

これはやっぱり見いだせないものではない。農業に必ず魅力はあると、そういうふう

に考えておるわけで、そういう意気込みでこれからのやっぱり担い手の推進をしてい

く必要があるなというように考えております。

それから、堆肥センターでありますが、堆肥センターについては、これは先ほども

１０番議員に申し上げましたが、いろいろ考えてきました。これ古くもなってきてい

ます。いろんなそういう経費もかかりますが、これじゃ、例えば民間委託とかいろん

な方法でそういうふうにしますと、結果的にはそれこそ繰り出しが多くなっているん
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です。いろんな形にしましても繰り出しが多いんです。だから、出先のそういうひと

きり流行でぼんぼん作ったんです。今になって、今度はそれを統廃合を今度は一生懸

命やっているんです。これは県も市町村もやっているんです。だから、その辺の状況

をよく見て、そしてこれからの長期的などうあるべきかというものを時間をかけて検

討をしていきたいなというふうに思っております。また、堆肥の質は大変評判が良い

んです。大玉の堆肥は評判が良いんです。それは１００％とは言いませんが、総体的

には私もいろんなところの話を聞いております。評判は良いことは間違いありません。

それから、あと耕作放棄地の関係については、一応２１年、２２年、２３年とこれ

３か年間ということで取り組んでおるわけでありますので、目的は３０ということを

掲げておりますが、とにかく３０に近づくべく最大努力をすると。これ初年度とかと

いうのはなかなか取り組みが大変だったと思うんですね。今度２年目でかなり進んだ。

３年目で今度はなれたところでどこまでいけるか。そして、その実績を踏まえて、あ

と今後の状況によって、あるいは耕作放棄地の状況、そうしたことを踏まえて２４年

以降は考えたいなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（本多保夫） ９番議員さんにお答えします。

今回の権限移譲、本年４月１日より実施されるところでございますが、現在は郡

山市さん、４月１日よりは大玉村と白河市でございます。権限移譲によります交付

金がこれには農地法というものがございまして、３条関係に対しまして１件当たり

３,６８４円、４条関係、転用でございますが、これに関しまして６,７４９円、５条

に関しましては同じく６,７４９円が支給されます。先ほど村長が申し上げましたよ

うに、農業会議の常任委員会の方に私どもも出席しなくてはなりませんので、それに

かかる経費といたしまして１件１万２,３０５円ほど支給されます。で、メリット、

デメリットでございますが、メリットというのは村長が申し上げましたように、地域、

村に関しましては、村の農業委員はじめ農業委員会事務局が一番把握しているかと思

いますので、敏速に仕事ができるということが一番の最大のメリットかと思います。

デメリットでございますが、何か事件、問題等が起きました場合には、村農業委員会

の全責任において行うというところでございますが、なにしろ農業委員会の方には農

地法というものがございますので、農地法を十分に把握いたしまして、粛々と業務を

行っていきたいと思っております。以上です。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えします。

私の方からは１２１ページ、中段より下になりますが、米粉普及推進事業の事業内

容ということで、２３年度につきましては、事業内容としまして米粉料理のコンクー

ル、またＰＲのイベント、普及講習会の経費ということで、県の補助２分の１いただ

いてＪＡの女性部会の方で取り組む内容でございます。また、米粉普及のための組織

の立ち上げという質問がありましたが、過去には米粉を普及推進するため公募により

協議会の立ち上げを検討したところでございますが、残念ながら公募の人数が少なか
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ったということで協議会の立ち上げまでは至りませんでしたが、今回実施する普及推

進事業の成果等を踏まえながら、今後、組織を立ち上げて普及拡大を行うということ

で、今後、組織の立ち上げについても検討してまいりたいと思います。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ９番議員さんに耕作放棄地関係で申し上げたいと思います。

面積等の解消については、先ほど村長が申したとおりであります。それで、再生農

地に何を作るかということで、村推奨作物のそば、菜種、大豆を推進してまいりまし

たが、そばについてはだいぶ普及していると思います。菜種、大豆につきましては、

菜種についても今年３町歩の作付面積になっております。菜種につきましては、菜種

油だけの仕様でございますけれども、今年度は付加価値を上げたくドレッシング等の

開発ができるかちょっと検討してまいりたいと思います。あと大豆でございますけれ

ども、耕作放棄地の解消地に借り主が見つからなかったということもありますけれど

も、そこに今年は豆の加工品ということで豆腐等も考えてみましたけれども、タチナ

ガハという大きな大豆ということで、ちょっと豆腐屋さんの方で対応できないという

ことでありましたので、商工会さんの方で百笑い味噌が夏の暑さでちょっと色が変わ

るということで別なものを開発したいということでありました。私たちも１反３畝ほ

ど大豆を作っておりましたので、それを商工会今回提供をし、開発、農商工連携の１

つということで協力させていただきました。今後も大豆、菜種等を作付け、また解消

面積には農家の規模拡大ということもありまして、牧草とか、あと野菜農家が面積拡

大のために利用されておりますので、今後も解消面積を無駄なく利用できるよう頑張

っていきたいと思っております。以上です。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） はい、ありがとうございました。２点ほど改めてお願いしたいと

思います。

まず、農業委員会関係、答弁の趣旨は大体理解できます。でも、実際的に例えば郡

山市さん聞いてみますと、非常にやっぱり時間的にスピードアップできるのかと思う

と、意外や意外、そうではない、法律の辛みがあると。で、当然のことながら裁量権

が大玉村ですから、ましてや大玉村は定住人口増加対策で、このような形での住宅、

速いそういうテンポで進んでいる村ですから裁量権という形のこともあるんでしょう

けど、意外や意外、これ法律で絡めるとなかなか裁量権というのは難しい。先ほど事

務局長が言ったように、やっぱり全責任を負わされると、この辺が一番大きなことか

なと思っておりますので、それはそれとしてやはり優秀な職員でもありますし、村長

でありますから、きちんと汗をかいて、法を遵守しながら、やはり大玉ならではのや

はり融通を利かして柔軟な発想でやっていければ、本当の今回、権限移譲した効果が

あるのかなと思っておりますので、改めてそれはよろしくお願いしたいと思います。

農業後継者関係、先ほど村長さん、せっかく出してくれたものですからお願い事項

があります。川上村、非常にすばらしいということで、私もインターネットで調べて
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おきました。更に、常に村長言っております高知県馬路村３４億円です、農業総収入

が。更に、徳島県上勝町、葉っぱの彩り、非常に良いところを村長言ってくれますけ

れども、更に自分も行って研修したりすることありますけども、願わくば村長さん行

くのであれば、是非若い農業者も連れて行ってもらって一緒に、そして勉強させてい

ただきたい。そういう意味での農業後継者のやっぱり見聞を広めて、やはり若さと実

行力をこの地域に発揮していただきたいというようなことも含めてお願いしておきた

いなと思っております。

もう１つ、認定農業者、いろいろ研修に行きますと、非常にこの村は認定農業者に

対する支援何もないのになと言われます。何もないでなくて自分から言わないとだめ

だよという話はしておきましたけども、隣の二本松市、例えば認定農業者、細目は分

かりません、最近の情報ですので。何か物を買ったときには２割の補助があるようで

す。確認していません。ですので、やはりせっかくの認定農業者が、先ほどは新規就

農者担い手、どかんとしたこの村のどっしりした経営者であるべき認定農業者にもっ

ともっとやっぱり支援をする道はあるのかなと。村長さんは常日ごろ頑張っているも

のには応援すると。それは当たり前のことであって、行政からやっぱりポッと石を投

げかけて、やっぱり引っ張っていく、こういう努力と情報収集とその方向性はやっぱ

り行政のやるべき姿かなと思っておりますので、改めてそんなこともお願いして、こ

の質問を終わりたいと思います。村長さん何か見解があればお願いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） この川上村の関係ね、やっぱり先進地百聞は一見にしかず、現実に

やっぱり踏まえてみるというのは一番のこれは研修になると思いますので、今のよう

なことも十分考慮させていただきたいと思います。

それから、認定農業者のような方ね、これはやっぱり基本的には行政も１つのいろ

んなメニューはこれは出すと。だけれども、やはりこういう情報化の時代であります

から、やっぱりしっかりとこういうことで取り組みをしていく、これでやるんだとい

うことを意思表示をしてもらわないと、これ例えば今の現行制度の中で取り組みを進

める。これはいっぺんにして１８０度変わるということがあるんです。それからそう

かと思うと、あったものがなくなるということがあるんです。だから、そういう自己

責任でやっぱりおれはこういうことをやるからひとつ現行法の中で現制度の中で頼む

というようなことをやっぱり意欲のないところには、ちょっと今のようにこういう変

転きわまりないような世勢には、なかなか難しい。猫の目農政は、とくにそうだね。

今まで私も長いことこうやってきていますが、そういうことで例えば近間にもあるん

です。ハウスのようなもの、良いということでこれに飛びついた。そうしたら、今度

はそれがあっという間に結局それが失敗した。これはその今度は、後片付けをするの

もなかなか容易でない、そういう事例もあるんです。そのときにはちゃんと心配だか

らそれ相当に関係者に話をしてやりましたがね。だから、やっぱり一番は何と言って

も意欲だね。メニューは与える。しかし、その取り組みの意欲は、やっぱり本人に自

己責任できちっとしてもらう必要があるなと、そんなことを考えておるところであり
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ます。まあいろんな勉強をしながらねいろんな提言を受けながら恵まれた大玉であり

ますから、やっぱり恵まれた土地を有効に利活用した、そういう農業、農村としての

姿、これはやっぱり２１世紀に向けてしっかりとやっぱり取り組んでいくというのは

当然のことであるというふうに考えております。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで昼食のため暫時休議をいたします。

再開は午後１時３０分といたします。（午前１１時４９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） 引き続き議案第２１号に対する質疑を許します。２番。

