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平成２３年第７回大玉村議会定例会会議録

第８日 平成２３年９月１４日（水曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 鈴 木 康 広 ２番 押 山 義 則 ３番 武 田 悦 子

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

８番 遠 藤 文 一 ９番 佐 原 吉 太 郎 １０番 須 藤 軍 蔵

１１番 遠 藤 義 夫 １２番 佐 藤 悟

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

７番 佐 藤 誠 一

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

教 育 長 押 山 利 一 総 務 課 長 菅 野 卓 也

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 遠 藤 勇 雄

農 政 課 長 鈴 木 幸 一 建 設 課 長 菊 地 健

上下水道課長 押 山 正 弘 住民生活課長 菊 地 平一郎

健康福祉課長 武 田 孝 一 農地再生室長 武 田 好 廣

会 計 管 理 者
佐々木 正 信 教育総務課長 武 田 伸 一

兼 出 納 室 長
農 業 委 員 会

生涯学習課長 舘 下 憲 一 本 多 保 夫
事 務 局 長

アットホーム
菅 野 昭 裕

おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

議案審議

質疑・討論・採決（議案第５２号～第５３号、議案第６５号～議案第７２号）

委員会付託事件（請願・陳情）委員長審査報告

審査報告に対する質疑・討論・採決

閉会中の継続調査申し出について

(1) 議会運営委員会

追加議案審議

議案第７３号 村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第７４号 教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部

を改正する条例について

議員発議第 ４号 議会広報編集特別委員会設置に関する決議について

議会広報編集特別委員会委員の選任

議会広報編集特別委員会委員長及び副委員長の互選報告
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議員発議第 ５号 大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について

議員発議第 ６号 大玉村議会会議規則の一部を改正する規則について

議員発議第 ７号 東日本大震災・原発事故対策特別委員会設置に関する決議

について

東日本大震災・原発事故対策特別委員会委員長及び副委員長の互選報告

議員発議第 ８号 平成２４年度福島県小中学校新規職員採用候補者選考試験

の実施を求める意見書について

議員派遣の件について

閉会中の継続調査申出について
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） 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、７番佐藤誠一君より欠席届がありましたほか、１１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（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりであります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、議案第５２号「大玉村税条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ありませんか。８番。

○８番（遠藤文一） ７ページの過料に関して、３万円～１０万円というふうなことにな

っていますが、当該市町村の条例で１０万円以下の過料を科する旨の規定を設けるこ

とができるというふうになっておりますが、ただ単に条例改正、地方税法の改正によ

って、そうなったからただストレートで機械的にやりましたというのか、それなりの

過料を上げる根拠があってのことなのか、伺いたいと思います。

それから、９ページでございます。８８条関係、これらの条例を見てみますと、売

主が当該軽自動車等の所有権を留保するときは、買主をその所有者とみなすというこ

とでありますから、自動車税については、何らどういう方法であっても担保されてい

るというふうに思っておりますが、ここで過料を科するというのは、要するに売主に

過料を科すということで良いのか、やはりそういうことも条例にうたわざるを得ない

ということなのか、それらについて伺いたいと思います。

それから、たばこ税等について、鉱産税等々について、過料について情状により村

長が定めると。前項の過料の額は、情状により村長が定めるというふうになってます

が、あまりにも情状の内容があいまいだというふうに思われます。例えば前項の免れ

た税額が５０万円を超える場合には、情状により同額の罰金の額は、同項の規定にか

かわらず、５０万円を超える額でその免れた税に相当する額の額とすることができる

というように、最低限をきちっとうたってある場合には、なるほどなというふうな私

なりにも理解できるんでありますが、全くそういうことがうたってなくて、情状に村

長が定めるというのは、非常にあいまいではないのかなというふうに思いますので、

最低限の金額というものの設定はどうなのかなというふうに思いますので、それらに

ついても伺いたいと思います。

それから、１２ページでございますが、肉用牛の売却による事業所得に係る村民税

の課税の特例ということでありますが、これは今までと同じく、ただこの期間が延長

したというふうに理解していいのか。今までと違って、こういうところが改正された

よということがあれば伺いたいと思います。その２についてでありますが、本村にお

いては該当者がいないのかなというふうに理解しておりますが、どのように把握され
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ているのか、それらについて伺いたいと思います。以上、お願いします。

○議長（佐藤 悟） 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。

まず、７ページ、過料３万円から１０万円への改正、これは機械的かというお話し

でございますが、地方税法等の改正によりまして、このまま３万円から１０万円に改

正したものでございます。根拠はそこです。

それから９ページ、８８条、軽自動車税の関係でございますが、売主ですね、買主

を所有者とみなし、これも課税するという、いわゆる所有者又は買主、これらがその

対象になるということでございます。

それから、村長が認めると言いますか、過料の情状、村長が前項の過料の額は、情

状により村長が定めるということでございますが、実際、この条項が改正で追加にな

ったものでございまして、この具体的なものについては、まだ、定めてはありません

が、この情状ということでございますので、個々の状況によって村長が定めるという

ことになろうかと思います。

それから１２ページ、肉用牛の課税特例でございますが、ここで改正の内容につい

ては特例の延長ですね、２４年から２７年。これが大きな改正でございまして、その

ほかは大きな改正はないようでございます。文言の整理とかが結構ありますけども、

そういうことです。

それから、この２項ですね、２項について、ここは１,０００頭を超える牛が含ま

れている場合とか、免税対象牛に該当しない場合の課税の話でございますが、村内に

おいては、現在のところ村では該当は今のところないと、申告はないというふうに考

えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 改良の件について、もう１回伺いたいと思います。

規定を設けることができるということでありますから、あくまでも地方税法にのっ

とってやるにしても、設けることができるということは、設けなさいでないんだから、

それなりにやはり村としての姿勢があろうと思いますよ。これが３万円から１０万円

にしたから、例えば収納率が上がるとか、徹底するということがあるかどうかという

こともあるし、納税者と、それを受ける村の関係だってあろうかというふうに思いま

す。過料を上げましたということを村民がはっきり分かって、３万円から１０万円に

なったんでは、じゃ、本気になってちゃんとやらなければならないなというふうな理

解してもらえるかどうか。また、理解してもらう手立てがあるかどうか、そういうこ

とについても伺いたいなというふうに思います。

それから、９ページの件なんですが、この場合、売主、買主にしろ、軽自動車税に

関してですが、買主の方を納税者とすると、所有者とみなすと、手続きしなくとも買

主を当該軽自動車等の所有者とみなすということであるから、自動車税は手続きしな

くたって徴収することは可能だと思うんですが、この過料については、１件について

両方に過料するということはないのかなと思うんですよ。ですから、この場合だと、
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やはり売主が過料を科せられるのかなというふうに思うんですが、その点についても

う１回伺いたいと思います。

それから、その情状により村長が定めると、こうなっているんですが、これやはり

金額がきちっとあれば、ＡさんもＢさんも同じく過料を科せられるということになり

ますが、それ個人個人情状によっていろいろ金額に差が出てくるとすれば、やはりそ

れを明確にしておいたほうが良いのかなと。今の条例だと、全くそれがなくて０から

１０万円というふうなことになっちゃうのかなというふうに思いますので、もう少し

明確にできないかどうか、それについても伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんに再度お答え申し上げます。

過料の関係でありますが、まず、１つは、根拠は機械的にとありましたが、いわゆ

る１つは上位法でもありますし、また、村としても国の考え方も、いわゆる３万円か

ら１０万円にしたということは、それなりにその申告に対して重要なものだというふ

うな位置づけをして、村としても、それはそのように重要なものでありますので、そ

れにのっとって３万円から１０万円に今回改正をするという考えでございます。

それから、軽自動車ですね、これは過料に関して、売主が過料に対するというお話

でございますが、ここにあるように、まあ、どちらかにはなるわけであります。所有

者又は売主、どちらかにそれは課税ということになりますが、よろしいでしょうか。

それから、過料の村長が認めます情状によりということでございますが、これにつ

いては、改正、今回こういうことになりまして、中身について、これから具体的にど

ういうことになるのか。また、今のところ具体的には考えておりませんので、この近

隣市町村とかもちょっと情報を得ながら検討していきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 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。

先ほどの住民の周知ということで、特に条例ということでありますので、総務の方

でお答えを申し上げます。

すべての条例新規、あるいは改正につきまして、情報の公開ということでホームペ

ージですべて内容を公表してございますので、それらについてひとつの情報の周知と

いうふうに考えてございます。更には、広報おおたま、基本的な大きな改正等につき

ましては広報おおたま、また、議会だよりのほうでもたぶん審議の中身の部分では出

てくるのかなと。そういったもので十分、あの１００％ではございませんが、住民の

周知については対応しているということで、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。
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お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５２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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 日程第２、議案第５３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一部を

改正する条例」についてを議題といたします。

質疑を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） 固定資産税の減免に関する、まあ震災関係ですね。それで、昨日来

いろいろと質問しておったわけでございますが、いわゆる罹災証明は何件、６００件

というふうに聞いておったんですが、それに対しての２０％、ここで言う減免の割合

は２０％以上ということでございますので、２０％に該当する申請者何人くらいおら

れたか。半壊、全壊についてもお答え願えればと思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。

罹災証明に基づく固定資産税、これらの実績でよろしいんでしたか、見込みですか。

今現在、８月末で罹災証明そのものは、前にもお話ししましたが、６６３件です。そ

のうち今現在ですね、家屋として減免対象、既に減免されている数が８件であります。

金額でいきますと１５万４,０００円ということになってございます。そのうち住宅

は５件でございます。これがこの一部改正の条例が承認いただければ、この５件の住

宅が、今度は村民税のほうの今まで３割以上、１０分の３ということでございました

が、これが今度１０分の２、いわゆる半壊以上になりますと、こちらのほうにその対

象者が５件ほど対象になりまして、その分が減免の対象になると。これは、申請をい

ただいてからということになりますが、その分が対象になるということになります。

なお、今後これらの条例も承認されれば、また、広報等でお知らせをしてまいりたい

と考えております。

それから、半壊が明細ですね、半壊が４件、全壊が４件という数字になってござい

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） まあ半壊４件、全壊４件、８件ということでございますが、いわゆ

るこの方たちについては、広報で一応知らせるということではございますが、改めて

２０％以上半壊、全壊の方には、行政自ら、税務課か自らどうしますかと、申請しま
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すか、しませんかという伺いも当然、結局なかなかこういうのを分からないかと思う

