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平成２５年第３回大玉村議会定例会会議録

第１２日 平成２５年３月１５日（金曜日）

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

７番 佐 藤 誠 一 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。

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 遠 藤 勇 雄

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 舘 下 憲 一

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 武 田 孝 一

健康福祉課長 菊 地 平 一 郎 農地再生室長 武 田 好 広

会 計 管 理 者
佐 々 木 正 信 教育総務課長 菅 野 昭 裕

兼 出 納 室 長
農 業 委 員 会

生涯学習課長 作 田 純 一 本 多 保 夫
事 務 局 長

アットホーム
中 沢 武 志

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１４号～第２０号、議案第３０号）

委員会付託事件(平成２５年度予算議案)の委員長審査報告

議案の討論・採決（議案第２１号～議案第２９号）

閉会中の継続調査申出について

(1) 議会運営委員会

追加議事日程

議員発議第２号 北朝鮮の核実験に断固抗議する決議

閉会中の継続調査申出について

○総務文教常任委員会

○産業厚生常任委員会
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は１２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） なお、総務課長の遠藤勇雄君から、体調不良のため欠席する旨の届

出がありましたので、ご報告申し上げます。

◇ ◇ ◇

○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１４号「平成２４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） 平成２４年度最後の補正予算でございますけども、前代未聞の４億

６,７２６万６,０００円の減額でございまして、主なる理由といたしましては、２ペ

ージ開くと、第１の理由は、県支出金からの県補助金、これが最大の理由。あとは１

４の国保支出金、これらのお金はすべて交付金なり補助金としてくるわけでございま

すけれども、元を質せば予算の組み方がこれくるんであろうという要素が非常に高く

て、早い話が下手な予算の組み方だったなというふうに思う人もいると思いますけれ

ども、私もやっぱり予算の組み方にちょっと甘さがあったのだろうというふうに認識

することから、次の質問をしたいと思います。

１９ページお願いしたいと思います。１９ページの県支出金の災害対策費の１億

７,４００万円関係なんですけども、これらについての正当なる理由は何だったのか、

お伺いいたします。これは除染対策の交付金と農業経営の汚染についてのこの２件に

ついて伺いたいと思います。

２５ページの諸収入の中で、延滞金５２万３,０００円計上されておりますけども、

これなる理由を説明願いたいと思います。

３５ページ、３５ページの１３の委託料、開発と復興関係の３００万円と３６７万

５,０００円の件について、どのような理由だったか説明願います。

下段になりますけれども、海外派遣４１７万６,０００円、台風だのの関係で早め

に帰ってきたという理由もあったそうですけども、にもかかわらず、来年度の予算で

は８６５万円を計上しているんです。単純に見てみますと、半分の行程で旅行を中断

して帰ってきたということでございますけれども、この海外事業に関する時期ですね、

この時期について、どういうことがあっても、やっぱり台風の来るシーズンはやっぱ

り台湾などは台風の通過点になっておりますので、その点どのような当局はどのよう

な考えを持っているのか、伺っておきます。
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３７ページ、ここでも膨大な△計上になっておりますけれども、農業関係除染対策、

これ④になりますけれども、これらの総額１億５,８３５万９,０００円の正当なる理

由をお示しいただきたいと思います。以上、これだけお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 冒頭についての予算の編成の有り様についての質問でありますから、

私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。

予算の甘さがあったのではないかということでございますが、甘さはありません。

予算は、あらかじめ予定しているものを編成する。その時点に予定されてないものは

予算に計上できない。そのために、補正という機会がございます。そういう意味で今

回計上したということでございますから、その点はよく理解をしていただきたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに、１９ページの農業系汚染廃棄物と歳出の３７

ページの同じ農業系汚染物廃棄の減額１億２,０００万円ということで、その理由に

つきましては、予算計上する段階で畜産農家へ依頼し、汚染された稲わら、牧草、堆

肥等の量を調査し、処理量を集計して予算計上を行ったところでございますが、牧草、

稲わらについては、ロールの数で数量を把握したところでございますが、堆肥につい

ては山積みになっているものを立米換算で行い、また堆肥については、畜産農家が自

己所有農地に散布する場合は、基準の４００ベクレルを超えても自己農地であれば散

布できるということで、実際、実施段階でそれらのいわゆる主に堆肥関係の処理数量

が減った関係で減額になったところでございます。

続きまして、１９ページのやはり除染関係と、あと農地の除染作業の委託料、これ

らは畑の除染数量、除染関係で計上したところでございますが、当初８０ヘクタール

ほど予定し計上したところでございますが、農家のいわゆる実際に業者に委託して

２９ヘクタールほどのいわゆる数量が減になった関係で、それらの歳出の減になった

関係で歳入も減になったという内容でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。

この除染対策交付金５,１８３万５,０００円の減額ですけれども、３５ページから

３７ページにかけて災害対策費の歳出の補正予算計上されてますが、これについては

財源調整として出てきているものでありまして、事業費そのものの減額等はございま

せんので、ご理解を賜りたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ７番議員さんにお答え申し上げます。

２５ページの諸収入延滞金でございますが、これにつきましては、１５ページの個

人村民税、それから固定資産税の滞納繰越分の処分により、延滞金を歳入したもので

ございます。以上です。

○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。

３５ページの諸費の委託料関係の減額の理由でございます。まず、開発測量設計等

業務委託料、当初で１,５００万円ほど、現在までの間で１,５００万円ほどの予算を

計上しておりました。今回、現在開発許可申請関係で契約しているのが大体９００万

円、これから追加の申請等も予定しております。これについては、繰越明許費の中で

２５年度にわたってするということで、１,２００万円程度の所要を見込んでおりま

す。そういう意味で、１,５００万円あった予算のうちから３００万円を減額するも

のであります。

それから、復興活性化計画調査業務委託料、これについては、当初４２０万円を予

定しておりました。６次化にかかわるいろんなコンサル、そういうものを予定してお

りましたが、福島大学との連携によりまして５０万円程度で済むということで、その

差額を今回減額計上したものであります。

それから、同じページのふるさと創生事業費の中の海外派遣事業費であります。当

初予算では８６０万円程度見ておりましたが、これの中身については４５にプラス随

行４人、４９人、なおかつ１人当たりの渡航費用１５万円というような計上で見てお

りました。これらについて生徒の数が４５人から３７人に減ったと。それから渡航費

用が１５万が１０万９,０００円程度で済んだということで、大幅な減額を今回見た

ところであります。それから渡航の時期でありますが、なかなか中学校との兼ね合い

の中で３泊４日の行程を確保できるのは７月の下旬、夏休み早々の時期しかないとい

うことを踏まえてのことであります。今回、台風等にあいまして半日程度早く帰って

きましたけれども、それらについての特別、それについて減額がされたということで

はありません。２５年度以降についても、中学校とこれからいろいろ相談してまいり

ますが、現時点においては、やっぱり７月の下旬がいちばん最適なのかなというふう

に考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 先ほど村長は、私の冒頭の質問に、予算の計上には不備がなかった、

