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平成２６年第４回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  平成２６年６月２０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条第１項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 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 
総 務 部 長 
兼 総 務 課 長 遠 藤 勇 雄 

住民税務部長 
兼住民生活課長 菊 地 平一郎 

産 業 部 長 
兼 農 政 課 長 鈴 木 幸 一 

建 設 部 長 
兼 建 設 課 長 舘 下 憲 一 

福祉環境部長 
兼健康福祉課長 武 田 孝 一 

教 育 部 長 
兼教育総務課長 武 田 好 広 企画財政課長 押 山 正 弘 

税 務 課 長 菊 地   健 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 佐々木 正 信 

 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４１号 大玉村税条例等の一部を改正する条例について 

     議案第４２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 

     議案第４３号 平成２３年東日本大震災による被災者に対する村民税、固定資 

            産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する 

            条例について 

     議案第４４号 安達地方広域行政組合規約の一部を改正する規約について 

     議案第４５号 安達地方広域行政組合規約の変更に伴う財産処分について 

     議案第４６号 安達地方土地開発公社の解散について 

     議案第４７号 平成２６年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第４８号 平成２６年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について 

     議案第４９号 平成２６年度アットホームおおたま特別会計補正予算について 

    委員会付託事件（請願・陳情）の委員長審査報告 
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     審査報告に対する質疑・討論・採決 

    委員会閉会中の継続調査報告 

     （１）産業厚生常任委員会委員長報告 

     （２）議会運営委員会委員長報告 

    閉会中の継続調査申出について 

     （１）議会運営委員会 

    追加議案審議 

     議案第５０号 平成２６年度消防小型動力ポンプ付積載車購入に係る物品売買 

            契約について 

     議案第５１号 平成２６年度太陽光発電設備等設置工事請負契約について 

     議員発議第３号 さらなる年金削減の中止を求める意見書について 

     議員発議第４号 「手話言語法」制定を求める意見書について 

     議員発議第５号 農業・農村の再生に向けた「農業委員会制度・組織改革」に 

             関する意見書について 

     議員発議第６号 規制改革会議の「農業改革」案の撤回と農業委員会・農業協 

             同組合の「自主・自立」を基本とする改革を求める意見書に 

             ついて 

    大玉村農業委員会委員の推薦について 

    閉会中の継続調査申出について 

     （１）総務文教常任委員会 

     （２）産業厚生常任委員会 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 作田純一、書記 遊佐佳織、伊藤寿夫、安田春好 



 

- 71 - 

 

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） 本日の議事日程は、お手元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「農地中間管理機構と本村の役割について」ほ

か４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２６年６月定例議会における一般質問を行います。 

   初めに、農地中間管理機構と本村の役割について伺います。 

   農水省においては、信頼できる農地の中間的受け皿があれば、人・農地問題の解決

を進めやすくなるとの意見を踏まえ、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進

める担い手への農地利用の集積、集約化を進めるため、農地中間管理機構が制度化さ

れ、各県ごとに整備されるとのことであります。業務の一部を市町村等に委託し、農

地中間管理機構を中心とする関係者の総力で農地集積、耕作放棄地解消を推進すると

のことでありますが、どのような業務を受託されたのか、委託される見込みなのかに

ついて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   農地中間管理機構につきましては、本県は農業振興公社が窓口となって進められる

事業でございますが、現在、受託契約についてはまだ未契約でございまして、開発公

社によりますと７月をめどに委託契約を進めたいということで進んでおります。 

   その委託の内容でございますが、開発公社からの説明会等の資料によりますと、そ

の事業の推進に関する業務とか、あと借り受け希望者の推薦や受け付け、また貸し付

け希望者の把握、農地利用配分計画、利用状況報告などの業務が市町村に委託される

という内容でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 最近の農家事情から推測すれば、農地の賃貸借は加速化され、この

中間管理機構の果たす役割は非常に重要と考えます。そこで、本村においては既にそ

の対応ができる体制となっているのか伺います。前の答弁ですと、正式な中間管理機

構との契約等についてはまだというようなことでございますが、いち早く村として対

応すべきという観点から、どこまで今整理されているのか、それについて伺いたいと

思います。 
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○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   農地中間管理機構の、いわゆる農地の貸し付け、借り受けの関係でございますが、

現時点においても農地利用集積計画ということで、いわゆる借り手、貸し付けの関係

で集積計画を策定しておりますので、それらが今回７月から受託予定の中間管理事業

に移行するという事業内容で進めていきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 現在、既に多くの方々が農業委員会を通じて水田の農地の貸借契約

を締結されているというふうに思っております。そこで、平成２６年の水田について、

作付に間に合うように貸借契約を新たに行った貸し手について何名ぐらいいたのか、

あるいはそれらについての面積もどのようになっているか、把握しておったら伺いた

いと思います。 

○議長（佐藤 悟） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（佐々木正信） ８番議員さんにお答えいたします。 

   農用地利用集積の計画に基づきまして、２６年度の作付に間に合ったと思われる面

積は２０町８反８畝であります。そのうち認定農業者が借りたものは１０町２反２畝

ということになっております。筆数にしますと、１３６筆のうち認定農業者が借りた

のは６２筆。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 農業委員会を通じ、貸借契約をしたものを破棄して農地中間管理機

構との貸借契約を締結された場合、地域集積協力金や経営転換協力金などの交付金を

受けることができるかどうか、どのように認識されているのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   今締結しているものを破棄するということでございますが、基本的には契約行為で

ございますので、あくまでも３年とか５年とかということで、その契約期間を満了し

た後、新たに中間管理機構に貸し付けるとかそういう部分で対応していきたいと思い

ます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 農業経営が成り立ち、継続できるように農地利用の集積、集約化、

効率化を進めようとしており、そのためには現在の農地の貸借関係をみなす必要も当

然出てくると思います。そのときに既に貸借契約があるので地域集積協力金や経営転

換協力金、耕作者集積協力金は該当しないなどと農地中間管理機構に言われないよう、

農地中間管理機構との受委託契約を村が結ぶとすれば、そのときに中間管理機構に確

約されるような約束をしていただきたいというふうに思いますが、それについていか

がでしょうか。 
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○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   現時点では、中間管理事業の説明がなされているのは市町村に委託する見込みの業

務内容等が示されておりまして、詳しい契約内容等々についてはこれからでございま

すので、今８番議員さんがおっしゃった内容等についても十分確認してまいりたいと

思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 安定した農業経営を目指す担い手のために農地中間管理機構が制度

化され、さまざまな支援をするというのであれば、業務の一部を受託する村の立場と

して、柔軟な交付金の活用を主張しながらこの事業を進めていただきたいというふう

に思います。 

   要するに、１年以上前に耕作をしない方が中間管理機構と新たに貸借契約を結んで

も、そういう交付金の交付は受けられないというような情報もございます。要するに、

今までよそに貸しておったものを破棄して中間管理機構と契約を結んだとしても、そ

れはいろいろな交付金はだめよというようなところもありますので、その辺の柔軟な、

交付金の柔軟な使い方というものをきちっと申し入れて、中間管理機構としてはこう

するのが妥当でないかとか、村民のためにはこうしていただきたいとかいうことを十

分に検討しながら進めていただきたいというふうに強く要望しております。 

   次に、６次産業化の進捗状況について伺います。 

   平成２４年１２月の全員協議会には、企画委員会開催後の大分具体的な話をされま

した。また、新あだたらの里準備協議会が設立されたとの報告もありました。 

   しかし、最近では６次産業化の話を聞くことも少なくなり、単なる一過性のはやり

文句で終わってしまったのかと危惧しております。その後の議論の経過と、結果どの

ような結論を得られたのかについて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんに６次産業化の、いわゆる準備協議会の進捗状況

でございますが、新あだたらの里準備協議会におきましては、昨年２５年に準備協議

会協議委員１３名で設置しまして、その後３つの部会、加工部会、直売部会、外食部

会でそれぞれ協議会の中に３つの部会を置きまして協議を進めておるところでござい

ます。 

   そういった中で、７月中をめどにある一定の提言をまとめようということで、現在、

各部会に分かれまして最終的に１つにまとめるものでございますが、７月中をめどに

提言をまとめるということで進めておる現状でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） どういうふうなまとめになるかわかりませんが、今後においても議

論を重ね、検証しながらの事業を推進とするのか、凍結もあり得るのか。もし事業を
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推進するとするならば、その実施工程を時期も含めて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   実施工程、時期も含めてということでございますが、準備協議会からの提言を受け

まして各関係機関と協議しながら、新年度予算編成時期までに新年度、２７年度にど

のような整備ができるか、施設の整備も含めて検討してまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） ６次産業化を進めるに当たり、全てを一挙に解決して誰もが納得で

きるようなことを模索しつつも、原材料の確保を重点的にするべきというふうに考え

ております。一番大変な部分でないかなというふうに思いますし、では、それは一体

誰が担うのであるかということを十分議論しながら、より多くの生産者の参加と、よ

り豊富な農産品を並べれば、それだけでも投資効果の説明がつくのではないかなとい

うふうに思っているところでございます。直売する農産物の量を確保し、求められる

良質のものを陳列できれば、まずそこのところを確立してから次の段階にステップア

ップしてもいいのではないかなというふうに思っていますが、その点についてはどう

ですか。伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   先ほども申し上げましたように、準備協議会、６次産業化に向けて昨年度から準備

協議会１３名の方々にいろいろな部門別に協議をしていただいておりますので、それ

ら１年数カ月を要してまとめられるであろう、７月中にまとめられるであろう提言を

もとに、今８番議員さんがおっしゃったようなことも含めて協議してまいりたいと思

います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） この準備協議会、その検討を待てというようなことも１つの手段、