ので、その辺の説明ですね、やるかやらないかは本人の、申請するかしないかは本人

の自由ですから構わないんですが、その通知と申しますか、その伺い、その考えがあ

るかどうかお伺いしておきます。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ５番議員さんに再度お答えします。

この該当者は把握しておりますので、連絡を差し上げて申請されるようにはお知ら

せをしたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかに質疑ありませんか。８番。

○８番（遠藤文一） それぞれこの減免額の推測、予測があるとすれば、それぞれお伺い

したいと思います。村民税、固定資産税、国保税それぞれ予測推測値を持っていると

すればお聞かせいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 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。

それぞれ税目ごとに予想ということでございますが、今現在で分かる部分というこ

とになります。まず、村民税の減免、先ほど５番議員さんにも回答申し上げましたが、

今、減免されている固定資産税の関係で家屋５件が、該当予定でございます。それか

ら、固定資産税については、先ほど申し上げました８件、１５万４,０００円程度。

それから、土地に対して１件ございました。住宅敷地の関係ということです。これ実

績です。それから国保関係では、家屋ですか、大規模半壊が一応１件予定されており

ます。あとは原発の絡みで、いわゆる双相地区のそういった計画区域とか緊急避難区

域からの指示のあって避難したという場合のこれで、国保に今、２世帯入っておりま

すので、それらもこれは証明とかも必要になりますが、該当する可能性が２世帯ある

ということでございます。それから、今後についてはどれだけ半壊以上あるかは分か

りませんが、大体６６３件で、大きな全体の１００％になりませんけども、大体の方

は申請をいただいたのかなというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

これより議案第５３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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 日程第３、議案第６５号「平成２３年度大玉村一般会計補正予算に

ついて」を議題といたします。

質疑を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） 補正予算書のまず、９ページの歳入からお尋ねいたします。

地方交付税決定額が１４億９,６６９万４,０００円ということになっておりまして、

この既定額が１３億４,０００万円、これは前の既定額と同じでございますが、補正

前の額、これが１４億５００万円なんですね。この増えた１,０００何百万円ですか、

これは既定額イコール補正の前の額というふうにはならないのかなとも思いますが、

この増えた時期とか補正で組まれた金額とかあるとすればお答え願いたいと思います。

それから、２１ページの畜産振興関係ですね、今議会、放射能関係それぞれ議論さ

れておりますが、とりわけ、畜産農家の堆肥の処分ということに対しては、大変な苦

労されている実態でございます。そういう中で、村の堆肥センターにおいても既に満

杯ということで、非常に搬出又は販売が不可能ということで、たまる一方ということ

で、今回の計上された１,０００万円という額かなと思っておりますが、パイプハウ

スというふうに聞いておりますが、何棟、どのようになされるのか、まず、その辺に

ついてお答えを願います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

補正予算書の８ページ、９ページの地方交付税関係でありますが、当初予算として

は１３億９,０００万円で当初予算を計上したところであります。その後、５月の専

決補正予算の中で１,５００万円ほど地方交付税の補正を行いました。中身について

は、特別交付税の計上ということで、５月の補正予算で行ったものであります。その

使途内容につきましては、小中学校、幼稚園、保育所等の表土の除去作業という経費

に充当するために計上したものであります。以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

２１ページの堆肥保管施設建設工事費、大型パイプハウスの内容ということで棟数

等でございますが、まず、パイプハウスにつきましては間口９メートルの長さ２７メ

ートルを現時点では運転をしておりますが、それを３棟建設する予定でございます。

なお、建設用地については、堆肥センター南側の敷地、一段低い砂利敷きの敷地があ

りますが、約１,７００平米ほどありますが、そこに建設予定でございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） はい、分かりました。それでですね、この国のいわゆる保管するの
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はこれやむを得ないでございますが、国の方針、いわゆる保管した堆肥を処分すると

いうのが全く先が見えないわけですね。今回これ予算計上されましたが、このままず

るずるいくとなれば、当然ながらまた新たな場所、土地、施設もやらなくちゃいかん

じゃないのかなという考えも持っておるわけでございますが、延長、延長でいった場

合、どのような考えをお持ちかお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

そういうことがあるのでね、早く中間の処理場を国の責任においてしっかりと早く

求めていただきたいと要請しているんです。現実的には畜産農家の畜糞を受け入れせ

ざるを得ないんです。そうでないと、これ畜産農家もまいってしまうんですね。だか

ら、受け入れをする。受け入れをしたものは、今度はやっぱり善良なる管理をする。

そのためには、フレコンバックに入れないとこれは管理できない。やはりレーンかけ

なくちゃならない。発酵して水分調整しなくちゃならない。そうすると、今度は今の

ところでは置き場所が困るということで、今回３棟ということで、そこに一応貯蔵し

て置かざるを得ない。もちろんこれは損害賠償の対象になります。今言ったように、

しからばこうやっていつまでということ、まだ期日がはっきりしておりません。おり

ませんから、今、いつまでだということにはいかないんです。だから、そういうこと

のないように、今のところやっぱり現実的な取り組みが先行せざるを得ない。だから、

今のできるだけの努力でもって取り組みをしますが、あと一方では中間、そういうも

のをしっかりとやっぱり国の方針に基づいて、そういうところを造ってもらわないと、

これは堆肥もそうです。それから今のあだたら環境共生センターもそうです。それか

ら、福島あたりのし尿処理のあれも、これは山積みしておくんです。だから、これは

それぞれの自治体でもってありとあらゆる分野に出てきておりますから、だから、こ

れを早く造ってもらうように、要請をこれは強めていくというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） １５ページのふるさと創生事業費の中のふるさとづくりなどに関す

る経費の２００万円の補正について伺います。一般質問でも申し上げたんであります

が、慰霊塔のようなものは、たぶんこれ申請者がいて、それで処理することとなると

思うんですが、例えばちょっと質問いたしましたが、３１人の墓のような管理者の不

明のような文化財というか、道端の管理者がはっきりしていないやつ、村でも文化財

でも指定していないようなもの、そういうものについての結局補修というか、そうい

うものが村内各所にあると思うんですが、それをどういうふうにとらえているのか、

まず、１点伺います。

それから、１７ページ、社会福祉総務費の中で地域活動支援センター、前回の補正

の中でも計上されたことでありますが、結局これ変更になった理由、ある程度大体の

大略は伺っております。そもそも前の計画の場所設定が私あたりもちょっと間違って

いたんじゃないかなと。やはりこれ障がい者の施設とかなんかというは、誰でも分か

りやすい陽の当たる場所に造るべきだと思って考えておりますが、その後、もろもろ
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変更になった、増額になった理由、それらについて伺います。以上、伺います。

○議長（佐藤 悟） 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。

まず、１５ページのふるさとの伝統的施設保存復旧事業でありますが、これについ

ては、現要綱でいけば当然地域、あるいは団体のみでは財源的に困難であると認めら

れるという場合に、当然補助金の申請になりますから、補助金に申請する団体等がな

ければ現要綱ではなかなか対応できない。当然、財源についても全額ではありません

ので、４分の３以内というような財源措置ということも考えておれば、当然、ある程

度の財源と、あとは申請する団体の名前がなければ現要綱では対応できないというふ

うに判断しております。なお、今おっしゃったようなことも事実でありますので、そ

の辺については、なお、担当の方で検討してまいりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。

１７ページの地域活動支援センター施設整備の補助金でございます。６月にも計上

させていただいておりました。今回、増額になった理由でございますけれども、同一

敷地内、新たに村が買収した敷地がございますが、当初はそこ、現在のさくらの西手

というんですかね、建物のそこに建設予定で設計等について概算でやってまいりまし

たが、この敷地、そこに建物を建てるとなると開発に抵触するということになり、面

積の関係で。そうすると取付け道路、中学校関係の道路、そういった道路の開発行為

に伴う整備が必要になってきまして大規模な予算が伴うということと、今年度中には

建設が不可能になると、そういうこともございまして、やむなくと言いますか、当初

の計画を見直しまして、既存のさくらの建物に接続する形で、県の補助金はほぼ内定

か決まっておりましたので、接続する形で計画を変更したところです。その計画の変

更に伴いまして、既存の埋設物、浄化槽関係、下水関係ですね、それから空調関係、

そういったものの設備関係の移設、それから併設に伴う既存の建物の取り壊しと言い

ますか、壁等々ございますが、そういったもろもろの変更が生じまして、今回、新た

に概算の事業費が確定したところによりまして、今回補正するということでございま

す。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。１番。

○１番（鈴木康広） ２５ページ、教育費の中の教育総務費の１３委託料、全国学力学習

調査のほうの採点業務委託料が９万８,０００円、この内容について、その対応する

学校並びにその対応学年、あと調査の公表等についても、最近公表の有無について話

題になっていますが、それの公表の有無について伺います。また、２０番、扶助費の

ほうの被災児童生徒等の就学支援事業費の中の支援の内容について、何か予定したも

のがあれば、それについても併せてお願いします。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） １番議員さんにお答えをいたします。

私のほうからは、学力学習状況調査の概要についてお話をしますが、今年はこの震
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災を受けて、国が全国一斉のテストなり調査を行わないということですので、ただし、

その資料、問題集とか調査票はよこすということですので、大玉村としては３校全部

取り組むということでございます。そのために、玉井小学校は抽出校に選ばれており

ましたので、玉井小学校の分の分析はお金がかからないと。大山小と大玉中の分につ

いては、自分たちを分析をするということで、当初予算で予算をいただいておりまし

たが、国がやらないということなので、玉井小学校分の分析は今度補正でお願いをし

て、今回実施をする。

公表については、大玉単独の実施になりますので、そういう比較が出ませんので、

公表はされないということになります。

それ以外については、課長の方から答弁させます。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １番議員さんにお答え申し上げます。

２５ページの教育委員会教育事務局の管理運営に要する経費の２０、扶助費、被災

児童生徒等就学支援事業費で５０万円でございますが、こちらにつきましては、避難

している児童生徒に対して富岡町以外の浪江町、広野町、葛尾村の５名の児童生徒に

対して準要保護と同等の支援費を支給するという内容でございまして、こちらの経費

としましては、９ページに県の支出金の学校教育費補助金というものがございまして、

１００％県の方から支給されるというものでございます。なお、富岡町については、

町のほうから同等の援助費を支給するという内容でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） ４点ほどお尋ねをいたしますが、まず、最初に、１４ページの災