○２番（武田悦子） ４５ページの１９、負担金補助及び交付金の部分の一番下の町村等

職員採用候補者試験所要経費負担金、これはどのようなものなのか。２２年度の予算

書にはなかったと思うんですが、これをお聞かせください。

６１ページ、ふるさとづくり等に要する経費の中の１３委託料、大玉村ＰＲ事業委

託料、これは今年はどのようなものを考えているのかお伺いします。

１１３ページ、③ふるさと雇用再生特別基金事業に要する経費で、耕作放棄地解消

事業委託料ございますが、これ人件費だとは思いますが、これと１２９ページの耕作

放棄地解消に要する経費の一番下の協議会補助金、この部分とこの１１３ページの委

託料との関係性をお伺いします。

次に、１３３ページから１３５ページにかけての商工費の１３３ページの一番下の

部分、中小企業金融円滑化の３００万円と１３５ページの中小企業経営合理化資金、

これの中身をお伺いします。

１３９ページ、道路維持に要する経費の中の委託料で除雪委託料１０万円存目で上

がっておりますが、今年度、２２年度は除雪費はどのぐらいかかったのか。また、こ

の除雪に関して、女性議会の中でも歩道の除雪であるとか、通学路の除雪さまざま要

望を出されていましたが、これらをどのように今後考えていくのか。歩道の除雪用の

小さな重機もございますが、それらを村で用意して除雪の作業だけを委託するとかと

いう形も考えられるかと思うんですが、先ほどその上の段の公用車の中で、サファリ

は除雪用に改造したいというお話しもございましたが、そういう部分で歩道並びに通

学路の除雪を今後、どのように考えていくのかお伺いします。

あとは１４５ページ、一番下の住宅リフォームさまざまお聞かせいただきました。

１つだけ申請を業者が代行できるのかどうか、その部分をお伺いします。

以上、お願いします。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ２番議員さんにお答え申し上げます。

４５ページ、後段の１９負担金の町村等職員の採用候補者試験所要経費の負担金、

このとおりの経費でございまして、従来もやっておりましたが、部分的に町村会の方
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で共同で実施しております。当然のことながら用紙代、そういったもろもろの会場の

借り上げとか、そういったものを改めて今回計上したということで、従来も負担はし

ておりましたが、項目的に改めて挙げさせていただいた内容であります。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

６１ページの下の方になります。大玉村ＰＲ事業委託料でありますが、今年もまた

１００万円で市毛良枝さんに対してのＰＲということで、年３回ほど大玉村の方に来

ていただく、あるいはこちらから出向くというような形を想定して考えております。

大玉村の良さを市毛さんとともに体験しながら、ふるさとのＰＲを徐々にしていきた

いというふうに考えております。今年で３年目なります。

それから、１１３ページと１２９ページの関係でございますが、１１３ページ下段の

ふるさと雇用再生特別基金事業、これについては人件費が７９５万６,０００円、残

りについては物件費というような形で、物件費の中には燃料代とか肥料代、それから

重機のリース料等が入っております。全額県の基金事業ということで、この１,１０４

万８,０００円を耕作放棄地の協議会、解消対策協議会の方に委託するというような

予算の構成であります。また、１２９ページは、村単独として４００万円を耕作放棄

地の方に補助金を出して、合計で耕作放棄地の中の予算として農地の再生、耕作放棄

地の解消を図っていくというような予算編成であります。

１３３ページの一番下の段になります。中小企業円滑化基金貸付金であります。こ

れについては、県の商工中金の福島支店の方に預託をしております。運転資金、ある

いは設備資金の貸し付け関係で、制限はございません。１２月末現在で９件の融資を

行っております。融資残高が４億３,０００万円程度になっております。

次のページの中小企業経営合理化資金融資制度でありますが、これについては県信

用保証協会の方に預託をしております。中身としましては、村内の中小企業で１年以

上大玉村に住んで、同一事業を１年以上営むというような制約がございます。更に、村

税等の納付が完了していること。運転資金、あるいは設備資金で、限度額が１,２５０

万円、５年から７年の償還ということになっております。これについては、現在、融

資実績、融資残高はゼロというような状況であります。以上です。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ２番さんの質問にお答えいたします。

１３９ページの道路維持費の中の除雪委託料の関係、平成２２年の執行額という質

問でございますが、手もとに詳細な数字ございませんが、約８００万円ほどかかって

ございます。

次に除雪、去る２月に行われた女性議会で通学路の除雪、歩道の除雪等をやっても

らいたいという中身でございました。今回の予算の中には反映はされていませんけど

も、基本的にはシルバー人材センターに協力を依頼するとか、あとは今年度実施した

のは、トラクターに雪を掃くようなものを付けて除雪を行ったというようなこともあ

りました。そういったものをメインとして考えて、２３年中に歩道の除雪に関しまし
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ても、できるだけご希望に沿うような形で実施したいという考え方で検討させていた

だきたいというふうに考えております。なお、サファリの改造につきましては、基本

的には業者に委託しているわけなんですけども、先ほど１０番議員さんの質問にもお

答えしましたが、吹きだまりとか除雪をしてくれというような要望があったときに、

いずれ職員が一旦行ってどういう状況だか確認します。その後に業者に委託するとい

うことになると、必ず１時間とか１時間半、業者さんが遠くの現場に行っているとい

うことになると半日とか、そういう時間かかりますので、速やかな除雪を行うという

ことで職員による除雪を考えたものでございます。

あと、１４５ページの住宅リフォーム関係でございますが、申請に関しては業者代

行可能かという中身でございます。基本的には申請人は住宅の所有者、若しくは親族

という形でございますが、出されたきたものが補助になじむのかどうか、そういった

ところも申請しなくちゃならないので、私の方で想定しているのは、業者さんの方が

代行で申請に来ると。その時点で中身について確認するということで考えてございま

す。以上でございます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今、建設課長の方から除雪について話ありましたが、この予算の計

上はそこに存目と書いておりますが、そういうことであとは１２月なりに本格的な大

体状況を踏まえて、長期予報等を踏まえて費用を計上する。

あとそれから歩道の関係、かなり女性議会で出ましたので、歩道については、これ

は業者関係ではちょっと難しいんですね、あの重機が大きいために。したがって、ど

こもかこもとはいきませんが、例えば学校の近辺、そういうところの歩道については、

何かこれトラクター関係ね、個人で持っているような方、そういう整備好きのある方

がおりますので、歩道関係については、これは今度少し考えなくちゃならないなとい

うふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。５番。

○５番（菊地利勝） ２つほどお願いします。

まず、村長の平成２３年度村政執行基本方針の中において、総務課所管の中にあり

まして、各行政区に相談員、支援職員を複数配置し、地域のコミュニティ活動の強化

を促進するとありますけども、私も一般質問でしましたように、一人暮らし、あるい

は見守り隊において職員を配置してありますけども、そのほか強化と促進するという

ことに対して質問したいと思います。

あともう１つ、５３ページ、公共用地維持管理に要する経費の中の１３委託料の中

で、地質調査業務委託料、住宅地に適しているかどうか調査すると、この調査の内容

等をお伺いしたいと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ５番議員さんにお答え申し上げます。

まず、最初の施政方針の中身でございますが、多様化する住民のニーズにまずは対

応したいと。更には今、地域のコミュニティそのものが新しい転入者、農業以外の職
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業の方も多く入っているということで、コミュニティそのものが少し従来の形を変え

てきていると。そういう中で、当然職員も住んでいる方、住んでいない方おりますが、

そういう意味でプロの１人として地域活動を支える要員であると、そういう観点から

各行政区に全職員、均等とはいきませんが、そういったもので地域的なものを考慮し

ながら配置をして、地域のコミュニティ活動を職員も支えていくと、そういう気構え

で充実を図っていきたいという内容であります。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） ５番議員にお答えいたします。

５３ページ、委託料でありますが、地質調査業務委託料２００万円、これについて

は苗畑跡地の中で住宅に適しているかどうかということを踏まえて、あそこは大変大

きい石がごろごろございました。現在もまだあります。そういうことも踏まえて、住

宅地に適するものかどうか、仲ノ内の団地でも６か所程度やりましたけども、苗畑跡

地については１０か所程度地質の調査、ボーリング調査を行いたいというような予算

の計上であります。

○議長（菅野行雄） ほかに。５番。

○５番（菊地利勝） １つだけ職員を配置ということで伺いました。それで、地区住民に

ここの地区はこういう職員だよと、そういう住民に知らせるとか、そういう方法とか

を考えているかどうか１点お伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ５番議員さんに再度お答え申し上げます。

基本的には、行政区長を通じて、こういう職員を支援員ということで配置をしたい

ということで、従来、前の区長会の方でも方針等については若干説明をしております。

今後、人事異動の時期でもありますので、それらを見据えて区長を通じてこういう配

置をしてということで、それぞれ組員を通し、それぞれの地区に区長を通じて周知を

していきたいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） ５３ページ、公共用地の維持管理に要する経費、ふれあい農園等

々と旧苗畑跡地の関係でございますが、確か一般質問の答弁だったと思うんですが、

そば、菜種、試験的に作ってみたい。あるいは景観作物で作ってみたい。あるいは種

場としてどうかと、こういうふうな答弁だったのかなと思っております。それで、試

験的に作っているんだというのに４～５年も同じものを作っていて、いつまで試験的

に作っているということで通るかどうか。また、景観作物として作った場合に、もっ

たいないから収穫しましたで景観作物として言い通せるのかどうか。種場だからと言

って、採種圃だからといって農地でないというふうに見てもらえるのかどうか。要す

るに農地法上、これはいかがなものかなと私は思っております。ですから、だれも何

も言わなかったら、それで通る話でありますが、１人でもあれはおかしいんじゃない

のと言われたときに、そうですねなどと言うことのないように、まず、きちっとした

管理をしていただきたいということで、答弁いただきたいと思います。
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それから、６１ページについてであります。今ほど質問ありました。これ３年ぐら

