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平成２４年第２回大玉村議会定例会会議録

第１１日 平成２４年３月１５日（木曜日）

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

５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫 ７番 佐 藤 誠 一

８番 遠 藤 文 一 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。

４番 菊 地 利 勝 ９番 佐 原 吉 太 郎

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。

議案審議

質疑・討論・採決（議案第１２号～第１８号、議案第２８号～議案第３０号）

委員会付託事件の委員長審査報告

議案の討論・採決（議案第１９号～議案第２７号）

委員会付託事件（請願・陳情）の委員長審査報告

委員長審査報告に対する質疑・討論・採決

選挙管理委員及び同補充員の選挙について

閉会中の継続調査申出について

（１）議会運営委員会
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。

ただいまの出席議員は、４番菊地利勝君より午前中欠席、９番佐原吉太郎君より欠

席届がありましたほか、１０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す。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１，議案第１２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。７番。

○７番（佐藤誠一） ２１ページお願いしたいと思います。まず、歳入のほうから。ここ

に土地売払代金について、築舘の土地だということでございますけれども、何区画で

今、何区画残っているのか。あと今後の見通しについて、どのように当局は見ている

のか伺いたいと思います。

あと２３ページの宝くじ、ちょうど中段、これいろいろ宝くじで道路だのいろいろ

造った関係もありますし、車も買った経緯もありますけども、今回はどの程度に充て

るのか、今後の見通しも。あと当然、プラントあたりで大玉村でも郵便局なりプラン

トなどでも宝くじ売っておりますけども、そういった地元への還元金等はどのように

なっているのか、併せて伺っておきます。

２９ページ、ここで今回の目玉の補正は６,２００万円うんぬんの土地の先行取得

費なんですけども、この先行取得するその理由ですね、それについて伺いたいと思い

ます。

３１ページ、教育関係のグランドの放射性の状況について伺いますけども、既に公

共関係、また、神社関係等の土は表土を３センチなり５センチなり剥ぎ取って既に公

共用地に埋めたわけでございますけれども、それらについてはまあ何の前触れもなく、

地元の許可もなく埋めたわけでございますけれども、残念ながら今回、このような形

で反対運動等の要望書があがった経緯もありますけども、その前に埋めた土について

は、今後どのような処理、当然中間施設造れば持っていくというふうになりますけど

も、それらについては要望書をあげた人らもどのように思っているのか、今後の当局

の対応について併せて伺っておきます。

３５ページ、今回、下段の予防接種なんですけども、７１５万円の補正組んだわけ

でございますけれども、インフルエンザ関係等もいろいろ今年は雪も多かった関係で

増えたそうですけども、どういった病気の種類ね、それらについての予防接種だった

のか、以上、この５点を伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。
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○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

はじめに、２１ページでありますけども、土地売払代金５７７万７,０００円、こ

の内訳としましては、法定外公共物ということでの公衆用道路敷きが１０万２,８１４

円であります。築舘の分譲地についての売払代金は、５６７万６,０００円でありま

す。１区画分であります。残り４区画分については、今後、販売促進に努めていきた

いというふうに考えております。

２３ページ、宝くじでありますが、今回５９０万４,０００円を計上しております。

当初予算で１５０万円、通常のオータムジャンボの売払いということでの益金を当初

見ておりました。それらについて、オータムジャンボの市町村振興というような形で

の交付金が合計で２１３万２,０００円となっております。そのほか今回については、

東日本大震災災害復興宝くじ、これが発売されました。これの益金が５２７万２,０００

円ほどいただいております。合わせまして７４０万４,０００円の交付であります。

その差額を今回補正計上したものであります。宝くじの益金については、復興につい

ては復興費用として、それから通常のオータムジャンボの宝くじについては、大玉村

の庁用の中での情報関係の整備に充てるというような形で実績報告を出しておるとこ

ろであります。地元についての直接の宝くじというのは、大玉村の予算の中ではあり

ませんが、福島県とか国と、そういうふうな国の事業、県の事業、その中でそれぞれ

宝くじの益金が活用されているように聞いております。

２９ページのほうになります。公共用地の先行取得費６,２５９万７,０００円であ

ります。これについては、６次化産業に向けての拠点の用地を確保したいということ

での先行取得であります。２４年度当初予算にも計上してありますが、今後、調査と

か話し合いとか、それを進めながら、大玉村の６次化産業を展開していきたい。その

拠点となる土地については、早急に確保しながら、併せて開発を進めていきたいとい

う考え方から２３年度で先行取得をするというような予算の計上をしております。

以上であります。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ３１ページ、グランドの放射線量関係でございますけれ

ども、これにつきましては、当初原発事故がありましてから、早急に子どもたち、あ

るいはその住民が活動する場所、これの除染を行わなくてはならないということで、

緊急の措置というような中で除染を行いました。そういう関係上、周りの住民に対し

て周知し、理解を得て実施するというような手続については、緊急な対処というよう

なことでできなかったというのが現状だと思います。それで、今後の方針ということ

でございますけれども、中間貯蔵施設ができましたらば、当然、そちらへ搬入すると

いうような今現在のところでは、そういった状況でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。

３５ページの予防接種７１５万６,０００円の補正の内容でございます。これにつ

きましては、法定外の予防接種、子宮頸がん、ヒブワクチン、小児肺炎球菌、高齢者
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の肺炎球菌等々ございますが、そういったものの実績見込みを踏まえたものとなって