方法としては言いわけもつくからいいのかなというふうには思います。でも、これも

う既に何年も過ぎている話。本当にこれ乗り気だった人はもう３年も過ぎちゃったら

大概熱は冷めますよ。乗り気でない人たちは、おお頑張れと言われたって、そんなに

乗れるわけでない。やっぱりこれはやるというのならそのときにきちっとやるべきだ

し、いつまでも協議会頼り、人頼りにして具体的な提案もできないでいたのでは、こ

れはうまいことなんていきません。だから、これは結果論でどうのこうの言っちゃ申

しわけないけれども、ここまで来ちゃったんだから、もう個人個人ができることだけ

きちっとやってもらえばいいのじゃないかと思いますよ。 

   だから、生産、加工、販売までまとめてやったって、それを３つの部門をきちっと

頭に入れて、責任持って提言できる人、どれだけいるか本当に私は疑問に思います。

生産だったら私はここまで提案できます、加工だったら加工ここまでできますと、だ
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からそれが結びつかなくたって、とりあえず原材料確保すると。原材料さえきちっと

あれば、次は自然と、じゃこういうふうに加工するか、ああいうふうにするかという

話になってくると思いますし、きちっとしたものができれば、それはよりよりに販売

するタイミングはこうするか、ああするかということも出てくるかと思います。だか

ら、まずこの原材料の確保ということで、十分努力していただきたいなというふうに

思いますがどうでしょうか。伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   原材料の確保ということもございますが、今の直売組織の中のいわゆる品質向上の

部分とか、いろいろトレーサビリティーの問題等も含めて、生産者の意識改革等も必

要でございますので、それらの直売の組織の意識改革も含めて、それらを含めて６次

産業化を進めるということで、先ほどの準備協議会でいろいろ意見を交わしておりま

すので、それらの提言をまって今後の整備化計画等々について協議してまいりたいと

思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、原発事故による本村住民の避難状況について伺います。 

   先日の新聞によりますと、本村の１８歳未満の村外避難者が５０名とのことであり

ます。そこでもう少し詳しく村外避難者の１８歳未満の高校生、小中学生、小学生以

下の人数と世帯数を伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   新聞報道等ではそのようになっていたかと思いますが、避難者の情報サイトがござ

いまして、その数字そのまま使っておりまして、５月末現在４２世帯４６名というふ

うなことになっておりますが、その内訳は中学生、高校生６世帯７人、小学生１１世

帯１４人、それから幼稚園児１０世帯１０人、それから乳幼児が１４世帯１５人とい

うのがその内訳になっていますけれども、登録情報はそのままなのですけれども、こ

のうち、実世帯で２０世帯３３人が既に転出、それから９世帯１２名は帰還、これは

情報の書き込み等については避難者自身がやるということもありましてそのまま残っ

ていると。実際に県外避難者で住所を残して現在避難をしているのは１世帯、母子に

なりますので子どもは１名というのが県外避難の状況でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 現在１世帯１名という答弁でありまして非常に安心したところであ

りますが、それでは、その避難されている１世帯１名に対して本村行政サービスのな

すべき義務、十分果たされているのか、万が一にも手落ちがないというふうに認識さ

れているのか、それについても伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） 現在は子どもについては１世帯１名でございますが、やる



 

- 76 - 

 

べきことについては十分に行っているというふうに考えています。就学児童手当、そ

れから子ども医療費。今はありませんけれども保育所であれば広域入所、こういった

ものも実施要項をつくって需要に応えてきたと、そういうことでございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） この方は帰村する意思があるかどうかはわかりませんが、もし帰村

する意思があるとすれば、本村の住宅除染は終了しているのかどうか。そして終了し

ていたとすればそれらの空間線量はどのようになっているのか、それについて伺いた

いと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） この１世帯につきましては、旦那さんはこちらにいらっし

ゃるという、住宅あって、帰還の意思は十分にあるというふうに考えていまして、現

在、まさに今除染中なのです。玉井、大玉３区、山口のほうの方なのですけれども、

今除染中でございまして、したがって前後の評価はできませんが、これまで帰還した

方々の住宅についてはそれぞれ除染前後で３０％から５５％の低減見ておりますので、

そういった範囲に入ってくるのかな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） 参考までに、年間予測被ばく線量１ミリシーベルト以下というその

積算基礎数値、それについてちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   国がシミュレーションする場合には外で８時間、それからあとは室内というような

ことで根拠を持っているのではないかというふうに思っています。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） ちょっと確認したいんだ。０．２３という数字言っていますよね、

あれ８時間でいいのかな。俺それ聞きたいの。要するに０．２３が８時間、

０．２３の４分の３が１６時間、それを積算していって１年間１ミリシーベルト以下

ということではないの。確認したい、お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答えします。 

   ０．２３は毎時０．２３ですから、２４時間掛けて３６５日掛ければかなりの数字

になると思います。したがいまして０．２３はあくまでも毎時で１ミリシーベルト、

年間１ミリシーベルトにすると、この０．２３では倍以上になってしまうと思います、

計算上は。したがって、このさまざまな活動パターンからして１ミリシーベルト、先

ほどの屋外８時間とか、学校生徒の場合とか、さまざまな計算式あると思いますけれ

ども、０．２３であればこの生活パターンからして１ミリシーベルト達成の数字にな

る、逆算ではないかと思いますけれども。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） もう一回言っておきます。０．２３を８時間、あとの１６時間は
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０．２３の４分の３、４分の１の１６時間。それで年間１ミリシーベルト未満という

ふうに設定しているのかなというふうに俺は思っているの。 

   それはともかくも、要するに今回の大玉の実際の１世帯については、既に住んでい

る人がいるという状況だから問題はないのかなというふうに思います。しかしながら、

１回除染したと。でも、年間１ミリシーベルト以上になる予測がつくとすれば帰れな

いと。であれば村が新たにまた再除染して、年間１ミリシーベルト以下になりました

というようにならなければ、今度は村の責任になってしまうんじゃないのかなとそこ

を心配しているところなのですが、現在、実際その１家族、しかも１世帯、しかもそ

こでは既に生活している人がいるというからそういう問題はないかと思いますが、そ

の点を聞きたくて質問するわけなのですが、もう一回確認します。 

   要するに、１回除染しましたと、しかし、その後の空間線量を計ってみたところが

年間１ミリシーベルト以上になりそうだと。だから帰還しませんよという場合に、再

除染しなければ今度は大玉村の責任を問われるというような状況にならないのか、そ

れについて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答えします。 

   村の除染計画におきましては、長期的な目標として年間１ミリシーベルトを目指す

というふうになっておりまして、今回の除染計画については５年計画ということで進

めておりまして、自然減衰も含めて６０％程度の低減させることを目標にしたいとい

うことで、住民の方々にもご理解をいただきながらやっております。 

   １ミリシーベルトというのは、毎時にすると先ほど言ったように０．２３というよ

うな空間線量になるわけですけれども、この１ミリシーベルトいつまでということに

関しては、具体的な数字は国も言っていないし、我々自身も言ってないわけですね。

だから、即村の責任かというとそうはならないというふうに考えます。ただ、懸念さ

れる方もいらっしゃるので、今後においてはスポット除染、ガンマプロッター等も購

入しましたので、今システム間もなく構築できます。そういったもので高いところは

再除染というか、フォローアップと国は言っていますけれども、そういう方法をとり

ながら、より安心サイドに立って事業を進めるというふうになると思います。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） この除染については、１回除染しても当然ホットスポットというか

そういうところがあるはずです、できるはずです。だからできた場合には、その場所

だけでもきちっと対応してやっていただきたいなということを申し添えておきたいと

思います。 

   次に、土曜授業の対応とその進捗状況について伺います。 

   本村内における小中学生の両親が、労働基準法に基づき週４０時間以内の労働で週

休２日の家庭がどのぐらいあるのかなと思いますので、もし把握しておったらどの程

度の世帯がそのようですよとお答えいただきたいと思います。 

   また、小中学生の土曜日の過ごしている状況についてどのように把握され、認識さ
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れているのか、それについても伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ８番議員さんにお答えいたします。 

   小学生、中学生の土曜、日曜の過ごし方については完全に把握はしておりませんけ

れども、現在公民館活動で行っているわんぱくクラブとか、あとスポ少、あと中学生

においては部活活動が中心になっておりますので、一人一人の活動については把握を

しておりません。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） そうすると週休２日の家庭がどのぐらいあるとか、あるいは学力調

査のときに生活調査というか、状況調査というかやっていますよね。あれでは土曜日

の過ごし方なんていう統計は出てきませんか。伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   学力学習状況調査、文科省でやっています。学力の実態とそれから家庭状況等々、

意識調査も行っております。その中で、土曜日の過ごし方等についての調査はありま

す。ただ、今詳細なデータは持っておりません。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 子どもたちが土曜日の限られた時間を、法的、道義的に問題なけれ

ば何をやっても、どのような過ごし方をしても体験であり、経験であり、それは成長

の栄養源となるようなものと思っております。でも、より効果的に、よりよい時間を

過ごせるために各関係者が何らかの対応をしてしかるべきと存じております。 

   そこで、児童生徒の土曜日の活動のあり方の検討結果について伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   土曜授業というようなことが今、検討課題になっております。そういった中で、子

どもたちの土曜日の過ごし方等々については、これから詳細なデータをもとにして調

査をして、それと対応した形で土曜日の授業のあり方について検討する必要があるか

というふうに考えておりますが、大きな捉え方といたしましては、土曜日の午前中は

スポ少、あるいは中学生は部活動でほとんどの時間を過ごしております。土曜日の午

後については、比較的子どもたちは自由な時間を過ごしているとそういう実態にござ

います。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 土曜授業に関して保護者に特別なアンケート調査とか、何かされた

らその状況を伺いたいと思いますし、やっていないとすれば、保護者などの意見等に

ついてはどういうふうに認識されているか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 詳細なアンケート等については実施しておりませんが、土曜授業
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が必要かどうかということにつきましては、保護者の意向も大事にしなきゃならない