いだったでしょうかね、経過しているのは。今年で３年目かなと思うんですが、例え

ば基本計画を５年間やったというなら、これはやむを得ない部分もあろうかと思いま

すが、この方が来て、大玉村をどれだけＰＲできたかと、どのような検証をした結果、

今年もまたやるんだというようなことなのか。大体皆さんはどうだったか分かりませ

んが、大玉に来ていること自体分からないで、ああそうだったのなどという話。それ

にこれだけの費用を投じて、大玉をＰＲする必要があるかどうか。これだけ人口が増

えている大玉村であります。全くこの必要がないというふうに感じるのでありますが、

その費用対効果と、こういう必要が今、これだけ情報化社会の中で、わざわざ来ても

らって、この人じゃなきゃならないというような選択の仕方のＰＲというのは、いか

がものかというふうな思いで質問しているわけですが、今までの効果として、こうい

う効果があったと。だから、この人によって大玉をＰＲする価値があるんだという、

その結果、効果について伺いたいと思います。

それから、７１ページでございます。これも質問あったと思うんですが、電子投票

の件についてでありますが、この電子投票の関係の歳出を見ますと、大体７５６万円

ぐらい出ているのかなと思っています。これについて、例えば時間的に短縮できると

いった場合に、人でこれを集計した場合に、開票した場合に、手書きで投票して集計

した場合に人件費にどれだけ多くかかるかと。７５６万円から人件費を引くと、結果

的にこのぐらい電子投票は多くかかりますよという数字も出てこようかと思います。

そして、電子投票の良いのは、間違いがないというような話もあったんですが、実際

聞いてみますと、白か黒かスパッと分かるというんじゃなくて、やっぱり問題になる

部分もあったというふうな話も聞いておりますので、簡潔無欠ではないと。しかも手

書きの部分で無効票とか、あるいは判断不能というような票がはっきり分かると。し

かし、この電子投票の場合は、それが分からないというだけの話で、必ずしも正しい、

全く間違いない投票のスタイルであるということには言い難いというふうに思います

し、これだけの費用を使って電子投票とする意義があるかどうか。もう既によその市

だったと思うんですが、国がどんどんこれを進めると言ったからやったと。しかし、

国が今、全然推進しようとしていないと。だから、うちの市でも一旦これはやめよう

というような市も出ているようでございまして、私からすれば、それが本当に正解な

勇気ある撤退かなというふうに思っておりますので、村長、これらについても十分に

検討していただきたいなと。むしろこういうことこそ費用をきちっと明確にしてパブ

リックコメントに出して、村民の意見を伺うのも良いのではないのかなというふうに

思っておるところでございますので、それらについて伺いたいと思います。

それから、７９ページなんですが、国保財政安定化調整事業、これ私の思いが間違

っていたらば教えていただきたいんですが、国民健康保険、あるいは協会健保、あと

は共済とか、あとは何とかというのありますよね。それぞれある中で国民健康保険は

全国的には３分の１ぐらいの人のようですが、これ公平に村の一般会計から出して良

いという、やはりそれだけの根拠をもってこれ予算計上していると思うんですが、私
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が国保だからいいよというわけにはいかないので、やはり協会健保なり何ですか、最

近は組合健保ですか、そういう人たちから見ても、これは公平ですよと言われるよう

な内容であればそれはそれなんですが、そういうものをもって予算計上したと思いま

すので、その公正性について伺いたいと思います。

それから、８５ページなんですが、下の方に緊急通報システム点検設置業務委託料、

これ一人暮らしの方があだたら荘との関係の緊急通報システムのようなんであります

が、この通報システムにどれだけの村民が加入しているのか、あるいは一人暮らしの

方に設置されているのか。これ内容そのものなんですが、万が一のときという緊急通

報システムだとすれば、あだたら荘だけで良いのかどうか、その運用状況についても

ご説明いただきたいと思います。

それから、９３ページなんですが、職員人件費等に要する経費で保育所、真ん中よ

りちょっと下に保育業務委託料と調理業務委託料がございます。特に保育業務委託料

なんですが、ここには保育所には職員もおるようでございますので、職員の人数とこ

の保育業務を委託する人数、そして何を言いたいかというと、職員とその委託されて

いる方々の給与に対して、どれだけの差があるか。委託されている方に言わせれば、

たぶん喜んでいるような状況ではないのかなと。要するに同じ仕事をしているのにと

いう思いも出てこようかと思いますが、その辺の人数をまずお示しいただきたいと思

います。

それから、９９ページの真ん中にあります自殺対策緊急強化事業報償、これ事業の

内容についてお伺いしたいと思います。

それから、１０１ページですが、下の方に委託料の先ほど答弁もありました細菌性

髄膜炎と肺炎球菌、これ先ほどの答弁で十分でもありますが、確認しておきます。こ

れが厚労省なりで全く間違いないというような段階になって、この予算執行するとい

うことをまず、明確にもう一度お聞かせいただきたいと思います。

それから、１０５ページでございます。一番上の１９の負担金の中で、住宅用エネ

ルギー設備設置補助金と、こういうふうなことが出ております。この金額は大玉村と

県の新エネルギー導入推進市町村支援事業費、これも加わっているかどうか伺います

とともに、住宅エネについては、国の補助がストレートで来ないから設定しづらいの

かもしれませんが、やはり本当に太陽光を推進しようとするならば、その国の補助も

併せた事業推進がベターなんだろうと私は思います。ただ、ストレートに来ないだけ

に、年次的に確たる数字が出てこないからずれるかもしれませんが、ずれてもやはり

そのぐらいの国の補助を村で持ってくるような、利用できるようなことを考え合わせ

て、県、国の補助、そしてそれに併せて村の補助をやれば、もっと強力にこの太陽光

発電を推進できるのかなと。やはりそれは村がやるかやらないかの話であって、ただ

確たるものがないとなかなか村は動けないかもしれませんが、それはだから１年遅れ

ても何とかなんじゃないのかなというふうに思う観点から、それらについて何とかな

らないか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） お答えをいたします。

私の方からは苗畑の関係について申し上げますが、苗畑の関係についてはちょっと

一定の期間はそっとしておいた方が良いなということできた経過があります。その理

由と根拠でありますが、ご承知のように最初１億円とこう言われましたので、そんな

高くて買えないと、こういうふうなことで、いろんな経過の中で最終的には４,０００

万円となにがしで買い求めたと。そのときの計画があります。なじょにするんだと。

これは景観作物等、あるいは大玉村の特産物等をこれを作りたいと、こういうふうな

ことで買い求めした経過がございますので、しかし、契約上の条項の中には、特別う

たってはおりません。うたってはおりませんが、やはり当時のいろいろやりとりした

経過がございますので、そういうことで一定期間はやっぱりいろんな人間関係の礼儀

として、このあまりばたばたやらなかったという、そういうことがございます。今度

は一定の期間も過ぎましたので、そろそろ今回もまた確定ではありませんが、大枠ひ

とつ大玉村の特産物と称する、そういう採種圃のほ場というようなことはどうだと。

あと一定の区画は、特色あるあそこのところの要するに山間地帯のインパクトを与え

る特色ある要するに定住人口をやっぱりあそこのところにボンと置いて図ってみたら

どうだと。県道本宮・土湯温泉線、県道石筵・本宮線と通じる西部の南北道路があっ

ぺと。そのところに面しているというようなことで、そういうことであそこをやった

らどうだと。それからあとはもう１つの区画は、このふれあい農園、不特定多数、村

内外問わずね。そういうことに位置づけしたらどうだというようなことで、今、内部

的な方向付けが一応現時点においては、方向付けがされていると。ついては、それを

実行に、あるいは計画、実施に移す段階で、しからば先ほど担当課長から話がありま

したように、地質もこれ仲ノ内何か所か地質調査やりましたが、同様に１０か所くら

い地質調査をやってみたいと。それによって今言ったような計画が一歩二歩突っ込ん

だ計画が具現化できるかどうかということで、今回この調査費を計上させていただい

たと。そういう経過があっての、ただ、今まで来たんではないですよということをひ

とつ前にも話した経過がありますが、ご理解をいただきたいなというふうに思ってお

ります。

それから、電子投票の関係ね、これはね、電子投票については単なる金目の計算の

うんぬんでなくして、もはやそういう時代なんです。これ光ファイバーを大玉村は全

村に網羅したわけですから。そして、そういうことでこれは中学生の生徒会の役員を

選ぶのも、それからあと住民にも電子投票とはこういうふうにしてやるんだというこ

とで、大変そういう職員も頼んで、そして住民説明会等もやりまして、そしてこれ出

発をしたわけでありますから、これは出発したものをこれをバックすると、そういう

手はないと思うんです。やっぱりこれはいつか担当職員からありましたように、１つ

はやっぱり選挙民の意思がしっかりとやっぱり表れなくちゃならない。これは第１点。

それからやっぱり第２点目には、スピード。それからあとは、どうしても手書きには

も疑問票とか無効票、これは理屈抜きにして多いです。電子投票よりは多くなります。

やっぱりこういう確実性というのもしっかり追求しなくちゃならない。それからあと
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は、今の時代の取り組み、こういうことによって、この電子投票に取り組んでいると

いうこと等が、やはりいろんな面に波及効果があると。時代にやっぱり適応した取り

組みを行政が率先してやっていると。やっぱりこういうことでないとやっぱり一歩二

歩前進した啓発のそういう礎にはならない。そういう観点から単なるそろばん勘定の

みでなくして、当然そういう点は考えておりますが、そういう枠組みの中でしっかり

と電子投票の取り組みは継続してやっていきたい。選挙管理委員会としても、そうい

う意思であると。その意思を結局踏まえて継続したしたいと、こういうふうに思って

おるところであります。

あとそれ以外のそれぞれの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） １１番議員さんにお答えいたします。

６１ページの大玉村ＰＲ事業でありますが、市毛良枝さんと今回３年目の契約を予

定しておるところであります。市毛さんとは縁があって大玉村に来ていただくことに

なりましたが、大玉村の自然風景、里山の風景を大変気に入っていらっしゃいます。

それから、環境政策にも明るい。更には村長の姿勢、そういうものが気に入ったとい

うことで、大玉を気に入っていただいて、昨年などは名倉山の緑化作業、市毛さんが

来ますよというと、あれだけ多くの人が集まっていただける。更には、うまいものま

つり等をすれば、あれだけの行列が並ぶと。講演会を開くと、スリッパがなくなるほ

どの大盛況だったということで、市毛さんと大玉村の関係は徐々に徐々に浸透してい

っているのかなというような感じを持っております。更には、会社との契約でここ３

年間ぐらいはなかなか外に出て行けなかったということも踏まえながら、今後は市毛

さんとの知り合いを種にしまして、外に打って出ていきたいというような観光ＰＲも

含めて、徐々にそういうふうな方向転換をしながら、市毛さんとの大玉村観光大使、

あるいは親善大使みたいな形でゆくゆくはやっていただければというような想定の中

での今回、改めて１００万円の計上であります。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

７９ページ、国保財政関係で国保財政安定化調整事業、これに対する繰り入れとい

うことで、被用者保険との公平性が保たれているかどうかというようなご質問でござ

いますけれども、国保財政については以前からお話し申し上げているとおり、大変厳

しい状況にございます。そういう中で国保につきましては、最後の砦というような考

え方であります。と申しますのも、低所得者が多いというようなこともございますし、

リストラにあったような方々、被用者保険で働いていた方々がリストラにあえば、国

保に入らざるを得ない、所得もない。そういう中で国保に加入して来られる方、また、

定年退職されるような方もございますけれども、定年退職した以降についても、被用

者保険の扶養者にでもならない限りは、国保に加入いただくというような現状がござ

います。被用者保険の場合、経営者から半額負担いただくというようなこともござい

ますので、国保に比べれば被用者保険というのは非常に恵まれている。国保にとって
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は、かなり低所得者、大変な人たちが加入するというような現状でございます。そう