おりますけれども、一番大きな理由は、高齢者の肺炎球菌ワクチンの予防接種でござ

います。これにつきましては、村が単独で事業実施を決めておりましたが、昨年の１２

月以降につきましては、震災関係で日赤の助成があって、７０歳以上について助成を

実施してきました。この７０歳までの助成対象分については、２月で予算が打ち切り

になっております。その関係で県が補正予算を計上いたしまして、新たに６５歳以上

６９歳まで、それから７０歳以上で日赤の事業で未実施の方々について、対象者にす

ることになりました。それに伴いまして、事業自体は市町村が実施すると。それに対

して、県が補助を行うというようなことになっておりまして、その分の追加分の補正

でございまして、高齢者肺炎球菌ワクチンについては、現在、対象者が２,０２８人

いると。既にこの補正予算の設計の段階では６１３人が接種済みでございます。接種

見込み者が残り１,６２２名おりますけれども、これらについて今後、受診を見込み

ながら今回、補正計上したものでございます。ただ、３月中にすべての人が実施でき

ないことから、一部については繰越明許によって４月以降実施するというふうになっ

ております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） 何点かお伺いします。

先ほども質問ありましたが、この２９ページのふれあい広場の土地取得費でありま

す。価格についてなんでありますが、坪４万８,０００円、この値段についてなんで

ありますが、これが果たして妥当なのか。たぶん税制優遇なども受けられると思われ

るんでありますが、その辺、４号線の用地買収などのこの価格４万８,０００円とい

うことで、あと後々障害にならないか、そういうこととか前のふれあい広場の用地の

確保の値段なども参考に示していただきながらお願い申し上げます。

あとこの原資については、大玉村復興基金の基金積立金の取崩しからとあります。

大玉村復興基金のこの性格とか、それをちょっとお示し願いたいと思います。

それから、４９ページ、小中学校の空調設備工事費、減額２,４４２万円、これそ

れぞれ実際いくらかかったのか、内容の明細をお示しください。

それから、５１ページの駐車場、玉井小学校の駐車場なんでありますが、今回、実

施しないで減額なんですが、今後の考え方、駐車場は今現在、必要な状況なんであり

ますが、今後、どのように考えていらっしゃるか伺います。

それから、５３ページ、大玉中の暗渠排水工事、この投資の３,０００万円という

のは、私も予算措置の際に疑問を投げかけた覚えがあるんでありますが、これ実際か

かった工事、だいぶ大きな減額になっております。これたぶん国の補助の関係とかな

んかもあって３,０００万円があがっていたんだと思いますが、これどのようになっ

ているか、その内容をお示しください。

それから、５９ページ、テニスコートのラインの張り替え、これ２５０万円、不必

要ではなくて必要なんだろうと思って、この前の説明の中で、除染の中で整備すると

いう考えをちょっと伺ったんでありますが、これ除染でいつやれるのか、その間まで
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整備しないままで大丈夫なのか、まず、そこまで伺います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ２番さんにお答え申し上げます。

２９ページの先行取得の土地の単価が妥当かというご質問でございます。これらに

つきましては、過日、全員協議会でもご説明したとおりでありますが、もう１回申し

上げます。まず、根拠となった数値を申し上げますと、前回、ご指摘のとおり、前回

の単価と同様でございます。この基準になりましたのは、平成１２年の鑑定に基づい

た評価でありまして、平米１万４,６１５円。１５年１２月に４号国道拡幅工事に伴

う国の価格でございますけれども、平米２万１,０００円、接していない土地で１万

７,８００円であります。これにつきましては、神原田・馬尽線村道の際にも、この

基準で買収してございます。したがいまして、今回、特に隣接して効果があるという

判断をして、前回同様平米１万４,６１５円としたものでございます。

以上であります。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。

まず、４９ページの空調関係ですが、予算は１億いただきまして、実際、工事を実

施した結果の残額が２,１００万円ということでございます。これは入札の結果、こ

の残額でございます。当初の工事はすべて完了をしております。

それから５１ページ、駐車場関係、実施しないで今回は補正落としましたが、今後

の考え方ということですが、あそこもやはり除染対象ということになりますので、駐

車場ですので、舗装したいと最終的には。砂利を敷いてとりあえず使うということも

財政のほうとも検討しましたが、やはり砂利を入れると、また、その取る数量が５セ

ンチ、１０センチ入れますと増えてくるということですので、今回、その辺のこと、

中間貯蔵関係とか、あと村の貯蔵関係ですね、そういうものも勘案しながら２４年度

以降にどうするか。やるとすれば最初からフェンスをまわして舗装したいと。舗装し

てしまうと、ちょっと土がいじれなくなってしまいますので、その辺を少し見極めよ

うということで、今回は落とさせていただきました。

それから、暗渠関係５３ページになりますが、中学校の暗渠については、これはご

指摘のとおり、補助金の関係で３,０００万円ということで当初おりました。その後、

校庭の除染をしましたので、その埋めた部分については暗渠を入れることができない

ということで、その部分は外して縮小して、今回、最低限で、耐震のほうに補助金か

向くということで、当初計画した補助金が、やはりだめだということで得ることがで

きませんでしたので、こういうご時世ですので、最小の金額でやろうということで、

金額が大幅に落ちたということでございます。

それから、テニスコートについては、担当課長の方から答弁させます。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。

５９ページでございます。テニスコートにつきましては、除染事業の対象になると
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いうようなことで、今現在、日本原子力研究開発機構のほうと打合せをしながら進め

ている状況でございます。最終の３月の補正、臨時議会にお願いしまして、張り替え

の予算を計上したいというふうに考えております。ただし、その全額除染対策事業に

該当するかどうかは、今後、線量の調査等を続けて協議していきますので、そのよう

な形になるかと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。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します。

復興基金の性格ということでありますけども、復興基金につきましては、復興再生

に必要と認められるような事業、これについて充当することができるというのは、１

月の臨時議会で基金条例を制定したときのとおりであります。今回、６次化拠点の用

地取得でありますとか、防災備蓄の建設費の一部に充当しております。更には、福島

復興特別資金の補償料の助成金、これらについても充当しております。住宅リフォー

ムの震災分の補助裏分、これらについても震災復興基金を取り崩して充当しておると

ころであります。こういうたぐいのものに復興、再生のために必要なものという判断

の中で今回、基金の取崩しを行っているところであります。

○議長（佐藤 悟） 次、ございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 今ほども質問がありましたが、２９ページの土地の件でございます。