害対策の線量低減の事業に関わってお尋ねいたします。今議会を通して線量低減につ

いての村の方針というのは、村長なり、あるいは住民生活課長の答弁を通して鮮明に

なって、国の１ミリから２０の関係等々も含めて非常に分かりやすくなったなと。課

長の答弁も歯切れがだんだん良くなって、これは住民も安心して取り組めるなという

ふうに思ったわけでありますが、先月２８日の線量低減に対する取り組みの資料によ

りますと、各行政区に相談、あるいは支援員という形で職員を張り付けるということ

で、その表をいただきましたが、一番上に書かれている方は、一応そこの地域のキャ

ップということだと思いますし、この議会の中でも示されたような中身、つまりでき

るだけ５ミリ以下、年間を目指すという取り組みについて、そういう皆さん方も含め

て上から下までビシッとそういうことが通されているかどうか、ここら辺は副村長だ

と思うので、そこら辺のご答弁をお願いします。

それから、その同じ資料の中で、通学路に関する距離を調べた資料があるんですね。

この中では大玉１区、６区、９区、１０区、１７区は入っていないんですね。これは

バスだということだと思うんですけども、通学バスだから距離の中には参考資料とし

ては距離数入っていないと思いますが、そこの通学バスのところに行くまでの距離と

いうのもあるわけだから、これらはじゃどうするんだ。それは自主的にわがらでやれ

よということなのかどうか、この点についてもお尋ねをしておきたいと思います。
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それから１５ページ、同じ民生費の中で社会福祉総務費の２０万円ですね、社会福

祉協議会の運営に要する経費、たぶんこれ生活するうえでのつなぎのお金の運用とい

うことでは、２０万円足りないのでということでありますから、それはそれでいいん

ですけども、これ１回当たりの金額、あるいは期間、返済までの金利とか等々も含め

て分かる範囲内でお示しをいただきたいと思います。

それから、同じ民生費、ページ１８であります。包括支援センターの管理費、これ

についてはお話しですと、中身を仕切って、先ほど言ったそうした農産物等々の検査

機器を入れて、そこでやるということのために仕切るということでありますから、こ

この場所に予算計上するのがどうなのかな、正しいものなのか。むしろ農政サイドの

仕事なのだから、そっちなのかなと思ったりもしますが、そこら辺の関係が１つと、

それからもう１つ、今、仕切って一定程度遮へいしてますか、そういうふうにする。

そして、あと検査する前の前処理、いろいろ洗ったり切ったりというのも含めると、

これはどういうことで進める、例えば作業を職員でやるのか、新たにそうした方面の

方をどっか見つけてやるのか、そうした予算等々も含めて、そこら辺の関係について

の考え方、取り組み方についてお尋ねをいたします。とりあえず。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） １番議員さんにお答えいたします。

職員が上から下までずうっと統一した見解浸透しているのかという質問でございま

すけれども、これにつきましては、原発の問題以来、村長の方から強い指示がござい

まして、その都度、災害対策本部会議を数回開いてございます。それについては、結

論は村長が申し上げたとおり、これを低減化させるためには除染以外ないと。これは

職員が率先してやらなければなかなか地域等々で専門的、あるいは除染作業の手順、

方法等分からないだろうということで、以前に支援チームをすべて作っておきました

ので、それらを中心にしていこうということで、何回か会議を重ねてまいりました。

したがって、職員については、全員これを承知しているというふうに私は確信してお

ります。この作業等につきましても、それぞれ区長さん方と会議を開いた席上で、こ

れはるるご説明申し上げて、区長さん方には理解していただいていると。ただ、なん

と言いますか、地域ぐるみで村長が答弁しているように、これは地域総ぐるみでやら

ないとなかなか進まない。職員だけが突っ走っていくと、なかなかその後の後日の処

理ができないということで、職員については、なるべくそういった啓蒙に力を入れて

いこうというのが本来の主旨であります。あとは、各地域でいろんな問題が出る、あ

るいはどうするかという相談ごと等を中心に、職員が混ざっていくという趣旨で、あ

る程度の要綱を定めて区長会に、今、１０番さんが恐らく手元に資料を持っていると

思いますが、こういった詳細なことをご説明を申し上げて協力を得るという内容でご

ざいますので、これから議会が終わり次第、恐らくは各行政区で動くであろうという

ふうに感じておりますので、職員がそこに入っていくと。で、皆さん方からいろんな

ご質問あったものについては、実現の方向を積極的に職員が誘導していくと、そうい

う内容であります。
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○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えいたします。

区長会の説明資料の中で、各行政区ごとに通学路と表示したわけですが、その中で

表示されない区もあったということでございますが、おっしゃるとおり、通学路とい

うような形で定められている部分についてのみ表示したということでございますので、

大玉１区、大玉６区、１７区等については、バス運行されているということで表示は

いたしておりませんけれども、通学路やその除染計画の中では、通学路や家庭生活圏

のなどの身近な空間というようなことで、除染計画を作成しております。そういう中

ですので、通学路で表示されていないからしなくともいいということではなくて、先

ほどお話しありましたように、各行政区ごとに区会等を開催されておりますので、そ

の場所に原発対策班はじめ支援職員も行きまして、説明をしながら一緒に地域の除染

計画を実施計画を作成していくいうようなことで進めてまいりたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １０番議員さんにお答えいたします。

１７ページ、社会福祉協議会運営費補助金でございますが、内容的には１０番さん

おっしゃるとおり、社会福祉協議会が行っている小口資金、貸付金の原資であります。

まず、１回の貸付金の限度額は５万円というふうになっております。返済期間は特に

定めがございませんが、おおむね１０回程度というふうに、そういう返済計画がケー

スとしては多くなっております。それから金利はございません。返済金で運用してお

りまして、今回の助成前の原資については３０万円、今回補正されることによって貸

付原資として５０万円というふうになります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

１８ページ、１９ページの地域包括支援センター管理費の施設修繕料５０万円です

が、これにつきましては、放射能分析器をここに配置する目的で改修を行うというこ

とで、予算項目の点につきましては、あくまでも地域包括支援センターという施設を

改修の費用だということで、ここの地域包括支援センター管理費に予算計上をしたと

ころでございます。

また、測定の体制についてのご質問でございますが、職員も測定には関わっていき

ますが、専任的な体制としましては業務委託２名による測定体制を組んで測定を測り

たいということで、これらに関する予算につきましては、７月の補正予算の専決、９

月１日の臨時議会で承認されたところでございますが、これらの補正予算に計上済み

であります。以上です。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） それぞれご答弁ありがとうございました。１点だけ村長にお伺い

しますが、先ほどの社協の小口融資の関係、これ生保にならない前の様々な手立ての

１つでありまして、社協に原資として３０万円だということでございます。そして、
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それを貸し付けて、今説明あったようなことで返してもらって、それをまた貸すとい

うことでありますから大事な中身だと思うんですけども、そもそも３０万円というの

があまりにも少ないと思うので、今後について十分そうしたことも検討して、増額の

方向でご検討いただきたいと思いますが、いかがですかお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

今まで３０万円の原資をやっておったと。今回２０万円プラスしたと。合計５０万

円になります。今、これ緊急避難的な要素がありますので、今後の利用状況に応じて

これは臨機応変に対応していきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 災害対策費の中で、先ほど皆さんがそれぞれ１０番さんが質問い

たしましたが、第一原子力の飛散された放射線の除去でございますが、例えば個人的

に掘って、上皮だけね、そして例えば３００なら３００坪の角に保管してもよろしい

のかなんか、ひとつ何もビニールも何もしないで大丈夫なのかどうなのか、その点も

含めてひとつお答え願いたいと思います。それ１点お願いします。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ９番議員さんにお答えいたします。

通学路の除染等に加えまして、各家庭の除染についても、一応皆さんにお知らせす

る文書は既に配布されているかというふうに思いますが、各個人の住宅のものにつき

ましても、ビニール等で被覆して埋設していただくというようなことで周知を図って

いるところでございます。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） そうしますと、うちの方の村長がある業者に頼んでですね、自分

の畑をね、もちろん放射線受けたものかどうかそれは分からない、そこだけ全然受け

なかったかもしれないですよ、私それ検査したわけじゃないから分かりません。村長

のとこね、全部貸した土地なんだそうだが、全部払って、そして、その場所でビニー

ルも何もかけないで埋めたそうであります。そこに土を足したそうであります。これ

は、住民からこういうことをやっていいのかという私に連絡があったんです。と同時

に、昨日たまたまそこをやった方が村長のとこやったんだと、除染したんだと。そう

いう話が出たんですね。村長、今、課長から説明がありましたが、やはりこれだけ安

全、安心、結局暮らせる村づくりという、非常に今、問題になっている中で、首長自

体が、そういった汚染されたものをその畑の角に掘って、汚染されたものを隔離した

わけではない、そのまま埋めたそうなんです。それやった本人にたまたま私聞くわけ

ではないんですが、たまたまそういう飲み会というか、その中で耳に挟んだので、や

はりこういった今、問題になっている、こういうことからいけば、当然トップに立つ

ものはね慎重審議を期して、人に説得力ないですよ、こういうことやったんではね。

そういうことも含めてお尋ねしたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） お答えをいたします。

私も除染をするということにつきましては、非常に重要である。自らも実験をしな

くちゃならない。子どももおりますからね。で、仮置きというふうな形を取ったわけ

でありますが、これは野口先生の指導による方法でシートを敷いて、そして、そうい

うものを表土のようなものをそこに埋め込んで、また、なおかつ上にきちっとシート

をかぶせ、ナイロンをかぶせ、そして、土を１メーターをかけたということでやりま

したので、全くこの表土剥ぎ、校庭等のね、これは私がきちっと確認しておりますか

ら間違いございません。頼んだのはこれはシルバーであります。したがって、どのく

らいの成果があるか。大体はうちのほうの周辺の線量は、３分の１以下になったこと

は間違いない。と同時に、それによって環境が変わったことによって、うちのほうの

私の家の宅内、これも３分の１程度になったということで、ああ、これは自信を持っ

て除染の取り組みができるなと。身をもって体験をいたしました。今言ったような、

その何もナイロンのようなものを敷かないとか、そういうことは全くございませんか

ら、はっきり申し上げておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） そうしますとですね、届けることなく、そういった実験的に個人