いった現状の中で、やっぱり国保を守らなくてはならない。最後の砦を守らなくては

ならないというような観点からすれば、一般会計からの繰り入れもなんとかお願いし

たいというような形でございますので、ご理解をお願いしたいと思います。

それとあと１０５ページ、住宅用エネルギーの設置補助金関係でございますが、こ

れは村の補助金の３１５万円というようなことでございますけれども、県からは補助

金等ございますが、県の補助金につきましては予算の範囲内ということで、２３年度

については２４万円を予定しております。また、国の補助金ということで、国からは

１キロワット当たり７万円、現在、補助金ということで支給されております。村と国

と一緒にやって効率を上げたら良いんじゃないかというようなことでございますけれ

ども、ＰＲ自体は国でもしておりますし、村の補助金についても広報紙等によってＰ

Ｒをしております。国は国の事業として行っておりますので、なかなか村と一体化し

た補助金というにはなりませんけれども、業者さんの方では国の補助金、それから村

の補助金というような形で併せて申請するような形を取っておりますので、個人で申

請される方もおりますけれども、業者さんが決まっていれば、業者さんを通じて申請

いただければ分かりやすいですよと、添付資料等もございますので、そういった形で

実質的には国と村の補助金が合わさったような形で申請いただいているのかなという

ふうに思っております。以上です。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １１番議員さんにお答えいたします。

まず、はじめに、８５ページ、緊急通報システムの点検業務委託料でございますが、

３台でございます。お話しありましたように、このシステムの運用につきましては、

あだたら荘で行っております。何か所もということでありますけれども、あくまでも

これ緊急システムなので、鳴らないのが一番ベターなわけですけれども、２４時間対

応ということで、二本松市、本宮市、大玉村、２市１村で運用しておりますが、運用

経費もかかるわけでございまして、何か所もというわけにはいかないということと、

現時点であだたら荘で機能を果たしているということでございます。私もちょっと今、

実際通報どういう形で行ったかというのは資料を持っていませんが、ここ数年の中に

１件だけうちの方から通報行ったというのが記憶しておりますが、詳細については、

なお後日、ご報告したいと思っております。この緊急通報システム、どなたが持つべ

きかという関係では、私どもの方で一人暮らしの高齢者ですね、この方の身内、身よ

り、そういったものを調査のうえ、必要な人を絞り込んでいると。点検については、

定期的に行うということにしております。

それから、９３ページ、保育所関係でございます。ご存じのとおりでありますが、

今年度の予算ベースで申し上げますと、保育業務委託にかかる職員は３５名ほど予定

しております。調理業務に関しては２人と。それで正職員でありますが保育業務８名、

この中に保健師１名が含まれております。それから、調理業務については正職員１名

ということでございます。賃金、給料の問題でありますが、おっしゃるとおり格差が
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ございます。しかし、待機解消のために、すべて正職員で賄うというのは財政的に非

常に困難なところから、委託職員で現状保育のニーズをカバーしているということに

なります。保育業務の賃金格差や条件の問題では、私どもの方としても非常に心を痛

めているところでありますけれども、近隣のこういう待遇にある皆さん方と比べても、

うちの方では決して遜色ないというか、他の市等々から比べれば非常に手厚いとは申

しませんが、一定以上の条件を提示して仕事をしていただいていると。現に他市の同

じような業務から採用に至るケースが非常に多いということでありまして、良いか悪

いか別にしまして、大玉での方式が他の市町村でもやられているような状況下にござ

います。

次、９９ページ、精神保健に要する経費でございます。これは国の緊急自殺対策基

金、市町村自殺対策緊急強化支援事業費、これでほぼやっている事業でございますが、

事業の概要を申し上げます。臨床心理士の相談会、これについても毎回ご報告してい

るところですけれども、今年度ですか、２２年度２４回のところ大変次々と相談が多

いということで、今年度については３０回、６回増やして予定しているところです。

それから、この思春期に非常にリストカットする子どもさんとか、そういう子どもさ

んも決して大玉村でもゼロとは言えません。毎年こういう問題を抱えているところか

ら、今年度は子宮頸がんの予防に関する教育も含めてなんですけれども、思春期の性

問題を性教育と言うんですかね、その命の教育を３回ほど実施していきたい。それか

ら、高齢者の一人暮らし高齢者等も増加しておりまして、それらについて傾聴ボラン

ティアを養成してまいりましたが、この方々のスキルアップを図るために、傾聴ボラ

ンティアの研修ということで、これは県立医科大学から先生をお願いして勉強会をや

っていきたいと。それから、地域デイケア、これ在宅で社会復帰を目指している精神

疾患の方々、この方々の社会復帰を目指す事業として継続してやってきておりますが、

２３年度においても毎月１回のペースで実施していきたいと、そのように考えており

ます。

それから最後、１０１ページのヒブ、肺炎球菌の関係でございます。ヒブワクチン

については既に実施しておりますが、先ほど午前中の質問にもお答えしましたが、今

日までについて一時中止という措置が取られておりますので、ヒブ、それから肺炎球

菌については４月１日以降の実施でございますけれども、もちろん厚労省がワクチン

の提供に対して最終的に責任を持つところから、おっしゃるとおり当然厚労省がゴー

サインを出した段階からというふうに考えております。なお、今日の８時に国の検討

会の結論が出されます。それを受けて明日以降の対応がどうなるかという、今の段階

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。１１番。

○１１番（遠藤文一） 改めて質問します。

５３ページの苗畑の関係でございます。採種圃はどうかというような話でございま

したが、農地再生やったところで、みんな何作るのかなというふうに私は思っている

んですよ。だから、せっかく再生したところがきちっと再生しないのではこれはがっ
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かりしちゃうので、村で採種圃にしたいなというなら、とにかく種を取りたいという

んなら、そういうところに委託してどうでしょうかという、そういうふうな取り組み

がいいんじゃないかなと。村がわざわざやる話よりも、せっかく再生したんだと。そ

こで、もし何か作るものがないとすればどうですかというような方法も１つの方法か

なというふうに思っていますので、農地再生したところでの採種をやったらどうかな

というふうなことでございます。それについても伺いたいと思います。

あのこのＰＲ事業なんですが、これはその人その人の思いも考えもあると思います。

ただ、本当にそこまでしなきゃならないのか、そういうことが本当に今、良いのか、

今の時代に良いのかなというふうに考えるときに、やっぱり費用対効果だと思うんで

すよ。せっかくＰＲするんだといって村に市毛さん来てもらって、村民の人がわんさ

か来た、ほうら来たべ大変だべ、こらほど来ているんだからみんな関心あるんだと。

村の人が関心があったってＰＲにならないんだって、そんなの。みんなって村外の人

が来て、ああ、なるほど村に来てくれたかと。そうすると、村というのはやっぱり見

てもらっているんだなとＰＲになるかもしれないけど、ほとんどが村内の人では何の

意味もないの。それに１００万円突っ込むなんてとんでもないと私は思うんですよ。

だから、これらについても十分に検討していただきたいなという思うことからの質問

であります。

それから、電子投票でございます。こういう時代でありますから、この電子機器を

使って短時間に間違いなくやるんだと、これは私は結構でございます。だけども、こ

れだけの金をなぜ使わなきゃならないんだと言うんですよ。これだけの電子機器をも

う職員だって何十年も使っているんですよ。職員できちっとできないんですかという

の。できないから頼むだから、じゃもったいない、頼まなきゃできないなら、じゃ手

書きで安くあげたらどうでしょうかというのが私の意見なんですよ。だから、電子投

票でやりましょうというのは、それは良いんです。これだけの金がかからないでやる

なら、それはそれで良いんですよ。これも本当に良いばっかりだと、私も思います。

だから、これを職員できちっとできるかできないか。だから、できない話ではないと

思うんですよ。だから、その点について私はどうかなということで、これだけの銭を

かけないでやれませんかということの話です。そして、手書きだと無効票とか判別不

能でというふうな話もございました。電子投票だったら絶対そういうことがないかと

いうと、そうじゃないと思うんですよ。例えば人ごとじゃなくて、おれだってみんな

が見ている前で、何回も分からなくて何回も押して何やっているんだなんて思われた

らしょうがないので、ああいいやってバシッとやったら、それで終わり。ただ、結果

的に無効票がないというだけであって、絶対に間違いないのかというと、そういうこ

とはないと思うんですよ。とりあえず私が一番言いたいのは、こういう時代だからそ

れも結構ですと。だから、これをもっともっと安くできるように、村の職員がやれる

ことはやって、そうしてやれませんかと、こういうことであります。お答えいただき

たいと思います。

あと国保財政安定化事業について、今、課長の言ったことは、私も理解して分かっ
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ているつもりです。それもそれでそうだなというふうに思います。ただ、これは協会

健保とか組合健保、共済健保、その方々も例えば企業なり自治体からそれだけの援助

してもらって成り立っている。今はとにかくどこの組合も容易でないから、自治体も

国も出しますよ、会社も出しますよ、企業も出しますよ。だから、国保に関しては地

方自治体が援助しますよと言うんだったら、これも公正に見えますよ。でも、協会健

保なんかなかなか成り立たないと。だから、保険料を上げましたと、一方ではそう言

っているときに、国保だけ大玉村では容易でないから出しましょうと、それが公正に

映るかどうか、公正かどうかということの質問でございます。だから、やるのは結構

ですが、やはり公金でありますから、それぞれの方々がなるほどと、これは公正だな

というふうに見られるような方法でやっていただきたいなということの質問でござい

ます。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。

苗畑の関係ですが、これまだ確定しているわけではないんですね。確定はしていな

い。現時点において、要するに大枠このように内部的には考えておりますよと。つい

ては、その一角の特色ある住宅造成、これについて地質調査をやるということで、今

回予算計上をしたということでありますから、あとその農地再生とかどんどんやって

いますが、再生は再生したところなりにきちっとこれは農業委員会と介在してね、そ

して、そこはやっぱり作付け等をしております。これからまた再生するところは、ち

ゃん立派にそういうふうにやっていくということであります。

それから、市毛さんの関係ね。これ先ほど担当課長からあったとおりで、やっぱり

こういう時代だからね、ちっとやっぱりＰＲも上手にしなきゃならないんだな、これ。

市毛さんはなかなかテレビのコマーシャルにも出ているんだよ。そうすると、私なん

て行くと、コマーシャルに出てくると、あれ村長、うちの方に来た村の人じゃないの

と、こういうわけで、やっぱり大玉はこういうときにこそ、ちっとやっぱり外向きに

元気出すのにこういうやっぱり女優ね、これ利用しないという手はないんだわね。こ

れはちょっとした縁がこういう縁ができておるわけでありますが、この縁を大切にし

て１００万円以上の効果があるようにやっぱりＰＲをこれしていくと。今後、先ほど

課長から話があったように、そういうことで有効に予算を執行したいなというふうに

思っております。

それから、電子投票ね、これは先ほど言ったとおり、時代はもはやそういう時代な

んです。これ光ファイバーザアッと網羅しているんでしょう。そうしてね、職員のこ

の事務関係もね、今は事務屋になるのにはパソコン使えなくては、これは事務屋にな

れないんです。民間もそうだね、ちょっとした事務系は。その倉庫の管理関係、こう

いうのも昔は皆手書きでやった。全部パソコンだね今は、これね。だから、こういう

より早く、より正確に、そして大切な選挙民の意思をやっぱりこれを反映すると、や

っぱりこれ今の時代にこういう取り組みをしないのでは、せっかく取り組んで進めて

いる意味がなさなくなっちゃう。だから、そのためのお金は、それはやっぱり有効な
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使い方ですよということなんです。これは１１番とそれはいろいろの考え方の方がい