甘くはなかったということでございますけれども、４億６,７００万円も補正すると

いうことは、今回これ除染関係も絡んでくると思うんですけれども、通常の予算、い

わゆる昨年度までの予算関係でありますと３０数億でございますので、１割も補正す

るということは、これ大変なんですね。今回、これ約８０億でございますので、４億

６,０００万円というのは５％ほどだと思いますけれども、その予算について見通し

が甘くなかったということは、これ私は納得しないので、どの係数、どのパーセント

までなら予算がすんなりいくなり、不備でなかったというものを数字を挙げて明確に

私に答弁していただきたいというふうに思っております。

また、除染関係、一般に伺いますけども、特に面的除染としてやっている今、住宅

除染、更にいっぺんにやった酪農、肉牛関係の草地の天地返しですね。やはり、皆さ

んそれぞれ今まで見たときのないような膨大な予算を持っているために、やっぱりそ

れぞれの行政に対するやっぱりちょっと不安もあると思うし、こんなお金使ったこと
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ないからどうなのかという、大風呂敷を広げて予算を計上するのではないかという、

そういった見方もする人もおりますし、私もその一人であります。したがって、やっ

ぱり来年度、これ約５０億の除染をするわけでございますけれども、一般会計予算の

１.２～１.３倍の予算をある課若しくはもう１つの課くらい携わってやっていくにお

いて、人的なこれ配置はこれ無理がないのか、その点を伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 予算というのは先ほど申し上げました。一応予定している状況で予

算編成をする。今回７０うんぬんという数字の中のそれぞれ何を根拠にという今質

問でございますが、根拠は先ほどそれぞれ担当課長が申し上げました。これが有事で

すから、予定されてないようなことをなさねばならないことをなさねばならない。だ

から、前向きに積極的に、視点はやっぱり除染等、こういうものの取り組み姿勢、こ

れはやっぱり積極的に取り組みをしていかなくちゃならない。しかし、これは相手の

あることでございますから、これはやはり具体的に事業を執行することについては、

予定と実際の状況というのはこれは変わります。対国の関係とか、対県との関係、あ

るいはまた実際事業を進める関係等において、こういう有事の際にはこういう、大体

これね予算の総額自体が通常でないんです。これはね。今回だって、これ２４年度、

７５億３,４００万円、こういう膨大なる予算で２４年度もあるわけでございますか

ら、前向きでやろうという中でのいろいろ今いったような、そういう理由と根拠の下

にこのような補正が生ずると、これはやっぱり前向き、積極的に取り組みをするんだ

という姿勢、これは大切だと思うんです。こういう理由と根拠は議会に明らかにして、

それぞれ信用していただいてきておるわけでありますから、その辺はよく理解をして

いただく必要が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（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。

住宅除染に関して予算措置、膨大な予算になっています。本年度についても、ある

いは２５年度についても。これにつきましては、２８年度までに除染を完了するとい

う除染計画がございます。それに基づいて予算措置をしているところでありまして、

予算措置、積算については県の積算基準に基づいてやってますので、決して大風呂敷

を広げるような、そういう予算ではないというふうに考えております。人的配置の問

題もございました。不安はないかということでありまして、非常に事業量が拡大して

きますから、現状の体制では無理だということで、当初予算でも新たに福島市町村支

援機構から技術職員を派遣していただくと、こういうふうな予算措置を当初で掲げて

おります。この２３年、それから２４年、２５年と、２５年度については３年目、半

ばを迎えるわけですね。以前の議論でもありましたけれども、早くやらないと資金不

足するのではないか、こういうご指摘もございました。私たちもそういう不安も持っ

ていますので、いち早くやっぱり発注ししていくということが、これ基本ではないか

と、このように考えております。かなり我々としては速いスピードでやっているつも

りでありますけれども、住民の中からは、それでも遅いと、こういうやはり声もあり
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ます。そういう点で私たちはかなり大きな予算になってますけれども、いち早く全村

を１回の除染を着手する。これがやっぱり今、我々に課せられている大きな課題では

ないかと、このように考えておりますので、予算規模だけではなくて、現に全村やる

ということでかなり進んでいるわけなので、予算の大小については、とかく我々とし

ては大風呂敷だとか、そういう印象は持ってございません。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 今ほどもいろいろありましたが、７０億の中の減額４億なにがしと

いうことでございますが、これは年度末という特殊な事情で調整という時期柄からし

ても、ある程度はやむを得ないのかなと思っておりますが、私は、ここで繰越明許費

がかなり膨大な事業と額になっているんですね。約８億なんですよ。これは２４年度

に消化しきれなかったということだろうと思いますが、これが２５年度に繰り越しで

やると、約８億。それから今度の当初予算の除染関係は約５０億と、こういう関係に

なってきますと、いわゆる部局、役場のいろんな課の部局において非常に負担、重荷、

そういうものが出かねない。いわゆる人材配置の異動とか、そういう形をもってこれ

スムーズに執行されるべきだろうと私は考えているんですね。その辺についてどのよ

うにお考えか、どのように進めるお考えなのか、まず村長に伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど申し上げました。