過般、全員協議会で村長より説明がありました。その中で、この土地は必要性は分か

るんですね。いろんな生産団体においても、この種の田んぼあったらいいなというご

意見もあったものですから、必要性は十分お分かりします。そして、６次化をやりた

いと、それも大切なことだなと分かりますが、問題は価格なんですよね。それで、平

成１２年度の不動産鑑定が、この値段だというような説明がありましたね。現在にも

地価表示は変わらないんだというようなご説明がありました。それで、１５年度の４

号価格が２万１,０００円だと、そうすると、直近の２３年度あたりの不動産鑑定は

なされたのかどうか。なされたとすれば、一般の民間の不動産鑑定なのか、不動産鑑

定協会からの依頼された鑑定士なのか、その辺についてもお伺いしておきたいと思い

ます。

それから、次の５１ページに入りますが、大山公民館の災害復旧工事なんですが、

設計工事費とも補正減ということは、工事に着工しなかったということかなと思うん

ですが、そのいきさつですね、どういう結果があったのか、まず、お伺いしておきた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ５番さんにお答え申し上げます。

鑑定の有無でございますけれども、先ほども答弁したとおりであります。平成１２

年に鑑定を行って、その後、税務では逐次評点を設けまして、その都度鑑定をしてご

ざいます。その結果、協議会で申し上げたとおり、土地の評価には変わりないという

ことでありまから、この１２年にやった鑑定を基準にしたということであります。

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

５１ページ、上段になります。大山公民館の災害復旧工事事業でございますが、こ

れにつきましては、応急的な工事は施しましたが、本格的な復旧工事ということで、

だいぶ建物も老朽化しているということで、今後、耐震診断等を行って、あそこの場

に建築するのか、若しくは場所を移転するのか等、様々な学校の駐車場の関係等も含

まれまして、総合的に検討していった中で進めていきたいということで、今回は工事

を施さないということにしました。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 不動産鑑定はどうなのかちょっと説明がなかったんですが、そもそ

も４号線のほうはですね、現在は借地になっておりますが、もう完全に整備されてい

る。片や一方は、現況は田んぼですよね。これから買入価格にプラス造成費というも

のが当然かかろうかと思います。そういう中で、地価表示は昨年９月でしたか、全国

地価表示というのが出ました。そういう中で、福島県は下落率１番なんですね。特に

郡山近郊１５％という下落、これは日本一下落率が高い地域なんです。そんな観点か

らですね、果たしてこの価格は妥当なのか。特に最近、プラントの北側、ある業者さ

んが来て土地の交渉に入っているわけでございますが、この表示されました４万８,０００

円という価格の半分にも満たないんですね。そういう価格が片方で行われている。片

やこちらは公共用地ということで、非常に高額に映るんですが、その辺ですねやはり

あまりにもバランスが取れていないなというふうな感じがします。民間の業者買い上

げは、当然、税金も２０数パーセントかかりますから、相当な差が出てくるというふ

うに考える観点から質問しているわけでございます。もう一度この点について、お答

えを願います。

大山公民館については、ご覧のとおり壁もだいぶひびはいっておりまして、トイレ

なんかもだいぶ壊れております。応急はやったということでございますから、それは

それで良いんだろうけれども、今後ですね、早急に耐震並びに新築、移転という考え

もあるようですから、是非十分に煮詰めて検討していただきたいというふうに考えて

おります。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ５番さんに再度お答え申し上げます。

まず、価格の県の、あるいは国の調査価格との比較話されました。これ公示価格と

路線価格というのがございまして、その都度なってございます。一般質問でも税務課

長のほうから答弁あったように、今年度につきましては原災がございまして、それら

の鑑定につきましては、地価そのものを鑑定するんじゃなくて、原災という性格上、

考慮するというしろものでございます。したがって、原発があったから土地そのもの

の利用価値が下がったという具合ではありません。独特の鑑定士に聞きますと、この

積算がどういうふうにするのか、これは公表できないということでございますから、

そのまま私としては受け止めてございません。あくまでも土地利用上の評価というこ

とで、鑑定の平成１２年のものと、それ以降、税務で行っている評価の鑑定の推移を
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見たということであります。

もう１点、民民の取引でございますけれども、民民につきましては、それぞれの公

もそうでございますけれども、その土地利用の効果、営業の利益等々を勘案しての取

引でありますから、恐らくは参考までには鑑定すると思いますけども、確かではござ

いません。ただ、公としては、基礎的な根拠を持たないと取引になりませんので、そ

れぞれ公としては常に不動産鑑定を行うと。あるいは税務の評価を参考にするという

のが基礎でございます。したがって、今、プラントの北側の話出ましたけれども、あ

そこにつきましては、それぞれの企業がどういうふうな営業をするのか、それに対し

て土地がどうなのかということで評価をすると。あるいは例えばうちのほうのふれあ

い広場につきましては、それぞれあのとおり落差がございません。高圧も通ってござ

いません。したがって、今回のふれあい広場と直接隣接してございますので、それぞ

れ評価が高いというふうに私のほうではとらえてございます。したがって、民民の取

引につきましては、私の立場としては、良い悪いは申し上げられません。

以上であります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 今の説明だと、やはり地価表示というものは、いわゆる公共用地と