と思いますけれども、それ以上に出てきた根拠が授業時数の確保というようなことで

ありますので、保護者のアンケートだけでそれについて結論を出すのはどうなのかと

いうふうに考えております。ですから、土曜授業が今取り入れられようとしているそ

の中身を整理しながら、必要に応じて保護者にその必要性について説明していくとい

うようなことに、そんなことを基本的に考えております。ただ、スポ少等に参加して

いる子どもの保護者の多くは、今のスポ少の活動が大変充実していると。そういった

中で、そこに土曜授業が入ってくることに対する危惧を持っておられるというような

ことについては事実であります。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 大体見当つきました。 

   民報４月７日の朝刊で、土曜授業対応について大玉村は実施しない市町村に明記さ

れておりました。確認しておきますが、なぜこのような報道になっておるのか伺いた

いと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ちょっと言葉の整理を先にさせてもらいたいんですけれども、土

曜授業という言葉、これは国、文科省、それから県の教育委員会は土曜授業という言

葉と土曜学習というような言葉を使い分けしております。土曜授業というのは学校が

教育課程、つまり年間計画の中に授業として取り入れる中身を土曜授業というふうに

しております。それに対して、これからお話出てくると思いますけれども、土曜学習

という言葉があります。これは学校が計画するのではなくて、教育委員会等が計画す

る中身を土曜学習というふうに捉えております。４月７日の報道、これは２社ありま

したけれども、どちらもその辺が非常に混在しておったのかなというふうに思ってお

ります。１社はそれを正す訂正記事を多分４月１２日かな、その日に出しておったと

思いますけれども、その辺が混在しているというような状況です。 

   私のほうで土曜授業を、土曜授業というのは学校が正規に行う活動です、それを実

施しないというか、実施できない状況であったというようなことでああいう報道に、

ああいう結果になりました。その根拠は、１つは土曜授業をするに当たりましては教

職員の勤務時間が前提になります。ところが、教職員の勤務時間の割り振りの規定が

土曜授業を実施することになじまないような結果になっておりまして、それが土曜授

業が可能になる結果が出たのが３月２７日です、県の通知が。そういった状況の中で、

土曜授業をすることがむしろ混乱を来す、あるいはできないというような判断をした

ものですから、ああいう結果で２社に大玉の取り組みについて報告した次第です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 人の言った後、揚げ足取るようなことを言うようなのも何ですが、

授業と学習、それはそちらの解釈の仕方で、それはどうでもいいんですよ。 

   要するに私の言いたいのは、土曜日に子どもたちがよりよい時間を過ごすためには

何をやればいいんですかと、何かやったらいいんじゃないですかということだけの話。
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だから先生方を巻き込んでなんていうのは考えられない。例えば公務員が週休２日と

いうときに、先生方だけ学校に来て授業してくださいと言える立場でもないし、言っ

ても通る話じゃないのかなというふうに思っていましたから。私は授業よりもむしろ、

言うなれば学習の部分で私は質問していたのかなというふうに今整理したのですが。 

   そのときに、教育長は、いろいろな活動を含めての授業なのですけれども、土曜日

の活動のあり方については今検討しているさなかでありますと。さなかということは、

要するに始まったばっかりで既にもうスタートして動いていたと。まずは学校の活動

以外の学習の場の提供、そういうことにつきましてはということで、機会の拡充とい

う意味で検討してまいりたいと、こういうことなのですよ。去年の９月ですから、も

う９月に検討中なのだからもう新年度は少しは動いているのかなと。だから教育長が

言ったその授業、それは期待していません。でも、学習だったら教育委員会の仕事と

してきちっとやれるのかなと。 

   だから私は去年９月に、質問のときに話したことは、民間企業の人を利用してとか、

活用してとか、要するにいろいろな人たちを、もちろん報酬を払ってでもありましょ

うが、そういう方法もあると、世論もあると、父兄の協力もあるだろうと、そういう

中でどうでしょうかというふうな質問をしたところが、そういうふうに検討中です、

さなかですという話ですから期待しておったのですが、授業と学習の内容についてわ

かりました。だから私は、授業は求めるつもりもございません。でも、授業にかわる

授業はできると思うのですよ。先生方というのは民間からでお願いしたってこれは先

生になり得るだろうし、それはできると思うのですよ。だから私は授業だろうが、学

習だろうが、とにかく子どもたちを土曜日何とかしませんかと。 

   だから、土曜日曜の休日が多い父兄の多い地域でしたらば、その親がきちっと見る

だろうし、見て当たり前だろうしというふうな話になろうかと思いますが、今把握し

ていないようだから大玉の状況はわかりませんけれども、土曜日曜休みの父兄という

のは、保護者というのは少ないのかなというふうに思っていますから、余計こういう

田舎においては土曜日の時間の過ごし方というのは貴重かなというふうに思っている

のです。ですから質問したところなので、まず、授業は無理としても学習について、

教育長、何かその考えるところがあったとすれば伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   土曜授業、土曜学習のことを整理した上で、土曜学習について検討した結果、計画

している中身についてお答えしたいと思います。 

   中学校の３年生なのですけれども、２学期以降におきまして５回、５日、土曜学習

を考えております、計画しております。具体的に９月６日、９月１３日、１０月４日、

１１月８日、１１月１５日、この５回を計画しております。中身は、１年生、２年生

が入らない理由はやはり部活なのですね。部活があって、そこが非常に混乱するとい

うようなことなものですから、部活の問題は大玉だけで解決できる問題でありません

ので、これはこれからここを詰めていかなきゃならない課題だと思っています。スポ
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少もそれに似ている部分があるのですけれども。 

   そういった意味において、中学３年生を対象に学習の補習というような形で、これ

は指導者は、本年度新規事業に起こしましたともに学ぶ大玉というようなことで、学

生で教員を目指す学生にお願いして５日間というようなことで計画しております。こ

れで様子を見ながら、あるいはまた子どもたちの反応、それから保護者の反応、そう

いったことを見ながら、次年度以降についてなお改善を図っていきたいなというよう

に考えております。 

   なお、小学生につきましては、延べ２回これを考えております。大玉土曜学習会と

いうような形で、５、６年生を対象にというようなことで１０月１８日が大山小学校、

それから１１月１日に玉井小学校、指導者は同じです。学生です。それに大玉の学校

支援地域本部というようなことが立ち上がっていまして、非常に多くの方々にボラン

ティアとして学校に入っていただいておりますので、そういった方々にも応援という

形で入って、まさに地域の人たちも一体となって、これはその先には土曜授業という

ようなことを考えていくときに、単に補習ではなくて、私は地域を学ぶ機会というよ

うなこと、これは当然、学校の正規の教育活動なのですけれども、その中に地域のボ

ランティアの方々、今の地域学習、学校支援地域本部、あるいはまた放課後子ども教

室でいろいろお世話になっている方々に先生になっていただきまして、学校の先生も

当然つくんですけれども、そういった形で土曜授業というようなことをやっていくこ

とが大玉にとって非常に、大玉の子どもたちにとって非常にいいのかなと思って、今、

その構想を練っているところでございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 既にご承知かと思いますが、新聞記事で飯館村では幼稚園、小中学

校で土曜授業の導入を検討していたが２学期からの実施を見送る意向を明らかにした

と。議員から白紙撤回を求められたが、教育委員会は今後も検討を続けるとの新聞報

道がありましたと。県内４６市町村の教育委員会、土曜授業を実施しないようであり

ますと、これは新聞でありますが。できないのか、したくないのか、児童生徒のため

にはならないという判断なのか、その辺は全くわかりませんが、私としては理解でき

ないような内容でございます。児童生徒の貴重な時間でありますから、より効果的に、

大人になってもあれはよかったなというように認められるような土曜日の過ごし方、

対応をしていただきたいなというふうにお願いをしておきたいと思います。 

   次に、学校給食のアレルギー対策について伺います。 

   本年３月に学校給食の食物アレルギー対応について小中学校で７件との報告があり

ました。そこで、現在の小中学校で対応されている件数と、その実態把握をどのよう

に行われているのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今現在の対応でございますけれども、今、件数７名とおっしゃいましたけれども、

現在も７名であります。代替食３名、除去食２名、あとその他ということで、アンケ
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ート調査に基づいての結果であります。 

   代替食、除去食についてはご理解いただいておると思うんですけれども、その他と

いうことで、代替食と除去食、混同している子どもさんもいますけれども、学校によ

って対応が若干違うところがあります。大山小学校では成分の入っていることをお知

らせすると。あと、玉井小学校においては代替食１名、あとその他ということで、小

学生ということもありまして他の児童と同じものを食べさせたいという親御さんの意

向であります。このケースについては、生卵と半熟ということで給食には出ないとい

うことであります。あともう一つは、タコとイカ、生について食べられないというこ

とでありますけれども、炒め物については食べても大丈夫。ただ、小学生自身は違和

感があるということでよけて食べているということであります。中学校については、

中学生ということもありまして家から１品持って来るというような、学校の聞き取り

によりましてこのような結果をいただいております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） そのような、それはその個人個人の実態でありますが、全体把握を

する場合に、どういうように全生徒に対する把握の方法といいますか、それらについ

て伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） 再度お答えいたします。 

   新入児童の保護者及び在校生児童の保護者に対し、学校給食におけるアレルギー対

応について食物アレルギー個別表により調査を毎年実施し、年度初めの始業式に提出

いただき実態を把握しております。その後、食物アレルギー対応同意書を提出いただ

き、実態に応じて除去食及び代替食により対応し、万全を期していくということであ

ります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 新聞によりますと、食物アレルギー対策で独自のマニュアルを作成

しているとか、食物アレルギーの対応希望者には医師の診断書の提出を義務づけるな

どの自治体があるとのことでありますが、本村のマニュアルや診断書の提出の義務付

けについて、どのように対応されているのか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） 個別調査票によりアンケート調査を実施するわけですけれども、