有事といいました。こういうときには、こういう姿勢を示して、対住民の安心安全

を確保しなくちゃならない。そのためには本来ですと２４年度にできる分だけ事業計

画をして、そして投ずると。そういうことにすれば通常の事務はそれでいいんです。

ただ、除染絡みについては、そういうことではだめですよと。これは課も数やらなく

ちゃならない。そういうために、２４年度のこれ１月に発注しているんだわね。これ

普通だったら１月に発注すれば３月３１日には終えることはできないんです。それで

は進まないんです。だから、これは発注しろと。そして、当然これはその分だけ進む

んです。そして、これ繰越明許でやると継続していきます。２５年度にまた予算を措

置しました。したがって、今度は２４年度の繰越明許でやって、終わればすぐ２５年

度の発注できるんです。だから間を置かずやっぱりこういうことについてはやってい

かないと、これは住民の安心安全を確保できないよ。だから、有事に対しては、やっ

ぱり有事の姿勢でやっぱり取り組みをしていくという、これが今質問された、そうい

う繰越明許、それから新年度予算、これも当然繰り越しでいきますから、２６年度に

新年度予算もこれは繰り越していきますから、この除染関係はね。そういうことも、

やっぱり間を置かずやっていくという、そういう強い姿勢でいかないと、またこれだ

けで済まないんです、住宅だけでは。次、今度また別のこともありますから。こうい

うものもどんどんどんどん取り組みをしていきませんと、やはりこれは住民の安心安

全は確保できない。除染が進まない。また、いろいろ今のようなことでいくかと思う

と、これいろいろ変化があるんです。早く進めないと遅れると、これは取り返しの付

かないことになるんです。そういうこともひとつ、よく分かっていただきたいと思い
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ます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） そのことは十分分かっているんですよ。これは進めなくちゃいかん

と、当然だと思いますよ。私の言いたいのは、各部局において非常にこれ負担大きい

作業等が出てくる恐れがあるんじゃないかということで、人材の配置等も考えながら

スムーズに進めてはどうなのかなという観点からの質問なんですよ。決して、どうの

こうの、やるべきじゃないなんていうことは一言も申しておりません。そういうこと

でございます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど担当課長のほうからも、支援機構のほうに要請もして来ても

らう予定でおります。あと、それで満足かと。これはやっぱり事を為していくために

は人が為すわけでありますから、それ相当の態勢を整えて、これはやっぱり事業を進

めるという考え方でおります。

○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、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１４号を採決いたします。

本案を、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（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１５号「平成２４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。
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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（佐藤 悟） 日程第３、議案第１６号「平成２４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４、議案第１７号「平成２４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５、議案第１８号「平成２４年度大玉村土地取得特別会計補

正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 今回の２００万円の補正でございますけれども、これは一度昨年の

１２月に駐車場として確保した土地に間違いないのか。この２００万を増額するにあ

たって、面積の増減があったのか、なかったのか、２００万円のまず根拠を示してい

ただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ７番議員にお答え申し上げます。

まず、面積を先に申し上げますと、面積の変更はございません。２００万円の根拠

でございますが、１２月補正予算で１,８００万円、以前ご説明申し上げましたけれ

ども、この用地につきましては、平成２年から現在まで村民運動場並びに屋体関係の

駐車場に利用してございます。賃貸借契約をそれぞれ相続人の代表と結んで現在に至

ってございます。交渉関係につきましては、諸事情がありまして、村直接でなくて宅
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建業者を仲介に入れて今交渉中でございます。したがって、１２月補正の１,８００

万円につきましては、あくまでも予定、交渉過程の一段階と。今後いろいろ宅建業者

とのやりとりがございまして、これを上回る可能性があるという情報が入ってきまし

たので、この１２月補正の１,８００万円をまず超えるであろうと、確実な数字はま

だ出ておりません。あくまでも第三者の交渉でございますから、村としては是非あの

土地をほしいと。したがって１,８００万円、あるいは１,８５０万円になるかもしれ

ません。ただ、そのときに執行できないのでは土地の取得ができませんので、１２月、

３月補正でやって繰越明許をしたいということであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 今、副村長が説明しましたけれども、一度これ１２月、我々１,４７８

平米の土地１,８００万円で可決しているんですね。そのときには、そういった予想

もつかない２００万円の増額もあり得るということは当局で認識していたんでしょう

か。やりとりの中で相手がございまして、不動産屋の話ですと、相手は弁護士を立て

ているということなんですね。当初ですと、５人だったんですけれども、現在は２人

だけになった。私も不動産会社に、この予算書を見た後に電話をしたんですね。あの

辺の路線価格はどうなんだと。路線価格からいって相当高いと思うんですよ。それに、

公共用地としますと免税措置も出ます。こういったたぐいからいきますと、今後も副

村長が言ったように、隣接につきましては今のところ賃貸契約を結んでおり、後々西

側の土地を買いたいと。これは１つ理由があって、今度の大山公民館の予定地であろ

う、その土地の持ち主なんですね。今年度いっぺんに買っちゃうと、これ免税措置の

限度額超えちゃうんです。簡単に考えますと。そのために２５年度以降買う予定があ

ると、これ副村長、私の答弁のときちゃんとうたってるんですよ。それで伺いますけ

れども、あの六社山地区の路線価格はどのくらいになっているのか、伺いたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ７番議員さんに再度お答え申し上げます。

まず、結論から申し上げますと、路線価格、ここの土地につきましては宅地並み雑

種地であります。路線価格ということでありますけれども、村の宅地、あの周辺の宅

地の道路買収単価、これが平米１万７,５００円で、税関係の課税標準額を積算する

基礎的な考え方でありますが、宅地並みの雑種地となりますと宅地の７０％を見込ん

で課税標準額を設定しているのが普通であります。したがって、１万７,５００円の

７０％を掛けますと、平米単価は１万２,２５０円というのが今、７番さんがおっし

ゃられた路線価格に相当する価格だと。この場合に実勢価格というのがございます。

これは更にこれに０.７５を割り増しします。その割り増しした単価が、この１,４８７

平米に掛けますと、実勢価格が１,４００万円ほどになります。したがって、１２月

補正の段階で１,８００万円という価格を想定したのは、この根拠の下で設定してご

ざいます。この２００万円については、先ほどお答え申し上げたとおりであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。
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○７番（佐藤誠一） 先ほども副村長は、これ不動産屋がこの価格以上の可能性があると