ても良いんですよ。それはやっぱり１１番議員のような考え方もいても良い、そうい

う方も顕著に、ああ、そういう方もいるんだなと。ただ、私が言うような、そういう

考え方の圧倒的多数の方もいるんだということをやっぱり認識をしてもらいたいと思

うんです。

それから、あとねこの国保関係、公正性ということでありますが、これは率直に申

し上げてね、これは前にも言いました。目的税ですから、これはやっぱりかかっただ

けはこれはやっぱりいただくのが当然なんです。ただ、今日のこの世勢の状況とかこ

ういうことを考えれば、最終的には一番所得のないような方が最終の砦として、先ほ

ど課長から話あったけど、国民健康保険に来るんですよ。勤めている方も辞めれば、

所得が今度薄くなった段階で国保にこれ入ってくるんです。そういうことを考えると、

これはやっぱり公金の使い道ということを今のようなこういう世の中の状況からすれ

ば、これは大方の住民には理解していただけるのではないかなと。特にこの考えてみ

るとね、例えば農業集落排水、これ大山１と玉井第２あるわけだね。これ５,２００

人規模とこうなっておるわけですがね、計画のあれではね。かなりの方がここに加入

していない地区の方もいるわけです。だけども、公共広域性ということで、ここにも

特別会計に一般会計から繰り出しているわけですから。だから、同様のような考え方

で、いずれ勤めている現役の者も、そういう国民健康保険という最終砦にみんなが入

るんだと、そういうことで大方の住民は理解していただけるのではないかなとそうい

うふうに思っておるところでありますので、１１番議員もひとつよく理解をしていた

だきたいと思うんです。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 福祉関係、更に教育関係から何点か質疑したいと思います。

まず、最初に、村長の施政方針演説の方の中の地域包括センター、高齢者虐待防止

ネットワークうんぬん、それ無縁社会とかお骨を引き取らない、そういう子どもが実

際いるとかいろいろ聞き及んでおりますが、大玉にはそういうようなことないのかな

という形で考えております。子ども虐待とかＤＶというのはちょっと聞く話ですけど、

ここに至っては高齢者の虐待。さて、実態的なことをまずお知らせいただきたいと思

います。ネットワークとはなんぞや、その２点です。よろしくお願いします。

７７ページ、社会福祉協議会関係の委託料も含めたとこです。過日、農業委員会、

後継者花嫁確保という形でいろいろ企画してもなかなかちょうどしない。現実的には

社会福祉協議会でふれあいの場だっけか、そんなことでやっております。その内容、

どういうふうなどのくらいの予算でどういう形になっているのか、今回もそれが入っ

ているのかどうか。現場から話を聞けば、なんかちょっと予算がなくて先行き不安だ

という形のことが聞き及んでおりますので、せっかく良い行事なので、改めてその辺

と実績などもし差し支えなければお願いしたいなと思っています。

８５ページ、住宅改修アドバイザーうんぬん、さてこの人どんな人が、まあ予算は

わずかなんですけども、それをお聞きしたいと思います。
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更に、８７ページ、高齢者の地域活動、特にこの中で老人クラブの活動。まあ残念

ながら老人クラブ活動消滅したりいろいろ新規加入募集、なかなか６０歳、新しい人

が入ってこない、そういう形の実態お聞きします。改めてもう少し支援の道はあるの

か、そういう観点から今の支援、１人当たり１００円だっけか、そんないろいろあり

ますけども、仮の名前を書いてやって出すような地域もあるに聞き及んでおります。

ですから、実態に合ったもう少し骨身になった支援活動、そういうものがあるのかど

うかという形の観点からお願いしたいと思います。それと同時に、先程来、一般質問

でもありましたけども、支え合う一人暮らしいろいろ工夫なさって、大玉では特に一

人暮らしのかあちゃん弁当とかいろんな角度でやっております。地方でなくてなんか

そんなのの支援のネットワークとかありますけど、１つ２つ提案させていただきます。

これは熊本県八代市とか徳島県の方の例のようですけども、やはりボランティア、い

ろんなそういう人材、健康老人という形の人たちをいかに巻き込んで、介護とか、そ

ういう一人暮らしとか、そういう方もろもろの活動に参加していただくかという視点

です。１つの八代市は、そういう活動に参加すると、こういう手帳にポイント、ポイ

ント、はんこをもらっていくと。このはんこをもらうのがうれしくて、満ぱいになる

のがうれしくてやっているという形の状況もあります。もう１つ、徳島県の例はワン

コインサービス、どちらも同じことなんですけども、片方はお金をいただく。ワンコ

インだから１００円と５０円くらいですね。それによって奉仕の内容、ボランティア

の内容が変わっているようですけども、いずれにしましても例えばゴミ出し、隣のじ

いちゃん、ばあちゃんが寝ているからおれ出してやっぺとかという形でやるとか、あ

るいは清掃、ちょっとした電球切れたから交換してやるとか、地域で支えるというの

はいろいろあるんだなと思って感心しています。そういう意味では、是非そんなこと

の１つの例としてですから、あくまでもね。ですから、そんなことをもっと健康老人

に及んで地域で支え合う、そういう理念からそういうことの組織づけとか啓蒙をして

いただければなという観点でお願いしておきたいなと思っています。

次、教育委員会関係、１５９ページ、コミュニティスクールです。これ委託料６５

万３,０００円とありますけども、これらの内容と、更に施政方針の中にあります大

玉学園、非常に興味ある名前ですけども、それらの実態についてお伺いします。

更に、１７９ページ学校支援、これらに対しては既にそういう地域ボランティア推

進本部なんかという実績があると思いますので、その実績評価とその課題、更にここ

にも報償費が出てきます１０８万円うんぬん、これらの内容改めてお願いしたいと思

います。

１８７ページ、伝承文化、伝承芸能という観点から、過日、教育委員会の県の方の

調査でうちの大玉村、残念ながら伝統芸能の数が少ないという形のアンケート結果に

あったように思います。過日、私は一般質問で日本一美しい村連合、北塩原村、更に

飯舘という形の話しましたけど、これらに付随する中でやっぱり審査のポイントの１

つに伝統芸能がその地域に根ざしているかどうかということの審査があるようです。

残念ながら大玉村はそういうことが少ないので、本当は飯舘とか北塩原に負けないよ
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うになどと思っていますけども、そういう審査の対象からするとかなり弱い点数にな

っちゃうのかなと思っておりますので、その辺の改めて伝承文化の継承という観点か

らの予算の考え方についてお願いしたいと思います。

最後になります。１９１ページ、フェンス工事、聞くところによると神原田神社と

の境のフェンスうんぬん、この内容まず。もう１つ付け加えて、前に一般質問で言い

ました夜間の駐車場の照明の問題なんというところに、村民グランドの道路の反対側

の畑地の駐車場、暗いという形の住民の要望から改善がどのようになされて今、しよ

うとしているか。あそこには畑の状況が非常に複雑で貸し借りとかなんか難しいいろ

いろ紆余曲折あったようです。例えば私から言わせれば、あそこに電柱が２本立って

いるんです。ですから、あそこにちょっと付けてやれば、恐らく住民がちょっとその

くらいのことはできるのななどと思いながら、担当に言うと、そっちは生涯学習課の

方だからそっちから来なければだめだとかやってますけど、そんな問題じゃないと思

いますので、その辺も含めてお答えいただければ有り難いと思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ９番議員さんにお答えいたします。

まず、施政方針の中で高齢者の生活の安全の確保、包括支援センターの機能の充実、

高齢者虐待防止ネットワーク、この点に関して申し上げます。まず、実態はあるのか

というお話ですが、あります。つい最近１月末でありますけれども、家族関係の破綻

から家を出なければならない方がありまして、家族関係の問題については昨年の１０

月ころから相談は受けておりましたが、最初の相談は同居の娘さんからの相談で、母

親が精神的に問題があるというようなことでありましたけれども、それで住宅を探し

てほしいとかという話でありましたが、正月明けてからは、その当人の母親、それと

その兄弟の方からの申立があって、双方の話を総合して判断した結果、全く精神的な

問題ではなくて、家族関係の破綻の中で出ていってほしいと、そういうふうな判断で、

うちの方では虐待という扱いで緊急にその方を保護して別な住みかに移したというふ

うな事例がございました。ネットワークというのは、こういう事例をいち早くキャッ

チしていって、解決の見通しをやっぱりつける仕組みということでありますから、虐

待防止地域協議会というのがありますけれども、これにつきましては子どもＤＶ、高

齢者さまざまな扱いをするということで、高齢者の虐待に限って地域の民生委員さん、

警察署、それから特別養護老人ホーム、こういうところの虐待も扱っていくという関

係で、そういう介護関係のものも含めて、そして包括支援センターが核になって、そ

れを進めていきたいと。虐待を未然に防ぐ、経済的な虐待も含めてでありますけれど

も、成年後見制、市町村長、首長申立のそういったこともこれから進めていくという

ことで、その点に関しては包括支援センターの体制を強化して進めていきたいという

ことでございます。

それから、続きまして、社会福祉協議会の関係でございます。社会福祉協議会の出

会いの場事業、若者の交流事業でありますけれども、予算を削ったというお話しであ

りますが、村が従来出していた予算は削っておりません。従来どおり村は予算を出し
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ております。ただ、去年につきましては、県の出会いの場の事業、これらの予算もあ

