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平成２３年第４回（５月）大玉村議会臨時会会議録

第１日 平成２３年５月２６日（木曜日）

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 ３番 （欠 員）

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。

な し

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

教 育 長 押 山 利 一 総 務 課 長 菅 野 卓 也

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 遠 藤 勇 雄

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 教育総務課長 武 田 伸 一

生涯学習課長 舘 下 憲 一

４．本会議案件は次のとおりである。

会議録署名議員の指名

会期の決定

諸般の報告

議案の一括上程

議案第３６号 大玉村税特別措置条例の一部を改正する条例の専決処分の承認

を求めることについて

議案第３７号 大玉村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める

ことについて

議案第３８号 平成２３年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する村民税、

固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の専決処分

の承認を求めることについて

議案第３９号 大玉村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める

ことについて

議案第４０号 平成２２年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を求め

ることについて

議案第４１号 平成２３年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を求め

ることについて



- 2 -

議案第４２号 平成２２年度繰越明許事業大山小学校耐震改修工事請負契約に

ついて

提案理由の説明

議案審議

質疑・討論・採決（議案第３６号～議案第４２号）

５．本会の書記は次のとおりである。

議会事務局長 後藤和吉、書記 渡辺佳織、国分郁雄、後藤芳一、鈴木健一
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会 議 の 経 過

○議長（菅野行雄） おはようございます。平成２３年第４回（５月）臨時会が招集され

ましたところ、出席ご苦労様でございます。

ただいまの出席議員は、１５名全員であります。定足数に達しておりますので、平

成２３年第４回大玉村議会臨時会を開会いたします。（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 会議に先立ちまして、改めてご報告を申し上げます。

３番小沼清子議員が、去る５月１６日、逝去されました。誠に哀悼痛惜の極みに堪

えません。ここに大玉村議会議員 小沼清子君のご冥福をお祈りし、謹んで黙祷を捧

げたいと思います。

本日、本議場の傍聴席にご遺族を代表して小沼光春君が故小沼議員のご遺影ととも

に出席されております。ご起立のうえ、故小沼議員の遺影にお向きお願いをいたした

いと思います。よろしくお願いします。

それでは黙祷はじめ。（黙祷）

○議長（菅野行雄） ありがとうございました。黙祷を終わります。着席お願いします。

続いて、議会を代表して９番、総務常任委員会委員長の佐々木市夫君より追悼演説

を行います。９番。

○９番（佐々木市夫） ただいま議長から、ご報告がありましたとおり大玉村議会議員の

故小沼清子議員は、去る５月１６日、午後４時１５分、太田西ノ内病院においてご逝

去されました。突然の訃報に驚きとともに誠に残念であり、痛恨の念に堪えません。

ここに私は皆さんのご同意を得、議員一同を代表して、謹んで哀悼の言葉を申し上げ

たいと存じます。

故小沼議員は、昭和１４年１１月１日、玉井字南町に松井家の長女として生まれ、

県立本宮高等学校を卒業後、昭和３３年４月に大玉村に奉職なされました。以来、３２

年間の長きにわたり、職員として本村の振興発展に大いに寄与されました。平成２年

３月に退職されてからは、地域活動にも積極的に参加され、玉井婦人会長、村赤十字

奉仕団長をはじめ、多くの役職を歴任するとともに、村スポーツ・民謡会の代表を通

して、地域の文化活動並びにボランティア活動にご尽力されました。明るい人柄、ま

た、卓越したその指導力は、高い人望と相まって、地域住民はもとより、広く村民の

支持を得るところとなり、平成１１年８月に行われた大玉村議会議員選挙において見

事当選されました。特筆すべきことは、本村議会史上に残る初の女性議員の誕生であ

りました。女性議員ならではの感性と資質を兼ね備え、積極的な議員活動はもとより、

議会運営委員会副委員長を歴任、平成１５年よりは総務常任委員会副委員長、更に平

成１９年より議会広報編集特別委員長に就任され、以来、今日まで我々の良き理解者

であり、かつまた、良き指導者として常に尊敬するところであり、大いに頼りとして

おったところでもあります。個人的にも私は、ならぬものはならぬという、その毅然

とした態度と度量に幾度となく助けられ、励ましをいただきました。また、議会研修
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時などには、そのすばらしいカラオケを聴いたり、２人でデュエットを歌わせていた

だくなど、今では懐かしく、また、楽しい思い出でもあります。この世の定め、生者

必滅、会者定離、すなわち生きている者はすべて必ず滅する。出会いと別れは必然で

あるとは申せ、この世の無情にただただ涙するばかりであります。改めてこれまでの

縁とその出会いに感謝するものであります。故小沼清子議員のご威徳と幾多のご功績

は我々の道しるべであり、永久に大玉村村政に携わる者、並びに村民の胸に生き続け、

必ずや長く後世に語り継がれるものと信じております。ここに心からご冥福をお祈り

するとともに、残された私たち議員は、故小沼議員のご遺志を深く心に刻み、今後は

大玉村の発展、村民の幸せのために全力を傾注することをお誓い申し上げ、追悼の言

葉といたします。

平成２３年５月２６日

大玉村議会総務常任委員会委員長 佐々木市夫

○議長（菅野行雄） 総務常任委員会委員長による追悼演説が終了いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） これより本日の会議を開きます。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、４番鈴木義一君、

５番菊地利勝君を指名いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。１３番。

○議会運営委員長（須藤軍蔵） おはようございます。本臨時会の会期、日程等について、

去る５月２３日、午前１０時より第１委員会室におきまして議会運営委員会を開催し

審査をいたしましたので、その経過と結果について以下ご報告を申し上げます。

委員会は、議長出席の下、全委員出席、更に当局から総務課長、企画財政課長の出

席を求め、提出議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程等について次のように決

定をいたしました。

本臨時会に提出されます事件は村長提出の議案７件で、その内容は、専決処分の承

認６件及び工事請負契約１件の合わせて７件であります。

よって、会期につきましては、本日１日間と決定いたしました。

なお、審議日程につきましては、本日、５月２６日 本会議、議案の一括上程、提

案理由の説明、議案審議という日程で行います。

以上のように委員会として全委員一致をもって決定をいたしましたので、なにとぞ

ご賛同を賜りますようにお願いを申し上げまして報告といたします。

○議長（菅野行雄） お諮りいたします。
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会期日程については、ただいま議会運営委員会委員長報告のとおり決するにご異議

ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、会期日程については、議会運営委員長報告のとおり決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、日程第３、諸般の報告を行います。

諸般の報告につきましては、配付いたしました報告書のとおりでありますので、配

付をもって報告に代えさせていただきます。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。（午前１０時０７分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１０時０８分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第４、議案第３６号から議案第４２号までを一括上程をいたし

ます。

事務局職員に議案を朗読させます。

○書記（国分郁雄） 別紙議案書により朗読。

○議長（菅野行雄） 事務局職員の朗読が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第５、村長より提案理由の説明を求めます。村長。

○村長（浅和定次） ご苦労さまでございます。

本日、第４回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方には何かと

ご多忙の中、ご出席を賜り、提出案件のご審議を賜りますこと感謝を申し上げます。

また、去る５月１６日にご永眠なされました故小沼清子議員のお人柄と在りし日の

お姿をしのびつつ、ここに謹んでご冥福をお祈りを申し上げます。

さて、本臨時会における提出議案は、条例の専決処分の承認案件が４件、補正予算

の専決処分の承認案件が２件、工事請負契約案件１件の合わせて７件であります。

それでは、議案第３６号、大玉村税特別措置条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認を求めることについてを申し上げます。本案は、企業立地の促進等による地域

における産業集積の形成及び活性化に関する法律第２０条の地方公共団体等を定める

省令の一部改正が、本年３月３１日公布、４月１日施行に伴い、大玉村税特別措置条

例においても改正が必要となりましたので、平成２３年３月３１日付で、本条例の一

部を改正する条例の専決処分をいたしましたので、報告し、承認を求めるものであり

ます。改正内容でありますが、課税免除のに適用規定の延長であります。企業立地の

集積区域においては、主務大臣の同意を得た基本計画に基づき、その計画の同意日か

ら５年以内に対象施設を設置した事業者に対し、３か年度分の固定資産税の課税免除

が適用されます。この同意日が、平成２３年３月３１日から平成２５年３月３１日に
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延長されました。

次に、議案第３７号について申し上げます。大玉村税条例の一部を改正する条例の

専決処分の承認を求めることについてであります。本案は、東日本大震災により被災

された方々等に対し、本村内の鉱泉浴場の利用に課税される入湯税を免除するため、

大玉村税条例の一部を改正する条例で、平成２３年３月３１日付で専決処分をいたし

ましたのでご報告し、承認を求めるものであります。改正内容は、大玉村税条例の入

湯税の課税免除の規定に、その他村長が特に必要があると認める者を追加し、規定の

整備を図ったものであります。なお、この追加条項を受け、同施行規則において入湯

税を免除される方は、避難者、自衛隊、警察及び消防等機関の被災者の救護者、その

他被災者の支援者等であります。

次に、議案第３８号について申し上げます。平成２３年東北地方太平洋沖地震によ

る被災者に対する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の専決

処分の承認を求めることについてであります。本案は、東北地方太平洋沖地震による

被災者に対し、平成２３年度に課する当該年度分の村民税、固定資産税及び国民健康

保険税の減免に関する条例の制定を本年３月３１日付で専決処分を行いましたので、

ご報告をし、承認を求めるものであります。主な内容であります。第１条は、条例の

趣旨を、第２条、村民税の減免で、第１号は、災害により死亡された場合、生活扶助

を受ける者及び障がい者となった場合の減免。第２号は、住宅又は家財の損害金額が

１０分の３以上、平成２２年中の合計所得金額が１,０００万円以下で、合計所得金

額と損害の程度による減免。第３号は、農産物の減収による損失額の合計額が、平年

の収入額の１０分の３以上。平成２２年中の合計所得金額が１,０００万円以下で、

農業所得にかかる所得割の額を合計所得金額に応じて減免するものであります。第３

条は、固定資産税の減免であります。第１項は、土地の被害面積が１０分の２以上で、

損害の程度により減免。第２項は、家屋の損害が１０分の２以上で、損害の程度によ

り減免。第３項は、償却資産について、家屋に準じて減免するものであります。第４

条は、国民健康保険税の減免で、第１号は、障がい者となったときの減免。第２号は、

納税義務者等の住宅又は家財の損害金額が１０分の３以上、平成２２年中の合計所得

金額の合算額が１,０００万円以下で、合計所得金額の合算額と損害の程度により減

免。第３号は、納税義務者等の農産物の減収による損失額の合計額が、平年の収入額

の１０分の３以上。平成２２年中の合計所得金額の合算額が１,０００万円以下で、

農業所得にかかる税額を合計所得金額の合算額に応じて減免するものであります。第

５条は、減免の申請について。第６条は、減免の決定通知について。第７条は、減免

の取消しについて。第８条は、委任について規定したものであります。

次に、議案第３９条について申し上げます。大玉村税条例の一部を改正する条例の

専決処分の承認を求めることについてであります。本案は、東日本大震災にかかる地

方税の一部を改正する法律が、平成２３年４月２７日公布、原則同日施行に伴い、大

玉村税条例においても改正が必要となり、本年４月２７日付で税条例の一部を改正す

る条例の専決処分をいたしましたので、報告し、承認を求めるものであります。主な
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改正内容は、本条例の附則に東日本大震災にかかる３つの条文を加える改正でありま

