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平成２５年第８回大玉村議会定例会会議録

第４日 平成２５年１２月１３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 押 山 利 一 教 育 長 佐 藤 吉 郎

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

会 計 管 理 者
農地再生室長 武 田 好 広 佐 々 木 正 信

兼 出 納 室 長

教育総務課長 菅 野 昭 裕 生涯学習課長 作 田 純 一

農 業 委 員 会 アットホーム
溝 井 久 美 子 中 沢 武 志

事 務 局 長 おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

一般質問

議案審議

質疑、討論、採決（議案第７１号～第９０号）

委員会付託事件(請願・陳情)の委員長審査報告

審査報告に対する質疑、討論、採決

委員会研修報告

総務文教常任委員会委員長報告

産業厚生常任委員会委員長報告

議会運営委員会委員長報告

広報編集特別委員会委員長報告

閉会中の継続調査申出について

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、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） 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、一般質問を行います。

８番遠藤文一君より通告ありました「再生可能エネルギー利用推進の村宣言後の村

内状況について」ほか５件の質問を許します。８番。

○８番（遠藤文一） おはようございます。８番遠藤文一です。これより平成２５年１２

月定例議会における一般質問を行います。

はじめに、再生可能エネルギー利用推進の村宣言後の村内の状況について伺います。

一般住宅などで今年度の太陽光発電設置の施設の設置状況について、その件数や発電

能力等について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（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。

２５年１１月末の実績は２６件、発電能力１２４.８４キロワット／アワーとなっ

ております。年度末までに更に５件程度見込んでおりまして、今年度の実績見込みは

３１件、１５０キロワット／アワー程度を見込んでおります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ９月の広報おおたまに平成２２年から２４年度までの３年間におけ

る一般住宅への太陽光発電の設置状況、発電量それぞれ報じられておりました。それ

らと中学校、改善センター、あるいは包括支援センター、保健センターと、それから

平成２５年度一般住宅への設置予定も含めた本村における太陽光発電量、年間総発電

量をどのように推計されているのか。とともに何世帯分等の消費電力に匹敵するとい

うふうに理解されておるのか、これら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（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。

２５年度までの見込みでありますと１０６件、一般住宅用が発電されると。総発電

量は５６７キロワットほどの能力はあると。一般住宅にだけ関してみますと、この年

間のアベレージをどういうふうに採るかということもあると思うんですが、一般的な

うちの職員のシミュレーションでは、年間平均すると４時間程度がフルに発電すると

いう想定の下でやりますと、一般住宅における発電量は約８３万キロワット程度にな

ってくると。一般住宅、平均的な住宅の発電量を２５０キロ、月、年間３,０００キ

ロワットというふうに考えますと、一般住宅用で２７５戸分、それから中学校と今、

改善センター稼動しております。合わせて５０キロですから、同じような換算方式で

考えると約１３０世帯分、現在、年間太陽光で発電される量的に言いますと、約４００



- 75 -

戸相当分の発電はしているのではないかという推計になろうかと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、ペレットストーブや薪ストーブに対しての補助事業があった

と思いますが、現在までの補助金の交付状況やそれぞれのケースについて、薪ストー

ブ、ペレットストーブそれぞれ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（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

２２年から２５年１１月までの総件数は、薪ストーブが７件、ペレットストーブに

ついては、実績ございません。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） モックスペレットストーブ、これ村でも何人か利用していると思い

ますが、その経済性や身近にある資源などの利用したものというふうな観点からどの

ように評価されているのか、現在の状況での評価どうなっていますか、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（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

ペレットストーブ、役場、それから改善センターに入っていると思いますけれども、

初期の導入費用、つまり本体の価格というのが平均すると市場価格で５０万円前後し

ております。ペレットの単価が１キロ当たり７０円程度で、１日フルに燃やせば１０

キロ程度の日中だけでも燃料が必要だということで、３５０円という程度になるのか

なというふうに推計しています。これについては、ペレットストーブについては、非

常にいわゆるコスト的には割高になってなかなか普及上の壁というのは大きいのでは

ないかというふうに考えます。それから薪ストーブについては、価格体が様々でござ

いますが、いずれも能力については見る限りでいろんなメーカーで多少の違いありま

すけれども、熱量が１万３,０００キロカロリー前後のものが多いように見受けられ

ますが、価格単位が５万円から１５万円ということで補助金を導入して薪ストーブを

設置した場合には、コスト的には燃料等を近隣で確保できるとすれば、後々のランニ

ングコストはほとんど貨幣換算で言えばゼロだというふうになれば、薪ストーブの優

位性というのはあるのかなというふうなイメージは持っています。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、小水力発電について伺います。既に、県の広報紙ゆめだより

では、百日川に最大７０キロワットの発電量で、約１２０世帯分の消費電力に匹敵す

るものが設置されるというふうなことが載っておりました。この実施計画の２６年度

中、完成・稼動というふうな計画の変更もなく、２６年度中に完全に運用できるのか

どうか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。

現在、進めております小水力関係については、現在、詳細設計の測量業務がほぼ完
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了しながら、導水管の線形がほぼ決まりました。現在はこれらの地権者、所有者の方

々に協力を求めているところであります。このまま順調にいけば２６年度当初予算に

計上しながら、２６年度の営業開始というような形での計画を現在の計画どおりに進

めたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 杉田川水系の小水力発電もこれ計画していたと思いますが、百日川

だけが候補で載ってて、なんでここを載せないのかなと思ったんですが、本村におい

ては２５年度中にその可能性の調査を実施したいということでございました。この可

能性調査について、その調査を実施したのかどうか。したとすれば、その結果につい

てどのような結果になっているのか。その結果に基づいて、いつその事業に着手でき、

そして、いつ運用できるというふうな見込みなのか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します。

杉田川につきましては、現在、可能性調査を実施しております。杉田川の砂防ダム、

それからもう少し下がった六地蔵周辺等での可能性調査を実施しております。これら

について、２６年度以降どうするかということについては、現在あります再生可能の

利用推進協議会、この中で併せて検討いただくというような考え方を持っております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 併せて検討いただくじゃなくて、これやりましょうという計画なん

だから、その計画をいつ、どういう時点で早く実行できるかということだと思います。

改めてその考えますじゃなくて、やりましょうということになっているんだから、だ

からいつ、どのような方法でやるというのが、これから考える時期だと思うので、検

討会で検討しますじゃなくて、それ以後の話です。お答えいただきたい。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答え申し上げます。

当初、小水力発電を推進するということで、可能性も含めて探ってまいりましたが、

まずは売電を前提とした場合には、補助金が全然ないんですよね。営業として見られ

てしまうので、国の補助がないということで、先ほど企財課長、平成２６年度に運用

を目指してということでありますが、今、国のほうの復興大臣とかに、少しでも良い

から補助を探してくれないかというお願いをしております。全然補助がなくて本当に

自前でやる場合には、今年に設計ができて計画を持って、その後ペイするかも含めて、

１００ワットにするのか、もう少し小さくするのか、その辺も含めながら、最終的に

は、その設計を見て判断をしたいという部分もあります。ですから、かなり後年度負

担も考えますと、慎重にならざるを得ないということもありますので、まず、百日川

のものを見極めてから杉田川のほうに行きたい。杉田川のほうは、水利権の問題とか

一級河川の問題ありますので、手続がかなり時間がかかるということと、砂防ダムの

堰堤の強度の問題もありますので、その辺も含めて少し時間がかかるというふうに考

えておりますので、すぐには取り組まないというふうに考えております。以上です。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 再生可能エネルギー利用推進の村を宣言した村と。やっぱりそれだ

けのことを宣言してしまったんだから、それにふさわしいやはり取り組みが当然必要

だというふうに思っております。そこでですね、９月の答弁で推進協議会の中では、

原発で賄っていた分ぐらいは調達できるような方向性でやっていく必要があるという

ふうな協議会の中での意見のようでございます。ですから、一般住宅や公共施設に設

置した太陽光発電、そしてまた、小水力発電、百日川、それを加えてもやはり原発を

賄っていく分ぐらいの発電量というのは、まだまだ足りないというふうに思っており

ます。そこで、原発の代替として考えるならば、一番はやっぱり取り組みやすいのが

一般住宅の太陽光かなというふうに思っております。であるならば、まず、その第一

に、その目標をクリアするには、やはり補助金を上げてでも積極的に推進すべきだと

いうふうに思っております。それらについて補助額を上げてでも推進するというふう

な意気込みがあるかどうか、それについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

今、推進の村ということで、小水力発電についても、非常に水は大玉にとっては安

定的に供給されるということで、可能であれば太陽光よりもはるかに確実な電力にな

るというふうにも考えておりますので、これは一旦立ち止まって少し検討するとして

も、将来的にできるだけ早い時期に小水力についてはどんどん進めていきたいという

ふうにも考えております。先ほどちょっと言いませんでしたが、杉田川については、

アットホームの電力を賄うことができないかということを新たに考えて検討を進めて

いきたいということで、検討は進めております。コンサルをかけておりますので。

それから、原発に相当する分ということでありますが、それは当然、目標として、

目標は１００％ということは掲げております。難しい点もあろうと思いますが、それ

に向かってやっていくと。太陽光について今、一番可能性が高いということ議員ご指

摘の通りですので、消費税が８％、それからあと買上価格がまた下がるという見込み

がございますので、その後押しをするためにも今、言われたように、消費税相当分と

まではいかないかもしれませんが、補助率を引き上げる方向で検討させていただきま

す。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） どっかの市でも同じく補助金を上げてでも、太陽光を推進すべきで

はないかということに対して、その答弁は、県や近隣市町村の状況を見て考えますと

いうような答弁もございました。だから、大玉村でも、それと同じようなぐらいの考

えでやることなく、よその市とよその町と全く違うのは、我々は推進すると宣言して

いるわけですから、やっぱり宣言した村にふさわしいやはり取り組み方、これをきち

っと要望しておきます。

また、先ほど伺いましたペレットストーブの件であります。ストーブは先ほど言わ

れたように高額であります。また、木質ペレットそのものもまだまだ高くて、なかな
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か推進しづらい。そして、誰も村で使っていたのを見ても、誰もまだ導入していない

ということは、それだけの価値がまだまだ認められないというふうな状況なのかなと

いうふうに思っています。ただ、よくよく考えますと、燃料の原材料そのものは山林

資源であります。現在、周りを見ますと、ナラ枯れや松くい虫によって、山は荒れ放

題であります。松、杉の用材になるようなものも、あるいは雑木にしてもただ同然の

現状であります。村内の資源を有効利用するという観点から、あるいは地球の温暖化

に対してどうなんだということに対しても、これはそういう意味では、本当に考えな

きゃならない資源なんじゃないのかなというふうに思っています。また、何といって

も２０年、３０年のサイクルで雑木を再生させるということとして、若々しい森林、

山を維持していくんだという、そして、山を育てていけるという、そういうメリット

が非常に大きいんじゃないのか。だから、これを総合的に見て、身近にある資源をそ

れこそ例えば結果的に高上がりになったとしても、その高上がりになった分は、周り

の人、村から村内に、それは還元されるということから考えれば、高くとも、それは

それなりにやっぱりペレットストーブや薪ストーブをどんどん普及させていくという

ようなところも必要なんじゃないかなというふうに思っております。そこで、薪スト

ーブやペレットストーブ、あるいはペレットそのものに対しても、何らかの助成策を

考えられないかどうか伺うとともに、将来的に公営、民営などの木質ペレットの生産

プラント、これを建設できないか提案するものであります。この木質ペレットの生産

プラント、これについては、これだけの身近にある資源をいかせるということから考

えれば、これは村だけの問題だけじゃなくて、これは国だって県だって当然考えなき

ゃならない問題だろうというふうに思っております。ですから、これは話し方によっ

ては、国や県の政策と抱き合わせでやることも当然可能かと思います。ですから、こ

れらについても積極的に情報を取り入れると同時に、大玉村の考えを示して、何らか

の形で国や県の政策を引き出すということを考えていただきたいなというふうに思い

ますが、これらの点について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

村の７割が山林だという特質を考えますと、その木の利用というのは、不可欠なこ

とだというふうに考えております。そして更に、森林整備計画で民有林の２,０００

町歩を間伐なり、整備をするということに、これは取り組むようになります。そうし

ますと、ものすごい量の間伐材とかが出るということで、ただ、それを処理する方法

がないんですね、今。木質バイオマスを作りましょうという話がありましたが、塙の

問題とか鮫川の問題で、とても今、取り組める状況ではないと。ですから、大玉も一

旦手を挙げましたが、私の段階で全部手を下ろしました。やりませんということで。

これ今、取り組める状況ではないので、ですから、それを今、もし整備した場合には、

山に放置するしかないというような状況。で、使える木材については、運び出すとい

うのが現実的な話かなというふうに考えております。それの利用という面では、非常

に材料は出てくるだろうと考えております。ただ、ペレットにするということになっ
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て、例えば材料を作ったとしても、ペレットストーブ自体が高額であり５０万円、そ

して今、役場と改善センターに設置していますが、ほとんど熱がありません。ですか

ら、主熱源としては、私は使い物にならないと。ですから、村民に買ってくださいと

進められるような代物ではないので、要するにペレット化をする前に、主熱源として

使えるようなストーブの改良が行われないと、たぶん私はこれは今の段階では推進で

きないと。ですから、現実的なのは薪ストーブ。これは非常に主熱源としても使えま

す。セシウムも上から出るほどの熱量でありませんので、主灰のほうに残るというこ

とですので、それさえきちっと処理すれば問題がないということなので、ペレットの

向上も含めて、ペレットストーブの推進も含めて、もう少し時間がかかるのかなとい

うふうに考えていますので、薪ストーブが非常に現実的だと。その補助を今、５万円

かな、これをもう少し高くするということは検討してもいい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） ８番。

○８番（遠藤文一） いずれにしましても、村内にある資源でございます。杉にしろ鉱物

資源というふうにして、それを全部諸外国に払ってやるような、そういう経済のリサ

イクル、これがどうか。やはり村内にあるものをお互いに使って、それが有効に利活

用できれば良いのかなというふうに私は思っています。ですから、ペレットストーブ

にしても、もう村で購入したときからもう４～５年経っていると思うんですよ。です

から、そういうストーブそのものも改善されていると思います。薪ストーブそのもの

も、また、改良されていると思います。ですから、要するにその村にある資源を有効

に利活用するために、十分に検討していただきたいということの趣旨でございますの

で、十分ご理解いただきたいというふうに思います。

次に、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金について伺います。１次、２次それぞ

れ交付されたようでありますが、本村に交付された金額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。

大玉村交付分、第２次交付分のみで４９万円でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この交付された金額は、何に対しての交付金だったのか、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します。

交付対象となった事業でありますが、国庫補助事業の中の松くい虫防除事業、保全

松林健全化整備事業、エイセイバス、この事業が対象となっております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 本村で日本経済再生に向けた緊急経済対策の事業の中で、何か取り

組みされた事業があったら伺います。今の松くい虫に対するものについては交付金が

きたのなら、それについては取り組まれたというふうに思いますが、それ以外に何か
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取り組みがありましたら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します。

日本経済再生に向けた緊急経済対策、これについては県内においては、東日本震災

からの復興再生、そういうものが主眼となってくるかと思います。そういった意味で

本村の取り組みでありますが、除染関連事業は除きます。それ以外には、福島定住等

緊急支援事業。いわゆる子ども元気復活交付金、それから長期避難者生活拠点形成交

付金、コミュニティ復活交付金、災害公営住宅関係であります。再生可能エネルギー

導入防災拠点支援事業、太陽光発電関係であります。そのほかいろいろ復興サポート

事業、森林再生事業とありますが、中小企業向けで申しますと、福島産業復興企業立

地補助金、５社が内定しておりまして、うち新規立地２社、現在操業開始しておりま

す。こういう事業、それから福島産業復興特区区域法に基づく事業でありますね。こ

れについては課税の特例ということで、村内の中小企業５社が現在、申請をしており

ます。そのほか福島復興特別融資事業、これらについては県内３０数社が複数ダブり

もありますが、そういう形での復興特別の融資を受けております。そのほか地域の元

気創造プランとか、そういう形での再生復興事業に現在、取り組んでおるところであ

ります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 私が認識不足だったと思うんでございますが、経済活性化雇用促進

臨時交付金、これ大玉村でこれだけの交付しかされなかったということは、それに対

する事業もしなかったのかなというふうに思っておったんですが、それだけの事業し

ておきながら、何でこんな交付だったのか非常に疑問でありますので、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） ８番議員さんにお答えします。

今おっしゃった事業、別名地域の元気臨時交付金ということで３月定例会、あるい

は６月定例会でもいろいろご説明いたしました。大玉村においては、国庫補助事業の

中で国の地方債の対象となる事業、こういうものが対象となるんだということであり

ました。２４年度補正、それから２５年度当初において該当事業がなかったというこ

とであります。今回、２次交付については、地方債の対象ではないけれども、国庫補

助事業を受けたものが対象になりますよということで、松くい虫が辛うじて対象にな

ったというような経緯でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この件について６月でも答弁、そしてご説明いただきました。よほ