は申しませんが、そういう不動産の価格といわゆる一般的に今、事例というものがあ

るんですね。近隣の土地の取引事例というのがありまして、それは相当下がっている

んですよね、こういう状況ですから。それは全く与しないということですね。あくま

でもその基準でいくんだという考えでしょうか。やはり大切なことは、近隣の取引事

例というものは、ある程度与してほしいなという観点からの質問でございます。

それから、４号線の整備されたのと、現況の田んぼの状況では、おのずと価格が違

うんじゃないかという質問でございますので、その辺の含みを持たしていただけるか

どうかお答え願います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） お答え申し上げます。

国道と接しているものにつきましても、同様な形で今回、協力していただきました。

したがって、単価も同様でございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） ２７ページの上のほうで１３の委託料、職員健康診断業務委託料の

補正減、この原因について伺いたいと思います。

それから、３７ページ、下ほどの米粉普及推進事業補助金、これ減額補正しており

ます。こういう時期でありますから、そういうこともあろうかとは思いますが、この

補助金を出すにあたってＪＡの受け入れ体制、どのようになって、この補助金を運用

する状況になっておったというふうな、そのどういうふうに認識をしておったのか、

それについて伺いたいと思います。

○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。
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２７ページであります。職員健康診断委託料補正減２５万７,０００円であります

が、内訳としましては、人間ドックについては申込者数の減ということで、当初８７

万円程度見ておりましたが、６８万円程度で収まったと。それから、生活習慣病の予

防検診、これについても６５万円に対して５８万円程度での事業が終了したというこ

とに伴うための補正減であります。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに３７ページ、米粉普及推進事業の減額５０万円

の関係ですが、これは県の補助事業が本年度につきましては、今年度については事業

が廃止になったということで減額したものでございますが、ご承知のとおり２２年度

まではＪＡの米粉が婦人部が中心となって米粉研究会で事業を実施しておりましたが、

そういう形で今年度、２３年度については県の事業が廃止になったということで、減

額したものでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ２７ページの健診関係ですが、私ここで聞きたいのは、金額はどう

でもいいの。この減額というのは、やるべき人がやらないからこうなっちゃったとい

うのか、やるとおりはやったけども、予算過剰に計上しておったから減額したのか、

その辺なの。要するに職員が、それぞれやるべきことをきちっと健診をやっていただ

きたい。これ個人個人職員のためにやってくださいというのではなくて、職員は村民

のためにやはり常に健康であってほしい。そのためには、やはりできるだけ多くの人

が必ず、できる職員がやってもらいたい。だから、減額というのは、どういう原因で

なったか。ただ単に金額が多く取っちゃったから少なくなったというなら、それはそ

れで結構であります。しかし、人間がやるべき職員がやらないでこうなりましたと言

うなら、これは２４年度になってはきちっとやっていただきたいということの意味で

の質問でございます。

それから、３７ページの米粉、これについて県の補助があるからどうのこうのでな

くて、大玉村で計上したら、それなりの理由と根拠が出なくちゃならない。補助出し

ますということだったと。だけど、結果的にこうだったと、これはまあ結果だからや

むを得ない。しかし、米粉の普及推進については、じゃそれなりに効果があるように

すべきだと思っている。消費拡大の意味でも、これは必要じゃないのかなというふう

には思っている。しかし、２２年まで大玉村でも補助を出していたと。とすれば、本

宮市なり二本松市なりも出しておったのかなというふうに思います。しかしながら、

その受け入れ体制はどうかというと、製粉機も持ってない、そして、１５名くらいの

会員で細々とやっているような団体だと。それで大玉村でじゃ５０万円出しますから

どうぞというだけの内容があったかどうか、それをきちっと確認してやっていただき

たいなというふうに思っておりますし、今度は２４年度には全く農協側の受け手がな

いから出しませんと、やりませんと。だったら２２年度までやっていたのはなんだっ

たんだと。事業そのものに対して、本当に補助金を出すだけの事業の価値があったか

ら出したとすれば、受手がないからじゃ２４年度はやりませんではなくて、事業その
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ものが必要であれば、これはそれなりに村自体で考えてしかるべきだというふうに私

は思っているの。ですから、受手がないから出しません。それはやむを得ないかもし

れない。今までの経過からすれば。しかし、その事業そのものが必要である、効果的

だということであれば、これは村はそれなりの考えで事業そのものは継続して、何ら

かの形でやるべきでないかなということの質問であります。もう１回お願いします。

○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します。

人間ドック、生活習慣病それぞれ単価契約で結んでおりますので、当然、当初の人

数、対象人数というのは、一定程度決めて予算を確保しました。それに対しての職員、

何らかの事情でできなかった職員があったための補正減ということになります。今後

は、受診率１００％できるような形での対応に努めてまいりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに３７ページの米粉の普及推進事業関係でござい

ますが、米の新しい需要の拡大ということで事業展開しておりましたが、当初の出発

の段階では県の補助事業の中に、２２年度からこういう米粉の普及推進事業がメニュ

ー化されたということで、ＪＡの研究会の方で取り組みたいということで、２分の１

の補助がなされるからということで出発した事業でございまして、そういった中で２３

年については震災の影響等により事業が廃止になったという形で、ＪＡの受け入れの

ほうとも話して今回減額したという内容でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。

○６番（佐々木市夫） 何点かお願いします。

最初３７ページ、今の質問者の方と考え方は基本的には同じな考え方ですけども、

やはり今、基本的にはこの米粉が米消費拡大、更には生産調整を変える大きな視点と

いう形で、先日、私、東京に出張して農林副大臣の話を聞いてきたと言いましたけど

も、戦略的にも国はそうなっているわけですよね。それが廃止になったということ自

体は少し解せないところですけれども、それはそれとして、やはり戦略的に、これ村

長さんにお伺いします。戦略的にやはり新規需要米もあって生産調整もあるわけで、

１反歩８万円、あるいはまたもう少し拡大しようという意思があれば、もう少しやっ

ぱり積極的な行政の取り組みも必要かなという視点で、改めて村長さんのそのような

考えをお伺いしたいと思います。

５１ページ、みんなダブってしまいますけども、これ工事費で例の玉井小学校の駐

車場の問題、いずれにしましても、玉井小学校ああいう形で非常にときどき行きます

と、フェンスのわきに車置いたりして、子どもたちの送り迎えのバスが非常に混乱し

ながら動いているんだなという形で、実態は非常に残念なことにそういう状態。せっ

かく土地を確保したけど、なかなか進まない理由は、そういうこと。でも、いずれに

しましても、現時点ではやはりちょっと聞くところによると、さっと砂利を敷いて使

わせるんだとかちょっと聞いていますけども、その辺とあの安全性の問題、やっぱり

西側問題ありますので、その辺の考え方改めてお伺いしたいと思います。
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５３ページ、工事費グラウンド、これ大玉中学校の問題です。先ほどの説明あった