す。第２２条では、村民税の雑損控除額等の特例で、震災により住宅や家財等につい

て生じた損失について、その損失額を平成２２年分の総所得金額等から雑損控除とし

て、控除できることとしたものであります。第２３条は、村民税の住宅借入金等特別

税額控除の適用期限の特例措置として、同特別税額控除の適用を受けていた住宅が、

震災により居住できなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、

引き続き税額控除を適用できることとしたものであります。第２４条は、震災により

住宅が滅失し又は損壊した場合、引き続き軽減を受けることができる固定資産税の特

例を受ける者の申告に必要な書類の記載事項や提出期限などについて規定したもので

あります。なお、特例措置を受けた住宅用地、いわゆる被災住宅用地のうち、平成２４

年度から平成３３年度までの各年度の賦課期日において、住宅用地として使用するこ

とができないと村長が認める場合に限り、この特例が適用されます。

続いて、議案第４０号について申し上げます。平成２２年度大玉村一般会計補正予

算の専決処分の承認を求めることについて申し上げます。今回の補正予算の編成につ

きましては、去る３月１１日に発生した東日本大震災により損害を受けた公共施設等

の応急、復旧事業費や災害対策本部経費として、３月臨時議会において予算の編成を

行ったところでありますが、多くの方々からの義援金、支援金が寄せられたこと、国、

県からの避難所経費の繰替支弁金が見込まれること、災害対策経費に不足を生じる見

込みであることなどから、専決処分による予算の補正をしたものであります。予算書

により説明を申し上げます。１ページお開きください。補正予算第６号は、歳入歳出

それぞれ１,７００万円を追加し、予算の総額を４６億１,０５２万６,０００円とす

るものであります。３ページ、繰越明許費は、補正総額を災害応急事業として２３年

度に繰越とするものであります。１０ページ、災害対策費は１,７００万円の補正計

上。これは災害対策本部に要する費用として、主に避難所の設置、運営等にかかる費

用の計上であります。次に、歳入８ページ、総務費委託金は５００万円の計上であり

ます。これは、災害救助法の規定により避難所を設置し、救助費用を繰替支弁した場

合に交付するものであります。災害対策費寄附金は、年度内に各方面よりいただいた

義援金、支援金の計上であります。

以上、平成２３年３月３１日をもって、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

く専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでありま

す。

続いて、議案第４１号について申し上げます。平成２３年度大玉村一般会計補正予

算の専決処分の承認を求めることについてであります。今回の補正につきましては、

去る３月１１日に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故により、

放射性物質が放出され、大気や土壌汚染など重大な問題となったため、早急に子ども

たちに対する健康不安を取り除くため、現段階における対応するための編成をしたも

のであります。１ページ、見ていただきたいと思います。補正予算第１号は、歳入歳

出それぞれ１,５００万円を追加し、予算の総額を３６億２,３４１万３,０００円と
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するものであります。８ページ、災害対策費の１,５００万円は、教育施設等の校庭

の表土を除去などに要する費用１,５００万円の計上であります。６ページ、歳入で

ありますが、この表土除去等に要する事業の財源として、特別交付税交付金１,５００

万円を計上し、充当するものであります。

以上、一般会計補正予算について申し上げました。この補正予算につきましても、

事業の緊急性という観点から本年５月１３日付けで専決処分をしたので、地方自治法

第１７９条第１項の規定により報告をし、承認を求めるものであります。

次に、議案第４２号について申し上げます。平成２２年度繰越明許事業大山小学校

耐震改修工事請負契約について申し上げます。本案につきましては、大山小学校校舎

の耐震補強及び改修工事を行うため、去る５月２０日に指名競争入札を執行いたしま

した。その結果、請負額１億４,５２１万５,０００円で、菅野建設工業株式会社が落

札し、同日付で工事請負仮契約を締結したところであります。ついては、今臨時議会

において請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。工事の概

要につきましては、パラレルユニットフレーム工法による耐震補強工事及びトイレ、

廊下、階段、屋上の改修工事、空調設置工事等であります。なお、工期を平成２４年

２月２４日としておりますが、騒音の出る工事などについては、授業への支障や児童

等の安全確保を考慮し、夏休み中や放課後を中心に施工するよう十分な工程管理に努

めてまいります。

以上、提案理由の説明を申し上げました。よろしくお願いをいたします。

○議長（菅野行雄） 以上で提案理由の説明が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第６、議案第３６号「大玉村税特別措置条例の一部を改正

する条例の専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。１１番。

○１１番（遠藤文一） この条例によって、村内において適用された企業数、過去２年間

にどのぐらいの、何社ぐらいあったのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １１番議員さんにお答えします。

現在まで適用されている企業は、ございません。

○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、これより議案第３６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７、議案第３７号「大玉村税条例の一部を改正する条例の専

決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。１１番。

○１１番（遠藤文一） この提案理由で今、村長説明されましたが、それ以外に想定され

る事象と言ったらどんなことがあるか、想定されるものがあるとすれば、お聞きした

いと思います。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） 現段階においては、想定されるものはございません。

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。

（「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３７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８、議案第３８号「平成２３年東北地方太平洋沖地震

による被災者に対する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の

専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 農産物についてお聞きしたいと思います。
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以上のように合計所得額３００万円以下、４００万円から７００万円超えるまで記

載されておりますけれども、いろいろ販売ルートについてはございまして、系統利用

なりＪＡ経由利用なり、あと我々みたいに軒先販売みたいなのがありますけれども、

特に系統やＪＡ経由については、それぞれの事務屋が事務処理をしてくれるというよ

うな座談会も開かれたわけでございますけれども、特に直売所や軒先販売などをして

販売する農家については、どのような試算なり、どのような処理をしていけば良いの

かお伺い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） １２番議員さんにお答えします。

この３割のいわゆる該当するかどうかということと、それをどういった形で説明す

るかという話かと思いますが、ここにあるように１０分の３という１つの要件がござ

います。したがいまして、その事例によりまして、申請なり、おいでになった段階で

相談を申し上げたいというのが最終的な結論になるかと思います。なお、この価格に

ついては、農産物の損失から共済金等を引きまして、それの平年の農産物の収入金額

で割った値が１０分の３以上ということになってございますので、それぞれその該当

するような方については、それぞれ相談に応じてやってまいり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） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 農業に限らず、今、マスコミ等新聞、テレビ等を見たり聞いたり

してますと、風評被害という言葉が非常に出ましてですね、福島産となると、ああこ

れはという、旅行業者等にもこのテレビで拝見しますと、本当に旅館もからからだと

いうふうに、特に４～５日前、尾瀬の山開きをしたら６割程度の人間で、民宿はもう

誰も泊まらないというふうな風評被害なんですね。檜枝岐は原発から約１６０キロ離

れているそうでございますけれども、そういったことを鑑みますと、我々の農業にと

っても風評被害というのが非常に心配されることなんでございますけれども、その風

評被害についても対象になるのか伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） おっしゃるとおりでありまして、特にこの農産物等については、窓