どの要綱の改正がない限り、交付の見込みがないとの認識でありましたね。要綱が改

正されない限り、交付の見込みがないということは、要綱に沿った事業も考えなかっ

たということでもあるのかなというふうに思っております。２５年１月１１日、閣議

決定の経済対策、交付金の後付けと思って、それはないでしょうと。本当にこれは不

公平じゃないのということで、不公平だべ。だって、１月１１日に閣議決定して、補



- 81 -

正で交付しますと言われたって、その頃は当初予算各地方自治体は当初予算組んでい

るの、そんなこと言われたってなんともしょうがないんじゃないのと。それは後付け

じゃないのかと、不公平じゃないのかとこういうことで伺ったらば、地域活性化推進

室では、これは各省庁の事業に対して手挙げ方式だと、こういうふうなことを言われ

ちゃって、なんとも挙げた手を下ろせなかったというふうな状況なんでありますが、

１兆３,９８０億円の交付金、大玉村では４９万円、これをどういうふうに見るかで

あります。私は単純にその内容、村の企画財政どういうふうな考えでやっておったか

分かりませんが、健全財政を意識しすぎて、その結果だとすれば、本当に村の振興発

展というのはスローペースで本当に危惧されるというふうに思ったところであります。

ですから、健全財政は当然必要かと思いますが、やっぱり投資するときは投資しなけ

ればならないということも頭に入れておいていただきたいというふうなことで、２６

年度においては積極的な公共投資も検討してしかるべきかなというふうに思っており

ますが、それらについての基本的な考え方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。

健全財政を意識は当然しておりますが、今回の地域の元気臨時交付金、いろんな部

署と各省庁のメニューを紹介しながら、何か該当にならないかというような形で当た

りました。うちの方で該当するすれば、学校関係の緊急防災事業、耐震改修事業、こ

ういうものが該当になるのかなと。ただ、その時点ではすべて大玉村については終わ

っていた。そのほうが道路事業とか、いろんな国庫補助事業、大玉で可能な国庫補助

事業をいろいろ調査研究しました。その中で各省庁で示せるメニューに合う事業がな

かったということが実態であります。お金がないからやらなかったということであり

ません。今後もこういういろんな経済対策のメニューについては、該当するものにつ

いては積極的に手を挙げながら対応してまいりたいというふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部が改正されまし

た。そこで、村内でこれに該当する建築物の有無について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律についてが施行されま

して、村内の該当建物といたしましては、特定建築物の規模、要件、ここに当てはめ

てみますと、旧耐震基準、新耐震基準併せて６つほどございます。玉井小学校、大山

小学校、大玉中学校、これにつきましては耐震診断をやりまして耐震改修並びに建て

替えを済んでいるところでございます。また、新耐震基準で建てられたものにつきま

しては、村民体育館、ホテルの分類で大玉ＴＡＩＧＡカントリークラブ、あと老人ホ

ームの分類で特別養護老人ホーム陽だまりの里でございます。これがいわゆる特定建

築物、法律の第６条１項に掲げるものでございますが、そのほか６条第２項、危険物

の貯蔵又は処理場に該当するものについては、本村においてはございません。そのほ
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か福島県の耐震改修促進計画、こちらの法で掲げる防災上、重要建築物に分類するも

のとしては、役場庁舎、あとは農村環境改善センター、大山公民館、この３つでござ

います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今、答弁あったんですが、ここまで答弁してもらえるかどうか分か

らなかったからだけど、この建築物の耐震改修の促進に関する法律に照らし合わせて、

本村役場庁舎との関連性をどのように認識しているのか聞きたかったんですよ。要す

るに今、防災拠点建築物では、あるのかないのかということで聞きたいんですが、今、

役場だけど、県の施設の防災拠点建築物に役場がなっているのかどうか、それについ

て伺います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 再度８番議員さんにお答えをさせていただきます。

福島県の各都道府県が耐震改修計画を作りなさいという内容につきましては、改正

以前にございました。それを受けまして福島県としましては、平成１７年に、福島県

耐震化改修促進計画というものを作ってございます。この中に防災上、重要建築物と

いうものを定めておりまして、これに関しましては防災拠点施設、避難施設、緊急医

療施設、居住施設、この４つが挙げられていまして、それぞれ１類、２類という分類

がされています。その中で、先ほどちょっとふれさせていただきました防災拠点施設

として市町村の役場、あと避難施設としては体育館とか集会場、公民館、そういった

ものが挙げられております。で、大玉の役場に関しましては防災拠点施設、農村環境

改善センター並びに大山公民館に関しましては、避難施設という分類でございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今、答弁ありましたように、防災拠点建築物ということで役場がな

っているような答弁でありました。で、この法律は何の問題もないと、そうであって

も何の問題がないとしても、県の耐震促進計画に基づき、あるいは耐震改修の促進に

関する法律の一部改正によっても、その大玉村でも耐震改修促進計画を定めるように

努力義務として位置づけられていると。だから、これやっぱり無視できないと思いま

すね。昨今では地震ばっかりでなくて、竜巻、突風とか、そういう被害も発生してお

ります。ですから、役場庁舎の耐震診断をやはり期限であります２７年度末までに、

実施されていたほうが良いのではないのかなというふうに私は思っております。です

から、役場そのものが、そういうふうに防災拠点だというふうに位置づけされてしま

ったとすれば、これは間違いなくやってしかるべきだし、法律どおりやるべきだとい

うふうに思います。ですから、これこの間の地震で大丈夫だったんだから大丈夫だで

済ませるか、これは法律だから法律に照らし合わせて、大玉村できちっと法にのっと

った耐震診断をきちっとやっておくかということか、県でも耐震改修促進計画、これ

を今、検討中でもあるがゆえにまだまだやらなくたって良いんだというような認識も

できるかと思いますが、やはりそこまでやるか。やはりここまでの国が、そして、県
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が整備されたら、それに基づいてやはり大玉村でも明確な対応をするべきだというふ

うに思うことでの質問でありますので、それについてご答弁いただきたいと思います。

○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します。

平成２１年度において、役場についても耐震診断の発注をしたところであります。

前にもご説明申し上げました。当該建築物の構造に対する耐震診断を実施した結果、

役場庁舎については昭和３７年度の建築ということでかなり古い建築だと。平成２１

年度当時の耐震基準の中でなかなか照らし合わせることができない。それから、構造

体がコンクリートで覆われているために、部材の状況が確認できないという、いろん

な理由から耐震診断は非常に困難であるということで、途中で耐力度調査に切り替え

たという経緯がございます。その中では耐力度調査においても３,０７５点というよ

うな高い点数ではございませんでしたが、その後の震災等を経ながら、今回、昨年度

の改修によって軸ブレースを追加更新すると。あるいは屋根のブレースを全く全部更

新する、耐震天井にするというような当面の強化策をしながら、現在、維持管理して

いきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 耐震診断しなくたって大丈夫だというのは、我々の素人の言い分だ

と思いますよ。ですから、これ対外的にきちっと説明できるなら、それはそれで構い

ません。どういうふうに対外的に説明するんですかと、こういうことでありますよ。

だから、耐震なら耐震きちっとやってあるがゆえに大玉役場はこうだと。だから防災

拠点としたって問題ないんだよというふうに説明もできると思います。だから、もし、

耐震診断しないでこのままいくとすれば、県の防災拠点から大玉村役場を外して、防

災拠点を例えば防災拠点にふさわしい例えば改善センター、そこにしてもらってくだ

さい。耐震診断もしない大玉村役場を県で防災拠点に指定するなんてとんでもない話

で、しられたときには、これは大玉村役場は拠点にしません。防災拠点は、改善セン

ター、保健センターということで、これきちっとやってください。そうでないと、村

で防災拠点が大玉村役場になっているにもかかわらず、耐震診断もしない防災拠点が

あるかというような話になっちゃうんだから。これからきちっと気をつけてやってく

ださい。これについてもう１回。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えを申し上げます。

防災拠点を県のほうで役場の方に指定しているものをほかにするかどうかというの

は、ちょっと調べてみないとなんとも返答できませんが、とりあえず２７年までの耐

震ということですが、努力目標ということでもありますので、私はこれだけお金をか

けて、そして、ガラス２枚しか割れなかったということで、壊れたブレースは直して

いますので、使えるまで使っていきたいというふうに考えております。そのためには、

やはり防災訓練をしたり、潰れた場合には火災を受けないように、資料等が燃えると

困りますので、やはり火気を一切使わないようにすると。今、役場職員たばこを吸っ
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ていますが、これを契機に庁内ではたばこを吸わせないということを進めていきたい

と思いますが、それはその辺にちゃんと暖房を備えた据える場所を造ってあげれば良

いことなので、これはちょっと時間がかかるかもしれませんが、庁内から火気を一切

使わせない。台所何も全部電化にするというような方法で、もし、潰れた場合、でも、

火災等が起きないようなやっぱり体制をしなければならないと思います。それから、

あとこの下屋の部分、こっち側はＯＫなんですよ、耐震上問題ないと。ですから、ぐ

らっときたら、みんなそっちに逃げるというような体制も含めながら、使えるまで使

っていきたい。これを立派な２０億円もするような庁舎にして、ランニングコストが

毎年何億もかかるということになると、大玉村の今、福祉は大幅に後退せざるを得な

いということなるので、視察が来ると、みんなこの庁舎をほめて帰ります。すばらし

い、たいしたものだと行政として。ですから、防災上の問題は確かにあります。それ

については、今言ったような火気の問題とか、あと防災訓練をするとか、どういうふ

うに逃げるとか、そういうことをきちっとやって、できるだけ長く使っていきたい。

その後、庁舎、行政的にだめだという段階になった場合にはどうするかということは、

私の頭の中には十分に入っています。お金を使わないで建てる方法も考えていますの

で、それについては、また、その時点でお話しをしたいと思います。とりあえずそう

いうことで使っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 村長という人とは、いつもこの件についてはずうっと平行線で行く

のかなと思って、今、つくづく考えておったんですが、全く認識が違うというか、勝

手が違うんだな。要するにおれが言いたいのは、福島県で耐震改修促進計画を定めま

すよと。その中に各市町村の庁舎も防災拠点になりますよと。防災拠点になったとこ

ろは、耐震診断をしなければだめですよと、これは法律。おれがどうのこうの言って

いるんじゃない、そういうこと。だから、ここが防災拠点だったら、これは否応なし

に耐震診断をしなければならないという法律なのよ。だから、これを使っていくのは

いいっつうの。そのままやったっていいっつうの。ただ、おれ言いたいのは、防災拠

点をここにされては困るんじゃないんですか、それではと、こういうことなんです。

ですから、これについてもう１回伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） あのたぶんですね、法律的には防災拠点は役場というふうに指定さ

れているんだというふうに考えたので、例えば保健センターを防災拠点とする場合は、

役場は保健センターに移らなければならないということかなというふうに思ったもの

ですから、それについては少し検討して、県のほうとも。それから、もう１つは、防

災拠点は何だと言ったらば、防災無線とか、それからあと国からの無線施設とかです

ね、そういう災害時の機器類の問題が一番ですね。ですから、そういうものを保健セ

ンター等に移すことができるのか。若しくはここに置いといて、サブ的にあちらに置

くことができるのか、それならそんなに何億もかからないと思いますので、その辺も

含めて少し調べさせていただきたいと思います。ただ、耐震改修うんぬんというのは、



- 85 -

法律で何年までにやりなさいと、補助金も出さないでやりなさいなどという国のほう

がよっぽどおかしいので、これについては大玉村役場としては、このまま使っていき

たいというのがあります。これは本音でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） とにかくこれについては、法律でございます。法律にのっとった地

方自治体としての対応をきちっとやっていただきたいということでお願いをしておき

たいと思います。

次に、村内河川の管理計画について伺います。大雨の被害と思いますが、砂利によ

る河床が上がったり、川の底面が洗われ、補修、改修を必要としている箇所が結構見

受けられます。どのように現場を把握されているのか、その把握状況について伺いた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。

状況的には大玉村管理河川の中で未整備の部分に関しましては、長年の流水、また、

先般起こったような大雨等の被害によって護岸の洗掘、その洗掘のおかげで下流域に

土砂が堆積しているというようなところが見受けられます。それらに関しましては、

１つは、安達太良川筋関係でございますが、土地改良事業とか、そういった部分で整

備した部分の柵渠のコンクリ盤が劣化のために折れたりして護岸が流出しているよう

な箇所、あと板倉の川筋においては石を積み上げたような構造であったために、それ

が大雨によって崩れると。なおかつ、その崩れた土砂が下流に堆積していると。また、

弓張川につきましては、やはり未整備河川については土砂の堆積が著しい。牛子沢に

つきましても、未整備の部分については、大雨が出る度にえぐられるような状態、そ

れらによってやはり土砂の堆積が見られる。そういったところがございます。それら

については、目視によって把握をしているような状況でございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） それぞれ確認されているようでありますが、この中で村が単独で補

修、改修の工事をしなければならない箇所、あるいはその工事費など、どのように積

算されているのか、どのように予測されているのか、それぞれ把握されているのなら

伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 再度８番議員さんにお答えをさせていただきます。

ただいま申し上げました安達太良川筋の河川整備に関しましては、沖ノ原から五ノ神

の手前まで、これにつきましては先ほど申したとおり、４９年から５３年に土地改良

によって整備された大型柵渠を用いた水路でございまして、やはり柵渠のコンクリー

ト盤が劣化しまして、河床に落ちていると。加えて河床にコンクリート盤がないため

に河床がえぐられる。そういった状況が続いておりまして、全体延長が約１キロござ

います。これにつきましては、平成２５年度に事業費１,０００万円ということで、
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今年度発注しております１３０メーター区間、これについて整備を予定しております。

これに関しましては構造が構造なものですから、年次計画により６～７年程度かけて

五ノ神まで行きたいというふうに考えております。それ以外の先ほど申し上げました

板ノ倉川、弓張川、牛子沢に関しまして、これにつきましては現況の中で河床が土砂

によって上がっているようなところ、これについてはその状況を見ながら土砂払いを

しながら、また、未整備河川ですと、土砂で護岸が持っているというところもあるも

のですから、現実的にそういったところを見ながらやっていきたいというふうに考え

てございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） それぞれの河川でも、村が直接工事などをできないというような箇

所もあろうかと思います。要するに村が予算をつぎ込んで工事ができないというふう

な、村がやれない部分についてどういうような状況なのか。要するに改修、補修、あ

るいは川底払いというようなことをしなければならないというような箇所をどのよう

に把握され、金額的に見積もってどのぐらい必要なんじゃないのかなというふうに予

測されているのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 再度８番議員さんにお答えをさせていただきます。

今申し上げた４河川、これらについての未整備分につきましてですが、今のところ

安達太良川筋に関しましては、事業費約６,０００万円というふうに見ております。

これを年次計画によって７年間程度でやりたいと。板ノ倉川、弓張川、牛子沢、その

ほかでございますが、板ノ倉川に関しましては、平成２４年度におきまして池下のと

ころ約１３０メーター、大型水路を入れておりまして、今回の豪雨災害によって、そ

こは２４年に入れておいて良かったというくらい被害がございませんでした。ただ、

裏込めに新しい土を使ったものですから、裏の部分が流されたという経過はありまし

たが、石積みの護岸をコンクリート護岸に変更したために、今回の大きな被害は、そ

の上流部であったというふうな状況でございまして、その上流部に関しましては、今

回、豪雨災害によりまして、補助災害として整備するようになってございます。あと

は弓張川関係、これにつきましては、同じく今年の災害関係でも出てきているわけな

んですが、護岸の石積み、これの状況を見ながら維持管理をしていきたい。それ以外

に村のほうでできない部分に関してはということでございますが、村の管理部分につ

いては、県のほうで代行してやっていただくというのはなかなか難しいものですから、

年次計画を立てながら計画的にその時々を見ながら実施していくのが現状でございま

すので、ご了解を賜りたいというふうに思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） くどいようでありますが、なんでこんな一般質問をするかというこ

とは、要するに当局が村内の河川状況をどういうふうに把握しているかということを

まず、きちっと認識をしてもらいたいということが１つ。もう１つは、これを一度に

全部改修、改良しろと言ったって、これはなかなか無理だと思う。であるならば、や
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はり年次計画できちっとこれだけの予算が必要として、これだけの年次計画でやりま

すということをやはり村民にもきちっと知らしめしておくことによって、村民もなん

であそこをいつまでもいつまでもぶん投げておくんだなどということのないようにな

るかと思います。また、大玉村が事業主体となってやれない部分については、村では、

ここについては緊急性のあるものから指定して、ここは早急にやってくれとか、これ

はまあじゃ次の年にやってくれよとかというような形で、要求、要望の道筋をきちっ

と立てて計画的に要求していくということをやはり村民にもきちっと分かってもらわ

ないと、大玉村でなんでそんなにぶん投げ放しでおくんだということになりかねます

ので、やはりそこのところを明確にしてやっていただきたいということの趣旨の質問

でありますので、そのようにやっていただきたいということを要望しておきます。

次に、教職員等による不適切な行為に関する調査結果について伺います。この調査

は、村内の小中学校３校の生徒に対し実施されたのか。そして、その回収率について

伺います。また、封筒に入れ、学級担任を経由して校長に提出とありますが、開封な

しで県教委のほうに提出されたのか、それについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ８番議員さんのご質問にお答えいたします。