いうことを言ってきたということ、先ほど答弁しておりますけれども、私は、この不

動産屋とも話をしたんですよ。電話で。セールスの方は知っておりますし、そうしま

すと、やはり一度これ可決して私たちも２０万円の手数料すぐ入ると思っていたと。

これ副村長言っていますね。２０万円は手数料、１,８００万円の中に入っていると。

そうしますと、一度これ議決しておきながら、また計上しているということは、やは

りゴネ得だと思うんですよ。いくらでもゴネれば金がつり上がる、そう受け止められ

ても、これ仕方ない事案だと私は思いますよ。私もいろいろな方、早い話が法律家に

も相談しましたし、その不動産屋さんにも何度か電話しまして、どうなっているんだ

と。これ一つ問題になっているのは、弁護士が入っているというのはどういうものか

なということでございますので、ゴネ得があったのかなかったのか、単純に伺いたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） 全くございません。先ほど説明したとおり、こういう土地の折衝

交渉というのは、それぞれの必要性があって買いたい、あるいは協力したいというこ

とで売買が成立するわけでありますから、一発で決まるのは、それはいちばん望まし

い。我々の行政につきましては、根拠なくしては議決は得られませんので、根拠をも

ってやる。根拠を持ってやる場合については、不動産屋を仲介に入れた場合に、その

ものにこういう値段で交渉してくれませんかと。今度は相手にそれを言うわけであり

ますから、相手は、それ以上に、以下とは言えませんので、それ以上のものを交渉し

てくれませんかという、また逆な方向付けをします。そういうものを重ね合って話し

合いながらして交渉というのは結果的には決まるわけでありますから、１２月の補正

の段階では、先ほど申し上げました根拠に基づいて１,８００万円を計上した。した

がって、それ以降、交渉の結果、価格が上下するのは、これは普通の売買の常識であ

ります。したがって、膨大なものを要求して、こちらでそれでも買いたいというなら

ば別でありますが、行政としてはそうはいきませんので、ある程度は俗に言う２０％

前後の交渉については、やはり応じざるを得ないというものであります。

先ほど答弁漏れありましたけれども、大山小学校の駐車場敷地と同所有者の問題で

ありますけれども、これらについては先ほど７番さんがおっしゃられたとおりであり

ます。したがって、今後、所有者と話し合いを続けながら、村であそこも必要だとい

う結論が出れば売買の交渉をすると。現在のところは賃貸借契約を結んでおりますの

で、そのまま移行するということであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） 直接取り引きできない難しさ、やむを得ない事情というのは確かに

理解できます。ただ、用地代、平米いくらという、それがきちんと明示できないもの

か。村としては、ここまでの限界というものがある程度あると思うんですよ。やっぱ

り、その線で、あと例えばちょっと話ありました弁護士費用とか何か、そういう形も

多分難しい問題として存在するんだと思います。それから、この報償ですか。取り引
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きやってくれる業者に支払いする額、ある程度そういうものっていうのはきちんと明

示できないものでしょうか。平米当たり、この辺で買いたいんだっていうこと。結局、

我々が納得する限界点なら、これはやむを得ないんです。ただ、数字がきちんと見え

ないままで、このまま、また更に問題がエスカレートしていくんではないかという、

そういう懸念も心配されますので、その辺どういうふうにお考えか。

○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。

まず、はっきりした数字につきましては、先ほど申し上げたとおりであります。

道路の買収単価の７掛けを逆算する。それで積算したのが１,８００万円。１,８００

万円の単価につきましては、坪単価で申し上げますと４万ちょっとと。最終的に、今

ご指摘のとおり、どこまでかということにつきましては、我々としては応じられな

い。したがって、はっきりと申し上げましたのは、１２月の段階で１,８００万円で

すよ。今回は、提示しましたのは１,８５０万円。これ申し上げますと、坪単価が

４万１,１２７円でありますから、ほぼ道路買収単価の基礎計算と同じということで

あります。ただ、２０万円の件につきましては、この宅建法に基づいて積算すれば、

私の積算で申し上げますと約３１万円になります。ただ、定住促進ネットワークの皆

さんと事前に取り決めをしてございます。ご存じだと思いますが、宅造した場合に１

区画売買、お世話になった報償として２０万円と。今回の仲介されている宅建業者と

も事前に話をして、それで結構ですかという事前了解を得てございますので、定住促

進ネットワークと取り決めにあった２０万円でお願いすると。これは決定してござい

ます。したがって、現在、最終的に私どもで提示した金額は、坪４万１,１２７円と。

したがって、金額で申し上げますと１,８５０万円。先ほど７番さんもおっしゃられ

た、あるいは２番さんもおっしゃられたような相手が弁護士を立てている、これは十

分承知であります。当初５人の相続人がおりましたけれども、現在は２名というのも

承知してございます。現在、その２名の方のうち１名の方は了解済みということで聞

いてございます。これは我々は自信を持って言えることは、公有地の拡大の推進に関

する法律というのがございますが、その買い取り希望申し出を最初に行政は受けます。

公拡法に基づいた買い取り希望申出書が本人のほうから来ております。それを買い取

り協議団体として大玉村が決定してございます。したがって、それらの通知ももう既

に所有者２名には通知してございます。更に、ご指摘のとおり優遇措置が、税の優遇

措置がございますので、特別措置法に基づいた税務署との事前説明協議、これも整っ

てございます。したがって、法的な、あるいは事務的な手続きについては完全に整っ

てございますし、所有者の２名の方も、それを回答してございますので、十二分に承

知でございます。したがって、弁護士を立てている費用等々については、所有者のほ

うでは若干村にもお願いしたいなという、そういうこともございますので、その例え

ば１,８５０万円という我々の考えている情報、限度内であれば、これは先ほど申し

上げましたように将来とも絶対的に村としては、あそこを確保したいという意思がご

ざいますので、この１,８５０万円まではいいのかなという判断の下で今回２００万
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円を計上したということであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。

結論的に申し上げますと、１,８００万円当初計上されております。更に今回２００

万計上されるということは、かなり幅の中で余裕を持って交渉しているということの

理解で、金額については、２００万円の補正については理解してよろしいんでしょう

か。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） 全くそのとおりでございます。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 今、１番さん、それから７番さんが２００万円の補正についてそ