個人にそういった汚染されたものをビニールシートね、だれも確認でなく、例えば個

人的にやる場合は、それでも全くほかに迷惑しないということでよろしいんですか、

もう１回ひとつその点もお聞きしたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは表土剥ぎと、誰かやっぱりそういう専門家の指導が必要だと

いうことで、これは野口邦和先生を指導者として仰いで、そして、これはそれぞれの

校庭等の表土剥ぎをいたしました。これは大山小学校は、校舎のすぐこれは南側でな

くて校舎側北側のほうに、校舎に近いほうにせざるを得ない。あそこの暗渠の関係と

かなんかで、そこにこれはかなりの溝を深く掘って、やはりシートを敷いて、そして

表土を剥いだものを入れて、あとかぶせて、その上に掘った土を上に盛ったと。１メ

ーターで１００分の１以下になると、そういうことで、そうすると地下浸透等々もな

いと、こういう指導の下に行ってきたわけでありますから、私は近辺に迷惑をかける

というようなことはないと思います。ただ、感情的にね、これはやっぱりすぐ自分の

宅地なら良いでしょうけれども、すぐ、例えば近辺に迷惑をかけないと言っても、例

えばすぐわきとかということについては、これはやっぱり円満にそうしたことは、今

後、実施することについては行うべきであるなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ９番議員さんにお答えいたします。

先ほど私申し上げたのは、宅地等についての一般的な除去をした場合の保管方法、

仮置きというようなことでお答えいたしましたけれども、田んぼとか農地、そういっ

たものについては、既にうない込んでいるわけですよね。そういうこともありますの

で、例えばその天地替えをするというような場合は、これ例外となると思います。た
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だ、表土を集めて一時保管するような場合には、先ほど申し上げたような方法でお願

いしているというようなことでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ６番。

○６番（佐々木市夫） １４ページから１７ページの先程来話題になっております線量低

減化活動支援事業という形でお伺いしたいと思います。

まず、冒頭に苦言と意見という形で一般質問もありましたけど、私からは要望とい

う形でお願いしておきたいと思います。これらのいろんな内容が、今回、補正予算に

上がるにもかかわらず、区長さんの方にはああいう形で知らされ、我々議員にはやっ

と今議会で具体的には示されたということであれば、非常にやっぱり実際活動するの

には不便が生じるかもしれないなというようなことで、やはりいち早くできる範囲で、

我々に対しても内容を周知していただければなというようなことで改めて要望してお

きます。

ちょっと飛んじゃいますが、その要望と同時に、過日、行われました８月１０日、

原発緊急大会、これらも含めて、除染も含めていろいろ県、あるいは国に要望事項し

ているのは理解しております。ただ、南達地域、更には二本松ということでの安達地

方全体、特に南達地域と考えれば、もう少し村と市の、議会もそうですけども、意見

交換をして、やっぱり力を合わせてこの際頑張っていくような姿勢を示してほしいと

いうことであれば、既にそういうこともやっているんでしょうけど、私どもから見れ

ば、ややパフォーマンス的なこの各市、本宮は、今回そういうふうな大会を開かない

というようなことであるし、除染の仮置きも今日の情報ですと２か所くらい町では予

定しておるとか、それはそれてお家の事情ですから、そこを言うつもりはありません

けども、もっと力強く要望事項をするのであれば、安達地方と言えば他市との連携と

いう形を考えていただければ、これは村長に要望しておきます。

さて、本題に入っていきます。まず、今の支援事業の中身で改めて確認しておきま

すけども、備品の購入費ということございます。その中で特に線量計についてお伺い

したいと思います。村行政とすれば一括購入と考えているのか、備品購入費について

は各団体にお任せするという考えでいるのか、まず、１点です。と同時に先程来、職

員の皆さんの支援チームの作業範囲という形で、改めていろんな要綱ができていれば

お知らせいただければと思っております。その点ですまずね。

更に、情報的にお伝えしておきますと、さて、今日の備品購入費で線量計の問題、

村内にもそういうふうな業者がいるやに聞いております。それらの情報が、まず、当

局としてつかんでいるかどうかお伺いしたいと思います。本日の民報紙上で川内村、

除染をしっかりとやるという形で、既に大玉管内のそういう業者から定かではありま

せんが１,０００個ほど川内村にもう既にそういうことがあるということも聞いてお

ります。しかもその線量計は、品質が良くて値段は安いということであれば、いち早

くやっぱり当局も検討すべきかなという課題でお知らせ方お伺いしておきます。

２番目、２１ページ、堆肥センターの件でお伺いしたいと思います。先程来も質問

ありました。なかなか難しい問題で、堆肥が移動しないというようなことであります。
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でも一方では、例えばおったまげた肥料、これ国分農場で生産しておりますけども、

最近、線量調査をきちっとして、聞くところによりますと、９月１５日からおったま

げた肥料は販売開始になるというようなことであります。ということであれば、村の

堆肥センターも含めて、そういうことをしっかりと改めて検査しながら、そういう方

向に向けてどのような努力をしておられるのか。１６日にも畜産団体の懇談会もあり

ますから、改めてその辺のことをお伺いしておきたいと思います。

とりあえずその２点についてお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 冒頭に私の方からお答えをさせていただきたいと思いますが、大き

なこれ認識違いのところありますのでね、この村の決起大会等もこれはやりました。

それから前段には、安達の市町村会としても何回もこれは要望いたしております。県

の段階でもやっております。国の段階で私の方から町村会の役員もやっておりました

ので、特に私のほうから原発関係は提言をさせていただいて、全国町村会にもやって

おると。したがって、もっとそれぞれの協力体制でやるべきでないかなというような

趣旨であったと思いますので、これは大きな今までの取り組みをしてきた私からすれ

ば、若干認識の違いがあるんじゃないかなと。やってきておりますよ。なおかつこれ

は村としても住民のやっぱりしっかりした意見、主張、考え方、末端に至るまでやっ

ぱり周知徹底、そのためには自治体としての取り組みも必要だということで、大玉で

これトップで危機突破大会をやったと。二本松も行いました。あとおいおいだんだん

切羽詰まってきますと、それぞれの分野ごとでこれは盛り上がりが出てくるのではな

いかなと。また、そうしていかなければならないというふうに考えております。

あと、そのほかのそれぞれの具体的な事務的な関係、関わり、こうしたことにつき

ましては、担当のほうから答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。

備品購入の中で、線量計購入できるのかというようなことだと思うんですけども、

線量計については、補助事業の中で、行っております補助事業の中で購入することも

可能となっております。基本的には各行政区に貸し出ししている線量計を使っていた

だければいいのかなというふうに考えておりますので、なお、購入は可能ということ

でございます。希望があれば一括購入ということでも対応は可能と思いますが、かな

り時間的なものが期間がかかるというようなことでございますので、今あるもので対

応いただければというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

２１ページの堆肥センターの関係で、いわゆる堆肥販売に向けて努力はどうなのか

ということでございますが、これらにつきましては、堆肥センター運営協議会を開催

しまして、今後の運営のあり方、また、利用者部会、いわゆる搬入している農家の会

議を開きまして、今後の運営に関して協議したところでございますが、堆肥販売に向
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けての努力という点では、いわゆる搬入している農家に対して、事故後に収集したわ

らについては、敷き利用などに使用しないでいただきたいと。これを徹底し、なおか

つ搬入時点で堆肥センターに線量計を配置しまして、あくまでも目安になりますが、

あまり高い数値を示したものについては、搬入を見合わせていただきたいということ

をこれらを搬入の農家に徹底していただきまして、定期的に放射能物質の調査を測っ

て、一定の数値未満になれば販売していくということで、なおかつこれにつきまして

は、県でも近々堆肥のサンプリング調査を進めるということになっておりますが、そ

れらと並行して、このような対応を取ってまいりたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） 線量計の製造が村内で行われていると、これは十分承知かと。十

分承知してございますし、その製造責任者、社長でありますけども、十二分にご説明

いただいて理解してございます。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 支援体制ですね、これはこれも何回もお話しをしてますが、こ

れに併せる前に長の方の指示で、すべて今、行政区と行政のつながりをもっと深めた

いと、こういう発想の下に、まず相談、気軽に相談できる窓口をそれぞれやっぱり職

員が地元におるわけですから、そういったもので構築できないかということで発想が

出て、逆にそれを張り付けました。それは村外の方もおりますから、すべてそこに住

んでいる方が、すべて張り付けはできませんので、大体５名から６名を確実に配置し

たいということで、現在の支援体制を築き、このような事態になりましたので、それ

を最大限活用するというのが目標でございますし、これらについては既に業務として

既に設置をしていたということで、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） １４ページ、１５ページ、原発災害対策班について、お伺いいたし

ます。

これから各行政区ごとに通学路、その他の場所の除染を進めていくというお話しで

ございましたが、通学路、これまで夏休み期間中にもかかわらず、全く除染は進んで

いなかったのかどうか。特に線量の高い地区ございます。その地区についても全く進

んでいなかったのかどうか、まず、お伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。

夏休み中にその除染進んでいなかったのかというようなご質問でございますが、通

学路等の草刈というようなことでやったところはあるということでございますけれど

も、まず、通学路の除染をするための仮置き場、これを確保するための交渉というか、

村としての考え方を行っておりました。ただ、なかなかその中で話がまとまらなかっ

たというようなことで、実質的な除染は進んでいなかったわけでございます。ただ、

その試験的に線量が下がるかどうかというようなことで行った事実はございます。

以上です。
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○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 今のお話しですと、全然やっていなかったというお話でございまし