ご質問の実態把握調査につきましては、小中学校に勤務しているすべての教職員、

それから児童、生徒と、その保護者全員に対して調査の協力をお願いし、実施をした

ものでございます。なお、児童、生徒の調査につきましては、保護者が聞き取りをす

る形で実施をいたしました。回収率につきましては、教職員からは全員から回答があ

りまして、保護者につきましては９５.６％、村内の小中学校の保護者から回答がご

ざいました。調査につきましては、ご質問のように、封筒で担任を経由して回収する

ということで、これにつきましては各学校で管理職、校長がその開封をし、集計をす

るという形を取ったものでございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この調査は県教委の要請というふうに見たんですが、これは県教委

までは報告されていないんですか伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えいたします。

ご質問のように、これにつきましては、県教委教育長からの依頼という形で実施を

した実態把握でございます。この各学校の集計、それを基にしまして教育委員会で集

計をし、県教委に報告をしてございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） その結果について保護者にも説明されたと思いますが、その反応や

父母の意見などについて、どのように村教委に報告されているか。また、どのように

把握されているのか。そしてまた、調査結果についてどのように認識されているか。

あるいはどのような結果で報告されているか、その結果についても伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。
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○教育総務課長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。

まず、調査結果でありますが、教職員からは、今回の対象になります体罰、不適切

な行為というようなものに対して申告はございませんでした。保護者からは、小学校

の保護者から不適切な行為ではないかというふうな申し出が２件ございました。これ

につきましては、いずれも学校内で当該行為に対して指導をいたしまして、その指導

を受け、改善を図っている。更に保護者からも、その申し出については、回答済であ

るというふうな回答を得てございます。したがいまして、この内容から本村の小中学

校においては、児童、生徒に対する非行為と認められる事案はないということで、判

断をしたところでございます。なお、各学校において、この内容について保護者への

説明というものに対して実施をしたどうか、これについては把握してございません。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そこまで教委まで報告されたとすれば、やはり当然、調査した結果、

きちっと保護者に説明する。なかったらないように、あったらあったようにやっぱり

報告して、まず、村教委以前の問題で、学校対保護者とのやっぱり信頼関係を築くた

めには、報告は当然あってしかるべしだし、そのぐらいはやっぱり把握してもらいた

いなというふうに思いますが、とにかく把握してください、結果についても。

それから、その調査方法として、不適切な行為は、２４年４月１日から２５年６月

３０日まで、体罰は２５年２月１日から６月３０日までというふうなことのようでご

ざいましたが、なんでこの調査対象の期限をこのように設定されているのか理解でき

ないんですが、ご説明いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。

ご質問の不適切な行為と、それから体罰に関する調査の調査時期の違いであります

が、不適切な行為につきましては、２４年の４月からということでありますけども、

体罰に関しては、本年２月１４日付で体罰に関する実態調査ということで、既に体罰

に関しては同類の調査が行われているという内容から、体罰に関しては、その調査の

対象となる時期を動かして調査を行ったと。これはダブりで調査をするということの

ないようにということの考えから、そのような対処をしたところでございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そうしますと、体罰については、２４年４月１日から２５年１月３１

日までの期間、体罰についての調査があったということなんですが、その結果につい

て伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。

これらの体罰に関する実態調査につきましては、教員からの申告によるものが１件、

それから保護者から体罰ではないかという申し出があったものが１件という内容で調

査をいたしたところでございます。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 万が一のことがあって、これらの調査を自分自身に置き換えて考え

てみますと、３学期の終わり頃だったら比較的書けるのかなというふうに思いますが、

これ７月でしょう。だから、７月でしたらまだまだ担任の先生なり先生方と付き合う

ような結果になると、そうなるとなかなか書けないんじゃないのかなというふうに私

は思います。ですから、そういう時期的なものも考慮してやってしかるべきかなとい

うふうに思いますが、教育長どう思います、これ。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えします。

今、一連の調査について課長の方から報告を申し上げたとおりです。調査時期等に

つきましては、夏休み直前であるというようなこと。それから今、議員さんがお話し

あったようにかなり過ぎているというようなことから、それから正に２月にも同じよ

うな調査をやったというようなことで、かなりダブりがあるというようなことで、な

んとかしていただきたいというようなことで、町村教育長協議会、あるいは都市教育

長協議会で申し入れをしまして、それらについての改善をお願いしたところでありま

す。ただ、結果が出てましたので、調査時期、夏休みに入ってしまうとなかなか把握

しきれないというようなことがあったりしまして、回答時期を延ばしてもらったりと

いうようなことで、そんな改善策を図っていただきながら、県のほうの要請に対して

お応えしたという経緯がございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 要するに私が言いたいのは、素直に自分の意思を言いたいと、言え

る時期というのは、もう卒業しちゃうんだと、だから、正直に書いたって、まあその

先生とはあと付き合わないべと、そういう時期的な問題で書きやすいんじゃないかな

というだけの話で、だから、そういう時期も考慮しても良いんじゃないのかなという

ふうに思っての質問でありました。要するに、何もなかったと。今、何件かあったけ

ど、それはそんな大きな問題じゃないということでありましたので、それはそれで結

構であります。ただ、やりました。結果がＯＫですと。単なるアリバイづくりで終わ

っちゃうのでは困っちゃうということで、やはりその点も十分に考慮してやっていた

だきたいというふうに思います。

次に、全国学力調査について伺います。平成２５年１１月２９日付で、平成２６年

度全国学力学習状況調査の実施について通知あったと思います。既にご存じのとおり、

調査結果については調査の目的を達成するため、自らの教育及び教育施策の改善、各

児童生徒の全般的な学習状況の改善等につなげることが重要ですと。更に、調査結果

の公表に関しては、教育委員会や学校が、保護者や地域住民に対して、説明責任を果

たすことが重要である一方、序列化や過度な競争が生じないようにするなど、教育上

の効果や影響など十分に配慮することが重要です。これを踏まえ、本実施要領におい

ては、平成２５年度の調査に関する実施要領から市町村教育委員会に個々の学校名を

明らかにした調査結果の公表も可能とするなど、調査結果の公表の取り扱いを変更し
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ていますと。そういう通知だったと思います。本村の教育委員会は、これをどのよう

に対処されるのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えいたします。

学力学習状況調査につきましては、学校関係者、大変強い関心を持っている中身で

ございまして、非常に大事な調査というふうにとらえています。ご指摘ありましたよ

うに、１１月２９日付で２６年度の実施要領が示されました。今、議員さんからご指

摘がありましたように、大きな改善というか、改善されたというか、変更なった中身

としまして、教育委員会、つまり学校の設置者において、それぞれの判断で実施要領

に定める配慮事項に基づき、学校名を明らかにした調査結果の公表結果を行うことは

可能であるというような中身です。あのご質問にあったとおりです。これにつきまし

ては、私は結論的には、公表は馴染まないのかなという。数値の公表は馴染まないの

かなというふうに思っております。幾つか理由を申し上げます。１つは、かなり改善

をされてきているということではありますが、あくまでもこの調査というのは、学力

の特定の一部分であるというようなこと。そういったことであります。そういったこ

とであって、公表というふうになった場合には、やはりどうしても数値に、まあ平均

点ですね、数値というのは。数値にのみ関心が向くということで、数値の一人歩きと

いうようなことが懸念されます。それから、県のほうも同じようなことを示されたん

ですけども、市町村の序列化とか、学校の序列化ということがこれ当然、そういう危

険性がありますので、そういったことについての配慮が必要なのかなと、そんなふう

に思っています。それからもう１つは、学力というようなこと、これ９月議会でもち

ょっと議員さんとの中でお答えしたんですけれども、俗な言葉でいうと学ぼうとする

力、これは関心欲なんですけども、これと結果はかなり相関が高いと言われています。

それから、学び方、学ぶ力、それから学んでいた結果、つまりテストの結果ですよね。

そういったものの総体というようなことでとらえております。結果の公表になります

と、おのずと学ぼうとする力、私はここをすごく大事な部分だと思うんですけども、

学ぼうとする力、あるいは学ぶ力の育成というようなことがおろそかになってしまう

ような、そういうふうなことが危惧されます。それからもう１つは、学校教育は人格

の完成を目指すとあるんですけども、いろんな教育活動、それぞれの学校で特色ある

教育活動をやっております。それが、テストの結果、学力の一側面であるテストの結

果の公表が学校評価になってしまいはしないかという、そういったことが懸念されま

す。それから私もう１つ考えていますのは、昨日の１番議員さんのご質問にもお答え

したんですけれども、福島県が今、置かれている状況が特殊な状況にあると思ってお

ります。つまり大震災からの復興、復旧というようなことで、国では生きる力、それ

が生き抜く力と。県の方は、２２年度に策定しました県の長期総合計画の中で、ちょ

っと中身を変えております。つまり、今まで学力が一番大事だというようなとらえ方

をしたんですけれども、学力ということも大事なんです。学力を否定するつもりは決

してないんですけども、その根っこの部分ですね、心の教育というか、その部分をす
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ごく大事にしているというふうにシフトしています。そういったことを考えたときに、

学力テストの結果というようなことに趣がいってしまうというようなことが、本県が

置かれた状況下を鑑みたときに、やはりプラスの影響よりは課題がたくさん残りはし

ないか、そんなことで結果の公表については考えておりません。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、生活習慣や学習環境等に関する質問調査、その結果について、

今までどのような取り扱いをしてきたのか。あるいは今後、どのようにそれを活用さ

れているのか、公表も含め、それについてどう対応するのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

昨年度と変わった点は、先ほど言ったとおりです。したがいまして、９月の議会で

もお答えしましたけれども、同じ中身だというふうにとらえておりました。つまり学

力テストの結果と意識調査というのは。こういった状況になったときに、意識調査等

については、その配慮事項というのがあるんですけれども、その辺について十分配慮

しながら、公表というようなことも視野に入れながら考えていきたいというふうにと

らえています。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 私、学力調査の結果を公表しなきゃならないだけの話だけじゃなく

て、おれが一番心配しているのは、今、文科省もやっとここまで公表はしても良いよ

というふうになってきた。長年ずうっとだめだだめだと言ってきた教育委員会に対し

て、学校長は良いよと言っても、学校長は全然やっていなかった。そういう状況にお

いて、世の中変わって来ているのに、頑なに今までの状況を踏まえて、大玉村ではこ

うだということなく、やはり状況を踏まえた進歩というか、していっていただきたい

ということ。もう１つさっき学校の評価につながると言ってました。だから、学校評

価が良ければ、定住人口も増えるかもしれない。そういうことも考えて、学校評価な

んて恐れることなく、大玉村良いんだから良いんだと。どんどん定住して、大玉村の

学校でやってくださいと、そのぐらいの意気込みであってもらいたいなというふうに

思います。まだまだ言い足りないこともありますが、これで一般質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で８番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

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

（午前１１時１３分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第７１号「大玉村子ども・子育て会議条例の制定に

ついて」を議題といたします。

質疑を許します。２番。
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○２番（押山義則） この子ども・子育て支援法ですか、この条例設置の目的なんであり

ますが、この事業、村が考えるところの今後の基本方針と方向性、どのように選択す

るのか。あの３年保育とか、幼保一元化、今まで話は伺ってきたんでありますが、こ

れをどういう形でこの条例の中でとらえていらっしゃるのか。また、更に目的とする

事業概要、この条例を設置することによる事業概要を併せて伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。

子ども・子育て支援関係の目的ということでございますけれども、目的というか方

針ですね、今後の方針ということですが、これにつきましては２７年から５年計画で

計画を策定するということで、本年度につきましては、ニーズ調査を行う予定でござ

います。併せて審議会設置条例を設置して、審議委員を委嘱すると。その中でニーズ

調査を行った中で、また、その結果を基にした審議委員会での審議を通して計画を作

成するというような順序で行う予定でございますけれども、村としての基本的な考え

につきましては、幼稚園の３年保育等も視野に入れて検討するというような考え方は

ございますけれども、この時期等につきましては、財政的な問題、現実的に実施でき

る年度等については、今後、検討された中で決定していくというようなことになると

思いますので、まずはニーズ調査の結果を基にした住民がどういうふうな考え方を持

っているのか。それを基にして、審議会委員の皆さんに検討していただくと。そのう

えで、村としての基本的な考え方も併せた中で、当初の５年計画を作成するというこ

とになろうかと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 今の答弁ですと、２７年から５年間で計画を策定することなんです

か。結局、今年度システムを構築して、計画の策定が２７年から５年間事業スタート

でなくて、そこを改めて伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。

事業の計画年度が２７年からの５年間ということになりますので、計画自体は本年

度ニーズ調査を行い、また、審議委員を選任した中で、２６年度に事業計画を作成す

る。その計画自体は、２７年度からの５年間ということでございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 委員の組織について伺いたいと思います。当然、学識経験者におか

れるところによりましては、２名方式は妥当だろうとは思いますけれども、条例３の

(４)で、子育て支援に関心を持つ村民という形から、募集等があるのかお伺いしたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。

子ども子育て支援に関心を持つ村民ということで、公募を予定しております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。
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○６番（佐々木市夫） 大玉村子ども・子育て会議というのは、昨年、２４年８月に国が

制定されました子ども子育て支援法というのが上意で、今回、こういうものを作らな

ければならないという形のようであります。現在までいろいろ大玉村は、特に子育て

支援を頑張ってきたいろいろ経過あるわけですから、このことを作ることによって、

先ほどちょっと先任者の幼保一元化のようなことにふれましたけど、村にとってはど

のようなメリットが生じてくるのか。更に、それに関していろんなシステムなんかも

構築しなければならない予算なども出てきますけども、それらの予算というようなこ

とも含めて、現在、考えられる点でお答えできればと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。

どういったメリットがあるのかということでございますけれども、この趣旨からす

れば、子ども・子育てにおいて切れ目のない一貫した支援ということになろうかと思

いますので、保育所、幼稚園、それから学校等の放課後児童クラブ、これらが切れ目

なく一体的に行われるというようなことが、１つあろうかと思います。

それから、財政的な部分につきましては、それぞれイメージ的には介護保険にあり

ますように、介護度みたいな形で子どもの保育に欠けるような状況を認定することに

なります。それによって、個々にまだ金額等ははっきりしておりませんけれども、例

えば全く保育に欠けると。両親ともが共働きで全くみる時間がないというような方が、

一番保育に欠ける状態が大きいということで、その大きさによって金額が変わってく

るというようなことで、また、それがどの程度の金額が交付金、あるいは負担金で負

担されるのかということについては、決定はしていないということです。その他の計

画によって、施設等を整備した場合にはどうかというようなこともございますけれど

も、今の段階では、その施設に対して補助金を交付するというものははっきりとは示

されておりませんので、計画自体の中で、施設整備も必要だとなった場合に、じゃ、

その施設を整備するための補助はどうなのかという部分までは及んでいないというの

が現状でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） いろいろ今の答弁を聞いてちょっと疑問に思ったんですが、これま

でも幼保一元化、それから３年保育いろいろ検討されてまいりました。これ村長に伺

いたいんでありますが、今、課長の答弁では３年保育という形である程度決定したよ

うな方向付けされておりますが、これ３年保育と幼保一元化、メリットもございます。

それから、大山幼稚園などは、それに準じて用地の確保も済んでいるような話も伺っ

ておりますが、幼保一元化、３年保育、これを選定した方向性、どういう考えでなさ

れたのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えを申し上げます。

３年保育については、国の方針ということで、幼稚園教育は３年保育が望ましいと

いうことを受けて検討を始めたということですので、３年保育をするという決定をし



- 94 -

たわけではありません。それに向けて環境整備をするためには、どうすれば良いのか

なという土地の問題、それからあと建築費の問題。３歳保育をやった場合には保育所

が空きますので、ただし、３歳児を全部幼稚園のほうに半強制的に全部入れることが

できるのかどうかという問題もありますので、これについては少し時間をかけて検討

したいと思います。これは、村長の諮問に応じて重要事項を審議すると言うことです

ので、この中にも３年保育については諮問したいというふうに考えております。幼保

一元化については、保育所が今のままの状態で良いのかということも含めて、運営形

態も含めて検討したいというふうに考えております。これはちょっと時間がかかりま

すので、当面、幼保一元化を早急に進めるという考え方はございません。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７１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３、議案第７２号「大玉村村営住宅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） 大玉村村営住宅条例の一部を改正する条例、今回、住宅条例関係４

件ほど出ておりますが、まず、この用語の定期ということでございます。大玉村特定

公共賃貸住宅、新たにこうなってきまして、第２条関係でございますが、特公賃住宅

というふうに改まったということでございます。この特公賃住宅というふうに名称に

変えた用語の定義について、まず、お尋ねしておきたいと思います。

次に、第１４条関係、提案理由の説明の中でもありましたが、１４条を全面的に削

除するということでございますが、極めてこの部分については、家賃の未納又は督促

又は延滞金等々の重要なことでありまして、この削除に至った経過、これらについて

お尋ねしておきます。

第２１条関係でございます。入居者は、毎年７月末日までに前年の収入について、
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村長に報告しなければならないということでございますが、この年収、いわゆる上限