れぞれ質問したようでありますが、ごたごたによって当初１,８００万円が計上され

て可決されたということで、更に今度は、家族のごたごたのように思われるんですが、

そういったことによって、これ当初、先ほど副村長がそれぞれお答えしているようで、

正当性を強調しているが、しかし、これから土地買収にあたっても、そういう事前に、

そのごたごたをやはり弁護士とか、これ不動産会社とか、そういう方は専門家であり

ますから、そういう方が売りたい、相手が売りたいと、今までは本当は売りたくなか

ったんですね、この持ち主はね。ところが、不動産のいろいろな関係から、売りたい

という依頼があって、村では買うようにしたと。その時点で本来であれば、例えば

１,８００万円の予定というか、あくまでも予定でありますが、それは相手があるこ

とだから変更するといえばそれまでだけど、やっぱりその時点できちっと提示して、

一応１,８００万円出したんですから、それで折衝交渉というのはあくまでもやって、

先ほど、要するに副村長が１番さんにお答えいたしましたが、１,８５０万円、５０

万円を絶対それ以上は譲らないということなんですか。もう一度その点も含めて、折

衝交渉の中で、またごたごたしたのでは、どうしてもほしいんだ、ほしいんだって、

こっちがほしいぶらを下げれば、当然ながらあっちでは、これ幾らでもっていうこと

であっては、やはりこれ血税でございますから、我が自分の身に立って自分で買うこ

とになれば、こういうことはなかなか許されないことだと私は思うんですよ。これ行

政だから、そういうふうにかどをつけて、どうしても緩みがあると思うんですよ。こ

れほど経済状況の厳しい中で、やっぱりそういうことも踏まえながら、やはり予算計

上をしてもらわないと困るんですよ。そういうことで、ひとつお答え願いたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ９番さんにお答え申し上げます。

ごたごたというやつは、相手の事情ですから、お答えを差し控えたいと思います。

ただ、先ほど申し上げましたように、平成２年にあそこを駐車場としてそれぞれの

相続代表人と賃貸借契約を結んで、スムーズとはいえませんけれども、現在まできて

いるというのは事実であります。したがって、所有者側としては、あそこを不動産屋



- 205 -

に頼んだということは売りたいということでありますから、我々はそれを買うという

意思表示をしたのが１２月であります。したがって、意思表示をした時点で、その行

為を続行できる補正予算をお願いしたわけでありますから、この１,８００万円とい

うのは、そういう意味で補正をしたと。したがって、そのときに決定するということ

は先程来理由を申し上げましたけれども、あり得ない話であります。したがって、こ

の２００万円というのは、先程来申し上げましたとおり折衝交渉でありますから、適

正な価格は当然行政としては根拠を持ってやるべき仕事。したがって、先程来１,８

５０万円の坪単価を申し上げましたが、それは先程来の説明のとおりの根拠でありま

す。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 副村長、相手が売りたいという。

これ大概商法というのは、売りたいと、是非ほしいんだと、これ村でもほしいとい

えば五分五分なんでしょうが、相手から売りたいとした場合は、通常の価格よりは普

通は民間同士なら安く買えるんですよね。行政だから、そういうほしいというその顔

を先にいっちゃってるから、こういう状況にならざるを得ないんだと私は思うんです

よ。今後これからいろんなことで当然必要なところはこれ買収していくことだろうと

思うが、やはり、そういうことで、やっぱり慎重に。売りたいんですよ、片方はね。

売りたいと来たわけですから。そういうときは折衝交渉の中で、やはりこれ１,８００

万円は我々も認めたわけですから、しかし、今後こういった、例えば２０万円にしろ、

こういうことはやっぱり普通だったら、民間だったら絶対に許されないですよ。とい

うよりも、これはなんでかんで売りたいというほうは弱いわけですからね。そういう

ことも民間では起きるということですよね。しかし、行政だから、これだれも痛まな

いですよ、腹がね。そういうことが緩みの中でやはり大盤振る舞いというか、行政に

ありがちなことだと思うんで、これからやはりこういう財政厳しい中の折りには、や

はりこういうものは、きちっと、そういう断固たるあれで売りたいんだから、このく

らいしてくれと。それでだめだったら賃借結んでいたら、そのままで継続すればいい

ですよ。なんぼでもこれね、だだこねではないというものだだをこねる、そういう受

け側としては、我々としては、そういうことをとらえざるを得ないんですよ。したが

って、今後はこういうことについては、やっぱり慎重に、その土地購入も含めた中で

ひとつ引き締めて、そして皆さんの税金でございますから、そういうことも含めて慎

重にやっていただきたいと思います。その点でもう一度、こういうことはこれから起

きると思うんですよ。そういうことをやはり慎重にやっていただきたいということで、

ひとつ副村長、またお答え願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） これは交渉でございますから、言うべきでないと思ったんですが、

今の質問が出ましたので、話ししておきます。

所有者が不動産屋に、このぐらいで売ってくださいという、その申し入れは当然こ

れは常識でございます。その値段が１,８００万円であります。私どもが提示した
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のは、７割増し、先ほど７掛けといいましたけれども、それ以前の値段で交渉してく

れないかと。したがって、雑種地、宅地並みということでありましたので、その７

掛けをした値段で我々のほうは依頼をしたと。したがって、今、金額的には坪３万

５,０００～６,０００円でお願いしたというのが最初であります。これは交渉であり

ますから、その３万なにがしという線を出したのは、大山小学校の駐車場がそういう

相当の値段でありましたので、それを参考にしたと。ただ、我々の腹としては、あそ

こは今の六社山の土地につきましては、造成も何も必要ありません。したがって、若

干上乗せしてもいいのかなという腹のつもりでありましたけれども、前例がございま

すので、その値段から出発したと。不動産屋に所有者がお願いして、あそこの看板を

見た方は分かると思いますけれども、１,８００万円であります。したがって、よう

やく所有者の希望価格に我々は妥協したと、そういうことでありますから、ご理解願

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） あまり気にもしてなかったんだけど、聞いているうちに、なんだ、