りましたので、非常に目だった事業になったのではないかというふうに考えておりま

す。今年度についても、それらの事業をやる分には、社会福祉協議会の自主的な判断

のうえでやっていただきたいということで、村としては従来どおりの予算措置をして

いるところであります。

それから、村もこれ庁内でも私らも含めて花嫁相談所ではありませんが、相談のア

ドバイザーとして、村長から頑張れと、こういうふうに言われておりますので、そう

いうことも含めて取り組んでいきたいと、このように考えております。また、実績に

ついては、村内での実績ございません。村外のものの実績はあるようですけども、い

ずれ広域的なこういう機会があるということは良いのではないかと思いまして、それ

らの評価に基づいて予算措置はしているところでございます。

それから、８５ページの住宅アドバイザーの関係ですね。これは現在、２名おりま

す。住宅改修する際、実例はあまりないんですけれども、最近、住宅改修、大工さん

等が申請書持ってきますが、その際、うちの担当と打合せしながら、どこをどうすれ

ば良いのか、手すりは右か左か、その人の聞き手とか、トイレ、台所等々の配置によ

って、そういうアドバイスを専門的な観点からいただくということで２名お願いして、

だれも相談するあれがないという場合には、その方にお願いするというシステムでご

ざいます。

それから、８７ページの老人クラブ関係でございます。老人クラブの活動の減少に

ついては、先の一般質問の中にもございましたが、この１０年間で単位老人クラブが

本村においても２つ減りました。１０年間で老人クラブの会員の減少は３０３人とな

っております。２２年度、本年度の補助ベースですね。およそ人数的に言えば、４団

体程度なくなったような勘定になっております。本年度についても１,０００人を下

回るのではないか、２３年度について。そういうふうなことで、具体的にどういった

支援が必要かということで求められてもおりますけれども、村としては老人クラブの

役割について、健康福祉課のサイドから言えば、高齢者同士の見守り、地域活動、そ

ういったことで非常に重要な団体でありますのでいろいろ考えてはおりますが、なに

せ皆さん方も老人クラブに入る該当年齢であると思いますが、先の老人クラブ連合会

のアンケート調査によりますと、頼まれても入りたくないというのが６０％というよ

うな数字の中で、また、頼まれれば役員を押しつけられると、こういうことから入ら

ないと。そういうことで、やっぱりだんだんだんと活動が停滞してきている。だから、

若い皆さん方が入れる環境をどう作っていけばいいのか、どういう活動がふさわしい

のかということについては、老人クラブの皆さんと相談をしていきたいというふうに

思っております。支え合い、それから地域での支え合いの問題がございましたが、弁

当、それから地域サロンですね、それから傾聴ボランティアというのも育成しており

まして、これについても６０歳以上の方がほとんど中心でございまして、これもお互

いの支え合い活動でもありますし、若い方もいらっしゃってなかなか外出できない方、

引きこもりになる方についてお話しをひたすら聞くということで、行っている方のお
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話を聞きますと、毎回行って毎回同じことを聞かされるというようなことがあるよう

でございますけれども、こういう活動を今後、重視していきたいというふうに思って

おります。熊本県の八代市やワンコインサービスの実例もお話しいただきましたが、

本村においても地域サロンにおいても、それから傾聴ボランティアにおいても、ある

いは元気な高齢者がファミリーサポートセンターの登録をして子どもたちの面倒を見

たいと、こういう方もいますので、そういった方については今後、積極的に地域の中

で活躍していただけるような下地を作ってまいりたいと、このように思っております。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ９番議員さんにお答え申し上げます。

１５９ページのコミュニティスクール関係のコーディネーター委託料でありますが、

通年で半日を予定しておりまして、残り半日については学校支援地域本部事業の予算

で、１人の方を予定しております。以上でございます。

それから、大玉学園につきましては、今まで幼小中連接事業ということでやってま

いりましたが、２３年度からはコミュニティスクールを設置することによりまして、

それらの事業を改めて大玉学園という呼び名で幼稚園から小学校、小学校から中学校

のつなぎをうまくしまして、子どもたちの様々な課題解決に取り組んで行きたいとい

う内容でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ９番議員さんにお答え申し上げます。

１７９ページ、学校支援地域本部事業に関する経費で、報償費につきましては今ほ

ど教育総務課長が言った残りの半分ということでございます。それから、成果でござ

いますが、平成２２年度まだ終わっておりませんが、ボランティア登録人数が８６名、

大きく分けますと学校支援関係、それから環境整備関係、安全パトロール、読み聞か

せ等で延べ１８５名のボランティアの方に活動していただいております。

次に、１８７ページ、伝承すべき文化関係の件でございますが、現在、村では無形

民俗文化財が３つほど指定されております。１つは、玉井の本揃田植踊り、それから

神原田神社の十二神楽、それから玉井２区の太鼓台運行ということで、この３つが無

形文化財として指定されておりますが、玉井の本揃の田植踊りにつきましては、既に

後継者の継続のためにＤＶＤを作成しておりますので、もし、学校等で活用したいと

いう場合は、貸し出しできるような状況を整えております。それから神原田の十二神

楽につきましても本年度予算をいただきまして、今、ほぼ完成しておりまして、最終

的なチェックを入れて今月中にはすべて納品されるというような予定となっておりま

す。

続きまして、１９１ページ、工事請負費、駐車場のフェンスでございますが、これ

は村民体育館と神原田神社の境にあるフェンスがだいぶ車によって曲がってしまって

いるということで、神社の方からも危険であるので早急に修理の方をお願いしたいと

言うような要望もございまして、２３年度の予算に計上したところでございます。

それから、先ほど県道向かいの駐車場の防犯灯の件でご質問ありましたが、住民生
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活課の方にお願いをしておりますので、住民生活課の課長の方からお願いしたいと思

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） 今ほどの防犯灯については、住民生活課でも把握してお

りますので、そのように回答いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。再開は３時といたします。

（午後２時４４分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後３時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 引き続き質疑を許します。質疑ございませんか。４番。

○４番（鈴木義一） 障がい者グループホーム等利用助成事業補助金２４万円についてお

尋ねしますが、これは障がい者の皆さんが収入と経費の差額を補てんするということ

だろうと思うんですが、この２４万円で生活には十分間に合うというような考えなの

かどうかお尋ねいたします。

それから、対象者ですね。大玉村から本宮の施設に通っている方もいます。本宮の

施設でもそういうことを考えているようですが、そういう方の対象になるのかどうか。

それから、隣接する町村との同じようなことをやるんだろうと思いますが、この補

助する割合というのはどの程度大玉村の場合は同じなのか、多いのか少ないのかお尋

ねいたします。

それから、我が大玉村の障がい者の方がおられるふれんどりーのこれからの目標と

するグループホームに対する考え方、もっと村はだいぶ私は出遅れている感じがする

んですが、どういうふうに村当局は考えておられるのか、もっと指導力を発揮して、

みんなと同じようにやはり追いつくような指導というものはすべきではないのかなと

こう考えますので、その点についてお尋ねいたします。

それから、関連ということで、今度ふれんどりーは１４名から２０名にするという、

それによって体制が充実するということで頑張るということでございますが、その件

について作業所の認可について県に申請している。３月中に分かるということでござ

いますが、その点はもしお分かりならお知らせいただきたいと思います。

それから、１４名から２０名にするという大変難しい作業があるわけですが、これ

はふれんどりー単独ではなかなかできないことであろうと思います。体制が充実する

ということですから、村も一生懸命協力すべきだと考えますが、その点についてお尋

ねいたします。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ４番議員さんに８３ページの関係をご説明申し上げます。

これは家賃補助でございます。まきびと会が北東町の方にケアホーム２棟を建築い

たしました。もう既に１月末から入所しておりますが、ここに入ってくる方の村在住
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の方の入所費として家賃の一部を助成するということでございます。ほかの事業所さ

ん等々についてもグループホーム、ケアホーム等の計画持っておりまして、既に二本

松にグループホームもございまして、そこに入所している方もございまして、２名分

の予算を計上したところで、１万円月限度にして事業所の方に交付したいというふう

に考えております。市町村間の移動の件ですけれども、１０月からは今の国の方針で

ありますと、国自体がこの制度を作るというふうになっておりますが、先行して実施

するものでありますけれども、住所取得例、老人ホームなんかと同じような考え方で、

いわゆる所在市町村が負担すると、こういう方向で管内調整を行ってきております。

したがいまして、本宮その他の市町村から入ってくる人に対する家賃補助は村では引

き受けないという考えでございます。

それから、ふれんどりーおおたまについて、いくつかの点ご質問ございました。ふ

れんどりーおおたまについては、小規模作業所という名称は現在使っておりません。

今は村がやらなければならないとされている地域活動支援センター、これの業務を委

託して従来と活動は変わっておりませんが、小規模作業所からそういうふうに移行し

て、今の自立支援法の想定している事業体になっていくべく検討しておりまして、村

としてもそういう方向を指示して、２３年度中に移行すべく作業を進めてきておりま

す。この給付事業に移るということは、平たく言えば本宮さんでやっているすばるさ

ん、あるいは安達太良育成園、これらと同じように給付事業、いわゆる自立支援法の

給付ということで、国、県、市町村がその費用を支弁した、そういう事業所になって

いくということでありまして、要件いくつかあります。指導員の問題であるとか、作

業工賃の問題であるとか、あるいは作業場の問題であるとか、それらをクリアするた

めに、今、村とも協議をしながら県に新たな給付事業に移行するための施設整備、こ

れの申請を出しておりまして、今、県議会開催中で県予算が、２３年度の予算が確定

した段階で補助がどうなるかという通知が来るようになっておりますが、現時点では

県の方も箇所づけについて発表してないので該当しているかどうか分からないと。施

設整備が認められた場合には、村としては隣接地について土地を貸与していく考えで、

既に村の意向についても県の方に意見書を提出しているところでありまして、積極的

に支援しているところでございます。この１４名から２０名というのは、給付事業に

おいては最低でも２０名というラインクリアしなければなりません。各作業所とも現

状としては施設で利用者を抱え込むという動きが非常に強くなりましてなかなか大変

ところあるんですけれども、暫定措置として８割の人員でもＯＫだというふうになっ

ておりまして、これらについても村としても新しい利用者の発掘、在宅で何もしない

というか、在宅でいらっしゃる方にも声を掛けながら、確保のために支援をしてまい

りたいと思います。ほかの施設に通っている方もいらっしゃいますが、その方をこっ

ちに持ってくるということになれば、それぞれ事業体同士で大変な問題になりますの

で、これは新たな部分でふれんどりーおおたまの利用者が増えるような支援をしてま

いりたいと、このように考えております。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。
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（「質疑なし」という声あり）