はいかほどなのかお尋ねしておきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。

まず、用語ですが、公営住宅を特公賃住宅にするというようなことでございますが、

本村において、公営住宅は平成１３年以前はございませんでした。その際に、村で公

営住宅を造るといったときに、公営住宅法の住宅ではなく、特定有料賃貸住宅の供給

の促進に関する法律というのがございまして、いわゆるこれが特有賃、その中で公に

設定するようなものについては、特公賃というふうになってございまして、いわゆる

公営住宅法に基づく公営住宅につきましては、低所得者向けの住宅困窮者に対する貸

付を目的とする公営住宅でございます。一方、特定優良賃貸住宅に関しましては、中

堅所得者等の居住の用に供する良好な賃貸住宅を供給するという法律になってござい

まして、現存するといいますか、うちのほうで現在持っています安達太良西部団地並

びに１４年度に建設しました西庵団地につきましては、この特有賃、特公賃住宅でご

ざいます。今般、避難者向けの災害公営住宅を造るという状況において、災害公営住

宅につきましては、あくまでも公営住宅法の住宅という位置づけになるものですから、

同じ住宅の条例を２本つくるわけにはいかないということで、１３年に制定しました

村営住宅条例の村営を本来の目的であった特定公共賃貸住宅ということで、住宅の種

別が違うものですから、今般、こういった形で条例の名称並びに条例の中身の整理を

させていただいたというような中身でございます。

また、１４条関係、１４条関係につきましては督促に関して定めたものでございま

す。今回の村営住宅条例を制定するに当たって、あと同じく提案している別な条例の

改正の中で、延滞金に関して、以前ですと７.３％なり、１４.６％という固定だった

んですが、変動するような中身になってきまして、その都度の改正が必要になるとい

う中身で改正を予定していたんでございますが、本村条例の中に税外収入の督促及び

延滞金徴収条例というのがございまして、この税外収入につきましては、分担金とか

使用料、そういったものを網羅する中での督促延滞金徴収条例、補完する条例がござ

いますので、今回、この村営住宅条例の中からは１４条は削除させていただいたとい

う中身でございます。

また、２１条関係の収入等の報告の中で、毎年７月末までに収入状況を報告しなけ

ればならないということになってございます。特公賃に関しましては、いわゆる上限

は幾らかと言いますと、法律上の上限は６０万１,０００円、月額所得で６０万１,０００

円。基本的には低所得者は入れないというような住宅でありまして、一番低いところ

の金額は月額２０万円、月額２０万円から月額６０万１,０００円までの方を対象に

した住宅であるということでございます。ただし、特有賃の条項の中に、将来、所得

の控除が見込まれるものという一文がありまして、これをどういうふうに運用してい

くかという部分もありますが、本村においては８割、２０万円の８割ですので１６万

円、これを下限として募集等をかけているところでございます。以上でございます。
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○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 特公賃という用語については、いわゆる低所得者用だということで、

中堅所得者との棲み分けと申しますか、そういう中での今回の改正だということです

ね。もう１つの１４条の削除の関係は、後で出てくるようでありますが、いわゆる外

部収入の中で出てくるということでございますので、その辺でまた質問をしたいと思

います。

年収については、いわゆる２０万円から６０万円と、低所得者向けには２０万円と、

その範囲内で報告をしていただくということですね。当然ながらそれを超えたものに

ついては入居を辞退してもらうということになろうかと思いますが、それも次の条例

の中で出てくるような気配がしますので、改めてその時点で質問したいと思います。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。

○６番（佐々木市夫） 今ほどの説明にありましたとおり、特公賃住宅、以前にこの村営

住宅としたその住宅は法律との関係で、当時私も言いましたけども、住民が思ってい

たよりは高い家賃で入られないという形で、本来であればもう少し村営住宅というの

は、そういう困った人たちに対するあれだなというふうに意見を申したことあります

けど、それは時の流れですから依然として改善されておりませんでした。今回のほか

に今度出てきます条例との関連で、見直しとか、そういうふうな要望は考えているの

か。また、そういう要望はないのか、改めてお答えできればと思いますので、よろし

くお願いします。

○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させていただきます。

特定公共賃貸住宅に関しましては、いわゆる特定公共賃貸住宅に関する貸付の決ま

りがありまして、それに基づいて実施しているものでございます。当然、先ほど私の

ほうで金額を申し上げました１６万円から６０万１,０００円の方たちを対象として

おりまして、その間に入らない方については、基本的には入居はできない。若しくは

７月末までの収入状況調査の中で、それを下回るものがある場合、若しくは超える場

合があるものについては、あなたは対象ではありませんよというようなことでの別の

ところのアパートなり住宅なり探してくださいというような形になります。あくまで

も今ある住宅に関しましては、中堅所得者層向けの住宅でありまして、今回、提案さ

せていただきます、この後提案させていただきます、いわゆる低所得者向けの公営住

宅ではないと。今までにつきましても、公営住宅のいわゆる低所得者向けの住宅の要

望が全くなかったというわけではございませんが、本村には、その住宅は現存しませ

んでしたので、近くの本宮さんとか二本松さんとか、そちらのほうに聞いたというよ

うな経過は数件ございます。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） ５ページ、１８条の２、これ入居者がそれぞれ損害賠償をしなけれ

ばならないというふうなことになってますが、例えば火災等が発生して賠償しなけれ
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ばならないといったような場合、その共済加入等については、入居者が対応しなけれ

ばならないのか。あるいはそれは入居時の入居条件になっているのかどうか。それら

について、この条文の中でどこかに載っておったら、それらについて説明いただきた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。

１８条関係の第２項、入居者の責任に帰すべき事由による滅失とか棄損の場合です

が、これにつきましては、当然あの不可抗力によって住宅が被災するような場合もご

ざいます。また、火災につきましては、その費用負担が増大になるということで、基

本的には町村有の設置者である村において町村有の建物災害共済のほうに加入してご

ざいます。ただ、入居者におかれましては、入居者の家財保険、いわゆる動産保険ま

では補償の対象になりませんので、それらにつきましては、入居説明会の際にきちっ

と入居の手引きというものを作成しまして、事細かく説明をしながら、その入居に対

する同意書をいただいて運用というか、入居を認めているというような状況でござい

ます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 確認します。火災の場合に、建物そのものについては、入居者が対

応することないと。それは村で火災保険なら火災保険に入っているから大丈夫だよと

いうこと。その掛金についても、村が当然負担して入居者は関係ないと。だから、入

居者が心配であれば、自分の責任で動産に対する保険に入ったらどうですかというこ

とだけであって、火災の場合のたとえ入居者の責に帰すべき点であったとしても、火

災に対する家屋等の損害賠償はする必要がないということでよろしいんですね。

○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させていただきます。

まず、入居者の責に帰すべきかということなんですが、まず、故意的に火を付けた

ということになれば、当然これは犯罪行為ですし、財産を滅失させたということにな

れば、当然これはその責においてやっていただくようなことになるかと思います。た

だ、失火といいますか、不注意の場合、そこまで果たして責任を問えるのかという部

分もありますし、あとはこの全体的な中身ですと、いわゆる通常の善良な管理入居の

状況によって生じたものについては、経年分も含めて入居者と設置者の折半もござい

ますし、また、例えば引っ越しのときに階段にでかい穴を空けてしまったというよう

なときには、これは入居者の責任で修理していただくというような中身でやっており

ます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 入居者の責に帰すべきことについて、すべて弁償してください、改

修してくださいと、これは良いの。でも、その火災については、建物そのものについ

ては村で入っているから入居者は入れない。でも、結果的に責任の割合で負担しなさ

いなどと言われたんでは、入居者は大変な話、その場合によっては。だとすれば、心
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配だからじゃ入居者も火災保険に入りますと言った場合にどうなんですかと。例えば

この条例の中には、そういうことをうたっていないような気がしたの、めっからなか

ったの。だから、入居者が安心して入るためには、動産は自分の責任でやれよと。で

も、建物については、その事件性のないものについては、村がちゃんと入っているん

だから心配ないですよと。要するに火災の場合、皆さん入居者の責任で賠償する必要

はないですよというようにはっきりしていればそれはそれでいいんですが、あいまい

な形で責任負担で負担してもらいますなどというとこれは大変だから、その辺を明確

にして運用すべきかなというふうに思いますので、その点についてもう１回お願いし

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いたします。

火災の場合については、基本的に町村有の保険のほうで、村のほうが申請しまして、

それで対応するようになっております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） ただいまの火災関係の保険の件で関連しておりますが、私もちょっ

とこれ疑問持っておったわけでございますが、いわゆる借家人に対しては、通常の借

家法の中では、借家人に賠償保険というものを義務付けているんですね。それは、火

災等になった場合においては、まして低所得者において、今回ですね、払う能力は全

くないということなので、それは大家なり、行政が保険を掛けているから良いだろう

ということらしいんですが、結果的に類焼した場合においては、近隣住民からの賠償

ということにもなりかねない。ということになれば、これはやっぱり義務付けておい

たほうが良いんじゃないかというふうに思っております。当然ながら、自分の家財保

険については、自己負担で入るのは当然であります。という観点から申しますと、こ

の辺の賠償保険は、安全的なやっぱり便を働くということから関しても、ひとつ大事

なことだと思っておりますので、お尋ねしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ５番さんにお答え申し上げます。

それについては民間のものと公営のものとの差もあろうと思いますので、これにつ

いては運用上で十分に検討させていただきたいと思います。そして、今回の場合、こ

れを出した理由というのは、災害公営住宅、復興住宅に関するものでございますので、

たぶんその運用については、県のほうで標準的な、そういう火災の場合はどうとかい

うものはたぶん示されるであろうというふうにも考えておりますので、そういうもの

を大玉だけ独自の方法で、ほかは違うというふうにはたぶんならないと思いますので、

その辺も踏まえながら運用できちっと対応していきたいと思います。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。
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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。

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７２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） 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。（午後０時０１分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第７３号「大玉村村営住宅条例の制定について」を

議題といたします。

質疑を許します。２番。

○２番（押山義則） ７３号、これは村営住宅条例の制定なんですが、この条例の審議を

するのに、７４号、７５号、これ一括して審議していただきたいんでありますが。で

ないと、７３号のそれぞれの第３条などは審議するのに、この管理条例も入っており

ますので、これお願いできませんか。７３号、７４号、７５号を一括して審議すべき

だと思うのでありますが。

○議長（佐藤 悟） お諮りいたします。

ただいま２番議員から、７３号、７４号、７５号一括審議したいということでござ

いますが、いかようにいたしますか。９番。

○９番（佐原吉太郎） これね、提案されているんだから、一つひとつ審議するのが本当

だと思うんだ。

○議長（佐藤 悟） ここにあったとおりやるようにしたいと思いますが、異議ありませ

んか。７３号、７４号、７５号別々に。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） それでは、７３号、７４号、７５号それぞれ別々にいたします。

９番。

○２番（押山義則） あの私、今質問しましたのは、結局はこの初めて議会として、横堀

平団地として認定するわけであります。そのために、これまでもいろんな議論があっ

たと思います。例えばこの村営住宅条例の中で、第１条、村民の生活安定と社会福祉
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の増進を図るためとあります。これ現状にそぐわないのではないかと、まず、これ１

つ思っております。

それから、村営住宅の第３条、住宅管理条例に定めるところにとあります。これ管

理の中で災害とか、そういうものに関してのことを多少は記述されてありますが、こ

れ先に条例の方とか整備条例を審議しないと、ここで完全にこの横堀平地区で正しい

のかどうか疑問であります。例えば今回、横堀平の一番広い土地の最下部にこの土地

設定されております。結局仮設住宅とかなんかこれから撤去になりますね。撤去後の

整理とかなんかが、これ出水などのないように県あたりと条件整備していかないと、

この場で横堀平地区を最適任地と認めるのは、いかがなものかと思っております。ま

ず、その点伺います。

○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。

確かな今回の議案、第７３号の第１条では、設置の目的等が載っております。これ

につきましては、長期避難者生活拠点形成交付金、これを利用して災害公営住宅を建

設するというのが大前提にあります。長期避難者のための安定した生活環境を確保し、

長期にわたる避難生活を安心して過ごせるようコミュニティを維持しつつ、災害公営

住宅に整備を中心とした生活拠点の形成を促進すると。市町村で原発避難者向け災害

公営住宅を整備することとして、この生活拠点形成事業をするんだということであり

ます。これに基づきまして、公営住宅の今回、条例を提出したところでありますが、

大玉村村営住宅条例の中では、このコミュニティ復活交付金の目的である長期避難者

うんぬんについては、条文としては適当ではないという県との協議の中で、そういう

話がありました。通常一般的なその後の利用計画も含めると、一般的な公営住宅条例

にならざるを得ないというような県の指導もありまして、今回こういう形で提案をさ

せていただいたところであります。

それから、横堀平の地区、確かにおっしゃるとおりに８ヘクタールのうちの中央よ

り東側というような形での今回の位置の決定でございますけれども、その西側につい

ては、現在、応急仮設住宅があるということで、ほとんどの人がその西側部分に住居

を構えている。そういうことから鑑みれば、そこをすぐに撤去して、そこに公営住宅

を造るというのはなかなか現実的ではないということで、東側半分という形での今回、

位置の提案でございます。これらについては、県代行事業になりますけども、その中

でいろんな災害対策等については十分配慮のうえ、造成計画、それから造成という形

で進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。

○議長（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、これより第７３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７４号「大玉村村営住宅管理条例の制定につい

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） 議案第７２号を先ほども質問しましたが、この中で入居者の資格と

いう第５条関連のアの部分でございますが、ここでも２１万４,０００円という金額

が出ておりますが、ここは月額かなと思うんですが、年額、月額どこ見てもないので、

まず、その辺をお尋ねしておきます。

先ほどの第７２号の中で質問したのは、私は前年度の年収について報告する義務が

あるということで、年収の上限は幾らかと聞いたんですよね。そしたら、２０万円か

ら６０万円だということなので、いろいろ聞くと月額みたいなんですよね。その辺も

ちょっと再度確定した金額をお教え願います。６０万円というと、年間７２０万円な

んですよね。これじゃね、低所得者向けというのは、ちょっとおかしいんですよ。当

然ながら入れない人かなと思うんですが、その辺も併せてお願いします。

それから、１６条関係の家賃ですね。家賃の納付というところが７ページにござい

ますが、家賃は毎月末日までに、その月分を納付しなければならないというふうにう

たってありますが、家賃というのは本来、前家賃なんですね。だから、入居した人が、

その月のものを月末に払えば良いという問題ではないんですね。この条例の中では、

その月の家賃はその月の月末まで払えば良いんだよということなんですが、全くこれ

はかけ離れているなというふうに思うんですが、その辺についてお尋ねをしておきた

いと思います。

それから、敷金の問題がありますが、これはまあ３か月、大体３か月なんですが、

そこで、先ほどから問題になっております借家人賠償責任保険、いわゆる入るか入ら

ないかという問題なんですが、村長の答弁ですが、県との協議をしたいということな

んですが、ひとつここで私も今回、借上住宅の件で県に６軒ほど貸しておるものなん

ですが、その中で借家人賠償保険は、県が一括で入るということなんですよね。だか

ら、一般建物火災のほかに、借家人賠償保険は県が入ると。ということは、原因者負

担と言うことがありますよね。今回の避難者は、いわゆる原発事故の避難ということ

で、国に責任があると。当然、県が肩代わりして払うということなんです。ですから、
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これを適用すれば、今回もこの入居者は原因がはっきりしているわけでしょ。入居者

の資格というのは、東日本大震災復興特別区域又は福島復興再生特別措置法の被災者

にあった人が具備するものでなければならないということだから、これは国に払って

もらったらいいんじゃないんですか、その辺をお尋ねしておきます。

それから、高額所得者で認定された方、例えば毎年報告して高額所得者という発覚

した場合においては、明け渡すように努めなければならないということがございます

ね。これは１０ページでございますが、明け渡し努力義務、そういうことの中で２９

条の２番、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、

近傍同種の住宅の家賃以下で規定する方法によらなければならないというんですが、

近傍同種の住宅の家賃以下というのはどういうことなのか。いわゆる高額所得者が偽

って少なく申告して発覚したわけでございますから、通常の家賃、近傍より安く算出

するというのは、どうも合わないような気がするんですね。１１ページの２の段階に

おいても、家賃の額の２倍の額に相当する以下ということですから、ここでは２倍と

いうはっきりうたっているんですが、この辺の整合性がちょっとなされていないのか

なという感じが受け止められましたので、お答えを願いたいと思います。

１３ページの３９条関係でございます。ここでは、明け渡そうとするときは、５日

前までに村長にいわゆる届け出ると、通知するということですね。しかし、この５日

前というのは、あまりにも急なんですよね。本来ならば、清算事務がございます。水

道料金又は電気料金又はガス代、家賃、そういう中で、又はクリーニング代とかハウ

スクリーニングですね。畳のある場合は畳。クロスの張替とか、とても５日前までに

通知したのでは、間に合わないと思うんですよ。借家法で定めた退去時は、約６か月

前の通知が通例なんですね。その点から勘案しても、この５日前までというのはそぐ

わない、こういうふうに感じたものですから、お尋ねをしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。

まず、５条関係でございます。入居者の資格の中の収入関係、２１万４,０００円

とある収入関係でございますが、これに関しては月額でございます。さっきの特公賃

住宅の関係２０万円から６０万１,０００円という金額につきましても、月額でござ

います。

１６条２項関係の家賃の納付関係でございますが、毎月末日までに、その月の分を

払う。これにつきましては、通常先取りが当たり前ではないかというご質問でござい

ますが、公営住宅法に準拠して作っております。なお、特公賃住宅の管理条例に関し

ても、毎月その月分をその月の月末までに支払うという内容になっております。

１７条の敷金３か月関係でないですね。借家人賠償責任保険関係でございますが、

これにつきましては、先ほどの中でもご質問ありました。公営住宅と言いますか、村

で設置する住宅に関しては、村のほうで保険を掛けております。先ほども申したとお

り、入居者に関しては、村で加入する保険に関しましては、入居者の財物、いわゆる

動産までは補てんできませんので、それらについては、ご自分でご加入いただくとい
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うことで周知しているところでございます。