あれあれあれと思っちゃっていたんですが、要するに我々に提示した１,８００万

円、要するに村ではこの金額で買いますから、皆さん議決してくださいと、こういう

ことだと思うんですよ。ですから、あくまでもそれは最高値であって、それより安く

なるのが普通だとは思っています。だけど、折衝交渉の結果はもっと高くなっちゃっ

たからこうなりました、だから補正くださいと、それじゃ我々の議決は何だったんだ

と、こういうことになっちゃうんですよ。それはともかくも、１,８００万円の補正

をやったと。今回１,８５０万円で決まりそうだというような話なんですが、まず、

１,８５０万円で決まるのかどうか。あと、もう１つは、とすれば５０万円の補正で

いいはず。繰入金。繰入金２００万円というのは、じゃ、あとの１５０万円はじゃ何

のための繰り入れなんだということです、それについて。だから、ここで５０万円は

土地代だと。あとの１５０万円は何々だよと。これを繰り入れますよということが間

違いなくやれるかどうか、それらについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ８番さんにお答えします。

先ほど２番さんにお答えしたとおりであります。何回も言っていますけれども、折

衝交渉というのは、こちらで買いたい、あちらで売りたい、その妥協点を見つけない

となかなか価格が決定しません。したがって、予算でありますから、相当の幅を持っ

てないと、そのときそのときに決断つけられないんです。したがって、残りの１５０

万円は間違いなく繰り越せるのかと言われますと、私は自信ありません、実際は。こ

れは折衝交渉でありまして、最終段階に先ほど申し上げましたように、所有者２人の

うち１人は納得してございます。１人の方が、いろいろとこういうものをしてもらい

たい。仲介人入っていますので、直接的なものは分かりません。したがって、我々と

しては、見積もって坪１,０００円ぐらいだろうと、上がってもということで１,８５

０万円。ただ、相手があることですから、１,８５０万円ぴしゃっと、例えば今回５
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０万円だけを補正予算しますと当然交渉が４月にずれ込むわけでありますから、想定

されるのは。そうすると、そのときに予算措置がないので執行できません。したがっ

て、そういうものを８番さんはご理解いただいて、あっ、これは残りは繰り越すんだ

なという気持ちでひとつご理解願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ここの議会と執行者の中では話し合っているのは、これは理解する

の。あ、そうですかと、これは分かる。でも、我々が今度、村民にどう説明するかな

んだ。この１,８００万円なら１,８００万円の価格を出したときには、それなりの理

由と根拠があって我々に説明したと。だから、この値段になりましたということ。だ

から、それ以上というのはあり得ないんだ。ところが今回は５０万円上乗せしますと。

その理由と根拠もあると思うんだ。それは今聞いていると、折衝交渉の結果それぐら

いになるであろうということで、５０万円と。しかし、それ以上になるかもしれない

けれども、それは自信ないでは折衝交渉も何もない。村が買うというのには理由と根

拠があるんだから、その例えば路線価なり土地、宅地並み雑種地の価格で、それで計

算してこうなりましたと。それからは一歩も譲れないのが行政なんだ。そんな折衝交

渉で上がったり下がったりしたのでは、行政の本当の予算として、そして村民に説明

するだけの根拠にはならない。村は、こういう理由で、ここまで買いましたと、それ

が高かろうが安かろうが、それは個人個人感覚は違うと思う。しかし、村は、そうし

た積算根拠に基づいて買ったんだということであれば、安かろうが高かろうが、それ

は村民に納得も我々はさせられるし、私だって納得すると思うんですよ。だから、今

言ってるこの２００万円の繰入金のことは、あくまでもここまでが説明できる価格だ

よと、あと、それ以上については折衝交渉で上乗せするかしないかは行政の考え一つ

だというような予算では、危なくて２００万円繰り入れしました。いや、まだ買えま

せんでした。だからまたお願いしますと言われたときに、なんとなく前に認めておい

て、また認めたっていいべと、こういう話になっちゃったのでは、いつまで経っても

決まらない話なんで、やはり行政はきちっと理由と根拠ときちっと示して、これ以上

は村としては買えないと、そういうきちっとした姿勢をもって対処してもらいたいと

いうふうに思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ８番さんにお答え申し上げます。

先程来からずうっと申し上げてきました。折衝交渉、我々が直接すれば、その今８

番さんが言われたもので結構であります。ただ、８番さんが言われたもので結構だと

すれば、妥協しないわけでありますから、土地は買い取ることはできません。したが

って、いつになってもあの土地は他人のほうに移る可能性は十二分にあります。した

がって、村としては絶対的に欲しいわけでありますから、ある程度の妥協点は見つけ

ざるを得ない。したがって、住民の方に説明をして、これは説明ができないというこ

とでありますから、そういった私が今言ったことをお話を申し上げて説明してもらえ

れば幸いだと思います。これは土地の交渉の原則であります。我々がこのぐらいで買
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いたいというのは、これは決まっています。決まっていますけれども、これが成立し

なければ売買にならないんです。土地取得にならないんです。その苦労を分かってい

ただきたい。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） その話しを、ああ、そうですか、分かりましたと、それは簡単なの。

でも、今回２００万円、５０万円しか出ないであろうという説明。だけど、２００万

円繰り入れしますというのは、もしかするとそうなるかもしれない。じゃあ、その

２００万円で絶対大丈夫なのかと。いや、欲しいからまた２００万円、また３００万

円、それじゃあ話にならないんだって。だから、５０万円なら５０万円、これは折衝

交渉で１,８５０万円になりますと、それはそれでいいというの。でも、その次もそ

の次も、あとの１５０万円も危ないんだでは、とてもとても納得できない。これ村長、

何とか１回、一線引くべ。そうでないと、これいくら議論したって、あと危なくたっ

て、ああ、そうですかというわけにはいかない。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） るる経過については副村長のほうから話あったとおりなのね。事務