とおりかと思います。でも、私から言わせれば、非常に特に東側半分は非常に使い勝

手が悪く、雨上がりなんかひどい状態だと。改めてそういうことでお伺いしますけど

も、野球場のところだけだと言えば、内野席だのぐうっと今言ったような半分くらい

は含まれるのか。そうでないと、実際やっても後からまた問題出るようでは困ります

ので、その辺も含めて細かい説明をお願いしたいなと思っています。

５９ページ、農地農業施設災害、三ツ森池のため池の補助金の関係です。いろいろ

な理由があって減額ということで聞いておりますけども、説明あったら私聞き逃した

ということでご勘弁願いたいと思いますけども、改めてあそこのところの三ツ森ため

池が、今後どのような計画で何年で完成していくのか、どのような資金を活用してい

くのか、改めて説明をお願いしたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ３７ページの米粉の関係ね、これは米の需要関係で、今後やっぱり

拡大推進を図っていく必要があると、そういうふうに考えております。今回の中止に

なった大きな原因は、米そのものが作付けできるのかできないのか。そして、この風

評の状況、こういうときに結局米粉関係については腰折れしたと、そういうことが補

助の一旦打ち切りみたいな形になった。だから、ちょっとやっぱり米そのものの普及

を図ってね、風評等も克服をして、そして、当然のことながら需要拡大のために米粉

関係等については推進をしていく。当然のことであるというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ６番議員さんにお答え申し上げます。

まず、５１ページの玉井小学校の駐車場につきましては、先ほど答弁しましたとお

り、砂利を敷いたりして中途半端というか、そういう工事よりも、まず、舗装までい

きたいということですので、４月以降、プール周りの除染等と含めて、駐車場も表土

が剥げれば剥いで、２４年度中にでも完全に舗装する方向の検討はしたいというふう

に考えておりますので、まあ中途半端にしないで舗装までして使いたいということな

ので、ちょっと１～２年かかると思います。

それから、５３ページの暗渠関係ですが、これは先ほど言いましたように、国の補

助金をもらうために少し高額な予算を取りましたが、実際、補助金がだめだというこ

となので、現実的に少し絞ってということですが、ソフトボールのほうにもいきます

ので、野球は全面、ただし、ライト側は土が入っていますので工事することはできま

せんので、ライト側を除いたところについては、ほぼ全面で暗渠工事をやるというこ

とでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ６番議員さんにお答えをします。

三ツ森ため池の復旧計画という中身でございますが、今年度につきましては堤体県

単の開口クラック、口の開いているところを復旧を進めまして、それらの現在の堤体

をカットするという形でございますが、これを下流側の押さえ盛土に使用して補強す
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ると。２４年度の計画では、今度堤体の内側、上流側になりますが、それの押さえ盛

土を行って、波除工を施すということで、２３年度事業につきましては、今のところ

２４年の９月までの工期と。２４年分につきましては、繰越により２５年の１２月ま

でというような形になっているようでございます。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１２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１３号「平成２３年度大玉村国民健康保険特別会

計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。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３，議案第１４号「平成２３年度大玉村玉井財産区特別会計

補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（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。
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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４，議案第１５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５，議案第１６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。

（「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６，議案第１７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７，議案第１８号「平成２３年度大玉村水道事業会計補正予
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算について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（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８，議案第２８号「副村長の選任について」を議題といたし

ます。

遠藤武君の退席を求めます。

（副村長遠藤武君 退席）

質疑を許します。６番。

○６番（佐々木市夫） 今回、人事提案、副村長さんの人事、村長さんがあらゆることを

熟慮しまして、今回の提案であれば、基本的には反対する立場にはありません。しか

しながら、ちょっと懸念される面がありますので、改めてお伺いしたいと思います。

遠藤副村長さんにおかれましては、その能力、更に指導力、非常に優れたものがあ

りまして、その立場で長い間、村政執行に多大なる貢献と職責を全うしてきたという

ことは、皆さんも周知のとおりかと思っております。しかしながら、最近では特に家

庭の事情が残念ながらそのことで大変な日々を過ごしてきたと推察するものでありま

す。村長が職責で当然、この村を離れることが多い中、懸命に庁内をまとめ、職員の

督励に努められてきましたが、まあややもすると、私からもそうですけども、いろん

な方からも、早くやっぱり家に帰らなければならないので、そういう事情が重なる中

で、ややこの人身掌握と職員の皆さんの意欲向上の観点から一部不安視する声も聞か

れたのも事実であります。また、一方ではそんな中、当人からは、今期でその任を辞

職したいというような噂も漏れ聞いたところでもあります。そういうことであります

から、正に今、昨年の大震災、原発事故からの復興元年の年となる今日でありますか

ら、当然、今後も激務が予想される中、やはりこの大げさに言えば命を落として職責

を全うする決意と覚悟が必要と考えます。当然のことながら、今回の人事、こういう

ことでございますので、村長さんとしても、そのことを十分認識されまして、当事者

とも納得のいく話し合いの中でのご提案であろうかと存じますが、この際、改めてそ

の点を確認いたしたく、村長の見解を求めるものであります。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 予想もしなかったこういう大震災、原発事故災、これをやはり真っ