たが、保護者の皆さんからすると、子どもたち毎日歩かせて、線量の高いところを歩

かせるのに大変不安を持っていると。そういう中で保護者の皆さんへという文書も配

られているようでありまして、この中でもスクールバス、こういう要望もあったよう

ですが、スクールバスについては、線量を下げる努力をしてから、それから検討する

というふうにも書いてございます。保護者の皆さんにとっては、今すぐどうにか対応

してほしい。今、この線量の高いときにどうにかしてほしいという思いが大変強いの

かなというふうに思っております。その点に関して、更にはこの保護者の皆さん毎日、

それぞれ送り迎えをしているという状況もございます。特に大山地区、線量の高い場

所ございます。そこの地区の皆さんは朝夕送迎をされていると。そうした場合に、大

山小のあの近辺の道路大変狭い場所たくさんございます。なかなか車が混みあって危

ない状況が続いている、そのような話も聞いております。そのようなところには、ど

のように今後対応していくのか。今のまま進めていくのかどうか、その点も含めてお

伺いいたします。そして、一般質問の中の答弁にもございました村内避難も検討して

いくと、希望される方には村内での避難も進めていくというお話しございました。村

内避難、どの場所で避難をするのか、更には希望される方すべての皆さんが避難でき

るのかどうか、その辺も併せてお伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

線量の高い地域をある程度把握をしました。また、何回もこれ話をしておりますよ

うに、大玉方式の５ミリという一線もこれは決断しました。そういうことで、一日も

早く取り組みをしたいということで、実は８月５日、私も直接出向いて、その地区の

方にお願いをしたんです。その場所では、じゃ、しょうがないべなということになっ

たんですが、それがこの後日、話が変わったということで、延々今になってきたわけ

でありますけれども、そういう努力の足跡があると。

あと、中間のことはそれぞれ担当のほうから答弁をさせますが、最後のこの村内避

難、これはどうしてもこれ半年の勝負でありますから、半年間の中で、今の乳幼児と

か子どもとか妊婦、こういう家庭で５ミリ以下にこれは今までは高いところもある。

これから下げてみて、私も体験していますから、３分の１にはなります。そういうこ

とで３分の２下げた場合に、今までの高い分が５ミリに収まるかどうか、どうもこれ

は収まりそうもないなと、あとやってみたけれども、そう家の条件とかなんかによっ

ては下がる条件のところもあれば、下がらないような条件の住居もあるんですね。だ

から、それによってはこれは村内避難を考えている。場所は最初はアットホームのコ

テージあたり考えておったんですが、仮設住宅と今、話を進めて、そちらのほうが一

番近いしいいだろうということで、今、富岡の場合は県外に６,０００人くらいおり

ますので、今すぐ埋まる状態でもないので、これは横堀平の仮設住宅に考えておりま

す。しからば、すべてということでありますが、個々の条件ですべて何人ぐらいにな
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るか分かりませんが、個人がこういう条件でこうだなということであれば、これは全

部やっぱり片方は認めて片方は認めないというわけにはいきませんから、そういうこ

とで、当然これはすべての方に村内避難をしてもらう。ただし、そこに前提条件、５

ミリシーベルトということがクリアできるかできないかという、そういうことで考え

ていきたいというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ３番議員さんに通学の関係、スクールバスの関係についてお答え

申し上げます。

スクールバスの要望が来ているのは、承知しております。先ほど住民生活課長が答

弁しましたように、早い時期に通学路の草刈をやって、その草を撤去して、どの程度

下がるかということ。それから、あと職員が定点でスポットで高いところと比較高い

ところをスコップを持っていって、道路のわきの土を取った場合と取らなかった場合

との前と後のそういう線量の調査も実施しております。一番高いところが１.２とか

１.３というのが１１区の状況ですが、問題は１１区だけではなくて、１５区、１６

区にもその通学路の一部で高いところがあると。これすべてスクールバスに乗せると

いうことになりますと、玉井地区の方も０.８とか０.９というところがありますので、

全校生徒をスクールバスに乗せるようになるだろうということで、なかなか１１区だ

け乗せるという判断が難しい。乗せることによって除染が進まなくなるんじゃないか

という心配もその当時はしておりました。根本的には、まず、除染をしていただくと。

そして、それでも下がらない場合には、教育委員会としてはスクールバスということ

をお願いをしたいというふうに考えて今のところはいるところです。そして、子ども

たちに積算線量計を８日の日に貸し出しをしましたので、その積算線量計の数値をな

お参考にして地域的な線量の数値というのが出ますので、それについてもその判断の

材料にさせていただきたいというふうに考えております。なお、大山小学校、親御さ

んが車で自家用車で送迎していると、これはまあだめですよということではなくて、

対策を講じるだろうということで、今、学校としては検討中ですが、一方通行にしよ

うと。幼稚園が反対から入ってきて、小学校が反対から入ってきて、そこで大変なの

で、渡辺日出男商店の方からぐるっと回って出ていただくということで、村道ですの

で、その辺建設課のほうとも協議になろうと思いますが、地域にお願いをして、自主

的な一方通行という形でお願いできないかということで、まもなく学校から地域にお

願いの文書が出る予定でおります。以上です。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議をいたします。再開は午前１１時３０分といたしま

す。（午前１１時１５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 質疑ありますか。６番。
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○６番（佐々木市夫） 先ほどの質問は、非常に一般会計の補正ですので、かなり飛躍し

ますと、かなり一般質問に類する問題があり、いろいろと気をつけながら発言したつ

もりでありますけども、村長の答弁が認識違いということであれば、そのことだけは

説明しておかないと、一般質問みたいな時間がないためにありましたから、それだけ

は説明させていただきたいと思います。要するに私が認識違いということではなくて、

村長さんはじめ、県内他市町村も含めて、今まで連携取りながらやっているというこ

とは、既に発言していると思うんです。更に、そのうえになかなかこれ進まないので、

いろいろ村長も言うにやまれず自治体として県内でトップを切ってやったその英断に

は深く敬意を表するものでありますけども、それはそれとして、その次二本松、更に

本宮、そういう動向がないということであれば、改めてそういうことも含めて連携し

ながら、強力にそういう陳情、行動活動をしていただきたい。私の願いでもあります

けど、これは私が支持されております村民の多くの願いも含めて話したつもりですの

で、その辺はご理解いただければ大変有り難いなと思っております。そのほかまだ質

問ありますので、２３ページ、２５ページについてお伺いしたいと思います。

２３ページの商工業関係で、今回補正で５００万円ほど災害復興特別資金という形

の名目のようですけども、既に村内の要望が２０件、あるいは２１件ということはお

聞きしております。この際ですので非常に大変有り難い、このことによって村内の多

くの事業者が救われていくというようなことであれば有り難い。改めてその内容もう

少しお知らせいただきたいということと、他市町村、またここで他市町村出ますけど

も、隣の二本松さん、本宮さんはどのような態度を取っておるのか、参考までにお聞

きしたいと思います。

更に、２５ページ、消防団に関する支出の件です。多額の金額が出ておりますけど

も、これは恐らく２５１名という数字が出てきましたので、村内のそういうことでな

くて、県のほうのなんか団体との関係であると思いますから、その辺の根拠と改めて

そういうふうな内容についてお知らせいただければ有り難いと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ６番議員さんにお答えいたします。

２３ページの中小企業融資制度信用補償料補助金でありますけども、これについて

は６月に創設されました。福島復興特別資金というような名前で６月から開始された

ものであります。対象につきましては、本村関係であれば、震災発生後の直近３か月

の売上高又は販売数量について、前年同時期において１０％以上減少しているもの。

これらの方が対象になります。融資限度額が運転資金、設備資金問わず８,０００万

円であります。融資期間が１５年以内、うち据え置き３年というようなことになって

おります。支援内容でありますけども、融資利率が固定１.５％であります。これに

ついては３年間、県のほうが利子について利子補給するという意味で、３年間は全額

無利子ということになります。それから、保証料率でありますが、信用保証協会の保

証付き、この保証料率は年０.５％がかかります。これについては、各市町村の１０

％減になる資料を提出していただいて、各市町村が認定すると。市町村長名で認定し
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たものについて金融機関と交渉しながらお金を借りていくことになります。今回、補

正予算に計上したものにつきましては、大玉村の支援策の１つとして保証料について、

県と足並みを揃えながら、保証料の３か年について今回補助をするということであり

ます。これについては、保証料、それから係数を掛けまして一定の算式にはなります

けども、そういう形で現在２０件を超える申請があります。これらについて、中小企

業の支援ということで今回、５００万円を計上したものであります。また、本宮につ

きましても同じような計算式で、助成制度は６月に本宮では作成しまして、本宮につ

いては上限を設定しての対応と。二本松については、まだ、対応しているというよう

な話は聞いておりません。この辺では大玉村が３か年分について、保証料の一部を助

成するというような要綱を今回、作成して、予算に５００万円の計上をしたものあり

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。

２３ページ、消防団の活動に要する経費関係でございますが、東日本大震災により

まして、消防団員が死者、それから行方不明合わせて２５１名ということで、消防団

の公務災害補償責任共済契約ということで掛金を支出しておりますが、今年度につき

ましては、あまりにも多くの方が亡くなったり、また、行方不明ということで、追加

での掛金が必要になったということで、今まで１人当たり１,９００円というものが

２万４,７００円に増額されました。それに伴いまして、その差額分２万２,８００円

の１７９名分ということで、今回の補正になったところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。８番。

○８番（遠藤文一） なんかしゃべっちゃうと一般質問の延長になってしまうようですが、

この１５ページに関係して内容を見ますと、どうしても県の５０万円、１世帯５０万

円の補助事業に合うような予算計上かなというふうに見ておるんですが、やはり除染

という１つの目的をもって予算計上したとするならば、もっともっと個人的にも、あ

るいはもっと団体としてやらなくとも、本当の２～３人の少ない方々がやったとして

も、こうした除染した経費に対して、村でもじゃ助成するぞというような使い勝手の

良いものにしてもらえないのかなというふうに思う観点から伺っておきます。

それから、１９ページの地域包括支援センター、要するに放射能測定器を設置する

ための改良、改善だというふうに伺っておりますが、これについても１台入れる分を

やっておりましたが、いや２台、３台入れちゃったと、これじゃまた改善しなきゃな

らないということのないように、ホールボディカウンター入ったって大丈夫なように

きちっと今、修繕しておいた方がどうかなというふうに思いますので、とりあえず放

射能測定器、これ１台しか入らないということのないように、あとで３台でも５台で

もなってもきちっと対応できるような先を見据えてやるべきだというふうに思います

ので、それについても伺いたいと思います。

それから、２１ページなんですが、堆肥の保管施設建設工事費、これ今必要だから、

だからこうやるんだと、それ分からないわけじゃないんですが、これからどういうふ
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うな畜産情勢がなっていくかということも見据えてやるとすれば、将来の費用対効果