口が今まではＪＡが窓口、組合員であろうが組合員以外であろうが、ＪＡが窓口でと

りまとめをして、そして、そういう風評被害的なもの、こういうものも現実的には被

害となるのではないかというようなことで、とりまとめ機関としては、そういうふう

になっておりました。ごく最近でありますが、やはりいろんな諸事情によって、ＪＡ

一本ということについてはいろいろ問題があると、農産物等においても。そこで、相

談窓口を市町村の自治体にも設けていただきたい。これはごく最近の情報であります

から、これから市町村自治体にも、そうした関係職員の説明会を開催することになっ

ておるということでありますから、このＪＡ関係一本というものが若干そこに変わっ

てきた。だから、市町村にもそういう損害賠償関係の窓口が開設される。そして、な

おかつ特にこの原発事故の関係、これら関係でありますが、各ブロックごとと、ブロ
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ックごと、最終的にはどの程度になるか分かりませんが、東電が出向いて、現実的に

は個人からそうした申請をしていただくと、こういうことになっております。そうい

う中で、今言ったそういう風評被害的なものがどうだとかこうだとかいうようなこと

がいろいろと議論されておるわけでありますが、やっぱりこれは損害として範ちゅう

の中に入っているんではないかというような、これ私もいろんな会議に出ております

が、そういうことで最終的にはそういうこともどの程度認められるかということはな

かなか難しいと思いますが、これからやっぱりある程度そうしたことも詰められるの

ではないかなと、そういうふうに思っております。

それからもう１点、一応、県の松本副知事を筆頭にして、損害賠償のそういう組織

だてがあるわけでありますが、これでそれぞれの縦割りになっております。ＪＡ関係

とか、あるいは商工会系統関係、あるいは企業関係とかと、こうなっておりますが、

やっぱりいろんな面で救われない人が出てきた場合に困るということで、村にそうし

た今回の原発事故等に対する損害賠償の仮称対策協議会みたいなのを、こういうもの

を立ち上げたいなというふうに思っております。そういうことで、なるだけ落ち度の

ないように吸い上げたいと、このように考えております。

○議長（菅野行雄） ほかに。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 窓口がＪＡ一本でなくて市町村の自治体にも窓口を開設するとい

うことで、非常に職員の方々も仕事が増えるわけでございますけれども、最後の質問

になりますので、２点ほど伺っておきますけども、今、非常に畜産農家が困っている

んですね。草の刈り入れどきで、一番草は食べさせられないということで、食べさせ

られないときはどうするかとなると購入する以外ないわけでございますけれども、購

入すれば本当にこれ原発に関係すれば福島県なり茨城県なりになってしまうわけでご

ざいますけれども、そういったことで相当草の輸入品などは高騰すると思うんですけ

ども、そういったものも対象になるのかならないのか。あととっそく今、農協で立替

払い、原乳の処分しておいた分、農協で立替払いしているわけでございますけれども、

聞くところによると、４月に借り入れた金は、５月、６月、７月、８月の４か月間で

すぐこれ返却しなくちゃならない。また、新たに農協なり、東電が損害賠償しない場

合には、また、秋口に新たな金を借り入れるというような制度になっているそうでご

ざいます。この点について、どのように対処するのか伺いたいと思います。

あと次ページになりますけども、我々も大玉村を見ますと、家屋に被害を受けた家

と受けない家がはっきりして、地盤も相当これいろいろな入り組んでいるんだなとい

うふうに直感するわけでございますけれども、この減免の割合の１０分の８となりま

すと、程度で言いますと、当該家屋の価格の１０分の２以上１０分の４未満というわ

けでございますけれども、この１０分の２から１０分の４という家屋の損害の度合は、

どの程度当局は目測なり写真判定でするのか伺っておきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 畜産関係等については、これは系統、単協関係でかなり組織的にし

っかりしております。したがって、そういう分野で今の質問のあるような内容等につ
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いては、これは損害賠償の対象になるということで、これは系統関係でしっかりとそ

の辺は事務的に進められるなというふうに思っております。

それから、減免関係等につきましては、これは専門的なことでございますので、担

当課長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） １２番議員さんにお答えします。

家屋の件でありますが、この写真判定ということですが、基本的には一部損壊、い

わゆる１０分の２未満の場合は、ある程度写真を持ってきていただいて、それで判定

をさせていただいて、その罹災証明を交付させてもらうというのが基本でありまして、

１０分の２以上になる半壊以上予想される場合は、現地に行きまして調査票に基づい

て調査をしまして、その割合を決定させていただくということになってございます。

以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） １ページ、第２条(1)に該当される方、現在把握されているのは

どのぐらいあると把握されているのか、それについて伺いたいと思います。

それから、その下に(2)の４行目に、保険金損害賠償金等による補てんされるべき

金額を除くと。あと３ページの一番下に、補てんされるべき金額を除くというふうに

書かれておりますが、これはどのように理解すれば良いのか、それについても伺いた

いと思います。

それから、３ページの被害面積が、当該建物うんぬんと書かれておりますが、この

被害面積の定義というものをどのようにされているのか。要するに例えば田んぼです

と落差ができたと。しかし、半分は作付けできるからといって畔を作って耕作したと。

あるいは、もう落差がついて半分なんて面倒だから全部作らないんだという場合のそ

の被害面積のカウント、どのようにするようになっているのか、それについて伺いた

いと思います。

それから、減免に関する条例によって、それぞれどのぐらいの減収、減税になると

いうふうに把握されているのか。また、その減税された財源確保、それに相当すると

言わなくとも、それなりに財源は確保しなきゃならないと思うんですが、その財源確

保の見通しというものについては、どういうふうに考えているのか伺いたいと思いま

す。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １１番議員さんにお答えします。

まず、１ページの(1)の該当を把握しているかということですが、これは現在、該

当はございません。

次に、(2)の補てんされるべき金額を除くと、保険金損害賠償金等により補てんさ

れるべき金額の内容ということでございます。これは当然家屋、家財について、共済

とかに入っている場合、当然損害金額からそれを差し引いて、その残りに基づいて算

出するという内容でございます。
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次に、面積の定義、土地の被害面積の割合の件だと思います。これについては、例

えば地滑りとか田んぼの中で土砂滑りとかあってなった場合には、その割合というの

は全面積からこれはできます。ただ、そのひび割れというのになりますと、これなか

なか面積に対する割合がちょっと難しいところがありますが、その辺は現地に赴いて

やっぱり調査するのが一番というふうに考えてございます。

それから、減免の金額でございますが、現在、申請があって決定されているものが、

固定資産税にのかかるものですが、６件で１３万円程度の減免額になってございます。

これからは住民税と国保税ですか、これが対象になりますので、それらが１つの基本

になるということでございます。なお、その財源措置につきましては、国の方では一

応歳入欠陥債ということで対応できるということになってございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 今、課長の説明ですと、金額を除くという説明に対して、控除と