借上住宅関係の借家人賠償責任保険、これは県が入るということになっております

が、いわゆる原発災害の関係で緊急的に避難をされた。仮設住宅に入れた方もいらっ

しゃいますが、そうでなく民間のアパートに入った方も現実的にいらっしゃいました、

それを後追いする形で県の方で、そのアパートを県が一時的に借り上げるということ

での対応だったかと思います。その中での県のほうの対応だというふうにお聞きして

いますので、これについては私のほうで今、設置しようとしている住宅とは若干異な

るかなというふうに思っています。

あと３０条関係、高額所得者の関係で、その前の２９条の２項、これだと近傍同種

住宅の家賃以下でというような家賃を徴収する家賃を徴収することになっているんだ

けども、片方３１条の２項では、２倍に相当する額と明確にうたっている。この整合

性はどうだということでございますが、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第８条第２

項に規定する方法によらなければならないというのは、収入超過者に対する家賃の考

え方でございます。一方、家賃の２倍に相当する額以下というのは、高額所得者に対

する明け渡し請求に関するものでございます。

３９条関係で、村営住宅明け渡し相当するときには、５日前までに村長に届け出て

検査を受けなければならないという文につきましても、公営住宅法に定める規定でご

ざいまして、それをそのまま準用してございます。なお、特公賃住宅についても、こ

の適用でやってございます。なお、現実的には、退去される場合はおおむね２か月か

ら１か月くらいまでには、ほとんどの方が通知をしてございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 公営住宅法という、その法にのっとって作成してあるということら

しいんですが、そもそもこの公営住宅法というのは第１条にもありますが、昭和２６

年の法律うんぬんと書かれていまして、現状にそぐわない法令がいっぱいあると思う

んですよね。だからこの３９条関係の５日前までというのも、全く現状にそぐわない。

だから、村で定める条例でありますから、やはり借地借家法で定められた１年以上の

入居者に対しては、６か月前の通知というのは義務付けられておりますので、文言と

してはそういうふうにうたうべきだと思うんですよね。あとは柔軟に対応していくと

いうのが本来のあり方だと思うんですが、どうでしょうか、その辺に付いてもお尋ね

します。

それから、その前の高額所得者２８条関連からずうっと下がってくるから、私は高

額所得者だというふうに認識したわけでございまして、この近傍同種の家賃以下でと

いうのは、低所得者だということだという説明でございますが、ちょっとややこしい

ですね。右のほうに行けば、２倍は高額者向けだということなんですが、どうも行っ

たり来たのような感じがします。

賠償権については、財物については個人負担だというのは、当然でございます。し

かし、近隣の住居者に迷惑をかけるということは多くあるわけでございますから、万
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が一の場合はね。まあないことには、それは願っておるわけでございますが、そうい

う場合においては、借家人賠償保険というものは、入っていただくのが当然だと。そ

の賠償責任保険については、国が責任を持って払うべきだと、県もそういう状況です

から、それをお尋ねしているわけでございます。

前家賃については、古い借家法を公営住宅法の中で適用されているのかなというふ

うに思いますが、ちょっと残念ですね。ですから、入居者の資格というところを見て

いただけば、第５条は、この入居者は、いわゆる誰でも入られるわけではないんです

ね。大日本震災特区区域の人、復興再生特措法で被災者にあった３号から５号までに

具備するものではなければならないということですから、これでうたっているんです

からね。そういう点について、再度お尋ねいたします。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 再度５番議員さんにお答えをさせていただきます。

まず、全体的にこの法律が古いと、現在になじまないのではないかということでご

ざいますが、現行の法律でございまして、この文に不都合がないということで、この

公営住宅法が今まで続いているというふうに認識をしておりますので、今回、村営住

宅管理条例を作るに際しては、公営住宅法に準拠しているという考え方でございます。

あとは、高額所得者関係でございますが、先ほども申したとおり、近傍同種の住宅

の家賃以下というのが、これ収入超過者と高額所得者というのは別なものでございま

す。収入超過者に対しては、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第８条第２項の規定す

る法によって徴収するという中身でございますが、この令第８条第２項については、

１から５年間の収入に応じまして、公営住宅法施行令に定める割合の額、これ１年目

と２年目、３年目と額が変わってくるんですが、それらを納めていただくということ

になっております。なお、高額所得者に対する家賃については、近傍同種自体が元々

家賃よりも高いやつでありまして、その近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する

額以下でということで、明確にこの時点ではうたっております。なお、その先ほどに

戻りますが、収入超過者については、１から５年の区分によってそれぞれの収入割合

によって加算される家賃が変わるという中身でありまして、収入超過者に対しては２

倍に相当する額以下ではなくて、令第８条第２項というところで決めている部分でご

ざいます。

あと借家賠償関係の保険でございますが、これにつきましては、国か県がやるべき

だという部分もございましたので、これに関しては、国、復興庁並びに県のほうと確

認をさせていただきたいと思います。

第５条関係、入居できる者の基準でございますが、村営住宅に入居ができる者につ

いては、次に掲げる条件ということで、１項１号、２号、２号のうちの(ア)それぞれ

定められておりますが、いわゆる復興特別措置法や東日本大震災特別区域法並びに福

島復興再生特別措置法関連の被災者にありましては、この中の３号から５号、いわゆ

る３ページ目の真ん中あたりの(3)、(4)、(5)、これに当てはまるものであるという

ふうに、外のほうで明記してございます。以上でございます。
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○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ややこしい話なんですが、結局この条例が、この災害住宅というも

のについてうたっていないものだから、結局そぐわないんですよ、形として。結局用

語の定義の中で、これ低所得者に賃貸しうんぬんのこと書いてあって、あと入居者は

第５条によって、こういう方法を取っている。現実には、この第３号の現に住宅に困

窮していることが明らかなものであるということですべてカバーされるんだと思いま

すが、結局災害住宅ということ、災害住宅用の条項なんですから、そういう形でやっ

ぱりうたってほしいと思うんでありますが、答弁お願いします。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。

災害公営住宅なのに災害公営住宅の条例になってないというご指摘でございますが、

私どもについても、今回、建設するのは災害公営住宅であるがために、県のほうに照

会をさせていただきました。入居者が今回の被災に遭われた方を入れるというような

ことで、何か別な災害公営住宅の条例を作る必要があるのではないかというような質

問をするとお聞きしましたが、県並びに災害公営住宅の建設を予定している自治体す

べてにおいて、現行で持っている市町村の住宅の管理条例、いわゆる本宮市であれば、

市の市営住宅管理条例、そういったもので網羅されるんですよと。それを災害公営住

宅に適用するのに入居者の資格の中で、その復興特別措置法や東日本大震災並びに福

島復興再生特別措置法、この文言を入れて、災害公営住宅に対応できるようにします

というような教示がありましたので、こういった形で条例を制定させていただいてお

ります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えを申し上げます。

今、課長が言ったように、災害復興住宅だけのための条例を作ろうとした。そした

ら、そうではなくて、大玉の場合は村営ですから、村営住宅の一般的な条例を作りな

さいと。その中に災害の人たちも入れられような条文を入れなさいと。ですから、元

々そういう住宅を持っている、村営住宅を持っているところについては条例ができて

いますので、そこに災害の人も入られるようなしなさいということで、まず、とりあ

えず一般の条例を作って、そして、募集要項、実際建てる６５戸は、富岡との協定、

国から８分の７いただいて建てますので、募集段階で富岡町町民というふうに募集要

項で限定をして募集すると。ですから、それ以外の方については入れないと、当面。

ということで、募集要項の中で、それを規定しなさいということですので、募集要項

はまだできておりませんので、この条例ができた段階で、この６５戸は富岡町民に限

ると、募集は富岡の方というふうに限定して募集していくと。ですから、新たに空い

た土地に、村が独自で１０戸、村が独自で造れば、この条例に基づいて、大玉村民の

一般の方も募集することができるということですので、この条例自体は非常に枠の広

い、どういう住宅でも造れるようなものになっているということでございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。
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○２番（押山義則） 説明は十分わかりました。そういう意味から申し上げまして、先ほ

ど言った７３号の住宅条例、これが現状に合ってないと、現状にそぐわないという形

を申し上げたんであります。ここでそのことを一言もうたっていなくて、次の条例の

中でそこに進むというのは、非常に不条理ではないですかね。そう思いませんか。も

う一度。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） これについては、先ほど議決いただいた横堀平の件については、あ

くまでも今回造る村営住宅、復興住宅については、村営住宅だという位置づけなんで

すね。ですから、村が村が事業主体で造ると、県が代行して建てるということですの

で、財産としては村の財産です。当然８分の１、２～３億円のお金が一般財源から出

ていくということで、村が建てる住宅ですので、これをやる場合には県のほうでこう

いう形での戸数を限定して、場所を限定した条例を作りなさいということで場所に基

づいて、若干なんでここに村民と先ほどご指摘あったことではありますが、これ一般

のとしての条例ということで、そこに造ったと、そういうあれをね。６５戸造るため

の先ほどのやつは条例だと、数を規定するものとしては。こちらのほうは管理関係、

そして、運用の中で募集段階で富岡の人ということで、今度は町と契約をして、富岡

町民を入れるということになっていると。ですから、非常時の結局こういう運用なも

のですから、少し我々もなんでだと納得できないところあるんですが、あくまでも建

築関係、指導関係、県、国の指導に従って条例化をしていくということでございます

ので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ６番。

○６番（佐々木市夫） 大体議論は尽くされたので、おおむねは理解しました。我々の誤

解の原点は、やはりあそこに復興住宅できるには、富岡町さんのための復興住宅だな

という観点からすれば、村の条例も変わる必要もないというふうなことまでも、もっ

と簡素化の条例で済むのかなと思ったことが、１つの考え方の視点の違いだったかな

と思います。おおむね分かりました。先のことで確認をしておきたいことであります

けども、いずれにしましても、この条例でやったから、富岡町さんとは規定できなか

ったという理由分かりました。ただ、それは募集要項とか規則でよく決めていくんだ

よということまで分かりました。ただ、現時点として、今までの中で要綱なかったの

は、確かにあそこは富岡町ですけども、村内でも避難されていた方もいますし、更に、

他町村からもそういう形の希望はあるかに思いますけども、そういう形の件は、今の

時点では一切この条例では受け付けてはいけないという考えなのか、まず１つ。

先のことですけど、５年間くらい１つの目標としておりますけども、そう言います

とここから重要なんですけども、先ほど村長言いました周辺の多目的利用という立場

とすれば、当然この条例を生かしながら、新しい住宅も含めた建設も可能だよという

形も考えて良いのか、その２点ちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 今回の場合には、明らかに富岡町のための復興住宅ということです
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ので、今、仮設に入っている富岡以外の方については、仮設の期限が切れた時点で全

部退去いただくというのが原則になってますので、例えば６５戸のうち６０戸しか入

らなくて５戸空いているとしても、村民の方に入っていただくことはできないと、今

回の場合は。その場合は、富岡町のほうにほかの方に行っている方たちとか、新たに

募集をいただいて、それでもどうしても空くという場合には、これは国、県と富岡町

と相談をして、そこをどういうふうに埋めていくかというのは、その時点での話だと

いうふうに認識をしております。

それから、５年後については、一応しばり５年ですので、５年後に空いた場合には、

その時点でどういうふうにするかは、その時点でまた考えていきたいと思います。富

岡以外の方にも、たぶん避難者が優先だと思います、国でお金を出していますので。

ですから、それも本時点で富岡以外の入る可能性というのは十分あると思います。

それから、その上の方の空いている部分については、この６５戸、例えば５年間使

っていただいて、がらがら空いてしまったり、不測の事態ですね、１０戸空いている

のにどうしても埋まらないというような場合には、新たに住宅を開発するというのは

かなり難しいというふうに考えております。その場合は、どういうふうな活用を図る

かということは、今から検討始めた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） 今、村長の答弁おれ聞き間違ったかどうか確認をしたい。要するに、

５年間は、富岡町が主権があるような今の答弁だった。しかしながら、大玉村に主権

がないのに、大玉村で村営条例なんてとんでもない話。これもう１回確認してくださ

い。大玉村であるがゆえに、主権があるがゆえに大玉村村営条例、主権が及ばないと

ころに対して、おれたちが条例を作って何になるの。これおかしいよ。暫時休議して

ちょっと確認してみてください。そうでないと、これ条例に成り立たない。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） これについては、あくまでもこの公営住宅は村営住宅でございます。

ですから、村営住宅をしかも８分の７、２０億円かかるとすれば、当然１０何億円と

いう金を国が出して造ってくれるわけです。富岡の方の審議もあります。今までの仮

設住宅、富岡の求めに応じて公営住宅を造っていくと。で、富岡町では、仮の町とい

うことで三春町と大玉村を指定したいということは、大玉村の住宅でありながら、５

年間は８分の７のしばりがあるということです。ですから、これは富岡との協定でや

ることになっています。ですから、国が８分の７、１０何億の金を出すわけですから。

５年経ったら村のものになる。最初から村のものになっているんですけど、そういう

しばりは弱くなる。とりあえず５年間は縛られると。ただし、国からこういう公営住

宅条例がなければ、設置は認められませんよということですよ。ですから、これやら

ないというなら、建物も建たないということです。条例があって、我々行政はやって

いるわけですから、その規則の条例を作らない限りは、受け入れることはできない。

しかも、我々にとってちょっと不都合があるような条例、ちょっとね村民うんぬんと

いうのがありますけども、これは国、県と話し合いをしながら作っていくということ



- 108 -

ですので、受け入れる、そういう条例がなければ建物自体が建たないと。ですから、

５年間は非常事態です、これは。通常の事態とは違いますので、これは当然条例を作

らない限りは建物も造れないと。そして、その６５戸については、富岡町に主権が５

年間はあると。これやむを得ない。富岡町がだめですよと、６５戸空いてても、やは

り空けておいてくださいと言われれば、５年間は空けざるを得ない。それは、富岡町

が、ほかに避難している方を再度募集をしながら受け入れると。それでも、先ほど言

ったみたいに空いている場合は、富岡と県と村が三者で話し合いをして、村民を入れ

るとか、ほかの避難者を入れるとかいうふうにせざるを得ない。ですから、通常の開

発とは異なるという中での不可欠な条例だということでございます。ご理解をいただ

きたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） こうなんだよと言うなら、それはそうかもしれない。でも、基本的

に大玉村で大玉村が造る住宅、これに対して、大玉村が主権がないなどということは

あり得ない。主権はあくまでも大玉村。ただ、運用上はそういう条件があるから、富

岡町の話は聞きますよと、聞かなければならないよというのは分かる。第一あくまで

も主権者は大玉村であってしかるべきです。大玉村の財産であり、大玉村で費用を出

してやっている。しかも、大玉村の土地だと。主権者は、あくまでも大玉村だと。し

かし、これは運用については、そこを復興住宅にした状況も踏まえて、それなりの話

を聞いてくださいというなら話は分かる。だから、あくまでも主権者は大玉村である

ということを主張してしかるべきだと。そして、話は聞いてやりますと。それで良い

と思います。そういうことで。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ８番議員が言われるとおり、主権は大玉村です。ですから、大玉村

の財産で、大玉村のものです。ただ、８分の７、富岡町という非常に非常時で避難、

仮の町を造らなければならないという状況の中で、町村対町村としての信義として、

その条件を受け入れたと。その条件を受け入れて建設をしたと。ですから、主権は当

然大玉村にあります。ですから、主権は主張していきます。例えば６０戸しか入らな

くて５戸余って誰も入らないなら、これは村のやつなんだから、村の人を入れてくれ

ないかと、これは当然主張はします。ただ、条件としては、そういう先ほど言ったよ

うな条件を受け入れて、８分の７をいただいて、村の財産を増やそうということでご

ざいますので、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６、議案第７５号「大玉村村営住宅及び共同施設の整備基準

に関する条例の制定について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） ３ページの１３条、これ各戸ごとの敷地と理解して良いのかどうか。

その(敷地内)とした場合に、今どき自転車よりもむしろ駐車場かなというふうに思い

ますが、それらについての考え方を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。

敷地内というとらえ方でございますが、今現在、整備しようとしているところにつ

きましては、まだ、確定的にこういった敷地というようなことは、青図としては出て

きていませんので、一般的なことを申しますと、いわゆる公営住宅の敷地、その全体

の中を指しているというふうにご理解をいただきたいと思います。なお、自動車の駐

車場はどうなんだということでございますが、ごみ置き場等の付帯設備で考慮される

というふうにご理解を賜れば有り難いと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 第１４条、第１５条関係で、児童には児童遊園、集会所ありますけ

ども、あそこは建てようとする土地は、今まで老人たちのグランドゴルフの敷地にな

っておりますけれども、そういった小運動場についての敷地はどう見ているのか、伺

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。

あくまでも今回、提案させていただきますこの整備基準関係の条例につきましては、

この整備される中、いわゆる公営住宅の整備基準の中で示されているものについて示

しております。グランドゴルフをやっているという小運動場、これにつきましては、

この中で対応するというよりも、過日、庁外コミュニティの整備等で新聞でも出てお

りましたが、そういったもので整備すべきではないかというふうに考えております。

なお、公営住宅法の整備基準の中では、この児童遊園、集会所、広場、緑地、この広

場、緑地についても、その規模とか、そういった部分についてはそれ相応に適したも

のという考え方の中で整備されるものでございますので、そういった運用をしていき

たいと考えてございます。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。



- 110 -

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７５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７６号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