ということも当然考えなければいけないのかなというふうに思っております。あそこ

にはだいぶ投資したというふうに思います。それは必要だから投資したのは、当たり

前だろうとこう言われるかもしれませんが、じゃ、この先どうなるんだというときに、

この１,０００万円が必要かどうかということも含めて私は言いたいのでありますが、

と同時に、確か９メーターの２７メーター、それ３棟と言ったね。ずいぶん高いんだ

なこれな。半額くらいにやらなきゃどうしようもない、パイプハウスなんだから。そ

の辺は十分検討して、あっちから言われたとおりに、はい、分かりましたなどとやっ

たんじゃだめだと。十二分に検討して金額的にも検討してもらえるかなというふうに

思います。

それから、２３ページの道路維持に要する経費の中に、村道改良事業道路用地代、

こうなってますが、これらについてどういうことなのか説明いただきたいと思います。

それから、その上の商工業の振興に要する経費、たった今、企財課長説明されまし

た。これなんだか信用保証料だというふうに私今、認識したんですが、保証料とすれ

ば、要するに返済しちゃった場合には返ってきそうな気がするんですが、そういうこ

とはないのかどうか、それについても伺いたいと思います。

それから、先ほど通学路の除染、草刈したぐらいでまだやっていませんというふう

な答弁だったですよね。教育長に伺いたいんですが、今度の鼓笛パレード、その鼓笛

パレードの通過する地点の線量は確かに低いのは低いんですが、父兄からちょっと無

神経じゃないのかなと言われるようなことのないように、きちっとやってもらいたい

と思うんですが、それについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

細かいことは担当課長からね。私のほうから話しておきたいことは、この後々考え

て今言ったこの食関係ね、機械とか、考えているんだべということでありますが、こ

れ別棟を建ててね、なんていうとこれは穏やかではないんだわね。ある施設を有効利

活用を図ると。だから、後々でこれは有効に考えると。だから、やっぱり急務ですか

ら、今、急ぐべきことは今急ぐと、そういう考え方ね。

それから、あと畜産ですか、これ畜産関係も先ほど言ったように、まだ見通しはつ

いていない。しかし、今、畜産行政、将来のことどうなんだと、これ軽々に言えない

わね。さらばと言って非常に希望あるとも言えないわね。今、向き合って現実にやっ

ているわけだ。これはやっぱり最大に対応しなくちゃならない。そのためには、今、

これ自分のところに毎日出ている糞尿とか、もりもり置いたらばね、そこのところに

地域はどんどん線量は高くなるんです。だから、やっぱりしかるべきところに持って

いって、そこでやっぱりしっかりと保管をすると。やっぱり緊急に対応するというこ

と、これが大切だと思うんだね。そういう対応すべきであるということを理解してい

ただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。
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○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

補助事業関係で使い勝手のいい補助事業にならないかというような、そういうお話

しでございますが、私どもも県のほうから県の補助事業の説明会があった中で、確か

に通学路とか公共施設関係の除染というのは先行して進めるべきだというふうに思っ

ておりますけれども、個人のやっぱり住宅関係も除染しなければ効果的な方法にはな

らないだろうというようなことで、もっと使い勝手のいい、これだけ金をやるから、

じゃ自由に使えというようなふうにしてもらえれば、各市町村すごくやりいいんだと

いうような話も申し上げております。また、国に対しても、一括で交付金関係でいた

だければ、それをじゃ各市町村がそれぞれのアイディアで使えるだというような話も

申し上げております。ただ、今現在の補助事業においては、そういった使い勝手の良

い補助事業にはなっていないということではございますが、その中で最大限の効果が

発揮できるように実施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（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

中小企業の制度資金でありますが、まず、この保証料については、保証料を取るこ

とによって、この融資額について、信用保証協会なり国が責任を持つというような性

格のものであります。そういう意味で、まず、貸付け実行にあたって３か年分の保証

料を取るということの中身でございます。なお、３か年、県の利子補給があるという

ことなので、３か年についてはなかなか繰上償還等はないものというふうに考えられ

ますが、保証料の性格上、最初に取るという制度でありますので、それについてはあ

とで精算額が発生するとか、そういうものは考えられないというふうに認識しており

ます。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをいたします。

２３ページの公有財産購入費９０万円についてでございますが、これにつきまして

は、汚染物の仮置き場の整備関連として計上しているものでございます。当初予定し

ておりました大玉１１区地内、これについては白紙に戻っているということですが、

再度区長、副区長中心に新たなところも検討しているというような状況でありますの

で、汚染物の仮置き場関連整備として、狭い道でそれが運搬に必要な道路用地が必要

だということであれば、それに充当して公有地として管理するという中身でございま

す。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ８番議員さんの鼓笛パレードの件に対してお答え申し上げます。

一度は先ほど言いましたように、あのコースにつきましては、草刈りを実施して線

量計を計測しておりますが、比較的小学校近辺０.３とか０.４とか低いんですね。そ

のコースについては、１を超すような場所はないということで、ただ、田んぼで草が

ぼうぼうの減反のところが若干やっぱり高いということですので、交通安全パレード

ですので、交通安全協会とか協力を得ながら、是非草刈りをきれいにしていただけれ
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ば助かるなというふうには考えております。

あともう１つお知らせをしておきますが、玉井小学校のほうで毎日鼓笛の練習をし

ております。やはり玉井の地区の保護者から、玉井地区をパレードしてほしいという

要望が大変寄せられているということで、校長の方としては住民生活課と相談をしな

がら、玉井地区も鼓笛パレードをしたいというような話もございますので、併せてお

話しはしておきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 除染関係についてでありますが、私言っているのは、県の補助事業

どうこうなどと言うつもりはございません。我々がどうのこうの言っても始まらない

と思いますから。おれが言ったのは、大玉地域放射線量低減化活動支援事業に関する

活動支援事業要綱、これできてますよね。だから、そういう要綱を持っているんだか

ら、その要綱の村独自で考えたらどうですかと、こう言っているの。だから、県がど

うのこうのでなくて、県の要綱は全くそっちはそっちでいいの。それは県の要綱に沿

った事業を大玉村でやればいいんだから、それはそれでいいの。だから、それ以外の

ものについては、大玉村独自で対応しませんかと、そういう要綱をきちっと作ってや

りませんかと、こういうことです。だから、それについて伺いたいと思います。

それから、この用地代ですが、今の説明を聞きますと、確たる事業計画があっての

用地代ではないというふうな、今、おれそういうふうに取ったんですが、要するにど

こでそういうような場所が見つかっても、そこに行くのには車も当然通られないので

はしょうがないと。だから、仮置き場がきちっと見つかったときに対応するための予

算、そういうふうに理解していいのかどうか、それについても伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 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。

先ほどの除染活動に関してですけれども、補助事業は最大限活用してまいりたい。

補助事業で足りない分については村費で対応したいというようなことで、補助事業で

来る資金だけでなくて村費でも計上しております。最大限の効果が上がるように村費

での対応も考えているということでございます。

それから、その土地代につきましては、予定しているということでございませんの

で、今、ご説明、各行政区に対して説明申し上げておりますように、各行政区で選定

していただくということでございますので、概算で計上しているというような中身で

ございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんに再度お答えをします。

先ほどの答弁大変舌足らずの説明で申し訳ございませんでした。８番議員さんがお

っしゃるとおり、現在、１１区の区長さん、副区長さんが中心になって検討している

ところについては、同意が得られればそこということになりますが、当然、道がある

かどうかというのは私どもまだつかんでおりませんので、必要なときにこれを充当さ

せていただいて用地を確保すると、まあ通路的なものを確保するという内容でござい
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ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がなしと認めます。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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第６５号を採決いたします。

本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分とい

たします。（午前１１時５１分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開します。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 連絡します。

８番遠藤文一議員より体調不良のため、欠席届が出ておりますので、ご報告いたし

ます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第６６号「平成２３年度大玉村国民健康保険特別計

補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） １点あります。３３ページのその他の繰越金、右の欄の前年度繰越

金が決算額３,４４９万４,０００円、決算書と同額でございます。異常ありません、

これはね。で、その右の既定額が３,４００万１,０００円ということになっておりま

すが、前のページに戻ってください。３０ページ、これの繰越金の既定額が３,４００

万２,０００円になっているんですね。だから、１,０００円と２,０００円の差では

ございますが、この既定額というのは、数字の変動はあってはならないと私は思って

おるんですが、この辺の経緯ですね、なぜこのようになっているのかお尋ねをいたし

ます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

既定額の件でありますけども、当初予算のほうで見ますと、この繰越金には２つの
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中身がございます。これについては、繰越金については、目の１の療養給付費交付金

繰越金、それから今回のその他の繰越金ということで、それぞれ存目で１ずつござい

ます。そういう意味で、３０ページの繰越金の既定額については、療養給付費交付

繰越金の１も合わせまして３,４００万２,０００円というような数字で計上したも

のであります。存目にもう１つ１,０００円があったと。今回、そのものについては

補正関係ありませんので、１を少なくして、その他の繰越金については３,４００万

１,０００円ということで、３０ページについては款計でございます。款の計として

３,４００万２,０００円というような形で既定額を計上してございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第６６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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 日程第５、議案第６７号「平成２３年度アットホームおおたま特別

会計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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

打ち切ることにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第６７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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 日程第６、議案第６８号「平成２３年度大玉村農業集落排水事業特

別会計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。１１番。

○１１番（遠藤義夫） この集落排水、震災で大山地区だいぶやられているんですが、こ

れこのあれに上がっていないんですが、工事費というか、道路が陥没しているところ

だいぶあるんだけど、そのあれはどっちから出るんだか。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。

今回の補正につきましては、繰越処理と一部備品の修繕費でございますけれども、

ご質問の復旧関係の費用につきましては、道路分につきましては緊急補修ということ

で、繰り越しをいただきました予算の中、更には６月の議会で予算をいただきました

関係で、本復旧関係を今後、進める予定でございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第６８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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 日程第７、議案第６９号「平成２３年度大玉村介護保険特別会計補

正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。
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本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 日程第８、議案第７０号「平成２３年度大玉村後期高齢者医療特別

会計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 日程第９、議案第７１号「平成２３年度大玉第二住宅団地造成事業

特別会計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 日程第１０、議案第７２号「村道路線の認定について」を議題とい

たします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇
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○議長（佐藤 悟） 日程第１１、今定例会の新規事件であります陳情第４号を議題とい