対応といたしましてアレルギー調査票の提出、それをいただきまして、学校の担当者

と保護者の面談をして、保護者説明会時ということで２月に保護者説明会を開催いた

しております。給食センター、学校で協議の上、対応可能内容を決定し、食物アレル

ギー対応同意書を配付しております。食物アレルギー対応同意書を始業式の日に提出

いただいております。 

   学校給食における食物アレルギー対応食の実施基準ということで、医師による診察、
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検査により食物アレルギーと診断され、アレルギーがある原因食物が特定されている

こと、あと、ご家庭においても原因食物の除去を行うなど医師の診断に基づいて食事

療法を行っていること、そのような観点から、医師の診断に基づいてのアンケートに

よる報告ということで認識しておりますので、医師の診断書の提出までは求めてはお

りません。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 要するに何のことはない、事故のないようにやってもらえば一番結

構なのですが、そのためにはやはりそれなりのマニュアルがあって、万が一のときに

やはり診断書の提出もお願いしますというようなこと、もちろん診断書提出するに当

たっては村費用負担で当然やってもしかるべきかなというふうに思いますが、そうい

うことも１つの方法でありますので、今後検討していただきたいなというふうに思う

ところであります。 

   幼稚園児に対してはどのようになっているのか、その点についても伺いたいと思い

ます。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ８番議員さんにお答えいたします。 

   幼稚園では給食ではなく弁当を持参しております。ただ、保育活動によっては同じ

ものを食べることがあるため、学校と同様に個別調査票により実態把握をしていると

ころであります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 幼稚園についても個別調査を行って万全を期しているということで

ありますが、やはりこれらについても万が一のときには心配であります。診断書等の

提出もお願いしてもいいのかなというふうに思っております。その点についてもお願

いしたいと思います。 

   保育所の対応はどのようになっているのか、それについても伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず、保育所では保育所入所申し込みの時点で保護者に聞き取りを行います。アレ

ルギーがある乳幼児につきましては、医師の給食等に関する指示書の提出をいただい

ております。それで、指示書に基づいて除去食あるいは代替食を提供するというふう

になりますが、事故防止のため別調理、それから当該入所児の椅子、テーブルを分け

る、それから食器の色の変更、さらに保育士と調理室で受け渡し時に声かけ確認を実

施する。また、アレルギーを全職員が理解し、適切な対応をしていくために医師等を

招いて職員研修を実施すると。これが対応手順、マニュアル化されております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） この食物アレルギー対策については、十分見える対策を実施してい
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るというような声もありますが、今後とも手落ちのないように対応されることを求め

て、私の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１０分といたします。 

（午前１０時５４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１１時１０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第４１号「大玉村税条例等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。８番。 

○８番（遠藤文一） １ページの第２３条の２及び３に該当する事業所あるいは法人等が

そんなに存在するのかどうか、それについて伺いたいと思います。 

   それから４ページ、軽自動車税も四輪以上のもの、営業用、自家用、それぞれあり

ますが、この営業用と自家用の区分についてと、本村にあります軽トラック等のもの

についてはどのように判別しているのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   各法人のほうについては担当課長より答弁させます。 

   また、４ページの営業用の区分については、自家用とそれから営業用ということで

すが、これは登録の段階で営業用または自家用というような区別がなされます。 

   それから、軽トラックにつきましても、通常営業用で使っている部分とその他家庭

あるいは農業等に使っているものについては自家用というようなことで運営されてお

ります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   第２３条の３、法人関係でございますが、外国法人に関しましては本村には該当は

ございません。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 軽トラック、軽自動車、これあれかな。ナンバーで区別できるんじ

ゃないかなと思うのだけれども、違うかな。 

○議長（佐藤 悟） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ８番議員さんに再度お答えをさせていただきます。 

   軽自動車の、いわゆる車検証が必要なものについては軽自動車協会のほうから移動
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票がまいります。それの記載事項の中に軽四輪、あとは貨物と乗用の区別、営業用と

自家用の区別、なお、ナンバーについては、営業用については色が違うので確かに判

別はできるかと思いますけれども、移動通知が来て、それに基づいて課税をしている

というような状況でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第４１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４２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。８番。 

○８番（遠藤文一） この税改正によって来年度から県一本になるのかな、違かったら違

うと。要するに連合体になった場合の税率というか状況と、激変することのないよう

な現在の改正状況なのか、それについて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   県の一本化については２９年度からというような予定でございますので、２７年度

につきましては保険財政共同安定事業というようなことで、今まで３０万から８０万

の高額にならない部分が共同事業で再保険化して行っておりましたけれども、その部分

が２７年度からは１円以上ということになって、共同事業で行うということになります。 

   県一本化ということですが、まだその一本化のどういうふうな体制にするかという

ような部分は今後検討していくということですので、現在としては県で一本化という

だけで、あとは広域でやるとか組織の運営等については今後検討されるということに

なります。 

   激変の緩和ということですけれども、まず２７年度、来年度から行う部分におきま
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しては、１％未満については激変緩和の中では調整されませんけれども、１％を超え

た部分については調整交付金等により激変緩和措置を行うということで、２７年度か

らはそういった予定で行う予定でございます。ただ、２９年度からについても当然激

変緩和措置については検討され、実施されていくというような考え方でおります。 

   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） ほかにないようですので、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４３号「平成２３年東日本大震災による被災者に

対する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） ４条の４の一番下に２６年４月から９月分までというふうになって

いますが、この半年間にした根拠について伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ４条の４の関係でございますが、この部分につきましては総所得金額が６００万を

超える方については半年間というふうな延長期間となっておりますけれども、この部

分については国の方針というようなことでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「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４４号「安達地方広域行政組合規約の一部を改正

する規約について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 
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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６、議案第４５号「安達地方広域行政組合規約の変更に伴う

財産処分について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（鈴木宇一） この財産処分に関する協議書の中で、大玉村の光ファイバーケーブ

ル９，３２３．７メートルが大玉村の範疇にあるということで、今まではこれは広域

の中で負担金を納めてやっておったわけでございますが、今度村に帰属された場合の

維持管理費、全く同じなのか、負担がふえるのかどうか、その辺についてお尋ねして

おきます。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。 

   この大玉村の分についてはアットホームに係る支線のケーブルであります。この分

については、当然移管を受ければ大玉村で管理するということになりまして、この経

費については、比較はちょっと難しいといいますか、今まで全体的に負担しておりま

すので、ことしから現予算の中でこれはもう対応する中身でございますので、この部

分だけを捉えてはちょっと比較はできないというふうに、すみませんがそのようなこ

とでお願いしたいと思います。 

（「余り高額になると困るんだけれども」という声あり） 

○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７、議案第４６号「安達地方土地開発公社の解散について」

を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（鈴木宇一） これについても若干お尋ねしていきます。 
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   公社が設立されて十何年、２０年ぐらいになるのでしょうかね。今回、提案説明の

中では先行取得というのが現在は存在しないということ、それから、今後の見通しに

ついても余りないということなのですが、返済についてもほぼ完済したということだ

と思います。しかし、４号線沿線の、村長の提案によりますと準工業地に今後移行し

ていくということになれば、当然ながら村の開発ということもあり得るんじゃないか

なというふうに考えられますね。その場合の資金調達、いろいろと出てくると思うん

ですが、その辺についての考え方について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番議員さんにお答え申し上げます。 

   準工業地帯に都市計画区域を変更するのはかなりの時間がかかるだろうというふう

に覚悟はしておりますが、本宮のような、土地を先行取得して、そして造成をして、

そして来るか来ないかわからない工場を待つというのは大玉の財政的な規模からする

と難しいというふうに考えておりますので、オーダーメード方式、つくれるように法

的に整備をしておいて、進出をするという段階でどういうふうにするかはその進出企

業と相談をしながら進めていきたいということで考えておりますので、現時点では土

地の先行取得ということは考えておりません。 

   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４７号「平成２６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） まず予算のほうからちょっと伺いますけれども、１１ページの米関

係でございますけれども、米の全袋検査補助金の返還金６３８万についてのこの返還

金、どのような支出のものだったのか伺いたいと思います。 

   あと、支出でも出てきますけれども、次の１３ページの企画費の１９負担金、マチ

ュピチュ村交流事業の１００万円について伺います。 

   先日、金曜日、ちょうど一週間前ですけども、孫の講演会があったわけでございま

すけれども、今後のスケジュールですね。村長の行政報告によりますと、姉妹都市ま

で締結したいというようなことも申されておりますけれども、今後のスケジュールに

ついてどのようになっているんでしょうか。また、ことし向こうのほうから来る予定
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だったそうですけれども、あちらのほうで災害があったというふうに伺っております