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。

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７７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。７番。

○７番（佐藤誠一） 余りにもこれ長すぎて理解が非常にしにくいので、どういったもの

なのか、簡単に当局にここはこうだと、私が理解できるような説明をもう一度求めた

いと思います。

○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いたします。

今回の大きな改正につきましては、金融所得一体の改革の税制の改革という部分が

主になっておりますが、今回上程した条例のまず１ページの４７条の２、それから４７

条の５でございますが、これにつきましては、公的年金からの特別徴収、今現在行わ

れておりますが、まず１点は、徴収中にほかの市町村に転出した場合、これは今現在

は普通徴収に切り替わるという。これは年金機構のシステムの関係で、そのようにな

っております。大玉村からほかの町村に行った場合は特別徴収が打ち切られて、普通

徴収に切り替わると、これ現行制度です。それを４７条の２につきましては、引き続

き特別徴収ができるということに今度システムが切り替わります。そのシステムは全

国的な規模になってございますので、それらの回収の都合により、２８年の１０月以
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降に新制度が変わるということになってございます。その開始日については、附則の

方に記載されております。

それから、４７条の５につきましては、年金特徴の算定方法が若干変わります。今

までですと、前年度分の本徴収の３分の１をそれぞれ仮徴収をしていたということに

なります。ちょっと分かりづらいんですが、前年度分の本徴収額が、例えば医療費控

除等で下がった場合、その下がった年の本徴収が当然安くなります。その安くなった

本徴収がまた、次の年の仮徴収になるということで、数字等を持って説明すれば、仮

に６万円だと税額からすれば、年金特徴６回ですので、それぞれ１万円ずつ仮特別徴

収と本徴収がされるという形になります。次の年に同じく６万円であれば変わらない

んですが、次の年に医療費控除等があって、３万６,０００円に仮になったとします

と、仮徴収は前の年の本徴収分ですから、１回当たり１万円かかります。本徴収につ

きましては、仮徴収３回で３万円引きますので、残りが税額が先ほど申しました３万

６,０００円ですから、残りの税額が６,０００円。それを３で割りますと、１回当た

り２,０００円と。それが本徴収になりますので、更に次の年に戻って６万円の税額

が課せられても、仮徴収は１回当たり２,０００円になります。それが３回で６,０００

円になりますから、今度本徴収が逆に１回当たり１万８,０００円に上がります。年

額で６万円いただかなくてはならないので、当然、本徴収の方が上がる。そういった

仕組みだったものを、これをそういうふうに下がったり、上がったりあまり大きな変

化がないような徴収方法にしましょうということで、仮徴収額を前年度分の年税額の

２分の１、徴収額ではなく年税額の２分の１とするということで、そういった大きな

変動をなくすというのが、４７の５の条文の改正でございます。附則の６条の２第４

項、７条の４項関係は、それぞれ引用条項が変わりましたのでの改正でございます。

それから、４ページになります。改正後のほう４ページ、１６条の３でございます

が、そこから１９条、１９条の２と関連する部分があるんですが、ここからにつきま

しては、株式関係の部分の改正がありまして、公社債等に対する所得に対する課税の

方法が、今まで特別公社債というのは国債とか、地方債とかということで、それらに

つきましては課税の対象にはなってございませんでした。非課税だったということで

ございますが、これからそれらも課税していくということで、それぞれそういった公

社債、それから特別公社債等について、申告分離課税制度を適用しますということで

ございます。

それから、これは附則なので、前に行ったり後に行ったりして大変分かりづらくて

申し訳ないんですが、上場株式関係の譲渡の配当所得関係の控除の特例が拡大される

ということで、これも株式の損失関係の繰越が今度申告すれば当然できるようになる

ということで、今まで非課税だった部分が課税になっても、損失があった場合には申

告しておれば、繰越ができるということでございます。

それから、１９条の２関係は７ページになりますが、こちらにつきましては源泉徴

収口座というものが株式市場にございまして、それの口座に特定公社債、先ほど申し

ました国債、地方債等を譲渡所得で申告した場合に分離課税で３％課税されますよと
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いうようなことでの改正でございます。

それから、今のは改正でございますが、同じ７ページの現行の１９条の２からペー

ジずうっと飛びまして１４ページまでございますが、これにつきましては、地方税の

ほうに網羅されました条文でございますので、今回は本条例は削除するというもので

ございます。現行のほうに線がずうっと引かれていると思いますが、それにつきまし

ては地方税法のほうに記載されておりますので、今回、条例のほうからは削除すると

いうことでございます。それに伴いまして、１４ページでございますが、改正前の２０

条の２でありましたものが、２０条に繰り上がってございます。

１７ページになりますが、２０条の２につきまして、改正後の２０条の２になりま

すが、これは条約適用利子といいまして、これにつきましては外国の株式を取り扱っ

ている方に対しての課税の特例がここに記載されております。あとは附則のほうにつ

いては、先ほど申しました年金特徴関係につきましては、システムの改修の関係で平

成２８年１０月１日以降、そのほかについては２９年の１月１日からの施行というこ

とで、本条例につきましては、２８年の１月１日から施行するということでございま

すので、ご理解いただきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） この条例についても私もちょっと大変ややこしくてさっぱり分から

なかったんですが、ちょっと資料を取り寄せまして、平成２５年度の税制改正のあら

ましというのがございまして、その中でこの上場株式等の譲渡の場合とか、又は非課

税口座、いわゆるニーサとかという横文字で言うんですが、１００万円掛ける５年間

で証券会社に投じた場合は非課税とするとか、さっきから出ております公社債等につ

いては、申告分離課税ということらしいんですね。それで、なぜこういうことなのか

ということなんですが、いわゆる株式が低迷しておった平成２１年１月１日から２５

年１２月３１日、今年の３１日までの約５年間低迷しておったためにですね、税率を

１０％だったんですね。今度は来年１月１日からは２０％に上げると、株投資が活発

になったものですから、いきなり上げてきた。それで、村の条例においても、その分

を適用すると、上位法の中でこうなってきたのかなというふうに思っております。い

ろいろと長くなっちゃうんですが、一番私心配してあるのは最後のところなんですが、

２０ページのいわゆる保険料にかかわる個人の村民税の課税の特例というところが、

改正後は全部抜けちゃっているんです。これはどういうことなのか。例えば社会保険

料控除額というのが受けられておったんですが、これは確か民間の保険会社が入って

も５万円ほどの控除があったというふうに思っているんですね。それから、医療費控

除というのは、医者のかかった場合は１０万円以上については、控除しますよという

ようなことがあったと記憶しているんですが。この辺の適用を今回、これをなされて

いないということは、どっかでまたこれが生きているのかどうか。まず、そこをお尋

ねしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。
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大変申し訳ございませんでした。附則第２０条の５、現行の５関係でございますが、

これにつきましては、地方税法のほうで規定されておりますので、今回はこの条例は

削除するということでの提案でございますので、ご理解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７８号「大玉村国民健康保険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。５番。

○５番（鈴木宇一） 国民健康保険税条例でございますが、これは４ページの最終のほう

の減免の特例というところが、やはり抜けておるということでございます。それから、

附則の第１条関係が、２９年１月１日から施行すると。ずうっとこうきておるんです

が、第２６条第１項の規定は、平成２５年１月１日から適用する。もう既にこれは始

まっているというふうに認識なんですね。第２条の新条例第２６条第１項の規定は、

平成２５年１月１日以降に同項に規定することについて適用する。新条例も２５年１

月１日から既に施行されているのかどうかですね。これ２６年なのかなと、おれ勘違

いなのかな。また、最終的には２８年から適用するということになっておりますが、

ここの２つについて答弁をお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。

４ページの１７の部分については、これについては特例という部分がこれは終了し

ているということで、今回削除という形です。

それから、附則第２条の関係でございますが、これにつきましては、新条例２６条

第１項ということで、行政手続条例の適用除外という部分でございます。これにつき

ましては、行政手続法の関係もございまして、こちらのほうで審査に対する処分等、

それから不利益処分等、それぞれ第２章８条と第３章１４条ということで下線引きに

なっております。これがあった場合には、理由を示しなさいということでの改正がご

ざいました。これは附則等の改正が若干時間がかかった関係と、それからこの本地方

税法自体が２５年４月１日施行でございました。ということでございますが、これに

つきましては、２５年１月１日からそういったものがあれば、遡及して理由を提示し

なさいということの資料でございますので、そのような表現になっております。

以上です。
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○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７８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） ここで暫時休議いたします。再開は午後２時５０分といたします。

（午後２時３４分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後２時５０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第７９号「税外収入の督促及び延滞金徴収条例の

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） この条例、税外収入については、前の７２号の村営住宅条例の第１４

条の削除という欄が、ここで出てきているのかなというふうに思っておりますが、こ

こで言っている１４.６％、延滞金。これを半分に下げますということですね、７.３

％。それに加えて、提案理由の説明の中で村長が９.３％にしますということなんで

すが、いわゆる７.３％プラス２、これが年１％割合を加算した割合と。それから、

当該特例基準割合というのがあるんですが、これが１％なんですか、そうすると。こ

の条例そもそもがおれもおかしいと思うのが、いわゆる延滞金がずうっと加算して払

えなくなっている人たちに、安くするから半分にするから早く払ってくださいよとい

うことなんだろうと思うのですが、安くしたらますます払わないのかなという気もす

るんですが、その辺ですね。その２点についてお尋ねいたします。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。

まず、最初の２％の件でありますが、これについては２％の内訳は、まず１％は、

ここに特例基準割合というのが２％です。その２％の内訳としましては、貸出約定平
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均金利、これが１％プラス１％で特定割合基準というのが２％になります。従いまし

て、年利１４.６％、これは本文でうたっているんですが、ここでは７.３％に先ほど

の２％を割合を加算しまして９.３％ということで、引き下げになっているというこ

とでございます。

次に、徴収税の納付者の立場からどうなんだということでございますが、これは地

方税法の改正によるもので、年利が下がれば延滞前に支払っていただくというような

ことで、あくまでも地方税の改正によるということでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） １か月以内が３％、それから１か月以上が９.３％、これの他市町

村との比較を伺いたいですが。

それから、税外収入の大きなもの、それをお示しください。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。

まず、他市町村との比較においては、これは地方税法の改正に伴う税が主でありま

すので、基本的にはといいますか、同じでございます。

それから、税外収入の主なものでございますが、当初予算でいきますと、例えば使

用料でいきますと産業振興センター使用料、それから幼稚園使用料、これが大体１,０００

万円単位です。これは今年度の当初予算計上で申し上げております。それから戸籍住

民手数料４００万円でございます。それから保育所授業料とかもございます。ちょっ

と金額的に申し上げられなくてすみませんが、今、持っている資料の中でお答えしま

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７９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１１、議案第８０号「大玉村介護保険条例の一部を改正する
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条例について」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１２、議案第８１号「大玉村後期高齢者医療に関する条例の

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。

（「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１３、議案第８２号「大玉村消防団設置等に関する条例の一

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。

（「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１４、議案第８３号「平成２５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。３番。

○３番（武田悦子） １９ページをお願いいたします。１９ページ、①の災害対策本部に

要する経費の中で、復興の集いという経費計上されたように説明を受けました。平成

２６年３月に行われる復興の集いと思われますが、２５年に行われました復興の集い
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は、復興の集いにふさわしい方がいらっしゃったのかなと、かなり疑問に思うような

内容であったかと思うので、２６年の復興の集いは、どのような形で行われる考えな

のかお聞きをいたします。

次に、２５ページ、中段の③、居宅老人等の対策に要する経費の中で、高齢者の見

守り体制の整備という説明をいただきました。具体的にどのような形での見守り体制

の整備なのかお聞きをいたします。

３３ページ、上段の林業振興に要する経費の中で、有害鳥獣対策事業補助金、有害

鳥獣対策の資格取得の補助という説明でございましたが、具体的にはどのような形で

補助を出すのかお聞きいたします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ３番議員さんにお答えいたします。

１９ページ、災害対策本部に要する経費であります。復興の集いに要する経費とし

て１２０万円のうち１００万円程度見込んでおります。この中身につきましては、昨

年度までは２時４６分を挟んでセレモニー的なものを開催したところでありますが、

今回におきましては、３月１１日にこだわらないと、１つは。日程的には日曜日。多

くの村民の方が参加できる日を設定したいというふうに考えております。

それから、内容でございますが、昨年度、マスコミで著名な方というような形で昨

年度は絞りましたが、今年度におきましては、もう少し震災の実際の経験にあった方、

そういう方からお話しを伺えればというふうに考えております。それ以外にも現在、

交響楽団、自衛隊、自衛隊でなくとも、そういう形の音楽隊、あるいはコーラスグル

ープ、そういう方にもお声かけをしておりますし、同時に日赤等の奉仕団等によりま

す炊き出し等の振る舞い、それから備蓄倉庫にあるものの年限の迫っている、賞味期

限の迫っているものを利用しながらの緊急炊き出しの実演、たまちゃんのお披露目、

それから商工会と現在話をしておりますＢ級グルメのご披露、こういうものも含めて、

もっとほかにどういうものができるか現在検討中でありますが、こういう午前中から

午後３時程度ぐらいまでの間の中で、もう少し気軽に村民の方が集まって、いろいろ

集いができればというふうに現在では計画しておるところであります。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。

ページ２５ページの中段、見守り体制整備事業関係でございますが、これにつきま

しては、既に実施している業務ではございますけれども、ひとり暮らし、高齢者生活

状況確認業務、これは社会福祉協議会に委託をして行っているものでございます。そ

れから、高齢者夫婦等の巡回訪問、生活状況確認業務ということで、これも同じく委

託をして行っている事業でございますが、今、申し上げました事業を基に定期的な巡

回、あるいは状況把握によって支援体制を構築するというような事業でございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ３番議員さんに３３ページの有害鳥獣対策事業補助金の内容で
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ございますが、近年のイノシシをはじめとする農作物被害が増加する中で、捕獲隊員

の減少・高齢化等によって、被害が拡大しているような現状の中で、狩猟法による資

格取得の取得経費の補助をする内容でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 今回の１１ページ、一般寄附、ふるさと納税寄附等もありますけど

も、村長、過日の一般質問の中で、ふるさと納税については１割くらいの、現在は１

割だね、これからは５割にするというような謝礼金を渡すというわけでございますけ

れども、これ一般寄附等については、どのような取り扱いを現在、なされているのか

伺いたいと思います。

当然、ふるさと納税については、税金の控除等も含まれておりますけれども、その

辺どうなっているのかお伺いいたします。

今回、初めて上がってきた２１ページのコンビニでの収納システムの導入費上がっ

ておりますけども、これ税金という形ですけども、全体的な税金が納められるという

ふうに解釈して良いのか伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○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。

一般寄附金、これについても当然、税額の控除はございます。ただし、ふるさと納

税とは違って、そういう対価と言いますか、お礼はしておりません。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ふるさと納税の控除関係でございますが、基本が２,０００円

になります。あとは、寄附された額によってそれぞれ計算方法がありまして、それで

計算しますが、ほぼ全額が控除される計算です。ただし、高額、ちょっと手元に資料

がないのであれですが、たぶん２００万円以内くらいだと、ほぼ全額控除という内容

だったと思います。以上です。

続けて、コンビニ収納のほうでございますが、コンビニ収納の税目につきましては、

４税目、住民税、それから固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、それから水道、

農業集落排水ということで、６項目を導入する予定でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。

○６番（佐々木市夫） ２～３点お願いします。１７ページ、防犯対策に要する経費とい

う形で、防犯灯設置工事とかいろいろ上がっていますけども、まず、村の中、やはり

まだまだ防犯灯必要な箇所が多いと思うんですけど、今の実態の状況とそれらの必要

な量をどのように見通ししているか。あと一方で、こういうふうな室内も含めてです

けども、ＬＥＤの方の設置のほうが進んでますけど、そのような導入の計画が既に進

んでおるのか。現在、そういうふうな設置したところがあるのか、まず、その辺につ

いてお伺いしたいと思います。

３１ページ、堆肥センターについてお伺いしたいと思います。特に今年は放射能の

問題から少し放射線も下がって、堆肥の需要がまた回復したようですけども、もみ殻

の搬入の点で何というんですか、ターボで上に吹き上げて格納庫のモーターが壊れた
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りしてなかなか大変だったようで、どうしてもやっぱり秋の忙しい時期ですから、各