たします。

これより付託した常任委員会の委員長から審査結果の報告を求めます。

総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。２番。

○総務文教常任委員長（押山義則） 総務文教常任委員会報告書

議長の命によりまして、総務文教常任委員会の審査結果を報告いたします。

去る９月７日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました陳情第４号

「平成２４年度福島県小中学校新規職員採用候補者選考試験の実施を求める意見書採

択を求める陳情書」についてを審議するため、９月７日、午後１時３５分より大玉村

役場第二委員会室において、全委員出席、更に参考意見聴取のため、総務課長、教育

総務課長、生涯学習課長に出席を求め、委員会を開催いたしました。

陳情第４号「平成２４年度福島県小中学校新規職員採用候補者選考試験の実施を求

める意見書採択を求める陳情書」については、慎重審議した結果、全委員一致をもっ

て採択と決定いたしました。

以上のとおり、総務文教常任委員会に付託されました陳情についての審査意見を報

告いたします。

平成２３年９月１４日

総務文教常任委員会委員長 押山義則

大玉村議会議長 佐藤悟殿

よろしくお願いいたします。

○議長（佐藤 悟） 総務文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

陳情第４号「平成２４年度福島県小中学校新規職員採用候補者選考試験の実施を求

める意見書採択を求める陳情書」について採決いたします。

本陳情に対する委員長の報告は採択です。

お諮りいたします。

本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決することにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本陳情は、委員長報告のとおり決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１２、「閉会中の継続調査申出について」を議題といたしま

す。

議会運営委員会委員長から会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたしま

した申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りいたします。
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議会運営委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程配付）

配布漏れございませんか。（なし）

議案第７３号「村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につい

て」、議案第７４号「教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部

を改正する条例について」、議員発議第４号「議会広報編集特別委員会設置に関する

決議について」、議員発議第５号「大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例について」、議員発議第６号「大玉村議会会議

規則の一部を改正する規則について」、議員発議第７号「東日本大震災・原発事故対

策特別委員会設置に関する決議について」、議員発議第８号「平成２４年度福島県小

中学校新規職員採用候補者選考試験の実施を求める意見書について」及び「議員派遣

の件について」並びに各常任委員会委員長、議会運営委員会委員長から「閉会中の継

続調査申出について」が提出されました。

お諮りいたします。

議案第７３号、議案第７４号、議員発議第４号並びに議会広報編集特別委員会委員

の選任、議会広報編集特別委員会委員長及び副委員長の互選報告、議員発議第５号か

ら議員発議第７号まで並びに東日本大震災・原発事故対策特別委員会委員長及び副委

員長の互選報告、議員発議第８号及び「議員派遣の件について」並びに各常任委員会

委員長、議会運営委員会委員長から提出された「閉会中の継続調査申出について」を

それぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１から追加日程第１２として議題にしたい

と思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、議案第７３号、議案第７４号、議員発議第４号並びに議会広報編集特別委

員会委員の選任、議会広報編集特別委員会委員長及び副委員長の互選報告、議員発議

第５号から議員発議第７号まで並びに東日本大震災・原発事故対策特別委員会委員長

及び副委員長の互選報告、議員発議第８号及び「議員派遣の件について」並びに各常

任委員会委員長、議会運営委員会委員長から提出された「閉会中の継続調査申出につ

いて」、それぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１から追加日程第１２として議題

とすることに決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 追加日程第１、議案第７３号「村長等の給与及び旅費に関する条例
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の一部を改正する条例について」及び追加日程第２、議案第７４号「教育長の給与・

勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とい

たします。

これより村長の提案理由の説明を求めます。村長。

○村長（浅和定次） お疲れのところ恐縮に存じます。追加提案いたしますのは、条例の

改正案件２件であります。

それでは、議案第７３号、村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例について、本案につきましては、既に本年の４月より村長及び副村長の給与の減額

について継続実施してきたところでございますが、厳しさを増す地域経済や雇用情勢

等の深刻化、そして何より東日本大震災を含め、当面の国難でもあります福島第一原

発事故災害の現状を鑑み、本年１０月１日から来年９月３０日までの１年間、減額率

を引き上げ、村長については１００分の１０に、副村長については１００分の５とす

るものであります。

次に、議案第７４号について申し上げます。教育長の給与・勤務時間その他の勤務

条件に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案につきましても、

先の議案と同様に、教育長の給与について、減額率を１００分の５に引上げるもので

あります。

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（佐藤 悟） 議案第７３号の質疑を許します。質疑ありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 次に、議案第７４号の質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第７４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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 追加日程第３、議員発議第４号「議会広報編集特別委員会設置に関

する決議について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。２番。

○２番（押山義則） 議員発議第４号 議会広報編集特別委員会設置に関する決議につい

て

上記議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。

平成２３年９月１４日

大玉村議会議長 佐藤悟殿

提出者 大玉村議会議員 押山義則

賛成者 同 菊地利勝

議会広報編集特別委員会設置に関する決議

次のとおり議会広報編集特別委員会を設置するものとする。

記

１．名 称 議会広報編集特別委員会

２．設置の根拠 地方自治法第１１０条及び委員会条例第５条

３．目 的 議会広報の編集及び議会広報に関する対策

４．委員の定数 ６人

５．調 査 期 限 調査終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。

以上、決議する。

平成２３年９月１４日

福島県安達郡大玉村議会

○議長（佐藤 悟） 議員発議第４号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 追加日程第４、「議会広報編集特別委員会委員の選任」を行います。

お諮りします。
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特別委員会委員の選任については、委員会条例第６条の規定により、議長が会議に

諮って指名することになっておりますが、今年の１月２１日の全員協議会申し合わせ

事項により、各常任委員会よりそれぞれ３名選出することになっており、産業厚生常

任委員会につきましては、副議長を含めて３名の選任のうえ、議長に報告することに

ご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、各常任委員会より３名を選任のうえ、議長に報告願います。

なお、選任会場については、総務文教常任委員会は第２委員会室、産業厚生常任委

員会は、第１委員会室でお願いいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 暫時休議します。再開は２時１０分といたします。

（午後１時５５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 時間が５分ほど早いんですが、委員会の選任が行われたようでござ

いますので、再開いたします。（午後２時０５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 各常任委員会より選任報告がありました。

議会広報編集特別委員会委員について、事務局長より報告させます。

○議会事務局長（後藤和吉） 報告いたします。

総務文教常任委員会より、鈴木康広議員、押山義則議員、佐々木市夫議員。

産業厚生常任委員会より、武田悦子議員、菊地利勝議員、遠藤義夫議員。

以上であります。

する。

○議長（佐藤 悟） 議会広報編集特別委員会委員について、ただいま事務局長が報告し

たとおり、選任することに決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 追加日程第５、「議会広報編集特別委員会委員長及び副委員長の互

選報告」を議題とします。

お諮りします。

委員長、副委員長については、委員会条例第７条第２項の規定により、委員会にお

いて互選することになっておりますので、互選のうえ、議長に報告するということに

ご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

したがって、互選のうえ、議長に報告願います。
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会場は、第１委員会室においてお願いいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 暫時休議します。再開は２時１５分といたします。

（午後２時０６分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後２時１５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 議会広報編集特別委員会委員長、副委員長の互選結果について事務

局長より報告させます。

○議会事務局長（後藤和吉） 報告します。

委員長 武田悦子議員、副委員長 菊地利勝議員、以上であります。

○議長（佐藤 悟） 議会広報編集特別委員会委員長、副委員長については、ただいま事

務局長が報告したとおり決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 追加日程第６、議員発議第５号「大玉村議会議員の議員報酬、期末

手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。２番。

○２番（押山義則） 議員発議第５号 大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例について

上記議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第２項の規定

により提出します。

平成２３年９月１４日

大玉村議会議長 佐藤悟殿

提出者 大玉村議会議員 押山義則

賛成者 同 佐藤誠一

大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（昭和５１年条例

第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。

改正案

附 則

１～１３（略）

１４ 平成２３年１０月１日から平成２４年９月３０日までの間、議長、副議長、

常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬月額は、第２条の規定にかかわら

ず、１００分の１０に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第５条第２項に

規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額については、この限りでな

い。
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附則

この条例は、平成２３年１０月１日から施行する。

よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第５号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 追加日程第７、議員発議第６号「大玉村議会会議規則の一部を改正

する規則について」を議題といたします。

提出者が欠席のため、賛成者より趣旨説明を求めます。１番。

○１番（鈴木康広） 議員発議第６号 大玉村議会会議規則の一部を改正する規則につい

て

上記議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。

平成２３年９月１４日

大玉村議会議長 佐藤悟殿

提出者 大玉村議会議員 佐藤誠一

賛成者 同 鈴木康広

大玉村議会会議規則の一部を改正する規則

大玉村議会会議規則（平成８年規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。

改正案

（議案の提出）

第１４条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、署

名して、議長に提出しなければならない。

２ 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長

が議長に提出しなければならない。

（修正の動議）

第１７条 修正の動議は、その案をそなえ、発議者が署名して、議長に提出しなけれ

ばならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第６号の趣旨説明が終わりました。

賛成者に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 追加日程第８、議員発議第７号「東日本大震災・原発事故対策特別

委員会設置に関する決議について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。６番。

○６番（佐々木市夫） 議員発議第７号、東日本大震災・原発事故対策特別委員会設置に

関する決議について

上記議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。

平成２３年９月１４日

大玉村議会議長 佐藤悟殿

提出者 大玉村議会議員 佐々木市夫

賛成者 同 佐藤誠一

東日本大震災・原発事故対策特別委員会設置に関する決議

次のとおり東日本大震災・原発事故対策特別委員会を設置するものとする。

記

１．名 称 東日本大震災・原発事故対策特別委員会

２．設置の根拠 地方自治法第１１０条及び委員会条例第５条

３．目 的 この度の東日本大震災は甚大な被害をもたらすと同時に、東京電力

第一原子力発電所の事故は、発生後６カ月が経過するというのに、

未だ収束の道筋が立っていない。

本村においても、これらの被害に対して、一日も早い復旧・復興、

そして再生、創生が求められている。

また放射線の健康被害や、風評被害が懸念される中、安心・安全の

生活が根底から脅かされている今日、これらの対策について調査、

研究を実施するものである。

４．委員の定数 議長を除く１１名

５．調 査 期 限 議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が本調査終

了を決議するまで、継続して調査を行うものとする。

以上、決議する。
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平成２３年９月１４日

福島県安達郡大玉村議会

以上でありますので、皆さんの賛同をよろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第７号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） 趣旨については理解するところでありますが、２点ほどお尋ねを