けれども、その件についてもどうなっているのか伺いたいと思います。 

   あと１５ページ、これも支出に出てきますけれども、応急仮設住宅のごみ問題につ

いての運搬費の３６０万について伺いたいと思います。これは、全く大玉村の地域に

このような施設があるということでの支出だと思うわけでございますけれども、これ

は富岡の対応はどうなっているのか、今後どうするのか、これも伺いたいと思います。 

   今度は２１ページの林業関係、特に今回の補助事業で県の森林整備加速化・再生基

金事業費４，９３４万５，０００円の件でございますけれども、これは全くの民間に

このような補助金を出すということで、これ補助率聞きますと１００％も聞きますし、

県からは別に来るのだかわかりませんが、これ事業者全く４，９３４万５，０００円

なのか、それ以上にこれもっといろいろな補助金が来るのか、事業内容についてはロ

グハウス等の加工に使うんだということでございますので、その点の内容についても

う少し詳しくお示ししていただきたいと思います。 

   また、次の商工費の中の観光費になりますけれども、特に１３の委託料の観光・物

産ＰＲ実行委員会事業委託料５５０万についてでございますけれども、やはり私もい

ろいろな、観光面についてはこの大玉村は史跡の上に立っているような村だというこ

とでいろいろ質問した経緯がございますけれども、もっともっとＰＲするべきだと思

うし、今回いろいろなことがございます。美しい村参加事業等ありますけれども、全

体的にＰＲしていただきたいなということと、今回のＤＶＤの関係もあるわけでござ

いますけれども、そのような取り組みについて当局今後どのようにしていくのか、若

干伺いたいと思います。 

   ２３ページの土木費の後退用地について、場所はどこなのかをお示ししていただき

たいと思います。 

   ２５ページになりますけれども、教育費の事務局費、不登校関係で７３万とってお

るわけでございますけれども、これらについて不登校の理由、我々のときは泣いても、

いろいろたたいても行ったわけでございますけれども、不登校になった理由、また、

どの程度の期間なのか。今後いろいろなカウンセラーもつくわけでございますので、

その点の予算だと思いますけれども、これについても詳しくお示ししていただきたい

と思います。 

   あと若干、このページから次のページまで、バス代関係で相当な額の予算が組まれ

ておりますけれども、バスの運行上いろいろな改正がありまして、これ３００キロ以

上、５００キロ以上ということで、ツードライバーとかそういった問題もありますし、

保険の関係、これ共済というのありますけれども、事故の起きたときの保険料の関係

も加算されると思うのですけれども、バス代の運行代について、非常にこれ、小学校

についても中学校についても大きな金額が計上されておりますので、これについてま

ずお示ししていただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、１１ページの全袋検査補助金返還金の内容で
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ございますが、全袋検査、これは平成２５年度分の精算でございまして、全袋検査に

おきましては地域農業再生協議会が県等の補助金を受けて実施しておるわけでござい

ますが、その補助金だけでは賄えないということで一般会計から、２５年の場合は

１，０００万の補助金を受けまして全袋検査を実施してきました。２５年分の全袋検

査の決算を踏まえまして６３８万８，０００円が残になったということで、これらを

一般会計に戻すという内容でございます。 

   続きまして、２１ページの林業費の間伐材等加工流通施設整備事業補助金

４，９３４万５，０００円の内容でございますが、これにつきましては森林整備加速

化・林業再生事業、これは基金事業でありまして、国からの基金を県で受けて、県が

基金を造成しまして行う事業の中で、今回につきましては木材加工流通施設整備事業

を村内の民間業者が実施したいという中身で事業概要書等を既に提出しまして、この

事業については村の一般会計予算を通して支出するという内容で今回補正へ計上させ

ていただきました。 

   なお、事業費の補助率でございますが２分の１でございます。総事業費を申し上げ

ますと１億６５８万４，０００円が全体の事業費でございますが、補助金については

消費税を除いた分の２分の１ということで、今回４，９３４万５，０００円の補正計

上でございます。 

   続きまして、２１ページ、同じページでございますが、観光・物産ＰＲ実行委員会

への委託料５５０万円でございますが、これらにつきましては、当初で実行委員会の

補助金で２００万を計上しておりましたが、消費者行政活性化交付金の交付対象だと

いうことで、それらを組みかえ増額して委託料に５５０万を計上した内容でございま

して、既にＰＲ実行委員会の委員会を開催しまして、本年については現段階で１３の

首都圏等の物販、観光・物産ＰＲを行うということで計画を予定しております。そう

いった中で、観光・物産のＰＲはもとより、本年度からふるさと納税の半額返戻とい

うことで、これらも首都圏にＰＲしてまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。 

   １３ページ、下段のほうの企画費のマチュピチュ村交流事業実行委員会補助金

１００万円であります。これにつきましてはことしの３月からいろいろマチュピチュ

のほうの村と文書を取り交わしておりました。行政報告にもありますように、５月に

は正式な招待状を希望したいということで、その招待状を受けて、できれば年内に訪

れたいというような計画でございました。それに伴って今回実行委員会を組織して、

大玉村を挙げてマチュピチュ村の村長、以下関係者を接待したいということでの今回

の予算計上であります。 

   ただ、その後６月に入りましてマチュピチュ村周辺の災害が多岐にわたったという

ことで、災害復旧を優先させたいと、そういう意味でことしはなかなか来られない。

ただ、来年にはぜひお邪魔をしたいというようなことを現在承っております。それら
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をもとにこれから、ことし７月以降どういうふうな交流ができるのか、マチュピチュ

村の村長が来る前にいろいろな形で、子どもたちの交流とかそういうものもこれから

徐々に手がけていきたいというふうに思っております。 

   今回１００万の予算を計上いたしましたが、１００万を全部使うことはないだろう

とは思いますが、実行委員会を組織してどういう招待、接待ができるか、その辺を実

行委員会の中で十分協議してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ７番議員さんにお答えします。 

   １５ページになります。災害対策本部費の１９の負担金、補助及び交付金で応急仮

設の住宅ごみ収集負担金でございますが、これについてはご説明が前にありましたよ

うに、この仮設住からクリーンセンターまでの運搬費用を計上してございます。 

   なお、これについては富岡町との関係でありますけれども、既に富岡町と収集業者

で契約をしまして、クリーンセンターまで運搬する契約をしております。村ではその

分を富岡町がうちで負担しているということで、大玉村はこの分を富岡町のほうに負

担をするという内容でございます。なお、その経費については特交で大玉村に交付さ

れるということでございますので、そのような財源がもとになって富岡町のほうにこ

れは負担をするという内容でございます。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ７番委員さんにお答えいたします。 

   ２３ページになります。公有財産購入関係の建築後退用地、場所は玉井午房内地内

でございます。対象者は１名でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ２５ページ適応指導教室でございますが、登校できない、いわゆる不登校の理由、

要因なんですけれども、多岐にわたっています。非常に複雑な問題で多岐にわたって

います。一般論で言いますと集団不適応、集団に適応できないというような、そうい

った性格的な部分も含めて。それから家庭環境、それから学力不振、そういったもの

が主な要因として言われております。不登校の場合は素因と誘因とあって、もともと

そういったものが潜んでいて何らかの理由で来られなくなって、それが長く続くとい

うのが不登校の一般的な傾向でございます。 

   今現在、今年度になって３名の子が該当しています、学校に来られない子が。今、

この教室を開設するというようなことで働きかけをしたところ、１名の子がここに通

いたいというようなことで今準備を進めている状況にあります。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ２７ページ、中学校費のバスの増額の件であります。あと小学校も同じであります

けれども、４月からバスの料金改定がありました。約１．５倍強になっております。
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今回、中体連と新人戦がこれからございますけれども、その料金改定に伴っての必要

見込額がごらんのとおりの８４万円、あと小学校につきましても必要額を見込み計上

したところであります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） いろいろな答弁だったんですが、今回６月定例ですので、まだ３月

終わったばかりで。 

   １つだけ再度質問しておきます。この教育関係の不登校問題について。 

   現在、この村内には中学校１校、小学校２校ありますけれども、そういった不登校

については全く個人的な理由だということでございますけれども、いじめ関係とか体

罰関係についてはどのようになっているのか若干伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） いじめ、それから体罰等々の問題行動は今発生しておりません。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ２７ページの１０款教育費関係で、中学校の使用電力の関係のリ

ースシステム、これについて伺いたいと思いますけれども、この中学校の電気料は平

成２５年度の予算では５０万円、２６年度の当初予算では５５万円計上されてきてい

るのですけれども、これが大幅に上がってそれを上回っているのかどうか。この７万

５，０００円は９カ月分のリース料だというふうに伺っているのですけれども、１年

にした場合は約１０万近いお金になるのですね。電気料がそれほど、この予算よりも

上回っているのかどうかが１つ。 

   それからもう一つ、中学校でいろいろな活動なり、教育上必要な電気が抑制しなけ

ればならなくなっているのかどうか。私は大いに使って、何か無駄遣いがなされてい

るのかどうか。大いに使ってしかるべきだと思うのですけれども、この点、どういう

ふうになっているのか明らかにしていただきたいのだけれども。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ２７ページ、この使用電力量デマンド監視システムリース料の件であります。 

   まず金額で申し上げますと、リース料９カ月分というのは７月以降来年３月分まで

の９カ月であります。１年間にすれば１０万円ということになります。 

   このデマンドシステムをつける理由であります。これについては電力の使用料を抑

えるというものではありません。上がった基本料金を下げるというものであります。

その下げるというのは、中学校の電気料は業務用電力ということで一般家庭とは違い

まして、デマンドというのは、まず３０分単位に使用する電力の平均値をとったもの

が契約ということになるそうです。例えば、今回１５０キロまで上がった基本料金を、

このデマンドシステムをつけるということで、とりあえず１３０キロまでおろしてい

ただくと。それにはデマンド値をつける、このシステムをつけるということで電力会

社のほうで１度だけ認めましょうというものなのです。つけなければその上がった基
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本料金で払い続けるというようになります。 

   今回つけることによりまして、１カ月当たり２万６，０００円が減額されます。そ

れは１５０キロに上がったものを１３０キロにおろすということで、１キロ当たり

２万６，０００円。それを１２カ月に換算しますと約３２万円。この基本料金だけで

も２２万円の減額ということになる見込みであります。使用料はまたそれと違います。 

   今回つけるに当たって、使用電力を抑えるのではなくて、その３０分間の、３０分、

３０分、３０分とこの使用電力が上がったり下がったりするわけですけれども、例え

ば４００で契約していた電力基本契約、それが３０分の前半の１５分で５００に上が

ったと。それが３０分続けば基本料金５００まで上がってしまうのです。それを後半

の１５分で３００に抑えれば４００ということで基本料金上がらないと。それを、こ

のシステムをつけることによって、ブザーで、その手前でお知らせすると。そのとき

に学校側ではどこを電気を抑えて抑えるかと、そういうふうな内容のものであります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 教育活動に支障を及ぼすことのないように十分配慮してまいりた