農家が搬入してきたりいろいろばらばらでなかなか中は大変なようです。基本的には

別な棟を造って、そういう場所もなどという声もありますけども、そのようなことも

含めた予算の反映がここになされているのかどうか、それについてお伺いしたいと思

います。

あともう１点だけ、３３ページ、商工業関係のこの観光に資するゆるキャラ、たま

ちゃんの件、テレビで見てても悲しい限り、たまちゃんなかなか動きが鈍くて、奮闘

むなしくかわいそうなところもあったんですけど、今回、改良して有効に使うために

改良をするようです。５０万円の予算。今現在までと今後どのようなこのたまちゃん

を利用していくのか、その辺についてまず、お伺いしたいと思います。

その上の段、１２万円、これなんか前にも１件ほどあったんですけど、空き店舗を

利用したそういうふうなところには１か月１２万円ずつ、合計１年間かな、最大。そ

ういうふうな補助をするという形、有り難いようですけど、場所と今後の見通し、そ

ういうふうな要望が今結構こういうふうな避難生活を送って商売をなさっている方も

いますけども、そういう要求が多々あるのか、その辺についても伺いたいと思います。

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） ６番議員さんにお答えいたします。

１７ページ、防犯灯設置の関係の質問でございます。現在、防犯灯については主に

地域からの要望に応えながら予算措置をして進めてまいりまして、村が管理している

ものについては正確ではありませんが、９月の事業実績ご覧いただければ４００数十基

になっていると思います。そのほか防犯灯組合で所有しているもの、それから大山、

玉井両防犯協力会が管理しているもの、あるいは商工会が管理しているもの、これら

を含めると村内に６００基を超す防犯灯が設置されているように思います。今後とも

今回の工事につきましては、前に行われた女性議会、この中で中学校周辺の要望があ

りまして、早速手立てをさせていただくというような格好で、それぞれの要望を踏ま

えながら、計画的に設置を進めてまいりたいというふうに考えてます。

それから、ＬＥＤについても、現在、設置を進めております。器具が高額なもので

すから、すべてＬＥＤというわけにはいきませんけれども、長寿命化ということもあ

るし、後々の管理経費の問題もあってＬＥＤの設置も進めております。ただ、以前、

寄附していただいたＬＥＤじゃない方の在庫がかなりありますものですから、取替が

発生したような場所については、従来型のを設置しながら、新規の場所についてはで

きる限りＬＥＤとかという形で進めてまいりたいと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ６番議員さんにページ３１ページの堆肥センターの修繕料の関

係でございますが、６番議員さんからご指摘のあったように、堆肥センターのもみあ

げ、タンクに上げるもみあげのいわゆる吹き上げ機のファンがちょうど１０月はじめ

ですが、故障いたしまして、その時期については堆肥舎にもみ殻を保管して、その後、
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修理しまして、現在についてはモーター、ファン等も修理し直って地上のタンクに上

げているというような状況で、それらに伴って、それらの修繕をしたために、車両等

の車検整備代等々の修繕料が不足したため、今回の補正に至ったものでございます。

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。

３３ページの商工費関係であります。観光協会補助金５０万円、たまちゃんの更新

ということで計上させていただいております。このたまちゃん、バルーンタイプとい

うことで、空気を膨らまして、それを維持しながら活動するということで、バッテリ

ーを背負いながらやっているわけでありますが、バッテリーの持つ時間が大変短くな

ってきたということと、なかなか運動性能が良くない、時速２キロというような形で

ありますので、現在、ゆるキャラブームの中でなかなか対抗できない部分が出てきま

した。そういう老朽化の部分も含めまして、今回もう少し活動的な早く走れるような

運動性能の良いたまちゃんを作っていきたいというふうに考えております。これらを

基に観光ＰＲ、大玉村の産品の物販の促進、それらに役立てていきたいというふうに

考えております。

それから、その上段の空き店舗対策でありますが、これについては大山の宇曽豆地

内、鈴木工務店の建物を間借りしてノスタルジーカフェというようなカフェを開き、

この方につきましては商工会に加盟しているという観点から、空き店舗対策事業とし

て商工会と提携しております補助事業を取り入れて月額６万円以内、上限２分の１以

内というような形で、今回は４カ月分１２万円を計上させていただいたところであり

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） 毎年、毎回問題になっておりますけども、今度新しい村長になった

ので、ちょうど地元に馬場桜という天然記念物があるんですけども、ちょっとこれ見

てももう村外からの観光客はほとんど来ないであろうというふうに思っております。

私も議員になって２２年過ぎましたけども、毎年このことが上がってきておりますけ

ども、現在、村長からの観点で、もう何年の期間があるのか。こういった事業をして

効果があるのかを含めて、ちょっと辛口になりますけども、答弁していただきたいと

思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えを申し上げます。

前にもたぶん教育長のときにお話しをしたと思いますが、福島県で桜で国の指定に

なっているのが、馬場桜と滝桜２本だけでございます。それで、だいぶ弱ってきまし

たので、手を加える度に国の許可がほしいということで、それではとても間に合わな

いと生き物相手なので。だから、国指定を取り消してくれという要求をしましたなら

ば、枯れるまではだめですということで、今現在も歴とした国指定、天然記念物でご

ざいますし、その後、国のほうに大変厳しく、口だけ出して何もしないということを
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言いましたらば、今は年数回、国の専門官、文化庁の専門官と、それからあと樹木医

と、それから県の文化課、県にも文句を言いましたので何もしないと。今、県の文化

課のほうの専門職員と樹木医が来て、保全のための委員会が立ち上がっておりまして、

その委員会の指導を受けながら今、回復術をやって、私も見る限りは元気になってき

ていると。葉っぱがですね色が非常に良くなっている。花の色も濃くなってきている

ということで、回復するんじゃないかと。国の専門官の話だと、あと何年で枯れるな

どということはないですよというのが、国の専門官の話です。もし、枯れた場合は、

あそこに後継樹がありますので、後継樹を植えると。植えて、それは当然ＤＮＡは同

じです。接ぎ木ですので、それで、馬場桜はこれからもずうっと村民の歌に載ってま

すので枯らすわけにはいきませんので、継続してやっ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） ほかにございませんか。９番。

○９番（佐原吉太郎） ３３ページの松くい虫の件なんですが、八坂神社かな、あそこの

松も歴史的には非常に貴重なものでありますが、吸入して虫を予防するというか、そ

ういう観点からちょっとお聞きしたいんですが、もちろん八坂神社の松も今、大変な

大きな松がなんか色が悪くなっている、そういう状況であります。したがって、民間

ですね、これは確か八坂神社の場合は、当然ながら吸入も村の予算でやっているんだ

と思うが、それ私分からないからその点もお聞きしたいのですが。更に個人で個人持

ちの人ね。歴史のある松があるわけなんですよね。それを結局私もちょっと吸入して

守ろうとしたんですが、かなり高価なんですよね、値段がね。それらも歴史のある例

えば個人的に持っている方に対して、村なりに薬吸入を補てんされる今後考えがある

のかどうかをまず、お聞きしたいのでございます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ９番議員さんに３３ページ、松くい虫の防除の関係ですが、現

在、八坂神社の松については、緑の文化財に指定されているために薬剤による地上散

布を行っております。ご指摘のように、いわゆる防止するのには、一番樹幹注入とい

うのが一番効果があるということですが、大きさによって金額が違いますが、相当な

いわゆる事業費がかかるということで、現在、国の補助制度についても認められてい

るのは伐倒によるくん蒸、薬剤くん蒸ということでございますので、それら今言った

例えば個人の松を薬剤の樹幹注入によってやった場合の事業費を補助するというのは、

現時点ではなかなか難しいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 実はやはりこの各家庭にも２００年、３００年と、要するに観賞

でありますが、そういった松もかなりあるわけなんですね。それもかなり消滅という

か、虫によっていちいちそういう補助とか、そういう制度があれば貴重なまあ観賞用

ではあるんだけども、それらも守れるということになれば、多少の代償はやはりやる

べきではないのかなと。ただ、天然記念物とか、国で指定されたものだけが今のとこ

ろは補助対象になっていると。しかし、これは元々私もどこかでちょっとお聞きした
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ことあるんですが、要因というのは、松くい虫というのは大体どこから来たんですか、

これ。そして、それの補償対象全くそのね不透明なんだわな、はっきり言うと。これ

日本に元々あった虫ではないのかな。恐らく海外から来たんだと思うんですね。これ

輸入先だと思うんですよね。それらを全くこういうところでどうこうと言ったって、

これの良い答えは出てこないと思うが、しかしながら、全く不透明な虫によって、貴

重な松が日本各地でみんな失っているわけですね。そういうことも含めて、今後、そ

ういったことも村長もね、たまに地方に行ったときに、どうなっているんだなどと、

ちょっと頭おかしいなどと言われるかもしれないけども、それくらいにやっぱりこれ

くらい慎重な要するに松資源がほとんど侵されているんですね、各地で有名なところ。

そういうことも含めて、やっぱり今言う富士のこっちの有名な三保の松原かな、あれ

もやはりかなり被害を受けているんですが、あれは国で当然世界遺産になったので、

そういった保護される、適用されるような状況にありますが、全体として村ならず全

国の宝がどんどんどん消滅していくということに対しては、やっぱりこれからそうい

った地方におけても、やっぱりそれなりの貴重な松があるわけですね。そういうこと

も含めて、ちょっとしたわずかな散布によっても、もし、中に入ってしまうものです

から、それは散布で賄えて、ほとんど今、切ってだけだからね、これ。だから、守る

ということは、全く今のところはなってないんですよね。その守りをやはり事前に何

らかの薬かなんかでやれば、貴重な有名な松も守れるんじゃないかと、こう思ってい

るので、その点も今後検討していただきたい、予算面でね。わずかだと思うんです。

たぶんその薬吸入するよりも、ただ、散布をやるとほかに影響があるんですよね、い

ろんなものでね。しかし、今の薬というのはいろんな面で良いものができていると思

うんですよね。そういうことをこれからちょっと探っていただいて、研究していただ

いて、それらもやっぱり考えていただければ有り難いなと、こう要望しておきたいと

存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ９番議員さんにお答え申し上げます。

今、質問の間に教育長とちょっと話をしました。緑の文化財については、そういう

村でやる形ができているわけですが、確かにここ１０年ぐらいの間に小泉のカーブの

ところの笠松、非常にきれいな笠松が枯れまして、それから、上野台の笠松も枯れま

した。それから、間黒のちょっと上のところの右側の松も今、真っ赤かになっており

ます。確かに大玉の非常に形の良い松が次々と枯れていくということもありますので、

教育委員会の文化財調査委員会で、過去に大玉の銘木ということで調査が既に済んで

おります。その緑の文化財以外の銘木について。その中から文化財保護審議委員会と

いう樹木医も入った審議会が教育委員会にございますので、その銘木の中で特に大玉

として守るべきだと思われる松について審議をいただいて、これについてはやはり樹

幹注入等でやらなきゃだめじゃないかという答申があれば、それに対して全額できる

かどうかは金額的なこともありますが、それ相当の助成をするという方向で、教育委

員会のほうで早急に検討してくれるように指示をしたいと思います。以上です。
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○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） 質疑がないようでございますので、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８３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１５、議案第８４号「平成２５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１６、議案第８５号「平成２５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。

◇ ◇ ◇
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○議長（佐藤 悟） 日程第１７、議案第８６号「平成２５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１８、議案第８７号「平成２５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１９、議案第８８号「平成２５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。７番。

○７番（佐藤誠一） 先ほど可決されました復興住宅等の今後の水源について、今の水道

の量で単純に間に合うのか、間に合わないのか伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。

災害公営住宅関係６５戸ということで条例が可決になったわけでございますけれど

も、現在、仮設住宅の関係につきましては、すべて受水槽方式で給水をさせていただ

いております。今後、６５戸の整備がなされた場合につきましては、最終的に給水計

画をもう一度見直す必要はございますけれども、それにつきまして私ども職員ではな

かなか難しい部分がございます。これにつきましては、コンサルのほうの計算に基づ

きまして直圧式が可能なのか、又は受水槽の設置が必要なのか。そういった部分につ

きまして詳細な検討をさせていただいたうえで、判断をさせていただきたいと思って

おります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。
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（「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２０、議案第８９号「大玉村固定資産評価審査委員会委員の

選任について」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２１、議案第９０号「人権擁護委員候補者の推薦について」

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２２、今期定例会の新規事件であります請願第１号並びに陳

情第５号及び陳情第６号を一括議題といたします。

これより、付託した常任委員会委員長から審査結果の報告を求めます。

総務常任委員会委員長の報告を求めます。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。

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１２月１０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請願第

１号「「２０１４年度教育予算の充実と教職員定数の改善を求める意見書提出」方の
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請願書」について審議するため、１２月１０日、午前１１時２０分より大玉村役場第

２委員会室において、佐々木市夫委員が欠席、ほか委員全員が出席し、更に参考意見

の聴取のため、総務課長、企画財政課長及び教育総務課長に出席を求め、委員会を開

催いたしました。

請願第１号「「２０１４年度教育予算の充実と教職員定数の改善を求める意見書提

出」方の請願書」について、慎重審議のうえ、採決を行った結果、この請願を採択す

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請願についての審査結果を報

告いたします。

平成２５年１２月１３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

以上であります。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 以上で総務文教常任委員会委員長の報告が終わりました。

委員長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。

請願第１号「「２０１４年度教育予算の充実と教職員定数の改善を求める意見書提

出」方の請願書」を採決いたします。

本請願に対する委員長の報告は採択です。

お諮りいたします。

本請願について討論を省略し、委員長報告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、本請願は、委員長報告のとおり決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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

結果について、ご報告をいたします。

去る１２月１０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２

件について審議するため、１２月１０日、午前１１時４０分から第１委員会室におき

まして、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、農政課長、及び

建設課長の出席を求め、委員会を開催いたしました。

陳情第５号「政府が米の需給と価格に責任を持つ米政策の確立を求める陳情書」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いたしました。

次に、陳情第６条「道路整備に関する陳情書」について、現地調査を踏まえ、慎重

審議の結果、全委員一致をもって採択すべきものとし、取り扱いについては、当局一

任と決定をいたしました。
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以上のとおり、産業厚生常任委員会に付託されました陳情２件についての審査結果

を報告いたします。

平成２５年１２月１３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。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 以上で産業厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。

委員長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５号「政府が米の需給と価格に責任を持つ米政策の確立を求める陳情書」を

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６号「道路整備に関する陳情書」を採決いたします。

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） 日程第２３、委員会研修報告を行います。

総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会及び議会運営委員会の各委員長並びに議

会広報編集特別委員会委員長より順に報告を求めます。

総務文教常任委員会委員長。２番。

○２番（押山義則） 総務文教常任委員会報告書。

平成２５年９月定例会において、閉会中の継続審査の申入れをしておりました教育

環境状況についての調査報告をいたします。

平成２５年１０月２４日、２５日の両日、委員全員参加のもと、秋田県由利本荘市

教育委員会を研修先に「教育環境状況の調査研修」をテーマに調査研修した結果を報

告いたします。

先ごろ発表されました全国学力調査の結果から、福島県が大変厳しい状況にあり、
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本村においても全国平均をやや下回っている状況から、今後の復旧、復興の担い手と

なる児童、生徒の学力向上は極めて重要と考え、全国学力調査結果、日本一の秋田県、

特にレベルの高い由利本荘市の教育環境づくりへの取組みを調査、研修いたしました。

由利本荘市の取組みは、「人間性豊かで、進取の気性に富むたくましい子どもの育

成」～科学的な探求心をはぐくみ、確かな学力を身につけさせる教育の推進～を目標

に校長、教頭、教諭と教育委員会職員による９名で構成された学力対策委員会を中心

に、市教職員のための年３回の研修会の実施、各学校への教育専門監（算数、数学、

理科）の配置、全ての学校への図書館支援員の配置、特筆すべきは、学力調査結果の

採点基準に基づいた自己採点により、各学校の課題を明らかにし、授業改善に活用す

るなど、児童、生徒のひとりひとりの教育的ニーズを把握し、個に応じた指導の充実

を図ることに努めております。また、目標にある科学的な探究心への喚起のため、科

学フェスティバルを開催するなど、由利本荘市体験型理数教育推進事業として、体験

型科学教育（リアルサイエンス）に取り組み、知識を活用する能力問題を発見し、解

決する能力を養い、学習意欲の向上とともに、指導者の教育技術の向上に資すること

を実践しております。更に、今後の取組みとして、コミュニティスクールの推進を図

り、学校、家庭、地域連携によるふるさと教育、キャリア教育の充実を求めて、活動

して行くとのことであります。秋田県の方針はもとより、由利本荘市としての取組み

は大変充実しており、この度の調査、研修が大玉村の教育環境づくりへの提言に大い

に参考になったことを申し上げます。

また、１１月２１日、大玉村農村環境改善センター会議室において、大玉村定例教

育委員会を傍聴後、村教育委員、関係職員参加のもと、研修結果を踏まえた懇談会を

開催いたしました。それぞれの課題において議論を深め、大玉村児童生徒の学力向上、

コミュニティスクール制度の今後の取組みなど、教育環境充実のため、意義ある懇談

であったことを付け加え、総務文教常任委員会の調査報告といたします。

平成２５年１２月１３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

○議長（佐藤 悟） 次に、産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） 議長の命によりまして、閉会中に実施いたしました産業厚生常任

委員会の調査結果についてご報告いたします。

今回は、「再生エネルギーと健康管理事業等について」をテーマとして、平成２５

年１１月２０日から２１日の日程で１名欠席し、長野県北安曇野郡松川村を訪ね、研

修を実施いたしました。松川村は、明治２２年に村制施行以来、長い歴史とともに人

口も増え、当時の２,４００人程度から平成１２年１０月には、人口１万人を達成し

ました。基幹産業は、水田農業を中心とした兼業農家が主で、温泉施設「すずむし

荘」や「安曇野ちひろ美術館」などの観光施設も充実しております。また、自然環境

や田園風景なども数多く残る緑豊かな村であります。平成２５年７月に、厚生労働省

は、「平成２２年市区町村別生命表の概況」を発表しました。この中で市町村別の平
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均寿命が紹介されておりますが、松川村は、男性の平均寿命８２.２歳で日本一とな