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

よって、議案第２１号「平成２３年度大玉村一般会計予算」に対する質疑を終了し

ます。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、議案第２２号「平成２３年度大玉村国民健康保険特別会予

算」に対する質疑を行います。質疑を許します。１３番。

○１３番（須藤軍蔵） 国保税そのものの算出についてでありますが、一般質問でもるる

話もしましたし、当局との問題点、あるいは対応について共通認識を持ったところで

ありますが、特に村長にお伺いしたいと思うんですけども、保険税そのものの課税方

式ですね。今行われているつまり応益、応能の関係、応能でも資産の部分や応益での

世帯割というものが、今の状況ではなかなかいろいろと重い状況ではないのかなとい

うふうに思ったり、いずれにしても、じゃそういうことになれば所得の方にウエイト

を置けばどうなんだといういろいろ検討されなければならないと思うんですけども、

いろいろやった結果、やっぱり今までどおりでなければだめだということになるかも

しれませんが、ひとつそういうことも今の時代、どういう組み合わせをすればどうだ

というようなことについて、一定のお金はかかろうかと思いますけれども、ひとつシ

ミュレーションと言いますか、試算を試みてみる時期ではないかというふうに思いま

すが、いかがでしょうかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

応能と応益のまず割合を現在のようなことでどうか。しかも、その応能の中での固

定資産税と所得割関係の率合はいったいどうなのか。一般質問でもそれで担当からお

話しがありましたが、うちの方では今、４方式取っておりますが、３方式というふう

なところもあるというようなことで、その辺もよくシミュレーションをやってみて、

そして６月の本算定については国民健康保険運営協議会でじっくりと皆さん方に検討

していただきたい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。１番。

○１番（押山義則） この国民健康保険税の歳入について伺いたいんですが、２２４ペー

ジ。大幅な前年度に比べて本年度の落ち込みなんですが、これの理由をお聞かせくだ

さい。

それから、２３７ページに行って、滞納処分に要する経費の中で、滞納を減らす工

夫を考えなきゃならないと思うんであります。結局、我が村は住民に優しいというこ

とで、結局、滞納者に対しても資格者証は渡さないで短期保険証で対応しているとい

うようなことなんですが、そういう状況で滞納に対する結局減らす考えの中で、それ
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で良いのかということも改めて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えいたします。

２２４ページ、国民健康保険税の前年度との比較ということでございますけれども、

先ほど質問の中にもございましたが、本年度につきましては本来であれば所要額から

県とか国とかの負担金、補助金等を差し引いて、残った部分について課税するという

ふうになっておりますので、前年まではそういったことで当初予算を編成しておりま

した。昨年の議会の中でも指摘がありまして、本当にその税取れるのかというような

ご指摘がございました。そういう中で、実際その課税できる税額を基準として、これ

以上かけたのでは２倍にも３倍にもなっちゃうみたいな、そういう部分ではしょうが

ないということで、その部分については税調整金ということで、そちらに７,５００

万円ほど移動させたというようなことでございますので、本年度についてはその分減

額になっているというようなことでございます。

それから、２３７ページ、滞納処分関係でございますけれども、実質大玉村におい

ては資格者証は出していない。短期証、６か月、３か月、１か月というような短期証

の中で対応しております。どうしても納められないとか、事情によるわけなんですけ

れども、なんとかすれば納められるというような部分については、滞納処分等を行っ

ているというような状況でございますが、やっぱり事情によってはなかなか大変だと

いうことで、相談をしながら計画的に納めてもらうというのが一番良いのかなという

ようなことで、滞納処分等については最終的な判断ということで、現在のところはそ

ういった方法を取らせていただいているという現状でございます。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

ち切りにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号「平成２３年度大玉村国民健康保険特別会予算」に対する質

疑を終了いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、議案第２３号「平成２３年度大玉村玉井財産区特別会計予

算」に対する質疑を許します。１１番。

○１１番（遠藤文一） ２７５ページ、９の研修旅費、大変な金額でございますが、これ

だけの金額を取った理由と根拠について伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １１番議員さんにお答えいたします。

管理会委員、今年が９月で改選を迎えます。例年ですと改選４年目には、１泊２日

の研修じゃなくて３泊４日の研修予定をしております。そういう意味で管理会で協議
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のうえ、今回の旅費８４万円を取らさせていただいて計上したというところでござい

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） だから、それは悪しき慣習のなにものでもないんだよ。ちゃんと

ここに報酬も賃金も報償もちゃんと払っているんじゃないの。にもかかわらず、今ま

でこうだったから、また今年もこうだ。前回もこうだからこうだと、こんなことみん

な通る話じゃないって、今どき。こういうことをするならきちっと報酬で払って、そ

うしてその中でやるのが当たり前でないの。例えば仕事に出てもらっているから大変

だから、そこのところ浮かしてこっちの旅費、研修のときにやっぺと、研修というの

は要するに慰労会だ。だから、それはいいというの。でも、報酬も報償も払って、そ

のうえこれというのはないというの。だから、これ旅費だのしないで、報酬だの報償

にきちっと組み込んで、それでやるならそれはそれでそれだけのことやっているんだ

ものいいべと、こういう話になるけど、そっちはそっち、こっちはこっち、そのうえ

旅費でこらほどドンと取るなどというのはとんでもない、だめだ。訂正しなさい。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） １１番議員にお答えします。

まあ１１番議員の言うことも分かります。そういう形で取るも、しかも取るように

よっては研修旅費ですから、研修するんですから。だから、やっぱりその辺にウエイ

トを置いているんだなということで、やっぱり良い研修をしてきていただきたいなと

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。

（「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。

よって、議案第２３号「平成２３年度大玉村玉井財産区特別会計予算」に対する質

疑を終了いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、議案第２４号「平成２３年度アットホームおおたま特別会計

予算」に対する質疑を行います。質疑を許します。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 村長にお伺いします。

村長の施政方針の中で、今が人が減少しているということで、利用促進を図るため

にウィークデーチケットについて周知を行うということになっておりますけども、ど

の程度６０歳以下の人に割り引くのか伺いたいと思います。

○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） １２番議員さんにお答えいたします。

ウィークデーチケット、いわゆる６０歳未満の方の平日の割引でありますが、利用
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料金の１５％を割り引くという制度でございます。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。４番。