的な、いろいろな難しさがあります。しかし、絶対あそこは必要なんです。場所柄だ

から、あれ、よそに買い取られたのでは、あのグラウンドでいろんな催物をするのに、

あの駐車場がなくては困るんです。絶対これはやっぱり取得しなくちゃならないんで

す。ただ、やっぱり、だからといって、やみくもに全部相手の言い分に沿うわけいは

いかない。そこで今まで副村長がいろいろと過程のことを話をしてきて、そして、こ

れ最終的な、これまだ決定になっていない、契約していないわけですから、それにつ

いても、これはやっぱりきわどいところで年度越しになる危険性があるんだわね。だ

から、全く実はこの予算計上というわけにはいかない。ある程度、弾力性を持って、

そして議会のおおむねの了解を得ていないと、これ最後の詰めができないんですよ。

だから、それでこの２００万円を今回計上させていただいたと。ただ、本音の腹づも

りは副村長が話されたように、１,８５０万円ということで決着付けたいなと。だけ

ど、これにはよそには言ってもらっても困ると。ただ、そこはやっぱり最後の詰めを

するわけですから、枠を見て、そして、これで決着したい。だから、この後またどう

のこうのということはあり得ないです。そういうことに、ひとつ理解をしていただき

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 異議はないんですが、１つまたお聞きしたいと思います。

先ほど副村長が、絶対欲しいんだと。確保したいんだと、今村長が言いました。絶

対、絶対と、そういうことだから相手の思うつぼになると思うんですよね。何も相手

に、どうぞといった場合、それだけの値段で買うかは、それは相手があることだから

それは分からないですよ。何も構わないんじゃないですか。これ、例えば、そこを買

わないと。あそこ駐車場ということだから、必要だから当然これ我々は認めたんだけ

ども、この増額といういろいろなごたごたがここにまた２００万円も計上されて、５
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０万円で済むかどうかは分からないと、先ほど答弁の中でございましたが、全くこれ

はおかしいんですよね。相手が、どこかに売ってしまうとしょうがないから、いやい

や、なんでかんで、これ収めなくちゃならないとか、そういう発想がこういうことを

生んでいるんだと思うんですよね。だからして、なぜそういう最初の、何回も言うよ

うだけど、昨年１,８００万円取られた時点で、私は、もう既に相手との中で決まっ

たものだと私は思っていた。突然このように湧いてきた。その要因を聞いてみると、

理由と根拠を聞いてみると、今言った相手に売られてしまうと。売られてしまうと、

村はなんともしょうがなくなっちゃうんだと、そういう発想自体がこの弱みを捕まれ

ているんですよね。そういう折衝交渉というのは、最初からおかしいんですよ。おか

しいことをやっているからおかしくなるんですよ、この予算の増額という、おかしい

方向に向いていくんですよ。折衝交渉なんて、最初から折衝交渉というのは、きちっ

と不動産入り、いろんなごたごたの中で、お互いに席を設けて、そして合意してもら

うんですよね。それをできなかった要因がここにあると思うんですよね。そういうこ

とでは、またちょっと困るんですよね。欲しい、欲しい、ぶら下げて、こんなずない

顔を欲しいとぶら下げたら、相手はやはりそれはね、どうしてもそういう計上、増額

するような、それを生むということなんですよ。だから、それは甘いということなん

ですよ、行政がね。だから、これが先ほど申したとおり、民間であれば絶対こういう

ことはあり得ないんですよ。なんでかんで取得しなきゃならないっていうことが、前

に、前提に出ちゃうと、こういう折衝交渉の中に、相手にすきを与えることになるん

ですよね。そういうことは今後こういうことのないようにひとつ、慎重に慎重にね、

当初その予算の上げた時点でやはりそういうものをやって今後はいただきたいなと、

これはあくまでも副村長、こういうことをやはりきちっとこれから先も、やっぱり心

にぎっと引き締めて折衝交渉をしないと、こういうことが今後起きないように、ひと

つ努力していただきたいなと、そういうことでもう一度、何回も同じことを言うよう

だけど、それで大いにこれから反省すればいいことでありますから、またひとつお願

いします。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） 反省はいつでもしてございます。私が先程来言っているように、

ごたごたとか、ここまで故意から来たとか、そういったことは一切ございません。先

ほど基礎計算申し上げたでしょう。これは絶対崩せないんです、行政は。したがって、

相手がここまで来い、来たぞと、また値段上がっぺ、そういうのは全くございません。

今までの土地交渉も全くそのとおりでございます。今後もそのとおりでございます。

（「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、

（「異議あり」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議がありますので、これから討論を行います。

まず、原案に反対の発言を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） ７番、佐藤誠一でございます。今回のこの補正予算に対しまして、
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私感じるところがございますので、勇気を持って反対討論をしたいと思います。

この事案につきましては、既に平成２４年度、１２月７日付の提出議案によって、

私たちは１,８００万円で議決している事案でございます。しかしながら、今次２００

万円の補正が上がり、うち５０万円が上乗せしたということでございますので、私も

あぱたぱして法律家、更には不動産屋等に電話等で連絡して、いろいろなことをお聞

きいたしましたところ、それらについては、もう一度決めたことについて上乗せにな

るということはごね得以外に何もないと。更に若干副村長が触れましたように、この

事案については、既に弁護士が入っているということでございますので、若干弁護士

代も入るであろうと私は認識するところでございます。よって、これは一度決めたこ

とを、またこれ事案として上げてくるということは、議会に対する軽視であり、たか

だか５０万円とはいいますけれども、今年はたまたま村長の選挙の年であります。場

合によっては、住民が大騒ぎして住民訴訟に発展する可能性もありますので、皆様方

のご理解ある賛成を求めて私の反対討論といたします。

○議長（佐藤 悟） 次に、原案に賛成の発言を許します。賛成討論ありませんか。

２番。

○２番（押山義則） ２番、押山義則であります。ただいま反対討論がございましたが、

私は、この議案に賛成する意味から賛成討論をいたします。

先ほど、当局からもいろいろ説明ございました。目的、駐車場の確保であります。

この必要性は我々も認めるところであります。先ほど答弁ありました内容、事情はい

ろいろとございました。それなりに理解できるものと思っております。ここは皆さん、

村民の安心安全の確保の意味からも、是非この駐車場確保、そのための予算でござい

ますので、それをご理解いただきまして賛成をお願いしたいと思います。よろしくお

願いします。

○議長(佐藤 悟) ほかに討論はございませんか。

(「討論なし」という声あり)