いたします。

１つは、昨日来も議論ございましたように、この汚染土壌の捨て場についても、い

ったい、いつまでだという、そういう見通しも立たない状況が１つある。こうした中

で、この原発事故の影響というのは、私は当面する少なくとも半世紀くらいはかかる

のかなというふうに思っておりますし、まあ十字架を背負ったような感じであります

が、そこで１点目としては、特別委員会の性格としては、やはり一定の時期に一定の

事件案件を集中して審議をして、そして、一定の結論を得るというのが特別委員会の

趣旨かなというふうに思うわけでありまして、であるならば、こうした長く続くもの

であるとするならば、特別委員会というような性格から考えると、検討委員会、ある

いは協議会、こういうようなもので前後左右、伸縮自在、こういうふうにできるよう

な組織が良いのではないかななどというふうに私は考えますけども、まず、その点１

点。

それから、もう１つ、この締めくくりをいつにするんだと。つまり、この期間を今

ほど終わりとするまでだということ、それはもちろん終わりとすれば終わりなんだけ

ど、要するに特別委員会の立ち上げは簡単なんですよ。今日立ち上げれば良いわけだ

から。これいつしまうんだと。これは私さっき言ったように、５０年も１００年もか

かるかもしれないやつを１回打ち切って、あとは構わないのかということになるので、

やっぱりそういう意味から、性格からすれば、いったい立ち上げは今言ったようにす

ぐできる。しかし、その終結する時期というものを提出者としては、おおむねどのく

らいかなというふうにお考えになっているかをお尋ねをいたします。以上、２点。

○議長（佐藤 悟） ６番。

○６番（佐々木市夫） １０番さんにお答えしたいと思います。

まず、１点目の特別委員会という名のかなり型に縛られた、あるいは重大な委員会

でなくて、あるいはまた検討委員会とか、そういう形でも全員協議会のような形でも

調査可能でないかという形が１つあったと思います。私からすれば、当然それもこれ

も含めて他市町村、まあ他市ですね、二本松市、更には本宮市の状況などもいろいろ

調査研究させていただきました。そういう中で、どちらかと言えば考え方いろいろあ

りますでしょうけど、しっかりとした重大なこの問題に対する議会の姿勢として、し

っかりとした形を作って、前向きに、そして住民のために議会として頑張っていくん

だと、そのような意思を表示するのは、本宮はそうですけども、特別委員会設置の方

がより強い意志でもって行動できるのかなと思って、このような形を取らせていただ

いたことであります。
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２番目、いつ収束するのか、全くこれは私が言えることではありません。これはも

しかして、本宮もそうでしたけども、改選前には１回解散、解散ということは、当然

のことながら報告書を出して、更に新しい議員で過日、立ち上げたようでございます。

ですから、これは私のみでなくて、議員の皆さん方も含めて、なかなかこれは難しい

問題ですから、まず、今やれること、しっかりと立ち向かって、行政ともどもこの問

題に立ち向かって、住民の安心、安全のためにやっていくんだと、その決意を示すこ

とがより大事であって、早めに収束して、あるいは１年で、あるいは２年で、それに

越したことはありません。もしかしたら、今言うように半世紀、我々議会４年任期で

すけども、その後に引き継ぐ可能性としては十分あるかもしれません。だったら、そ

のときそのときで一応報告書を出しながら、一応の我々の特別委員会は、そこで一応

１つの決議を見て、更に引き継ぐべきかな。引き継ぐか引き継がないかは次の人の時

代ですから、そういうことも含めて、全く今の答えにならなくて申し訳ありませんけ

ども、収束の時期は、今、私たちはちょっと見当ができませんので、このような答弁

でお許し願えれば大変有り難いと思っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 収束と言ったのは、私言っているのは、この委員会の、そんなあ

れはできないというのは最初から言っているわけだから、例えば委員会だから一定の

先言われたように、当局と協力をして前向きに、こういうことは非常に良いことであ

る。一緒に提案をしながら、一緒にやるんだということであれば、それはそれとして

大いに評価されるものでありますし、ただ、私が言っているのは、一定の時期には締

めくくりをしなくちゃならないでしょうと。それは締め切るのは当然締め切るんだけ

ど、これほど長くかかるやつを締め切ったと、はい、終わりだと。あとは終わりです

よということには、この問題はならないんじゃないですかと、こういう意味でのお尋

ねでしたから、そこら辺で立ち上げは何でもいろいろどんどんどんやるというのは分

かってますけども、締めくくりがなかなかないというようなものがかなり多いようで

ありますので、そこら辺を言っております。

○議長（佐藤 悟） ６番。

○６番（佐々木市夫） 大変失礼しました。失礼しましたというよりは、そういうことの

意味のちょっと違いかなと思っております。要するに、決議文を出して、一応報告書

を出すということからすれば、報告書は何回出してもいいことにはなります。でも、

それはある程度それはきちっとした特別委員会であれば、それはいろんな進行状況を

見て判断するときが必ず来るんだなと思っております。ですので、あくまでも私がこ

こで提案者だから、収束の時期うんぬん、その報告書のうんぬん、特別委員会の設置

をなくす、そのうんぬんでなくて、あくまでもそれを出発して、出発するのは楽だけ

れども、これは大変なことだと思いますよ。いろんな意味で住民の声から聞けば、議

会何をやっているんだということも含めてですので、まずはスタートして、そのよう

な立ち向かっていく努力を示しながら、ああ、この辺で１回いいよなと、それは特別

委員会の皆さんの考え方によると思いますけども、そういうことで終結に向かう、こ
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れも１つの考え方でありますから、まずは私から今言えることは、一生懸命この難局

に向かって議会も立ち向かっていくという、そのような意思を表示したいという形か

ら提案させていただきましたので、その辺を改めてお酌み取りいただければ大変有り

難いと思っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 追加日程９、「東日本大震災・原発事故対策特別委員会委員長及び

副委員長の互選報告」を議題といたします。

お諮りします。

委員長、副委員長については、委員会条例第７条第２項の規定により、委員会にお

いて互選することになっておりますので、互選のうえ、議長に報告するということに

ご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

したがって、互選のうえ、議長に報告願います。

会場は、第２委員会室でお願いします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 暫時休議します。再開は２時５０分といたします。

（午後２時３２分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開します。（午後２時５０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 東日本大震災・原発事故対策特別委員会委員長、副委員長の互選結

果について、事務局長より報告させます。

○議会事務局長（後藤和吉） 報告いたします。

委員長 佐々木市夫議員、副委員長 遠藤義夫副議長、以上であります。

○議長（佐藤 悟） 東日本大震災・原発事故対策特別委員会委員長、副委員長について

は、ただいま事務局長が報告したとおり決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 追加日程第１０、議員発議第８号「平成２４年度福島県小中学校新

規職員採用候補者選考試験の実施を求める意見書について」を議題といたします。
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提出者の趣旨説明を求めます。１番。

○１番（鈴木康広） 議員発議第８号、平成２４年度福島県小中学校新規教員採用候補者

選考試験の実施を求める意見書について

地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書案を会議規則

第１４条第２項の規定により提出します。

平成２３年９月１４日

大玉村議会議長 佐藤悟殿

提出者大玉村議会議員 鈴木康広

賛成者 同 押山義則

提出先 福島県知事、福島県教育委員会委員長

平成２４年度福島県小中学校新規教員採用候補者選考試験の実施を求める意見書（案）

去る３月１１日の東日本大震災および原発事故は、福島県民および子どもたちの日

常の生活を大きく変えてしまいました。中でも、避難を余儀なくされている双葉地区

の子どもたちへの影響は深刻です。何の説明もなく着の身着のままの避難を強いられ、

家族を亡くすなど被災状況も一人ひとり異なり、学校現場では子どもたちへの支援に

努力しているものの課題も抱えています。

とりわけ、一人ひとりの子どもたち心のケアへの対応は、きめ細かな手立てが必要

となっています。子どもたちは散り散りになり、県立高校でもサテライト校や仮設校

舎の教育環境となる学習条件の不便などにより、極度のストレスを抱える児童生徒が

多くなっています。また、双葉地区の教職員の多くは、自らも被災者でありながら、

子どもたちに向き合うため困難と限界を抱えながら日々奮闘しています。

ところが、福島県教育委員会は、双葉地区の児童生徒及び放射線不安により県内外

への避難転校と子どもの減少を受け、来春の小中学校教員採用を見送り、採用候補者

選考試験を取りやめています。また、県立高校も前年の３分の１弱の約３０人に削減

した採用枠としています。

今、県内の教育現場では、通常の教職員定数に基づく配置だけでなく、年度途中の

採用を含め早期の募集再開と弾力的な人材活用策を求める声が高まっています。

今夏、本県の他県教員採用候補者選考試験出願者数は、これまでになく増え、毎年

本県合格者の多くを占める福島大学生の他県受験が急増し、地元教員養成機関として

存在意義が問われかねない状況になっています。

現行制度だけでは対応できない非常時に対応し、被災地域である福島県は、思い切

った２５人学級編制実施や養護教員の増員も考慮すべきです。

復興の希望である子どもの成長を支えるため、困難をかかえる子どもたちの「から

だと心の健康」保障に努力することを求めます。そのために、平成２４年度福島県小

中学校新規教員採用候補者選考試験の実施をすることを求めます。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年９月１４日

福島県大玉村議会議長 佐藤 悟
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よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第８号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 追加日程第１１、「議員派遣の件について」を議題といたします。

お諮りいたします。

本件につきましては、お手もとに配付の「議員派遣の件について」のとおり決定す

ることにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本件は、お手もとに配付の「議員派遣の件について」のとおり決定いたし

ました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、追加日程第１２、「閉会中の継続調査申出について」を議題

といたします。

お手もとにお配りいたしましたとおり、各常任委員会委員長並びに議会運営委員会

委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定に基づき、所管事務の調査事項

について、閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りします。

各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

したがって、各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で今期定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしま

した。

これをもって本日の会議を閉じ、平成２３年第７回大玉村議会定例会を閉会いたし

ます。ご苦労さまでした。（午後２時５７分）



- 213 -

会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成２３年９月１４日

大玉村議会議長 佐 藤 悟

大玉村議会議員 遠 藤 義 夫

大玉村議会議員 鈴 木 康 広