同じような説明をされたのかなというふうに思っているんですが、控除と同じく理解

するんだら控除でもいいような気がするんですが、その辺もう１回伺いたいと思いま

す。

それから、被害面積のカウントの仕方ということでございますが、これは生産者で

ないとなかなかピンとこないところがあるんですが、例えば確かに土砂崩れなんかで

全面が例えば水田ですと、田んぼに何もないときは、これはだれが見ても分かるんで

す。ただ、今、あちこちに耕作していない部分があると、それは水田の場合、だから

やれば何とかなるかもしれない、それは。あの畔を作ることによって。しかし、それ

が現在の米の所得を計算した場合に、そこに投資するだけの価値があるかどうかとい

うことから計算してくると、やはりかなり全面積の被害というふうなカウントも当然

出てくるんじゃないのかなというふうに思いますので、やっぱりその辺は現地をきち

っと確認したうえでやっていただきたいなというふうに思います。それについて伺い

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） １１番議員さんにお答えします。

先ほどの保険金の方は、控除です。差し引くということです。（不規則発言あり）

いわゆる損害金の金額、それで、（保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金

額を除く）ということでございます。（不規則発言あり）そうです、控除です。差し

引くということで、損害金額から差し引いてということになります。（不規則発言あ

り）

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１３番。

○１３番（須藤軍蔵） 今それぞれありましたが、要するにこういうことについては、詳

しく相談に応じるんだという税務課長のお話ありましたが、今の原発の状況なども含

めて、様々な今後の進行状況によっては、まだまだ予断を許さない。あるいは出来秋

の問題、作物の移行する問題、あるいは梅雨になってからのひび割れが大きくなるな

り、あるいは家がもっと悪くなる、いろいろなことが想定されるわけでありますが、
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いずれにしても十分周知徹底を、先ほど村長からありましたけども、よく回覧等々で

も当然するんでありましょうけれども、なおかつ周知徹底をされたいということが１

点。

それから、田んぼですか。例えば何日か前にも具体的に言うと永畑ですか、田んぼ

見てきたんですけども、そこは上の方、仕付けられれば仕付けられるかと思うけども、

仮にやったらダァッと下までだめになってしまうというような状況なので、ああいう

ものは全損と言いますか、全部だめだというふうに端的に言うと考えられるのかどう

かというようなことについてお尋ねをいたします。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １３番議員にお答えを申し上げます。

周知の件でありますが、これについては４月の段階で各戸に配布をさせてもらって

いるのと、それから回覧でも行ってございます。また、広報でもその啓発をしており

まして、そのようなことで啓発をしております。

また、田んぼの永畑の件でございますが、それについては私もちょっと現地は見て

おりませんので申し訳ないんですが、現地をたぶんうちの方では見ていると思います

けども、確認をしまして精査をし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） ほかにございませんか。１番。

○１番（押山義則） 先ほどからの答弁伺っておりますと、あくまでもこれは太平洋沖地

震による被害と、その原発の被害と言っても、それも含む考えでいらっしゃるんでし

ょうか。それをちょっと確認しておきたかったんです。答弁の中で原発に対しての答

弁というような形もありますので。

あともう１つ、それを含むとなれば、損害賠償というのが前提にあっての結局この

手続になるかと思うんですが、その辺どういうふうに考えているのか伺います。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １番議員さんにお答えします。

この条例におきましては、原発にかかる災害については、想定しておりません。

○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が、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３８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。
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（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 暫時休議をいたします。再開は１１時１０分といたします。

（午前１０時５４分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１１時１０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第９、議案第３９号「大玉村税条例の一部を改正する条例の専

決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。１番。

○１番（押山義則） 大変素朴な問題なんでありますが、例えば今、避難民とかなんかだ

いぶ来ていらっしゃいます。これから１年その辺あたりで大玉村に住所地を移したい

とか、そういう方が結局発生した場合、そういうものについては新たな特例とかなん

かで対処するんでありましょうか。あくまでもここに住所地を移したんだから、住所

地うんぬん、この規定ですべて仕切っていくという形になるんでしょうか、その辺伺

います。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １番議員さんにお答えします。

ここにあるのは、現在、その村県民税、これら対しての附則の改正、追加でありま

すので、現在の避難の方ですね、これらについてはまた別な適用になるのかなという

ふうに考えてはおりますが、また、住民になればまた考え方は違うかもしれませんが、

その辺はまだちょっと私もこれから調査をさせてもらいます。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。

（「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３９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４０号「平成２２年度大玉村一般会計補

正予算の専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。１番。

○１番（押山義則） この災害対策本部業務委託料については、この前の全員協議会でも

ちょっと伺ったんでありますが、委託料とする、しなければならない理由と根拠と言

いますか、その必要性、それを伺っておきたいんであります。これまでも例えば芝生

事業とかなんかも委託事業ということでやりますと、その事業内容とか、そういうも

のを我々検証する機会がなくなってしまいますので、その辺をどういうふうに考えて

委託料として計上されているのか伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えします。

委託料として３月２８日分と３月３１日の今回の専決で合わせて４,２００万円の

業務委託という形で災害対策本部に支出することとなっております。これらについて

は、主に避難所の運営費ということで、その日その日で例えば食材であるとか、生活

日用品であるとか、そういうものが多々購入の必要がございます。そういう意味で、

一旦災害対策本部の方に通帳を作りまして、５００万円程度ずつですね、その中で毎

回の運営費のために必要な経費を現金で持っていって購入し、避難所の運営費に充て

ていると、そういう事情から委託料というような形での予算措置ということでご理解

いただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） 歳入の災害対策寄附金でありますが、これ何件でこのような金額