いと思います。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そのことが一番聞きたかったわけなんだけれども。私は電気料使

い過ぎるから抑えるのだというふうに思ったから、それについては１０万使ってどれ

くらい安くなるのかなと心配していたのね。逆に、そんなの訪問販売でないけれども、

売りつけられたのでないかなと思ったのです。それずっとやるわけじゃないんだね。

一回ということは、もう。 

   それからもう一つは、なぜ中学校の電気が業務用の電気の契約になったのかという

経過もあると思うのね。業務用って言ったね、さっきね。そうすると中学校の学校施

設に業務用電力の契約というのは、一体なじょな仕組みでなったのかなというふうに

思って、いずれにしてもそこら辺も含めて、そういう安くなるのだという、そして学

校教育に支障はないのだということであればそれはいいのですけれども。そこら辺も

う一回お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） 再度お答えいたします。 

   契約電力の決定方法には２通りあるそうです。まず１つはデマンド値契約というも

ので、契約電力量が５００キロワット以上の業務用電力及び高圧電力Ｂと特別高圧電

力の需要化ということで、ここに該当するということで、５００キロではありません

けれども消費電力が大きいということでデマンド契約ということになっているものだ

と私は思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 何点か質問申し上げます。 



 

- 94 - 

 

   まず歳出のことで、１３ページのこのマチュピチュ村のことであります。 

   私が伺いたいことはこのマチュピチュ村でありますね。これはどのように村の状況

を当局が理解しておられるのかということが１つ疑問なのであります。今回このこと

で１００万、１００万はそれは大きなお金ではありませんが、ホームページの翻訳料、

これもスペイン語、これ今回１５万計上されております。果たしてこれ必要性、スペ

イン語に村のホームページを翻訳してやる需要でありますか、必要性、まだこれちょ

っと早過ぎるんじゃないのかなという感覚を持っています。 

   私の友達もたまたまマチュピチュに行っている方いるんですが、村と言いながらク

スコ県の中なのですが、ここはここで世界遺産で別な管理委員会が自治管理までして

いるような地域と伺っています。だから村に入るのにもなかなか勝手に入れない。

１日午前中２００人、午後２００人、それぐらいしか入れないような、そういうきち

んとした統制とれているような地域なのです。山登りでも何でも厳しくて、ここには

今、登山すらできない状況になっています。そういう地域と姉妹都市、どういう共通

性といえば、結局人的交流ということをおっしゃるのだと思いますが、人的交流、そ

れもすごく、結局個人的なことになるものですから、これちょっと難しい問題もある

んじゃないのかなと私自身考えています。 

   だから、これ結局いいことです、マチュピチュ世界遺産で、まことに世界的に有名

で、誰でもこういうところと姉妹都市結べたら、なかなか想像できない。まして大玉

村となりますと、何で大玉村なんだろうと。結局、今の日本も天空都市、天空の城と

か何かでそういうところが姉妹都市のような関係のような状況も少し伺っています。

そういう地理的交流とかそういうものならまだ一つわかるのでありますが、人的交流

のみでここに踏み込んでいくということのちょっと問題点を指摘しておきたいのです。

その辺、マチュピチュ村、どのように理解していらっしゃるかということをまずお伺

い申し上げます。 

   それから、その下段の防犯対策に対することで地下道の防犯カメラのリース料、こ

れは今回１３万６，０００円、これ年間を通しての必要経費、改めてお示しください。

それを伺いたいと思います。 

   それから２１ページ、先ほども質問ございました間伐材等加工流通施設整備事業補

助金。大変大きな企業が村内にできるということで、大変喜ばしいことだと思ってお

ります。これ、それなりの事業内容とか概要出ていらっしゃると思いますが、計画概

要の中身ちょっと伺いたいのでありますが、年間の事業高どれぐらい予想している企

業なのか。また、これに対して雇用者数はどれぐらい生まれるとお考えなのか、それ

を伺っておきます。 

   それから２７ページの、これは伺いました。今十分聞いたからよろしいです。 

   ２９ページのふくしまっ子体験活動応援に要する経費、これは参加人員３０名と議

案調査の中で伺ったのでありますが、その３０名とした根拠ですか、その辺も生徒数

に対しての割合とか、その根拠をちょっと伺いたい。 

   以上、とりあえずお願いします。 
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○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １３ページのマチュピチュ村との交流関係でございます。 

   もう既に交流は始まっておりますので、その交流云々ということは事前に説明して

ありますので終わっているだろうと、賛同いただいているということを前提で、正式

な外交ルートを通して招待状も既に出していますので、これについてはこれから進め

ていくということでございます。 

   マチュピチュ村についてどういうことかということは、ペルー大使館のほうの資料

をいただいたり、既にクスコ県、それからウルバンバ郡、マチュピチュ村とそういう

構造になっているのですね。高山市がウルバンバ郡と姉妹都市を結んでいるのです、

お互いに交流をしていると。その交流のときにもマチュピチュ村の村長さんも出席し

ているようですが、その高山のほうとも連絡を取り合って、マチュピチュ村とかウル

バンバ郡がどういう状況かということも確認をしております。 

   まずクスコ県の県長、これは当然公選法で選ばれたものです。それからウルバンバ

郡の郡長も公選で住民から選ばれて、そしてペルーは行政組織が日本とちょっと違い

ますので、国のほうから行政官みたいなのが派遣されて来ています。ですから、ウル

バンバ郡にも公選で選ばれた郡長とそれから行政官がいると。二重行政、トップが二

人いるような感じですね。それからマチュピチュ村の村長も公選制で住民から選ばれ

ていて、やはり行政官、郡から来ているのか、県から来ているのかそこはちょっと私

もわかりませんが、やはり行政官がいるということで、マチュピチュ村にも村長と、

ただし村長という呼び名は行政の組織が違いますので、言葉から言えばマチュピチュ

地区という名前が出ていますので、ただ、ペルー大使館の日本人スタッフのお話だと、

やはり日本に置きかえた場合は村長というふうに翻訳するのが妥当じゃないかという

文書をいただいております。 

   人口が約２，６００人前後ということで、今までマチュピチュに入るのは、先ほど

お話あったように人数制限がありますが、今世界遺産でずっとトップ、第１人気、第

２人気でものすごい何百万人という入場がありまして、３～４年前まではその入場料

が全てペルー政府に入っていたと。地元には一銭もおりてなかったということですが、

何年か前からそれではだめだということでマチュピチュ村のほうにも直接入場料の一

部がおりるようになったということで、財政的にも大丈夫になったというふうに聞い

ております。ですから、ちゃんと区役所なり、市役所なり、役場がありまして、行政

組織があると。 

   近年はインターネットでホームページ、マチュピチュ村見ますと、高級ホテルが

次々とマチュピチュ村に建っていまして、１泊４万から５万ぐらいのホテルがもう何

軒も建っているということですから、我々がイメージしている本当のマチュピチュ麓

の、掘っ立て小屋のようなレベルの村ではなくなってきているということで、かなり

財政的にも、姉妹都市として一方的に村が負担をするような状況ではなくて、今回も

２週間の予定で来る予定で予算をとっていたということです。ですが、災害のほうに

やはりお金を一部振り向けるようになったので、来年になりそうだという手紙が間も
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なく来るという前ぶれがありましたので、しようがないなと少しがっかりしています。 

   なぜ、そのマチュピチュ村と提携するのかということは、世界で一番人気のある世

界遺産の地元の村と提携できるというような、これは大玉村にとっては非常に名誉な

ことですし、全国的に、既にもうＮＨＫとかマスコミは全国放送しますということで、

いつ新聞記者会見するのですかという催促が来ているくらいですので。それから、高

山がそういう形で既にやっていますし、日本のマチュピチュ村と言われている九州の

市では、マチュピチュ村に姉妹都市提携を申し込んだら、我々は大玉村以外は考えて

いないということで断ったというふうなお話も聞いております。彼らの思い入れも非

常に強いので、やはり我々もそれに応えて、大玉村を日本全国にＰＲするという面で

は、こちらから行くのに４～５００万かかると思いますが、それをはるかに上回るＰ

Ｒ効果があるだろうというふうに考えておりますので、ぜひ進めていきたいと。 

   それから、ホームページのスペイン語につきましては、今現在日本語しかありませ

ん。英語のホームページはもうこれは当たり前ですので、スペイン語のホームページ

をやることによってマチュピチュの子どもたちとか住民も大玉の情報を得ることがで

きますし、もう既に交流が始まっておりますので、スペイン語でそれを、マチュピチ

ュ村をやはりホームページでもアピールしたいと。それから差別化、ホームページの

差別化、何で大玉がスペイン語なんだというそういう差別化も当然期待してというこ

とでいます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   １３ページの地下歩道のカメラリース料関係でございますが、年間リース料という

ことですが、１カ月３万９６８円ということですので約３６万円ということになりま

す。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに２１ページの間伐材等加工流通施設の事業内容、

加工料、雇用関係についてでございますが、まず事業内容につきましては、間伐材の

加工機械一式と作業棟３棟、並びに集塵棟２棟の事業内容でございます。 

   加工料でございますが、５年後の目標数値で８１０立米を目標値として掲げており

ます。また、雇用については、現時点では５～６名を雇用したいということで聞いて

おります。 

   以上でございます。 

（「事業高はわからないんですね」という声あり） 

○産業部長（鈴木幸一） 事業高というよりは、先ほど申し上げましたように加工料、ロ

グ材の加工料として８１０立米を５年後の目標値としているということでございます。 

（「値段では、金額では出ませんか」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 
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○教育部長（武田好広） ２番議員さんにお答えいたします。 