正面から向き合っていかなくちゃならない。そういうことも考えて、今いろいろと心

配の節の質問もございましたが、本人の意欲のほど、また、私も今言ったような、そ
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ういう大優先、こういう考え方の下に提案をさせていただきました。ご理解のほどを

お願いを申し上げたいと存じます。

○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。

ここで副村長の入場を求めます。

（副村長遠藤武君 着席）

○議長（佐藤 悟） ここで副村長に再び選任されました遠藤武君よりごあいさつをいた

だきたいと思います。遠藤武君。

○副村長（遠藤 武） ただいまご同意いただきましてありがとうございます。

３期、３１日で満了になるわけでございますけれども、誠心誠意やってきたつもり

でございます。なお、これからまた、皆様方のご指導、ご協力いただきながら誠心誠

意職責を全うしたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げまして、あい

さつといたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第９、議案第２９号「教育委員会委員の任命について」を議題

といたします。

教育長押山利一君の退席を求めます。

（教育長押山利一君 退席）

○議長（佐藤 悟） 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。

押山利一君の入場をお願いします。

（教育長押山利一 着席）

○議長（佐藤 悟） ここで、教育委員会委員に再び選任されました押山利一君よりごあ

いさつをいただきたいと思います。押山利一君。

○教育長（押山利一） ただいま教育委員の同意をいただきました。ありがとうございま

す。教育長として６年間務めさせていただきました。今、推進しております村の教育
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改革を更に進めると同時に、村政振興に微力ながら尽くしてまいりたいと考えており

ます。議員皆さんのご協力も併せてよろしくお願い申し上げたいと思います。よろし

くお願いします。

○議長（佐藤 悟） 押山利一君のあいさつが終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第３０号「区長の委嘱について」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） ここで暫時休議いたします。再開は午前１１時１０分といたします。

（午前１０時５５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時１０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１１、議案第１９号「平成２４年度大玉村一般会計予算」に

ついてから議案第２７号「平成２４年度大玉村水道事業会計予算」についてまでを一

括議題といたします。

これより付託した各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、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３月９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平成２４年

度予算議案を審査するため、３月１２日、１３日、１４日の３日間、第２委員会室に

おいて、全委員出席し、更に付託事件について説明を受けるため、総務課長、企画財

政課長、税務課長、教育総務課長、生涯学習課長、出納室長、アットホームおおたま

支配人に出席を求め、委員会を開催いたしました。

当委員会に付託されました平成２４年度大玉村一般会計予算について、歳入全般、

歳出については総務課、企画財政課、税務課、出納室、アットホームおおたま及び教

育委員会の所管に関する予算並びにほかの常任委員会の所管に属さない事項の予算、

平成２４年度大玉村玉井財産区特別会計予算、平成２４年度アットホームおおたま特

別会計予算、平成２４年度大玉村土地取得特別会計予算について、慎重なる審議を行
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いました。その結果、総務課については、職員の資質の向上を求めること、光ファイ

バーの活用について、検討を願うこと。企画財政課については、役場庁舎改修事業に

ついて、安心、安全の改修に努めること。また、復興活性事業の村民参加、再生可能

エネルギー事業に学術機関との連携を図ること。税務課については、納税貯蓄組合存

続の意義。教育委員会関係では、特にスクールバスの運転手の健康診断の必要性、村

民運動会の運営について慎重を期すこと。アットホーム運営については、特に料理の

充実、メニュー設置などのサービス向上に努めること。

以上、その対応を慎重に検討されることを付け加え、全委員一致をもって原案のと

おり可決すべきもの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平成２４年度予算議案について

の審査結果を報告いたします。

平成２４年３月１５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

よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 委員長報告が終わりました。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、総務文教常任委員会委員長に対する質疑

を打ち切ります。

次に、産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。１０番。

○産業厚生常任委員長（須藤軍蔵） 議長の命によりまして、産業厚生常任委員会の審査

結果を報告いたします。

去る３月９日の本会議において、産業厚生常任委員会に付託されました平成２４年

度予算議案ついて審査するため、第一委員会室におきまして、３月１２日、１名欠席、

１３日、１４日両日、全委員出席、更に当局から付託事件に対する説明を受けるため、

農政課長、農地再生室長、農業委員会事務局長、上下水道課長、建設課長、住民生活

課長、健康福祉課長の出席を求めて、委員会を開催いたしました。

当委員会に付託されました平成２４年度大玉村一般会計予算について、歳出のうち

農政課、農地再生室及び農業委員会、上下水道課、建設課、住民生活課、健康福祉課

の所管に関する予算、平成２４年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算、平成２４

年度大玉村水道事業会計予算、平成２４年度大玉村国民健康保険特別会計予算、平成

２４年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算、平成２４年度介護保険特別会計予算に

ついて、慎重に審議をいたしました。東日本大震災、原発災にかかわる事業執行にあ

たっては、農政課については、農地の除染はもちろん、米をはじめとする農畜産物の

安全、安心のために取り組みを強めること。建設課、上下水道課においては、震災に

おける災害に伴うライフラインの復旧に全力で取り組まれること。住民生活課におい

ては、村内すべての除染、住民の不安を解消されるために、万全を期されること。健

康福祉課においては、放射線による健康不安を取り除くため、健康管理事業になお一
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層の努力をされることとし、これらを踏まえ、付託されたすべての案件について、厳