になっているのか伺いたいと思います。

それから、今、支出の方で委託料、前回の補正と合わせて４,２００万円という話

でございました。これ避難所関連だけの予算というふうに理解していいのか、あるい

は避難所関連以外ですと、例えばこうなりますというのがあればお知らせいただきた

いと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １１番議員さんにお答えします。

寄附金につきましては、３月３１日現在で１２件の方々の義援金、支援金の合計で

ございます。１,２０９万３,２７１円、これが３月３１日までにお寄せいただきまし

た義援金、支援金の合計であります。

それから、委託料につきましては、災害対策本部、主に避難所運営設置費というこ

とでありましたが、中身としましては、それ以外の災害対策、例えばこの中で線量計

を買うとか、そういうものについても当然想定している金額でございます。

○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）



- 17 -

○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４０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１１、議案第４１号「平成２３年度大玉村一般会計補

正予算の専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。２番。

○２番（武田悦子） 今回の学校施設、教育施設等のグランドの表土の除去したというこ

とは、子どもたちにとって１つの安心、保護者にとっても安心なことなのかなと思っ

て、大変良いことだと思っているところではありますが、今回計上されました１,５

００万円、このお金、あと除去した表土ですか、これ現在は埋められているわけであ

りますが、これは当然のことながら東電に負担していただく、東電の方に土も持って

いっていただくというのが住民の大きな願いとなっているわけですが、これらのこと

は今後も東電なり国なりに求めていくという方向性に変わりはないのかどうかという

ことを確認をしたいと思います。

あともう１点、今やっているわけですが、これで終わりというふうには思えない部

分が保護者の中には多々あると思うんですね。なので、今後、状況が変わった場合に

は、また、この表土を除去するというようなこともあり得るのかどうか、その点をお

伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今の件についてお答えをいたします。

この農業部門関係とか商工業部門とか、あるいは地方自治体の分とかとそれぞれ分

野があります。これは自治体の部分として、これは損害賠償の対象ということにして

請求をいたします。

それから、今後の関係でありますが、今後も第一に考えるべきことは、やはり子ど

もの健康関係、そういうことを考えれば、また、線量が上がるということであれば、

その時点で対応をいたしたいと、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。１２番。
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○１２番（佐藤誠一） 小学校、中学校、幼稚園は、これ土日除いて毎日児童なり生徒た

ちがいるから早めにやったんだというふうな話になっておりますけども、今、村民グ

ランド等では、スポーツ少年などが土日毎回のようにやっておりますけども、これだ

け中通りで校庭等の土はぎをしているのに、なぜこの大玉村民グランドなり改善セン

ターのグランドは大丈夫なのかというような素朴な疑問が村民もあるようでございま

すので、この点は、今後どのようにするのか当局に伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １２番議員さんにお答えをいたします。

まず、取り急いで幼稚園、小学校、中学校のグランドを除去するということで、今

月いっぱいをめどに今、工事をやっていただいておりますが、村民運動場、それから

改善センターにつきましては、数値上から言いますと、村民運動場の角が崩れた場所、

あそこに全部水が集まっているんですね。あそこのものが１.７という数値が出てお

りますが、そこ以外については１.０前後です。一番低いところは０.９、これは野球

をやっているところとか、ソフトやっている部分については０.９とか、大変数値が

低いと。それ以外のところでも１.２とかですね。今回、１.９を基準にして剥いでお

りますが、今現在は、子どもたちが月曜から金曜まで過ごす学校は影響が大きいと。

ただ、村民運動場と改善センターについては、それほどの心配するようなレベルでは

ないということですので、今のところは状況を見ていると。東電とか国が除去した土

を運ぶぞというような事態になれば、その時点で考えたいと今現在は思っております。

以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） 先ほども質問ありましたが、この財源については、東電に当然補

償してもらうんだというふうな新聞報道がございました。でも、今回は財源を特別交

付税交付金ということでなっておりますが、その辺については後の関係で問題ないの

かどうか伺っておきます。

それから、大山幼稚園、玉井幼稚園、保育所、それぞれ表土を剥ぎ取った工事は既

に終わっています。どうもおれめっけねかっちゃったんだかなんだか、気がつかなか

ったの。工事を既に終わっていたとすれば、いくらの金額で終わっているのか、それ

について伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今回、この交付税という形で予算の歳入を見ましたが、まだこれ確

定していないんですね、相手がありますから。先ほど申し上げました。地方公共団体

に関する分野についてということで、それぞれの分野があるけども、これはやっぱり

地方自治体としても賠償ということで請求をしますよと。だけども、現時点において

は、まだこれ決まっていないんです。決まっていない段階では、交付税ということで

歳入を計上したと、こういうことであります。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １１番さんにお答えいたします。
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今現在、終了しましたのが、大山小が一番先に終了しました。大山小、大山幼稚園

が終了し、玉井幼稚園も終了ということで、今現在、最終的な段階に入っているのが、

大玉中、もうほとんど表土剥ぎ終わった段階です。それから、玉井小学校もほとんど

表土を剥ぎ終わりました。ただ、表面にちょっと石の層がありましたので、そこだけ

はこれからきれいな土を、下から上げたきれいな土を上げて、砂を入れて終わりと。

今月中にはすべて終わるだろうというふうに考えております。金額につきましては、

契約段階では１,０００万円ちょっとです。ですが、土の中の話ですので、掘って悪

い土があれば、それはいくらきれいでもグランドに敷くことはできないので、搬出を

すると。その搬出については見ておりませんので、ただ、ほとんどの施設で搬出をし

ております。それは敷くことはできないと。石混じり、礫混じりということで。です

から、最終的に精算をすれば、当然増えるだろうと、変更というふうには考えており

ます。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。４番。

○４番（鈴木義一） 穴を掘って埋めるということでございますが、穴を掘った土だいぶ

最近、アジア開発にダンプで運んでおられる土があるわけでございますが、地元の住

民は大変気にしております。やはりそういう掘った穴の土ですね、どこへ運んだんだ

か、ちょっと教えてください。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） ４番議員さんにお答え申し上げます。