りました。また、女性の平均寿命では、８７.８歳で、全国で４１位となっておりま

す。ちなみに大玉村では、男性７９.１歳、女性８６.５歳で、女性は全国平均をやや

上回るものの、男性は全国平均を０.５歳下回っております。

研修には、松川村より議長、副議長及び副委員長をはじめ、議会事務局員、担当職

員が出席し、健康管理事業と再生エネルギーについて、説明を受けました。

健康管理事業については、第５期松川村老人福祉計画に基づき行われておりますが、

目標は健康長寿一番の村としており、今回、男性平均寿命が日本一となりましたが、

最終的にはいかに健康で長生きするかを目標としているとのことでありました。日本

一になった要因等についてお話をいただきましたが、豊かな大地と清流の中で生まれ、

基幹産業として発展してきた稲作を中心とした農業、そこで仕事に励み、健康に努め

てきたこと、農業には定年がないので、生きがいを持って取り組んで来たことが、今

回の結果につながったのではとの話でありました。

また、長寿県長野全体の取り組みとして、昭和２０年代から始まった保健補導員活

動や食生活改善推進協議会員の活動について、村の会員皆さんが積極的に取り組んで

きたことがあげられるのではとのことでありました。保健補導員については１００名

程度が在籍し、各地区の中で交代で行われており、主に健診の申し込みや健診時の補

助などを行っているそうです。

食生活改善推進協議会員については、減塩運動等が徹底され、代々受け継がれてき

ているとのことであります。

健康管理事業としては、健康体操教室や水中運動教室、介護予防教室等がそれぞれ

計画され、行われております。また、特定健診の受診率は、平成２４年度で５５％と

高く、２５年度の目標である５３％を上回っており、特定保健指導、介護予防事業な

どの受診者や参加者も増加しております。大玉村の特定健診の受診率は、平成２４年

で４３.３％となっており、１０％以上高いことが分かります。

次に、再生エネルギー等についての説明を受けました。平成１７年に松川村地域新

エネルギービジョンを作成し、太陽光発電をはじめ、風力、各バイオマスエネルギー、

小水力エネルギーなどの活用計画でありますが、できるところから取り組んでいる行

くとのことであり、公共施設への太陽光発電システムの設置や一般住宅への設置補助

として、１キロワット当たり４万円、限度額１６万円の補助等を行っております。小

水力発電については、調査研究段階とのことでありました。

今回、研修してまいりました松川村は、人口規模や基幹産業、自然に恵まれた環境、

そして、自立する村としての取り組みなど、大玉村と共通点が多く、また、子育てに

も力を入れており、１８歳までの子どもに対する医療費の無料化なども行っておりま

す。恵まれた環境の中で、健康長寿の村、安心が実感できる村、支え合いとふれあい

の村をテーマに挙げ、これらを実現するために、公的なサービスだけでは対応できな

い生活課題やニーズに対して、行政だけでなく、多様な民間団体や住民団体が協働し、

「自助・互助・共助・公助」のもとで、地域の支え合いを進めるとしています。
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我が大玉村においても目標とするところは同じであり、いかに村民の皆様にご理解

をいただくかが課題であると感じました。今後、行政との協力や助言を通し、村民各

位への啓発に努めてまいりたいと思っております。

以上、概要を報告し、産業厚生常任委員会の調査報告といたします。

平成２５年１２月１３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。

○議長（佐藤 悟） ここで議長からお諮りいたします。

議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長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、会議時間を延長することにいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後４時５分といたします。

（午後３時５０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後４時０５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。６番。

○６番（佐々木市夫） 議長の命によりまして、去る１１月７、８日に実施いたしました

議会運営委員会調査研修について、報告いたします。

本年度の当委員会の調査は、「議会の運営に関する調査」を研修テーマとし、調査

研修地を埼玉県三芳町と決定し、全委員出席のもと、実施いたしました。

三芳町議会からは、議長、副議長、議会改革推進特別委員の出席を得て、研修を受

けてまいりました。三芳町は、首都圏３０キロメートルに位置し、埼玉県の南西部、

武蔵野台地の北東部にあり、海抜は３７.５メートル前後、面積は１５.３平方キロメ

ートルで、西から東へと緩やかに下る勾配を持ち、武蔵野の面影を残す林があちこち

に点在するおおむね平坦な大地であります。特色としては、恵まれた交通環境を背景

に、各種流通拠点施設が立地しており、つい最近まで地方交付金不交付自治体として、

人口増加とともに、活気あふれる町で、住民が主役の安心、元気なまちづくりを目指

して政策を展開している点であります。

議会の概要は、議員定数を行財政改革により、平成２３年の改選時に１６人から１５

人に削減し、現在に至っています。議会構成は、総務８人、厚生文教８人の２常任委

員会制で、議会運営、議会だより編集の各委員会は、それぞれ６人で構成、更に、議

会改革推進特別委員会は８人で構成されております。決算認定については、平成２３

年９月定例会より、決算特別委員会を議長、監査委員を除いた１３人の構成で設置を

し、委員長は、他の委員長でない議員を選任するとのことです。審査資料として決算
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書、成果説明書のほかに、歳入予算説明書、事業別予算説明書により審査を実施しま

すが、特筆すべきことは、そのほかに議会から当局へ資料を請求する点です。各議員

からの要望を基に、議会運営委員会で取りまとめ、おおむね１カ月前まで提出するよ

うに請求します。また、原則として、すべての審査終了後には、執行部退席の下、議

員間の自由討議を行い採決するなど、十分な時間を取って内容審査を行っている点で

あります。また、予算審査も同様に、予算審査特別委員会を設置して審査するとのこ

とでありました。議会の審議活動など議会運営の状況については、請願、陳情の数は

極めて多く、休会中でも毎水曜日に議案調査を実施するとのことであります。また、

議会改革推進特別委員会を設置して、通年議会の導入など、議会改革の検討課題をそ

れぞれ審議しておりますが、到達目標年度を定めて、結論を導く努力をしている点に

感心させられました。

議会活性化の取り組みについては、夜間議会、土曜、日曜議会の開催、更に、議会

報告会を毎年４月の夜間２日間、議員が２班体制で町内４会場において開催し、その

周知は議員自ら駅頭にてチラシを配付するなど、活発な議会活動を展開しております。

報告会では、３月定例会での条例、予算、常任委員会活動など、ふれあい座談会資料

を作成して、それを基に、町民に説明して、町民からは、議会や町に対しての意見、

要望などを聴取し、その取りまとめを行うなど、議会の活性化に努めています。

我が大玉村とは地理的、社会的条件など、環境が異なる点が多々ありますが、今後

の議会運営に大いに参考となる実りある研修であったことを付け加え、報告といたし

ます。

平成２５年１２月１３日

議会運営委員会委員長 佐 々 木 市 夫

大玉村議会議長 佐 藤 悟 殿

以上であります。

○議長（佐藤 悟） 次に、議会広報編集特別委員会委員長の報告を求めます。３番。

○３番（武田悦子） 議長の命により行われました議会広報編集特別委員会視察研修の報

告を行います。

１１月１３、１４日、山形県東田川郡庄内町にて、「議会広報編集全般について」

を研修テーマとし、２５年度の視察研修を行いました。

庄内町議会は、議員定数１８名、総務常任委員会、産業建設常任委員会、文教厚生

常任委員会、議会広報常任委員会のほか、議会運営委員会で構成されています。

研修には、議会副議長、議会広報常任委員長、副委員長、委員、事務局が出席し、

概要や発行までの流れなどの説明を受けました。

庄内町議会だよりは、余目町と立川村が合併し、庄内町となった平成１７年の７月

に創刊され、現在、３６号まで発行されており、平成２４年度の議会広報全国コンク

ールで最優秀を受賞した広報誌です。

議会広報常任委員は６名で構成され、編集作業は委員と事務局との共同で編集作業

が行われており、特徴としては、広報モニターの意見や指摘を編集途中で受け、可能
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な限り反映させること。更に、議会の審議内容について、町当局の考え方と議会側の

受け取り方に誤解がないかの確認作業を行う点にありました。「難しいことをやさし

く、やさしいことを深く、深いことをゆかいに、ゆかいなことを真面目に書くこ

と。」という井上ひさし氏の言葉を編集方針として、議案を読者目線で分かりやすく

すること、小学５年生でも理解できる内容にすること、見出しで内容を推測できる工

夫をすることを特に留意して取り組んでおられます。委員がそれぞれの部分で責任を

持ち、記事の内容はもちろん、語尾の統一や写真とその見出しなど、徹底的にチェッ

クし、編集しているとのことでした。

今回の研修は、議会広報の意義や読んでもらう大切さを再確認することができ、大

変有意義なものでありました。今回の研修を今後の広報編集に生かし、村民の方々に

親しまれ、読みやすい紙面づくり、議会の活動状況を村民に知らせる手段としての広

報編集に努めていきたいと思います。

以上、議会広報編集特別委員会の調査報告といたします。

平成２５年１２月１３日

議会広報編集委員会委員長 武 田 悦 子

大玉村議会議長 佐 藤 悟 殿

以上です。

○議長（佐藤 悟） 以上で委員会研修報告がおわりました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２４、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８号「２０１４年度教育

予算の充実と教職員定数の改善を求める意見書について」、議員発議第９号「東京電

力福島第一原子力発電所における汚染水問題並びに中間貯蔵施設設置の早期解決を求

める意見書について」、議員発議第１０号「政府が米の需給と価格に責任を持つ米政

策の確立を求めるの意見書について」が提出されました。

お諮りいたします。
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議員発議第８号～議員発議第１０号まで、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３までとし、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、議員発議第８号から議員発議第１０号まで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３まで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８号「２０１４年度教育予算の充実と教

職員定数の改善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。１番。

○１番（鈴木康広） 議員発議第８号「２０１４年度教育予算の充実と教職員定数の改善

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２５年１２月１３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 大玉村議会議員 押山義則

提出先 内閣総理大臣、文部科学大臣、総務大臣、財務大臣

２０１４年度教育予算の充実と教職員定数の改善を求める意見書（案）

子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要

なことです。次代を担う子どもたちの健やかな成長は、すべての大人たちの願いであ

り、子どもたちが全国どこに生まれ育ったとしても、等しく良質な学校教育を受けら

れるようにすることは、我々大人、そして国の責務です。

福島県では、県単位で３０人学級、３０人程度学級などの少人数学級、少人数指導

を実施し、教育効果を上げています。しかし、福島県の教育は、東日本の大震災及び

原発災害以降、以前とは違った様々な教育課題を抱えています。被災した子どもたち

は、大変厳しい環境の中で生活し、学んでいます。避難生活を余儀なくされている子

どもたちの中には、様々な悩みを持ち、ストレスを抱える子どもたちも多く、教職員

は様々なケアと支援を行い、教育活動を進めています。学校では、教職員が子どもた

ちに寄り添いながら、子どもたちの悩みや訴えを真剣に聞き、一人ひとりの子どもた

ちの課題を共有しながら生活指導を進めています。しかし、学校現場は極めて多忙な

状況にあり、教職員の負担は大きく、きめ細やかな相談や指導体制も十分に取れない

現状にあります。現場の教職員は、子どもたちに対する様々なケアの充実と日々の教

育活動の充実のために、教職員の増員による多忙化加重労働の軽減と子どもたちと向

き合う時間の確保を強く望んでいます。様々な諸課題に対し、よりきめ細やかな教育

環境を実施し、実現していくためには、国による少人数学級、少人数指導の充実を進
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める新たな教職員定数改善計画の策定が必要です。少人数学級を小学全学年及び中学

校へ拡充し、更に、いじめ問題への対応など、学校運営の改善充実や特別支援教育の

充実など、個別の教育課題に対応して、教職員定数の充実を図るために、教育予算を

十分に確保することが必要です。

このような理由から下記の事項について、強く求めるものであります。

記

１．子どもたちのケアやいじめ問題への対応、特別支援教育の充実など、個別の教

育課題に対応し、子どもたちに安心、安全な学校生活を保障するために、地方

交付税を含む、国の教育予算の充実をすること。

２．きめの細かい教育の実現のために、少人数学級の更なる推進等のための教職員

定数の拡充盛り込んだ新たな教職員定数改善計画を策定するとともに、２０１４

年度教育予算において、この計画を反映した人的措置、財政措置を行うこと。

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２５年１２月１３日

福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟

○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、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 追加日程第２，議員発議第９号「東京電力福島第一原子力発電所に

おける汚染水問題並びに中間貯蔵施設設置の早期解決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。７番。

○７番（佐藤誠一） 大変失礼しました。後で申し上げますけども、提出先に環境大臣も

加えていただきたいと思います。それでは、朗読いたします。

議員発議第９号「東京電力福島第一原子力発電所における汚染水問題並びに中間貯

蔵施設設置の早期解決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２５年１２月１３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
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賛成者 大玉村議会議員 押山義則

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、復興大臣

更に、環境大臣を付け加えていただきたいと思います。

東京電力福島第一原子力発電所における汚染水問題並びに中間貯蔵施設設置の早期

解決を求める意見書について（案）

東京電力福島第一原子力発電所の汚染水問題は、有効な対策が講じられないまま、

新たな漏洩箇所が確認されるなど、現況は悪化の一途をたどっており、もはや東京電

力だけで対応できる問題ではない。本県では汚染水漏洩により、アシアナ航空チャー

ター便の福島空港への運行が中止され、また、韓国政府が本県等の水産物を輸入禁止

するなど、県民生活や県内産業だけでなく、国際的にも大きな影響を及ぼしており、

国は汚染水問題の解決に向けた具体的な見通しを示し、一刻も早く対応を実行する必

要がある。また、現在も放射性物質の汚染作業で出る土壌などの放射性廃棄物は日々

増え続けており、汚染作業の一層の進捗のために、一刻も早い中間貯蔵施設の建設と

供用開始が必要である。原子力発電所事故への対応は世界が注視している中、国が威

信をかけて取り組むべき問題であり、一地方の問題に矮小化されてはならない。国に

おいては、ＩＯＣ総会にもおける（政府が責任を完全に果たす）という国際公約をし

っかりと守るとともに、国家の非常事態であるとの認識の下、問題の解決に向け、総

力を挙げ、スピード化を持って取り組まなければならない。

よって、下記の事項について強く求める。

記

１．汚染水問題については、国が新たな体制を構築し、財政措置を講ずるなど前面

に立ち、責任を持って早急に万全な対策を実施すること。

２．汚染による放射性物質を含む土壌など、放射性廃棄物の中間貯蔵施設建設を国

の責任において早期に進めること。

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２５年１２月１３日

福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟

以上です。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第９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。

◇ ◇ ◇
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○議長（佐藤 悟） 追加日程第３，議員発議第１０号「政府が米の需給と価格に責任を

持つ米政策の確立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。３番。

○３番（武田悦子） 朗読をもって説明といたします。

議員発議第１０号「政府が米の需給と価格に責任を持つ米政策の確立を求める意見

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２５年１２月１３日

大玉村議会議長 佐藤悟殿

提出者 大玉村議会議員 武田悦子

賛成者 大玉村議会議員 菊地利勝

提出先 内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、

政府が米の需給と価格に責任を持つ米政策の確立を求める意見書（案）

先般、農林水産省は、経営安定対策や生産調整を含む米政策等、農政の根幹を転換

する現行施策の現状と課題、論点整理を踏まえた中間取りまとめ案を公表し、近く最

終取りまとめを行うとしています。中間取りまとめは、米の生産コストを４割引き下

げることを前提に、経営安定対策や水田活用交付金などの補助金をゼロベースで見直

すことを求めた産業競争力会議の議論を踏まえたものです。内容的には、１０アール

当たり１万５,０００円の米の直接支払交付金を平成２６年産から大幅に減らして、

平成３０年から打ち切る米価変動交付金は、２６年度で打ち切る。政府が生産数量目

標を示すのをやめ、生産調整そのものを５年を目途に廃止するなどとしています。こ

うした農政に転換によって引き起こされるのは、生産費を下回っている米価の更なる

暴落です。また、米の直接支払交付金の半減及び廃止は、農家経営に重大な打撃とな

ることは避けられません。特に制度への依存度が高い大規模農家や集落営農組織など

の担い手ほど、影響が大きいことは明らかであり、地域農業と農村社会に取り返しの

つかない事態を招きかねないものです。関税の撤廃をはじめ、日本農業と国民生活に

重大な影響をもたらすＴＰＰ交渉が山場を迎えている中、今回の農政の転換はＴＰＰ

への参加に向けたものであるという懸念も広がっています。国際的に食糧不足が深刻

化している下で、食糧の増産は緊急の課題です。また、温暖化による大規模災害の多

発は、農業の持つ多面的機能に光を当てた農業振興策の確立を求められています。と

ころが、中間取りまとめで打ち出している方向は、生産の拡大と食糧の安定供給に対

する政府の責任を放棄するものであって、到底容認できるものではありません。

以上の趣旨から下記の事項について、強く求めるものです。

記

１．食糧自給率を向上させることを最優先に、政府が米をはじめ、主要作物の需給

と価格に責任を持つ政策を確立すること。

２．現行の経営安定政策の縮小廃止方針を中止し、更に拡充すること。
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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２５年１２月１３日

福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟

以上です。よろしくお願いいたします。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第１０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） 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８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４時３４分）
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