しい財政状況の折、なお一層の効率的な予算執行にあたることを要望し、全委員一致

をもって原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。

以上のとおり産業厚生常任委員会に付託されました平成２４年度大玉村一般会計予

算、大玉村農業集落排水事業特別会計予算、大玉村水道事業会計予算、大玉村国民健

康保険特別会計予算、大玉村後期高齢者医療特別会計予算、大玉村介護保険特別会計

予算についての審査結果を報告いたします。

平成２４年３月１５日

産業厚生常任委員会委員長 須藤軍蔵

大玉村議会議長 佐 藤 悟 殿

以上であります。よろしくお願いを申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 委員長報告が終わりました。委員長報告に対する質疑を許します。

７番。

○７番（佐藤誠一） 産業厚生委員長に質問いたします。

今、農政関係で農地の除染について言われましたけども、今後、ここ１か月でゼオ

ライトとケイ酸カリ石灰ふって３０センチまで地盤を掘り起こすんだということが言

われておりますけれども、時期的に、また技術的に、あと機械的に、人的に、この１

か月で可能なのか、そういった審議をされたのか伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○産業厚生常任委員長（須藤軍蔵） 今の７番さんのお尋ねであります。それらのことも

様々なこの委員会審議の中では、現状の気候の問題なり、大変だなというような話も

当然なされまして、更にはまた実際問題として、じゃ３０センチがどうなのかという

ようなことについてもいろいろとるる話をされました。しかしながら、これ全体とし

て、そういうものを進めなければならないという状況の中で、しっかりとそういうも

のを踏まえて実施されるようにということを議論をしたところであります。

以上であります。

○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、産業厚生常任委員会委員長に対する質疑

を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、日程第１２、議案第１９号から議案第２７号までの各議案に

ついて、順次討論並びに採決を行います。

議案第１９号「平成２４年度大玉村一般会計予算について」をお諮りいたします。

本案について討論を省略し、採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。

これより議案第１９号を採決いたします。
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本案に対する各委員長の報告は原案可決です。本案について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（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） 議案第２０号「平成２４年度大玉村国民健康保険特別会計予算につ

いて」をお諮りいたします。

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２０号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案について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（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） 議案第２１号「平成２４年度大玉村玉井財産区特別会計予算につい

て」をお諮りいたします。

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２１号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案について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（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） 議案第２２号「平成２４年度アットホームおおたま特別会計予算に

ついて」をお諮りいたします。

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２２号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案について委員長報告のとおり決す

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） 議案第２３号「平成２４年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算

について」をお諮りいたします。

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２３号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案について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（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） 議案第２４号「平成２４年度大玉村土地取得特別会計予算につい

て」をお諮りいたします。

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２４号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案について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（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） 議案第２５号「平成２４年度大玉村介護保険特別会計予算につい

て」をお諮りいたします。

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２５号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案について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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。



-243-

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 議案第２６号「平成２４年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算に

ついて」をお諮りいたします。

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２６号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案について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（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） 議案第２７号「平成２４年度大玉村水道事業会計予算について」を

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２７号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案について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（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１３、情第１号から陳情第３号までを一括議題といたします。

これより付託した常任委員会の委員長から審査の結果の報告を求めます。１０番。

○産業厚生常任委員長（須藤軍蔵） 議長の命によりまして、産業厚生常任委員会の審査

結果について、ご報告をいたします。

去る３月５日の本会議において、産業厚生常任委員会に付託されました陳情３件に

ついて審議するため、３月１４日、午後１時５０分から第一委員会室において、全委

員出席し、更に付託事件に対する参考意見聴取のため、企画財政課長、住民生活課長、

健康福祉課長、生涯学習課長の出席を求め、委員会を開催いたしました。

陳情第１号「福島県における脱原発の実現と、住民の命と健康を守り、補償の実現、

安心して暮らせるふるさとを取り戻すための取り組みを求める陳情書」について、慎

重審議の結果、全委員一致をもって採択すべきものと決定をいたしました。

次に、陳情第２号「防災対策など住民の安心・安全を支える行政サービスの体制・
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機能の充実を求める陳情書」について、慎重審議の結果、全委員一致をもって趣旨採

択すべきものと決定いたしました。

次に、陳情第３号「放射能汚染物仮置き場施設に大玉村村民グランドを使用する事

に反対する要望について」、慎重審議の結果、採択すべきとの意見もありましたが、

継続審査と決定いたしました。

以上のように産業厚生常任委員会に付託されました陳情３件についての審査結果を

報告いたします。

平成２４年３月１５日

産業厚生常任委員会委員長 須 藤 軍 蔵

大玉村議会議長 佐 藤 悟 殿

以上であります。よろしくお願いを申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 産業厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。

産業厚生常任委員会委員長に対する質疑を許します。６番。

○６番（佐々木市夫） 最後の要望書の村民グランド仮置き場の件について、委員長さん

にお尋ねしたいと思います。

審査報告ですと、採択すべき意見もあったけども継続審査ということのようです。

いずれにしましても、一般質問で私言いましたけども、なかなか難しい問題で、いろ

んな議論もあったのかなと思います。ところで、継続審査ということであれば、今後、

どのようなことを想定して、採択でなく継続審議ですから、どのようなことを想定し

て継続審議としたのか、その辺のもし事情がお知らせいただければ有り難いというよ

うなことでよろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○産業厚生常任委員長（須藤軍蔵） ６番議員さんのお尋ねでございますが、継続審査に

した主たる中身は何だということでございます。いろいろるる検討した結果でござい

ますけれども、これただ単に今までの普通のと言いますか、陳情、請願ということで

あれば、できればそこでどうだというふうにきちんと決めるべきだという性格でもあ

ろうというふうにも思いますが、これの問題については、お互い住民皆さんも我々も

全員いわば被害者と、そういう中で、より安全のためにはこれ一丸となって取り組ん

でいかなければならないんでないかというような話の中で、やはり住民の皆さんも陳

情者も我々も当局も一緒になってお互いに努力をもっとする必要があるんでないかと、

こういうようなことの観点から十分陳情者のご意見も承れば、それはそれとしてやっ

ぱり当然大事なことでありますから分かるわけであります。そういうことを十分配慮

した結果、やはり継続として努力していこうと、こういうことに相成ったことでござ

いますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○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、質疑を打ち切ります。