アジア開発の地以外のところにそれぞれ確保しているところに、例えば斎藤建設の

場合はクリーン商会のわきに土捨て場があります。運び出す場合には、必ず線量計で

測って０.３とか０.２とかという高くともそういうレベルの下からの土ですので、問

題なくきちっと調べて搬出をしていただいています。村内の学校、幼稚園で剥いだ土

は、アジア開発の方には入っていないということは、業者で確認をしております。

以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。村長。

○村長（浅和定次） これ直接のことではなくて、アジア開発の関係も今心配で話をされ

たんだと思います。この関係については、最初から担当の方で監視をいたしておりま

すから、その経過のことについては、住民生活課長の方から答弁をさせます。

○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。

アジア開発跡地への残土搬入につきましては、先週金曜日、２０日の段階で私の方

で情報を得まして現地確認をいたしております。その中で線量等についても確認をし

ておりますが、０.３マイクロシーベルトというようなことで、全く問題のない土。

どこから搬入されたかということにつきましても、本宮地内、一中、それから造成し

ておりますコンビニ、それからあとまゆみ小学校ということで、現在も搬入されてお

りますが、それにつきましても現地に赴きまして放射線量等確認をいたしております。

また、この監理につきましては、川名建設工業が監理をいたしております。川名建設



- 20 -

の方にも赴きまして、適切な監理を行うようにということで申し入れを行っておりま

す。その中で村としても、随時足を運んで確認をさせていただくというようなことで

申し入れを行っておるところでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 今日の議題ではないんですが、今の関連して４番さんが言われ

たことなんですが、実は私も５日前に住民からどうも産業廃棄物みたいなのアジア開

発の池の中に埋めて、たまたま山菜採りに行って高いとこから見たそうなんです。ダ

ンプでギュッと開けたら、要するにいろんな目に見えるような白いものとかなんかぶ

ん投げられた。そしたら、すぐブルでギュッと来てガガッと川の方に、水たまりの方

に投げたという実態が私に報告された。それから、これ見なくちゃしょうがない。私

も行ったんです、５日前。ところが、今言う、私も袋に取ってきましたが、草履とか、

それからナイロンとか、それから今言うコンクリートの破片、それから瓦のそういっ

たもろもろ、要するに産業廃棄物かな。こういうのを結局川名建設を信頼して、あそ

こに要するに埋めらせて活用するというのは大いに結構なんですが、要するに監理で

すね、チェック機能というのは全くないに等しいと私は思うんですよね。今後、こう

いったもろもろが例えば運ばれるわけですね。そのときにじゃ川名建設がどのように

チェックしているのか。また、行政はどのように監視しているのかということになる

と、全くあいまいなんですよね。したがって、こういう世勢でございますから、やっ

ぱり地域住民がですね、例えば本宮のタイホウエンという、要するに園芸屋だかなん

だか分かりませんが、その方がダンプで持ってきたそうです。そのがなを見たんだそ

うです。したがってですね、そういった中学校とか小学校とかそれは分からないんで

すが、校庭からやっぱり取った土ですね、それを投げたということはこれ間違いない

ようですね。したがって、こういう世勢でございますから何回も言うようですが、や

はり下流にある農家にとっては深刻な問題です。もし、これ何でもなければ、それは

結構なことなんですが、もし、そういう放射線が含まれて農産物に影響あるというこ

とになれば、これは大変なことになるわけですよ。したがって、今後はこういった監

視というか、川名建設だけに委ねて、そして、投げれば安心なんだなどという考え方

でなくね、やはりこれから監視を強めて、そしてやっぱり地域住民に安心を与えるた

めにも、やはり最大限努力しなくちゃならないと思うんですが、その点について村長

にまずお聞きしたいと存じます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど答弁したとおりでありますが、毎日監視を続けたい、このよ

うに考えております。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 毎日と、そうすると今までも結局川名建設に委ねてて何投げた

かも全く不透明なままいたということですか。じゃこれから言われたから、地域住民

が騒いだから監視を強めたと、それは当然な話でありますが、そういうことも含めて

ね、今後やっぱりどういう形で、誰が投げるか分からないです。ただ、川名建設では
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鍵を持っているそうですね。そうすると、結局川名建設があくまでも鍵を渡して、そ

のチェック機能というのは、川名建設がどういうものを運ぶかということをチェック

すればいいんですが、それがなかった場合は、やっぱり今言ったとおり地域住民は心

配になる１つの要因になろうと思っております。そういうことも含めてですね、今後、

じゃどういう体制で臨むのか。ただ、厳しく毎日、職員を毎日送るわけにいかないか

ら、そういった川名建設の協議の中で、やはり地域住民の安全、安心のためにどうや

るべきかということをやっぱりまた、もう一度村長も課長も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） 今までの件については、先ほど課長から話があったとおり、これか

らはなお心配だから毎日監視を続けますよと、こういうことなんです。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

ただいまお話しありました、その残土の産業廃棄物的なものが入っていたという件

でございますけれども、そういうものについても私のほうで確認いたしまして、確か

に瓦等入っておりました。それから根っこ、それからビニール、そういうものはすべ

て撤去をいたしまして、私のほうで確認をいたしております。

それから、今後につきましてですが、村長申し上げましたとおり、職員が毎日行っ

て確認をしたいというふうに思っております。

それから、川名建設につきましても、私のほうで足を運びまして、どういうものが

いつどのぐらい運ばれてくるのか、それも報告していただくと。なおかつ、その運ば

れたものを確認していただく。適切な監理をしていただくというような話をしてきて

いるところでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） 何と言いますか、ああ言えばこういう論議になっちゃうかもしれ

ませんが、今、課長０.３マイクロシーベルトで安全ですというような話なんだけれ

ども、通常で、要するに事故がなかった場合、大玉の場合０.０４から多くとも０.０５

なのかなと私は思っているの。だとすれば、それからすればかなり高いということ

は言うまでもないわな。だから、通常もうあの事故以前の姿が当たり前の話で、だか

ら、そういう現在は０.３だから少ないと数字的には思うかもしれないけれど、今ま

で事故のない、以前からすればとにかく７倍も８倍も、また、場所によってはまだま

だ１０倍もというふうな場所もあるわけだ。だから、０.３だから少ないという認識

をみんなが常にそうだそうだになっちゃったんでは困るので、通常よりはまだまだは

るかに高いというようなやっぱり共通認識に立っていただきたいなというふうに思っ

ております。

それから、先ほど幼稚園の表土の工事が終わったということでございますが、これ

あれかな、発注した結果については、例えば小中学校についてはホームページに載っ

かってますが、なぜ載っかってないのかどうか。あるいは幼稚園についてはどうなの
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かということで、あとこの１,５００万円というのは、幼稚園、保育所も含めた小中

学校も含めた予算というふうに理解していいのかどうか、それについて伺いたいと思

います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １１番さんに数値の公表関係についてお話しをしたいと思います。