   ふくしまっ子体験活動応援に要する経費であります。 

   まず、３０名にした経緯であります。当初は国の事業を予定しておりましたが、そ

れは県外で１週間という長い期間でありました。これについてはちょっと対応ができ

なかったものですから県の事業ということで計画したところであります。３年生の生

徒がいる中で、塾や何かにも通っているという子どもさんもおられるということで、

とりあえず県単事業ということもあり３０名という数字を決定したと。これは特に何

分の１とかというものではなく、事業を実施する側で３０名ということでやりました

ので、特に基準とかはございません。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 経緯について、今、部長が申し上げたとおりなのですけれども、

受け入れ施設、いろいろ探しておりました。受け入れ施設が只見町のふざわというよ

うなことで、ここが一番いいだろうと。分校の跡地なのですよね。だから受け入れ人

数の問題で３０名という数を設定させていただきました。 

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

いたします。 

（午後０時０２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 午前中に引き続き、議案第４７号の質疑を許します。２番。 

○２番（押山義則） １点だけ再質問させていただきます。 

   ２１ページの間伐材等加工流通施設のことでありますが、これについて雇用も５～

６人生まれると。確認したいことでありますが、この用地についてであります。面積

と、あと工場になると思うのですが、作業所か加工場か。そういうものの関連でどう

いう取り扱いになるのか。それとあと地域の同意はどのようになっているのか、その

点改めて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに２１ページの間伐材の加工流通施設の関係で、

まず用地でございますが約２，９００平米で、うち山林と農地、畑がございますが、そ

の畑の部分については現在、農振の除外申請を手続中でございます。そういうことで農

振の除外申請手続しておりますので、所有者等の同意は得ているという内容でございます。 

   以上です。 

（「工場の種類とか」という声あり） 

○産業部長（鈴木幸一） 工場としての種類というか、あくまでも先ほど申しましたよう

に農地の部分については農地転用して建物等が建てられますので、宅地に転用すると
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いう内容でございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 改めて確認したいのですが、例えば、騒音とかそういうものとかに

関しては、この規定の中では全然考慮することないのでしょうか。 

   それから今１点、今回の紹介しているハガ木材さんあたりは、やはり騒音とか何か

の関係でかなり人里離れたところで操業しているようでありますので、その辺は考慮

しなかったのでしょうか。対応は必要ないのでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに騒音の関係でございますが、申請者、事業者に

つきまして、それら等々のいわゆる隣地の問題とか所有者の問題とか、周辺の同意関

係についても既に得ているという内容で聞いております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） １９ページ中段にあります⑥野菜等放射能検査事業に要する経費、

直売所において放射線の検査をするためのというふうに聞いておりますが、具体的に

直売所でどの部署でどういう形で検査をするのか、場所も含めて直売所の中で。 

   あと２５ページ、⑰の適応指導教室設置に関する部分でありますが、この教室、ど

こで行われて、どういう方がここに当たられるのか。そしてまた、この教室に通うこ

とで学校に通学したというふうな実績としてカウントされるのかどうかという部分に

ついてお聞きします。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ３番議員さんに１９ページの野菜等放射能検査、いわゆる産業

振興センター直売所での測定場所でございますが、現時点ではなかなか隔離して測定

のみを行う場所がございませんので、現在は事務室の一部に機械を置きまして、そこ

で測定しているような現状でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ３番議員さんにお答えいたします。 

   まず場所であります。ふるさとホール２階の研修室の一部を予定しております。 

   対象者、先ほど教育長からもありましたとおり、中学２年生が１人、中学１年生

２人でありますけれども、受けたいという者が中学２年生の女子の生徒１名でありま

す。先生につきましては大山谷地になるのですかね、星野先生を予定しております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） つけ加えさせていただきます。 

   この適応指導教室は学校復帰を前提にしてやっております。文科省のほうでガイド

ラインがあるのですけれども、ある程度の要件を満たしているというようなことで、

指導内容であるとか、指導者であるとか、そういった教員免許を持っている者という
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ことでやって、今、部長が答えたような中身です。ここに来たときに出席簿上は事故

欠というような欠席扱いになりますけれども、指導要録上は出席扱いとしてカウント

します。ただ、通知表等々には欠席じゃなくて通級教室何日通ったというか、本人の

励みになるような形で処理していきたいとそんなふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） 再度、先ほどの野菜の放射能検査についてですが、事務室で検査を

するということですが、事務室のあのスペースの中で検査をして、まして外からの影

響もかなりあるのかなというふうにも思いますが、いつまでもあの状態で、あそこの

場所で検査でいいとお考えなのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ３番議員さんに再度お答えいたします。 

   放射能測定の場所でございますが、理想的には隔離した場所でございまして、特に

他のいろいろ直売所等を見ますと、郡山のベレッシュあたりを見ると入り口のところ

に隔離した、それを消費者が、買う人が測定の様子を見られるという、あれが私は理

想だと思っておりますが、現在、直売所を含めた産業振興センターの中で６次産業化

の施設整備計画等もありますので、それらの整備計画もありますので、当面事務室で

測定してまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐々木市夫） １点だけ質問させていただきます。 

   １７ページの１９の負担金、補助及び交付金の中で、水資源保全全国自治体連絡会

設立会議参加とありますけれども、そもそもこの団体、どのような形の団体なのか。さ

らに、今回それに参加する意義はどのような形で捉えているのか。今後、この設立だか

ら毎年同じような中身で活動していくのか、その辺についてもお聞きしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   この団体は長野県の佐久市長の呼びかけで始まったものでありまして、昨年にはこ

の水資源保全の関係で一定の自治体に呼びかけながら、佐久で会合、サミットという、

水資源保全サミットというような形で開催されて、そこで共同宣言が出されて、一番

は地下水の問題と湧き水、これの保全ということで、将来的に有効活用できるように

関係者との連携、ネットワークを確立して情報化の共有を図りたいということが目的

のようです。 

   その１つの背景としては、全国各地で山が外国の資本が参入して買われるというよ

うなこともあり、非常に地下水に依存している自治体では地上権と地下水、地上権、

それから上のほうも下のほうも影響があるというような危機感から呼びかけが行われ

たのであろうというふうに思われます。 

   それで全国に呼びかけがございまして、今度この団体、水資源保全全国自治体連絡

協議会、この設立が７月２４日に予定されておりまして、本村においてもその呼びか
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け、本村の水道水についても１００％近く地下水に依存しているわけですから、同じ

ように地下水を守る、あるいは湧水地を大切にしていくという課題は同じであります

ので、そういう呼びかけに答えながら情報の共有化を図っていきたいと。 

   今後、総会後につきましては、水資源保全のために地下水の取水等利用に関するル

ールであるとか、そういうふうに外国資本にわたった土地等との地下水の水利権とい

うか、そういう問題も含めて国への要望活動とか、現在地下水どれだけあるのか、こ

ういう調査に対する国のルールづくり、そういったことを目指そうというようなこと

が事業の内容として提起されております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。４番。 

○４番（菊地利勝） １９ページの中段の①農業振興に要する共通経費の中の１９の農林

水産業団体育成補助金について、二百二十何万、この内訳をちょっとお聞きしたいと

思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ４番議員さんに１９ページの①農業振興に要する経費の農林水

産業団体育成補助金２２０万９，０００円の内訳でございますが、内訳を申しますと、

当初で計上いたしました安心・安全な農産物等の推進協議会が開催しまして、これが

三角の４８万円、あと紙マルチ有機農法の紙マルチの補助金が３万４，０００円と、

ソバ汎用コンバインの導入関係の補助費用が２６５万５，０００円で合わせて

２２０万９，０００円の内訳でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。４番。 

○４番（菊地利勝） 今、１つだけソバ関係のコンバインの件、ちょっとお聞きしたいの

ですけれども、このコンバインはあれですか、ソバ生産組合のほうで利用しているソ

バのコンバインを更新するための一部補助金なのか、そこら辺をちょっとお聞きした

いと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ４番議員さんにソバコンバインの補助の関係でございますが、

今回につきましてはソバの汎用コンバインの老朽化により１台更新するということで、

事業主体についてはＪＡ、農協が事業主体となって購入しまして、それに対して大玉

村が２分の１の補助を支出するという内容でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑はないようですので、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。 



 

- 101 - 

 

   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４７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９、議案第４８号「平成２６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。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ２件ほどお尋ねをいたしますが、まず今回、基金積み立てがなさ

れておりますけれども、当初と含めるとどれほどの、最終的には現時点で基金の額に

なるかということについて１点お尋ねします。 

   それからもう一つ。先ほど来お話ありましたように、平成２９年を目途にいろいろ

な方法、県一本云々ということでの国保運営についてのそういう方向に向かうのだと

いうことでありますが、その中でこの税の徴収については収納率今回も９０％という

ことで見ているわけですが、やはり収納というのが極めて大事であると同時に容易で

ないという側面がある。 

   その中で、今現在行われているような介護保険なり、後期高齢者医療保険なりの税

の徴収方法はいわゆる特別徴収というのですか、天引きがなされて、ある意味ではそ

れで何とか払っているものもあるのだけれども、これでいいということになると大変

だという面もあったり、これ非常に痛しかゆしですけれども、相当これ議論というか

大変な、この国保についてはそういう方向になるとすれば、今、予断は持ってはでき

ないのですけれども、こういうことについての見通しなりどうあるべきかなというふ

うなことについては、すぐは出ないと思うのですけれども、どのように考えられてい

るかお尋ねをいたします。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えいたします。 

   まず、基金の積み立て関係でございますが、２５年度の積立残高が約４，４００万、

それで２６年度、今回補正で２，０００万積み立てしたいということで、合わせて

６，４００万となります。 

   それから収納関係でございますけれども、国保の場合、後期高齢等の場合について

は特別徴収というのが年金から差し引きされるということですが、年金から差し引き

できる年齢に達していない方もいるということで、特別徴収をふやすというようなこ

とにはいかないわけでございますけれども、かわってコンビニ収納であるとか、あと
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通帳からの振替であるとか、納める方が納めやすいような方法、これを検討しながら