陳情第１号「福島県における脱原発の実現と、住民の命と健康を守り、補償の実現、
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安心して暮らせるふるさとを取り戻すためにの取り組みを求める陳情書」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） 陳情第２号「防災対策など住民の安心・安全を支える行政サービス

の体制・機能の充実を求める陳情書」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趣旨採択です。

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） 陳情第３号「放射能汚染物仮置き場施設に大玉村村民グランドを使

用することに反対する要望書」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継続審査です。

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１４、選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。

お諮りいたします。

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推薦に

したいと思いますが、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、選挙の方法は、指名推薦で行うことに決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） お諮りいたします。

指名の方法について、議長が指名したいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）
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○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 選挙管理委員には、佐藤美一君、後藤寅一君、武像鐵夫君、角田力

雄君、以上の方を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長が指名した方を選挙管理委員の当選人と定め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、ただいま指名いたしました佐藤美一君、後藤寅一君、武像鐵夫君、角

田力雄君、以上の方が選挙管理委員に当選されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） お諮りいたします。

選挙管理委員補充員の指名については、議長より指名したいと思いますが、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。

したがって、議長より指名いたします。

選挙管理委員補充員には、角田善一君、斎藤かよ子君、渡邉政司君、渡邊正道君、

以上の方を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長が指名した方を選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ご

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、ただいま指名いたしました角田善一君、斎藤かよ子君、渡邉政司君、

渡邊正道君、以上の方が選挙管理委員補充員に当選されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 補充の順序は、ただいま議長が指名した順序にしたいと思いますが、

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。

したがって、補充委員の順序は、ただいま議長が指名いたしました順序に決定いた

しました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１５、閉会中の継続調査申し出についてを議題といたします。

議会運営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
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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。

議会運営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。

よって、議会運営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を

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）

配付漏れございませんか。（なし）

配付漏れなしと認めます。

ただいまお手もとに配付いたしましたとおり、議員発議第１号「福島県における脱

原発の実現と、住民の命と健康を守り、補償の実現、安心して暮らせるふるさとを取

り戻すための取り組みを求める意見書について」及び産業厚生常任委員会委員長から

「閉会中の継続審査申出について」が、提出されました。

お諮りいたします。

議員発議第１号及び産業厚生常任委員会委員長から「閉会中の継続審査申出につい

て」までをそれぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１、追加日程第２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。

したがって、議員発議第１号及び産業厚生常任委員会委員長から「閉会中の継続審

査申出について」までをそれぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１、追加日程第２

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、議員発議第１号「福島県における脱原発の実現と、

住民の命と健康を守り、補償の実現、安心して暮らせるふるさとを取り戻すための取

り組みを求める意見書について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。５番。

○５番（鈴木宇一） 議員発議第１号、福島県における脱原発の実現と、住民の命と健康

を守り、補償の実現、安心して暮らせるふるさとを取り戻すための取り組みを求める

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１項の規定により提出します。

平成２４年３月１５日

大玉村議会議長 佐藤 悟 殿

提出者 大玉村議会議員 鈴木宇一
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賛成者 同 武田悦子

提出先 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣

経済産業大臣、文部科学大臣

朗読をもって意見書案の提案理由説明とさせていただきます。

福島県における脱原発の実現と、住民の命と健康を守り、補償の実現、安心して暮

らせるふるさとを取り戻すための取り組みを求める意見書（案）

東京電力福島第一原子力発電所の事故により、福島県全体が極めて大きな打撃を受

け、県民の精神的、経済的損害は計り知れない状況にあります。

放射能汚染問題は除染後の放射性廃棄物の処理の問題も含め、一層深刻さを増すと

共に、１万人を超える子どもたちが県外に転出するなど、県民の将来への不安と閉塞

感は極限状態に達しています。

つきましては、原発事故そのものの一日も早い完全収束と、子どもを含む県民の命

と健康を守り、住民の全生活面における完全補償等、安心して暮らせる郷土を取り戻

すために、政府において次の措置を取られるよう強く要望いたします。

１．速やかに事故の完全収束を図ると共に、県内すべての原子力発電所の廃炉を実現

すること。

２．福島県を再生可能エネルギーの研究・開発・生産の拠点とするための施策を推進

し、また産業界に働きかけること。

３．全県民に「手帳」を交付し、将来にわたって定期的な検診を無償でおこなう施策

を行うこと。また子どもの医療費の他、放射能との関連が疑われるすべての疾病の

医療費の無料化を行うこと。

４．事故の収束に当たっている原子力発電所の作業員の健康管理に万全を期するとと

もに、労働環境を改善すること。

５．避難者の住宅・職業（雇用）・健康・子どもの教育等々、全生活を補償すること。

宅地・農地・海洋・会社工場・教育施設等の放射線除去に全力を注ぎ、住民が1日

も早く戻れるようにすること。

６．風評被害を含めて深刻な被害を受け、存亡の危機に立たされている、県内農漁業、

商工業、製造業、観光業をはじめとする、全ての被害を賠償し生活を保障すること。

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２４年３月１５日

福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟

以上であります。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第１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。
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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） 次に、追加日程第２、「閉会中の継続審査申出について」を議題と

いたします。

産業厚生常任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、閉会中の継続審査の申し出があります。

お諮りいたします。

産業厚生常任委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご

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、産業厚生常任委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とするこ

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２４年第２回大玉村議会定例会を閉会といた

します。ご苦労さまでした。（午前１１時４６分）
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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２４年３月１５日

大玉村議会議長

大玉村議会議員

大玉村議会議員