幼稚園とか小中学生がいる家庭には、教育委員会から保護者の皆様へということで、

きめ細かく最新のものをもう既に４回出しております。今週末、明日ですが、大体終

わりますので、その数値等についても保護者にはお知らせをするということでいまし

たが、それ以外でもやっぱり知りたいという村民の方がおられますので、数値をその

通知自体も村のホームページに載せるようにしましたので、全施設数値は把握してい

ますので、明日には保護者を通じて、そして、来週早々にはホームページに載ると思

います。新しい数値が。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 環境放射能の値でございますが、確かに０.３という数

字が通常時からすれば高いんじゃないかというようなご指摘もございますけれども、

確かに０.１から０.３、高いところで０.３とかというようなことでございますが、

これも講習会等を聞いた話の中では、既にその表土を剥いだから全部じゃ低い土なの

かというと、元々自然界にあるものとか、あとチェルノブイリとか、その他の影響に

よって高い部分もあるということですので、ただ原発の影響等によって通常よりは高

いというような認識を持ちながら、今後、監理体制を強めていきたいというふうに思

っております。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １１番議員さんにお答えします。

今回の表土剥ぎにつきましては、全部で７か所の工事を実施しております。その中

で公表につきましては、要綱に基づきまして、５０万円未満のものについては公表の

対象にならない。それ以上のものについて今回、ホームページ上で公表させていただ

きました。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「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４１号を採決いたします。
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本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、日程第１２、議案第４２号「平成２２年度繰越明許事業大山

小学校耐震改修工事請負契約について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤義夫） 大山小学校の耐震工事が始まるわけなんですが、この設計は３月

１１日の震災前の設計なのかどうか。また、この想定外の大震災があったということ

で、内部的に見直しがあったのかどうかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ８番議員さんにお答え申し上げます。

本設計につきましては、２２年度より実施しておりまして、設計の中身については、

今回の震災の前のものでございます。以上です。

あと若干の今回の震災でガラス等、あとそれから東側に一部増築した部分がありま

したが、そちらとのつなぎ目が若干今回、被害にあったわけなんですけども、そちら

は別工事というような形で先にやらせていただきたいと考えております。見直しはし

ていないです。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１番。

○１番（押山義則） 大変玉井小学校が耐震工事きれいに済みまして、地域の方も大変村

に対して感謝しているものと、そう伺っております。大山小学校でありますが、この

図面いただいておりますが、耐震設計の設計方針の理解というものは、どういうふう

にされているのか。だいぶ玉井小学校のやり方と設計事務所も違う関係かと思います

が、だいぶ費用が違ってきていると思うんでありますが、この設計方針をどういうふ

うに理解されておりますのか、それをまず、１点伺います。

それから、この入札差額でありますが、約２,０００万円あると思います。これに

ついて、また追加工事とか考えておられるのか、その辺も２点伺います。

○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。

大山小学校の耐震改修につきましては、集落地の中にあるということが１つ大きな

要因になっております。そのため玉井小学校で行った鉄骨ブレス構造のものについて

は、今回は極力避けながら住宅地の中にあるということを考慮しながら、なるべく音

の出ない工法、そういう工法を取り入れようというような当初の方針の下に今回設計

をしたものであります。

それから、追加工事については、現在検討中でございます。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） この工事によってＩＳ値はいくらの設計になっているのか伺いた
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いと思います。

また、この工事の監理業務委託も公表、公告しておるようでありますが、設計業者

と同じなんですよね。要するにじゃなんで随契のような指名で監理業務を委託するん

だと、こういうことになってくると、その指名等の理由では、設計検討及び各種デー

タ保有と関連業務というふうなことで、だからこの業者に指名したんだと、こういう

ふうな理由が付されております。であるならば、最初から設計監理業務委託をして、

なぜ一括してやれないのか。そういう理由で後で１社だけを指名してやるということ

であれば、当然最初から設計監理業務委託として発注するのが良かったのではないの

かというふうに思いますが、なぜ別々に最近するようになったのか、それについて伺

いたいと思います。

それから、だとすれば、やっぱり公平性と言いますか、公明性と申しましょうか、

それを確保するために、やっぱり指名を１社だけというのはいかがなものかというふ

うに思っておりますが、これらについてもなぜそうなっているのかと。

それから、今度した公告の４５号、これらについてなんか初めて見たような気がす

るんでありますが、今までもこういうふうな方法を取って公告しておったのかどうか、

それについて伺いたいと思いますし、今までしていなかったとすれば、なぜ今回から

このようになったのか。あるいは今後とも続けてやるようにしているのか、それらに

ついて伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 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。

大山小学校は、Ｘ軸方向でＩＳ値が５.８８でございました。ほぼ耐震改修促進法

に基づく０.６に近い数値ということがございます。そういう意味で今回の柱の改修、

それからパラレルユニット工法によりまして、当然ＩＳ値は１.０に使い数字になる

ものというような設計で取り組んでまいっております。

それから、設計と監理の分離でありますが、通常は設計監理は一体というような考

え方で、単年度でそれぞれ収束する場合には、設計監理業務委託料というような形で

設計部も管理部門同一という形で入札を行っております。今回につきましては、平成

２２年度で設計業務のみを先に行っております。２３年度、２２年度の繰越事業とい

う名前でありますが、２３年度において監理業務だけ発生すると。そういう意味合い

で、今回、設計と監理を分離した予算の編成というような形になっております。

なぜ指名１社なんだということでありますが、設計をもうすべて設計に対して熟知

しているということで、あえて競争するメリットがないというふうな考え方、そうい

う考え方に基づきまして、あの随契の理由にありました公表の、そういう理由に基づ

きまして１社の随意契約というような形で進んでおります。

それから、今回の随契、それから指名競争関係の公告につきましては、かつてより

１１番議員さんの方から、なぜ公表しないんだというふうなご指摘を今までいただい

ておりました。本年の５月１日から要綱を作成しまして、なんとかそれに間に合って

随意契約、指名競争入札につきましても事前、事後の公表等を行う予定であります。



- 25 -

今後とも、そういうことを継続していきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） 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。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第４２号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 以上で今期臨時会に付議されました案件の審議は全部終了いたしま

した。

これをもって本日の会議を閉じ、平成２３年第４回大玉村議会臨時会を閉会といた

します。ご苦労さまでした。（午前１１時４５分）
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