○議長(佐藤 悟) これで討論を終わります。

これから議案第１８号を採決いたします。この採決は、起立によって行います。

議案第１８号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(起立 多数)

○議長(佐藤 悟) 起立多数です。

したがって、議案第１８号は、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２５分といたします。

（午前１１時１１分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時２５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第１９号「平成２４年度大玉村介護保険特別会計補
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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２０号「平成２４年度大玉村水道事業会計補正予

算について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」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３０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２１号「平成２５年度大玉村一般会計予算につい

て」から議案第２９号「平成２５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の審査結果報告を求めます。

総務文教常任委員会委員長、２番。

○総務常任委員長（押山義則） 総務文教常任委員会報告書。
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議長の命により、３月８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

案件の審査結果を報告いたします。委員会に付託されました平成２５年度予算議案を

審査するため、３月１１日、１２日、１３日、１４日の４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（総務係長、情報

広聴係長）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２５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他の常任委員会の所管に属さない事項の予算、平成

２５年度大玉村玉井財産区特別会計予算、平成２５年度アットホームおおたま特別会

計予算、平成２５年度大玉村土地取得特別会計予算について、慎重なる審議を行いま

した。その結果、総務課については、職員の健康管理に留意すること、光ファイバー

の利活用の拡充を検討されること。企画財政課については、復興再生事業６次産業化

企画の発展、充実に努めること、再生可能エネルギー利用推進宣言の村としての太陽

光発電、小水力発電などの促進、利活用を図ること、緊急雇用創出事業での適正な雇

用を図ること。税務課については、納税貯蓄組合存続の必要性検討のこと。教育委員

会関係では、大山幼稚園芝生化事業について慎重を期すること、武道館落雪防止雪よ

け屋根工事の一括事業化を検討すること。アットホームおおたま運営については、開

業２０周年企画を基に更なる経営充実を図ること。

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２５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２５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） 総務文教常任委員会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、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８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２５年

度予算議案について審査するため、第一委員会室におきまして、３月１１日から１４
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日までの４日間、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、上

下水道課長、農政課長、農地再生室長、農業委員会事務局長、建設課長、健康福祉課

長、住民生活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２５年度大玉村一般会計予算について、歳出のうち

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

の所管に関する予算、平成２５年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算、平成２５

年度大玉村水道事業会計予算、平成２５年度大玉村介護保険特別会計予算、平成２５

年度大玉村国民健康保険特別会計予算、平成２５年度大玉村後期高齢者医療特別会計

予算について、慎重に審議をいたしました。農政課については、農地の除染はもちろ

ん、風評被害の払拭のため米をはじめとする農畜産物の安心、安全に万全を期された

い。また、農作物の被害が急激に増加をした獣害対策を強化され、更に産業振興セン

ターについては、地域に合った６次化産業の拠点としての充実を図ること。健康福祉

課については、甲状腺検査やホールボディカウンター検査等について年齢を拡大する

など、対策を充実させること。更に、子育て支援を相まって、安心して産み育てるこ

とができる地域の参加の対策を村を挙げて取り組まれること。住民生活課においては、

線量低減化により住民の不安を取り除き、安心して暮らせる村づくりを目指し、より

一層努力されることとし、付託されたすべての案件について、厳しい財政状況の折、

一層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２５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、大玉村介護保

険特別会計予算、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

予算についての審査結果を報告いたします。

平成２５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。よろしくお願いをいたします。

○議長（佐藤 悟） 以上で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。

（「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） 日程第１０、議案第２１号から議案第２９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２１号「平成２５年度大玉村一般会計予算について」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）
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○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２２号「平成２５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。

（「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２５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２５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２４号を採決いたします。
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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２５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。

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２５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２５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。
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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２８号「平成２５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２８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２９号「平成２５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２９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１１、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。

議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、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。
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◇ ◇ ◇

○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）

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２号「北朝鮮の核実験に

断固抗議する決議」及び各常任委員会委員長から、閉会中の継続調査申し出が提出さ

れました。

お諮りいたします。

議員発議第２号及び各常任委員会委員長から提出された閉会中の継続調査申し出に

ついて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２号及び各常任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、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２号「北朝鮮の核実験に断固抗議する決

議」を議題といたします。

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２号、北朝鮮の核実験に断固抗議する決議。

上記議案を別紙のとおり会議規則第１４条第１項の規定により提出します。

平成２５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 鈴木康広

賛成者 同 佐藤誠一

北朝鮮の核実験に断固抗議する決議

去る２月１２日、北朝鮮は、過去における一連の国連決議や六者会合での共同声明、

更にはわが国との日朝平壌宣言に明確に違反し、実質的に３回目となる核実験を強行

した。

国際社会は、昨年１２月１２日の事実上の弾道ミサイル発射を受けて、本年１月

２２日の国連安保理において、北朝鮮に対し、国連安保理決議を遵守すること、また、

北朝鮮によるすべての核兵器・核計画放棄を求めると同時に、北朝鮮による更なる弾

道ミサイル発射や核実験が実施された場合には安保理が重要な行動を取るとする決議

を採択するなどとして、懸念を表明していた。

これに対し、今回の核実験は、これらの国際社会の声を無視して強行されたもので

あり、度重なる核実験の実施は、国際的な核不拡散体制に対する重大な挑戦であるば

かりでなく、唯一の被爆国のわが国はもとより、一昨年の東京電力福島第一原子力発

電所事故により、全村民が放射能被害に苦しみ、生活や生業に重大な支障を来す現状
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を余儀なくされている本村においては、断じて容認できない暴挙であり、本村議会と

しても今回の核実験の強行に厳重に抗議し、断固として非難するものである。

北朝鮮による核・弾道ミサイルの開発は、北東アジアのみならず広く国際社会全体

の平和と安定を脅かすものであり、わが国政府においては関係諸国と連携し、国家の

安全を確保し、国民の不安を払拭すべく万全の措置を講じたうえ、経済制裁を発動す

るなど、今後の速やかな対応を強く求めるものである。

以上、決議する。

平成２５年３月１５日

大玉村議会

以上であります。

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

いたします。

お手もとに配付いたしましたとおり、各常任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項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。

お諮りいたします。

各常任委員会委員長からの申し出のとおり、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２５年第３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５０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２５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