○４番（鈴木義一） 歳入が減って経費がかかる、まあ大変だなとこう思いますが、雇用

契約の時期だと思いますが、やはり忙しいところにバッとこう人が集まって助けて、

手伝って人権を安くすると、そういう雇用契約、縦割り、職種別じゃなくてね。弾力

的にそういう雇用契約になっているんでしょうか。つまり融通の利くような雇用、そ

うじゃなくとも職種別にも、おまえさんはこっちの仕事だからこっちやっことないな

どと、どういうふうなスタイルになっているのか、そこをお尋ねいたします。

○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） ４番議員さんにお答えいたします。

今ほどのご質問ですが、委託職員の雇用の関係かと思われます。２３年度におきま

しては、予定しておりますのは、いわゆるフロント業務に４名、それから調理、配膳、

食堂、清掃という部門に１２名、それから運転手を兼ねた施設管理として１名。宿直

業務として６名というふうなことで、計２３名の委託契約を予定してございます。今

ほどお話しありましたように、融通の利くようなというふうなことでございますけれ

ども、配膳、食堂、清掃に関しては、フルタイムの者が１０名、それから繁忙期に夜

だけ来てくださいとか、日曜日に来てくださいという方を１名というふうなことでの

雇用契約を予定してございます。更に、フロントにおいても配膳、食堂等が繁忙の場

合には、そちらの回るというふうなことも内部の動きとして、現在、行っているとこ

ろでございます。以上であります。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１０番。

○１０番（鈴木宇一） アットホーム特会事業、いろいろと大変だなというふうには率直

にお感じをいたします。宿泊料、休息料、入浴料、年々伸び悩みの状況で、一般繰入

金に頼らざるを得ないという現状なのかなというふうに思っています。築１５年、オ

ープン以来そろそろ老朽化の部類に入ってはきておりますし、そういう中で今、この

サービス業というものの非常な激烈な競争、値段の値下げ、そういう中で村のアット

ホームもやっていかなくちゃいかんという、非常に大変な状況に置かれていると、こ

のように考えるわけでございます。今、岳温泉においても、また土湯、飯坂温泉、ま

た、大手が入って非常なチラシ、チラシを見ると温泉の値下げばっかりですね。料理

がどうの、価格がどうのと。そういう中で村の等にも支配人はじめ大変なご苦労があ

るなと、こういうふうに感じておるわけでございます。今後ですね、このアットホー

ムの有り様というものをどのような方向に持っていくべきかひとつ伺っておきますが、

いわゆる利用者から言わせれば部屋の問題、又は露天風呂の問題、いろいろとこう要

望は強いわけでございますが、なかなか満たしていけない状況かなというふうに思っ

ています。そういう中で、広間空調設備改修工事５００万円ほど、これも老朽化のた

めにやらざるを得ないということだと思いますが、もろもろ含めてひとつ答弁いただ

ければ幸いだなと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） お答えをいたします。

アットホームについては、設置をするときの大目標というのは、要するに住民の福

祉、健康に処すると、こういう目的で造ったわけでありますから、そういうことでや

はり目的のことに沿ったようなことで運営をしていくことが大切だなというふうに思

っております。具体的には例えば経営の形態、直営方式、今のようなこういうことで

いいのか、あるいは指定とか民間関係うんぬんということもありますが、これ先ほど

もいろいろ話しましたが、いろんな公共でひときり大はやりでね、公社関係だとかい

ろいろそういうことで委託方式とかやってきておりますが、それが結果的には持ち出

しが多くなるというようなことで、それを今、統廃合と、例えば県も私いろんないく

つか関係しておるんです。いくつか関係しておりまして、その後何々センターなんて

あったものが、じゃどこどこと一緒にすっぺと、何々の協会があったもの、これもど

こどこと一緒にすっぺと、こういうことでいろいろ関わってきておるわけであります

が、ひときりものすごくそういうのがはやりだったんです。ところが今、整理整頓さ

れている。もういう状況下でありますので、このアットホームの大きな目標というの

は住民の福祉還元であると。公共の宿として、やはりこれはしっかりと経営をしてい

かなくちゃならないなと、そういうふうに思っております。そのためにはこれからも

やっぱり中身の関係等でありますが、あまり極端な一般会計から持ち出しにならない

ようなことで健全経営をめざしていく必要がある。それと、いろいろ住民の要望あり

ます。お風呂がもっと大きくできないかとか、露天風呂がどうだとかありますが、最

大の命は、アットホームの良いのはなんだと、お湯なんです。湯量の出る量に決まり

がありますので、これを薄めたりしてはこれまた意味がなくなってしまうということ

なものですから、やはりそういうことでお湯が１つの命なので、それをメインにやっ

ぱり公共の宿としての位置づけをして経営をしていかなくちゃならないなというふう

に思っております。

それから、大体今度のあれでも申し上げましたが、宿泊関係については今までの実

績とかなんかでおおよそ大体５,０００人ぐらいなんですね。それからあと日帰り関

係というのは約１万５,０００人なんですね。それから、お湯が今言ったように４万

人くらいというと合計でざっと６万人くらいの方を延べ人数にすると利用していただ

いている。だから、これはもちろん村外もおりますが、いろんな村外の方の利用もや

っぱりいろんな面で運営協議会でも検討していただいておりますが、あそこの売店関

係に地場の例えば米をはじめ、そんなものも今度どうだというようなこともいろいろ

と話が出ておりますから、村外から来る方にお湯に入るだけでなくして、そういう売

店等の収益、こういうのにも結びつけていく。そして、大玉村の地場産物の販売など

にもつなげていくと、こういうふうな考え方もあるようでありますから、そういう前

向きの、そしていろいろ先ほどおっしゃったように、いろいろ民間はばんばんこれや

ってますがね、ＰＲとかなんか。まあどうしてもそういう面は率直にそういうＰＲと

かはちょっと少ないなと。これからはそういう面に力を注いで、そしてより健全経営

というようなことで運営をしていきたいというふうに考えております。
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○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） １０番議員さんにお答えいたします。

広間空調の改修でありますが、大広間、更に中広間の空調機につきましては、ご指

摘のように施設設置当時からの空調機でありまして、効率の低下、それから温度調整

の微調整がきかないというふうなところでの更新を図るものでございます。今年度

５００万円というふうな予算で、年度７月をめどに繁忙期前に実施をしたいというふ

うに考えてございます。以上であります。

○議長（菅野行雄） ほかに。１０番。

○１０番（鈴木宇一） その空調工事に関して再度お尋ねしますが、この期間中ですね、

アットホーム休業とか、そういう形にはならないんでしょうかね、その点１点だけお

願いします。

○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） １０番議員さんにお答えいたします。

現在のところ考えておりますのは、広間の空調更新に実質３日、それから準備を含

めると現場作業で３日半、約４日というふうなことを想定してございます。そうしま

すと広間系統ですので、全館の休業を１日か２日入れる必要はあるのかなと。ただや

はり４日の全館休業を入れますと、その前後の営業に大きく影響いたしますので、現

在、考えておりますのは１日ないし２日の全館休業、更に広間系統の休業は４日間、

そのほかの入湯とできれば宿泊の営業は安全面に十分配慮しながら実施をしたいとい

うふうなことで考えてございます。以上であります。

○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。

よって、議案第２４号「平成２３年度アットホームおおたま特別会計予算」に対す

る質疑を終了いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、議案第２５号「平成２３年度大玉村農業集落排水事業特別会

計予算」に対する質疑を行います。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。

よって、議案第２５号「平成２３年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算」に対

する質疑を終了いたします。
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◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、議案第２６号「平成２３年度大玉村土地取得特別会計予算」

に対する質疑を行います。質疑を許します。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 先ほども一般会計の中で私質問したんですけども、特に２４３ペ

ージの土地取得費、公共の用に供する土地を取得し、円滑な事業の執行を図るという

ことだったんですが、村長の説明ですと、旧発電所の跡地は、たぶん昔の営林署の土

地だと思うんですけども、そこをそのままにしておくんだという話なんですが、その

説明からいくと、円滑な事業と全く結びつかないと私思うんですけども、その点再度

村長どのような考え持っているの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） 採種圃の取得については申し上げたように、あそこはああいう土地

柄でありますし、大切な大玉村の水上でもあると。今はその種を取った雑木みたいな

のが若干残っておりますが、ああいうのを結局計画的にあそこにふさわしいような種

子をそういうものを植えて山にいたしたい。特に照葉樹林のようなものを植えたいな

と。年間を通して葉っぱの緑のそういう照りのある、そういうものを数多く植えたい

なと。そういうことによって、あとはもちろん山桜のようなものも植えますけれども、

一方では結局樹脂の低林的なことにもなるし、そしてまた、あの地の結局水上の山に

しておくということは、大玉村の将来にとっても非常にこれは意義があると。そうい

うことが、ひいてはきれいな水がこの大玉の地内に流れてくるということにつながる

わけでありますから、大変これは意義付けが深いということであります。

○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、議案第２６号「平成２３年度大玉村土地取得特別会計予算」に対する質疑

を終了いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、議案第２７号「平成２３年度大玉村介護保険特別会計予算」

に対する質疑を行います。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、質疑を打ち切りたいと思います。質疑打

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。

よって、議案第２７号「平成２３年度大玉村介護保険特別会計予算」に対する質疑

を終了いたします。
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◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、議案第２８号「平成２３年度大玉村後期高齢者医療特別会計

予算」に対する質疑を行います。質疑を許します。８番。

○８番（遠藤義夫） これ全般になるんですが、４２５ページなんですが、健康保険もそ

うなんですが、医療費が異常にかかって持ち出しが多いということで、なんとかこれ

削減の方法や何かいろいろあると思うんですが、後期高齢者に限ってというとちょっ

と語弊を生むかもしれませんが、医療費の中で薬代ですか、それを安く上げるような

方法もあるんじゃないかと思います。例えば後発性の薬を使うとか、その辺は医療機

関と話し合いができるのか、そういうような方法があるのかちょっとお願いします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

４２５ページ、ただいま薬関係で安くなる方法はないかというようなお話しでござ

いますが、広域連合等を通じまして、昨年の１２月からジェネリック医薬品というこ

とで、どれだけ市販の新薬と比較した場合にどのぐらいの差額があるというふうな、

そういう通知書を出すようにしております。これについては２か月に１回というよう

なことでございますけれども、それによって例えば個人の負担金がどのくらい安くな

るということで、多少なりともジェネリック医薬品を使っていただければ、その分医

療費が安く済むというふうなことなわけでございますので、そういった方法で現在、

進んでいるところでございます。

○議長（菅野行雄） ほかに質疑。１１番。

○１１番（遠藤文一） この後期高齢者の該当者、何名として予算計上してあるのか伺い

たいと思うし、あと特老なんかの関係でその方々がその中に入っているのか入ってい

ないのか、それについても伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

人数につきましては、１,２３２人ということでございます。特老についても含ん

でおります。

○議長（菅野行雄） １０番。

○１０番（鈴木宇一） ただいまジェネリック医薬品のことについて答弁がございました

が、その点についていわゆる高齢者の医薬品に限らず、いわゆる今まで飲んできた薬

をある１５年とか過ぎると特許みたいなのが切れるんですね。その薬を安くなる仕組

みがジェネリックだと思うんですが、それをですねどの程度患者さんというか高齢者

にＰＲしてね、みんな理解しているのか、村民がね。それが普及しないことには、変

えられないと思うんですよ。だから、その辺をこれからやはり堂々と分かっていただ

くような仕組みづくりを是非やってほしいなと、こう思うんですよ。どうでしょうか。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

確かにそのジェネリック医薬品についてのＰＲということも連合会等でも行ってお
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るわけですけれども、村においても広報紙等を使ってこれから広報をしていかなくち

ゃならないなというふうには思っております。ジェネリック医薬品につきましては、

３割から７割くらい物によっては安くなるというようなことでございますけれども、

金額はいろいろございますけれども、安くなるにこしたことはないということでござ

いますので、ＰＲを続けてまいりたいというふうに思います。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「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。

よって、議案第２８号「平成２３年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算」に対す

る質疑を終了いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、議案第２９号「平成２３年度大玉第二住宅団地造成事業特別

会計予算」に対する質疑を行います。質疑を許します。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 野球の話で申し訳ないんですけども、早稲田大学から斎藤投手が

日本ハムに入ったら経済効果というのが出てて、もう何百億だということに試算され

ておりますけども、この３２戸の住宅ができてきて、固定資産税を含めた経済効果ど

のくらいあるのか単純に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） １２番議員さんにお答えいたします。

単純計算で３２区画で１００人の人口というような形で想定した場合の試算でござ

いますけれども、２,０００万円程度の効果はあるのかなというふうに感じておりま

す。ただ、地方交付税、村税それぞれ相関関係にございますので一概には言えません

が、地方交付税の中で１,３００万円程度、村税の中で大体７００万円程度、すべて

１００人、３２区画埋まったと想定してのあくまでの試算でございますが、そういう

数字を算出しております。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 関連してなんですけども、あの木ノ下地区にも集合住宅なり民間

で開発した住宅も含めてですね、３２戸を含めて何戸くらいの戸数になるんですか。

あの辺もずうっと開発されておりますけれども。関連だからね。

○議長（菅野行雄） ただいまの質問について議題外というようなことで、後ほど調査し

て報告いたしますので、ご了解をいただきたい。大丈夫。それでは企財課長。

○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。

村営の分譲が３２戸、それからその斜め向かいが８戸、それから木ノ下交差点近辺

が３戸と１８戸というような形で現在、計画、あるいはもう整備されたというような

状況でございます。
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○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「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。

よって、議案第２９号「平成２３年度大玉村第二住宅団地造成事業特別会計予算」

に対する質疑を終了いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、議案第３０号「平成２３年度大玉村水道事業会計予算」に対

する質疑を行います。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。

よって、議案第３０号「平成２３年度大玉村水道事業会計予算」に対する質疑を終

了いたします。

以上で総括質疑は終了いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第２、平成２３年度予算議案の委員会付託を行います。

ここで、先の議会運営委委会において、平成２３年度当初予算議案の審議に当たり、

各常任委員会間の所管の調整を行いましたので、その結果について、あらかじめ報告

申し上げます。

一般会計予算については歳入は全部を総務常任委員会に、歳出についてはその所管

する常任委員会に付託することに決定しております。特別会計予算及び水道事業会計

予算につきましては、会計ごとにその所管する常任委員会に付託することに決定して

おります。

お諮りいたします。

平成２３年度予算議案である議案第２１号から議案第３０号までについては、あら

かじめ配付いたしております平成２３年度予算議案の委員会付託表（案）のとおり、

所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これに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。

したがって、議案第２１号から議案第３０号までの平成２３年度予算議案について

は、別紙委員会付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決しま

した。

◇ ◇ ◇
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○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４６分）