徴収率を上げ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。 

（「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４８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１０、議案第４９号「平成２６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１１、請願第２号及び請願第３号並びに陳情第３号及び陳情

第４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の委員長から審査結果の報告を求めます。 

   総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。２番。 

○総務文教常任委員長（押山義則） 総務文教常任委員会報告書。 

   議長の命によりまして、総務文教常任委員会の審査結果を報告いたします。 

   去る６月１７日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました陳情第

３号「「さらなる年金削減の中止を求める」意見書提出を求める陳情」について審議
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するため、６月１７日午後１時３０分より大玉村役場第２委員会室において委員全員

が出席し、さらに参考意見の聴取のため、総務部長兼総務課長、住民税務部長兼住民

生活課長に出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   陳情第３号「「さらなる年金削減の中止を求める」意見書提出を求める陳情」につ

いて慎重審議の上、採決を行った結果、この陳情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陳情についての審査結果を報

告いたします。 

    平成２６年６月２０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の報告が終わりました。 

   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３号「「さらなる年金削減の中止を求める」意見書提出を求める陳情」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） 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いたします。 

   去る６月１７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請願第

２号「「手話言語法制定を求める意見書」の提出を求める請願書」及び請願第３号

「農業・農村の再生に向けた「農業委員会制度・組織改革」に関する請願」及び陳情

第４号「規制改革会議の「農業改革」案の撤回と農業委員会・農業協同組合の「自

主・自立」を基本とする改革を求める陳情」について審査するため、６月１７日午後

１時３０分から第１委員会室において、全委員出席、さらに付託事件に対する参考意

見聴取のため、福祉環境部長兼健康福祉課長、産業部長兼農政課長、農業委員会事務

局長の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   付託されました請願２件、陳情１件については、慎重審議の結果、全委員一致をも

って採択するべきものとして、各関係機関に意見書を提出することと決定いたしまし



 

- 104 - 

 

た。 

   以上のとおり、産業厚生常任委員会に付託されました審査結果を報告いたします。 

    平成２６年６月２０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。どうぞよろしくお願いいたします。 

○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。 

   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２号「「手話言語法制定を求める意見書」の提出を求める請願書」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、本案は委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 請願第３号「農業・農村の再生に向けた「農業委員会制度・組織改

革」に関する請願」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、本請願は委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 次に、陳情第４号「規制改革会議の「農業改革」案の撤回と農業委

員会・農業協同組合の「自主・自立」を基本とする改革を求める陳情」を採決いたし

ます。 

   本陳情に対する委員長報告は採択です。 

   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。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（佐藤 悟） 日程第１２、委員会閉会中の継続調査報告を行います。 

   産業厚生常任委員会及び議会運営委員会の両委員長より、順に報告を求めます。

１０番。 

○産業厚生常任委員長（須藤軍蔵） 去る３月定例議会において、閉会中の継続調査の申

し出を行った災害公営住宅と除染事業に関する現地調査結果についてご報告をいたし

ます。 

   産業厚生常任委員会の現地調査は、去る６月６日午後３時より、全委員出席のもと、

災害公営住宅建設予定地の安達太良応急仮設住宅地において、村建設部長、福祉環境

部長、企画財政課長の出席を求め実施をいたしました。 

   まず、災害公営住宅ですが、計画では１期工事５９戸、２期工事８戸、計６７戸発

注予定であり、建設に当たっては福島県が代行で設計、施工を行い、最終的に村と協

定を結び買い取り方式になるとのこと。村では基本的に県産材使用を要望中であり、

委員よりは維持管理に関して地元業者が参入可能になるよう考慮すべきとの意見や、

景観、コスト、入居者の年代等から平家建てを多く、さらには安全な道路施設等の要

望が出されました。 

   現在の進捗状況としては、４月に仮設住宅入居者の説明会を開催、５月に建設事業

者説明会を実施し、６月２３日締め切りで事業者から提案式での設計施工案等の中か

ら選定によって決定され、７月上旬には整地施工開始、建設に当たっては大玉村と福

島県、さらに建設事業者と三者協定を締結する予定とのことでした。 

   また、汚水処理に関しては、新工法として施工コスト、汚泥等維持管理面から土壌

浄化法による浄化槽の採用予定との説明を受けました。 

   次に、除染の進捗状況について説明があり、まず業者間のトラブルで工事がとまっ

ている大玉３区その１、その２工区について、平成２６年５月３０日まで工期を延長

したが工事完了の見込みがなく、同５月２８日契約に基づき元請事業者との契約解約

に至った説明がありました。今後については、精算事務を行い、前金等に関して村か

ら過払いがあれば前金保証を行った保証会社からの補償を受け、残工事についてはチ

ェックリストを作成するなどして、改めて除染同意をとりながら早期発注を進めるこ

となどの説明がありました。 

   今後については、未発注の守谷地区の除染については、モニタリング実施を通じて

除染方法、範囲を決めながら地元協議を行い実施することや、道路除染実施に向けた

調査、設計を行っていくことなどの説明がありました。 

   委員よりは、実績のない業者を億単位の入札に参加させた行政の責任は重いとの意

見もありましたが、今後状況を注視するとの考えでまとまりました。 

   最後になりますが、除染に関しては特に住民に対して迷惑を及ぼさないよう村は十

分に責任を持って推進するよう要望が出されました。 

   以上のとおり報告いたします。 

    平成２６年６月２０日 

                   産業厚生常任委員会委員長 須 藤 軍 蔵 
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   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、議会運営委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○議会運営委員長（佐々木市夫） 議長の命によりまして、去る５月１３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。 

   今回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

を福島県矢吹町と決定し、全委員出席のもと実施いたしました。矢吹町議会からは、

議長、副議長、議会運営委員長、議会運営副委員長の出席を得て研修を受けてまいり

ました。 

   矢吹町は福島県の南部に位置し、古くから奥州道中の宿場町として栄え、交通の便

に恵まれ、東北自動車道を初め、国道４号線や６本の主要地方道が交差する南東北の

玄関口として重要な役割を担っております。特色としては、町の面積の４割を農地が

占める豊かな田園都市であり、この田園風景はかつて行方野原と呼ばれた荒れ野の矢

吹が原を開拓したものであり、その開拓者精神は今も引き継がれ、未来を開き続けて

いる点であります。 

   矢吹町議会の概要は、平成２０年の改選時に１８人から１６人に削減し現在に至っ

ています。議会構成は総務６人、文教厚生５人、産業建設５人の３常任委員会制で、

議会運営、議会広報編集の各委員会はそれぞれ６人で構成されております。また、議

会活性化等調査特別委員会及び大震災及び原発事項調査特別委員会はそれぞれともに

１５人で構成されております。 

   議会活性化策の１つとして、今まで４年の任期中に交代することがなかった議長と

副議長の任期を２年交代することとし、委員会の任期も２年交代となっております。

これにより、議員全員が複数の委員会を経験することになっております。 

   また、予算審査、決算審査においては特別委員会をつくり、それぞれ第一委員会、

第二委員会として、定例会ごとに一般会計、特別会計に分けて交互に審査を行ってお

ります。この特別委員会の所属は議席番号順に決められるとのことであります。これ

により、全ての議員が任期中の４年間で全ての予算、決算の審査を行っているとのこ

とであります。 

   なお、常任委員会における調査及び審査については、各所管する課などにおける条

例の制定・改廃、請願・陳情に関する調査及び審査とのことであります。 

   大玉村とは歴史的、社会的な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つけ加え報告といたします。 

    平成２６年６月２０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） 日程第１３、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 
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   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） 

   ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議案第５０号「平成２６年度消防小型

動力ポンプ付積載車購入に係る物品売買契約について」、議案第５１号「平成２６年

度太陽光発電設備等設置工事請負契約について」、議員発議第３号「さらなる年金削

減の中止を求める意見書について」、議員発議第４号「「手話言語法」制定を求める

意見書について」、議員発議第５号「農業・農村の再生に向けた「農業委員会制度・

組織改革」に関する意見書について」、議員発議第６号「規制改革会議の「農業改

革」案の撤回と農業委員会・農業協同組合の「自主・自立」を基本とする改革を求め

る意見書について」、大玉村農業委員の推薦について、閉会中の継続調査申出が提出

されました。 

   お諮りいたします。 

   議案第５０号、議案第５１号、議員発議第３号～議員発議第６号及び大玉村農業委

員の推薦について並びに閉会中の継続調査申出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８までとして議題にしたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５０号、議案第５１号、議員発議第３号～議員発議第６号及び大玉

村農業委員の推薦について並びに閉会中の継続調査申出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８までとし議題とすることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第１、議案第５０号「平成２６年度消防小型動力ポンプ付

積載車購入に係る物品売買契約について」及び追加日程第２、議案第５１号「平成

２６年度太陽光発電設備等設置工事請負契約について」を議題といたします。 

   これより村長の提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（押山利一） 大変お疲れのところ、２件の追加議案よろしくご審議をお願いした

いと思います。 
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   それでは、追加提案いたしますのは契約案件２件であります。 

   議案第５０号「平成２６年度消防小型動力ポンプ付積載車購入に係る物品売買契約

について」ご説明を申し上げます。 

   消防小型動力ポンプ付積載車については、更新計画に基づき購入を進めております

が、今年度は４分団２方部への配備を行う予定であります。 

   去る６月１１日、３社による条件付一般競争入札を実施し、その結果、株式会社ホ

シノ郡山支店、支店長六角篤が７９３万８，０００円で落札、同日付で物品売買仮契

約を締結したものであります。 

   積載車の仕様につきましては、緊急自動車として道路運送車両法及び道路運送車両

の保安基準に適合し、緊急自動車として承認が得られるものであることが条件となり

ますが、指定車種はディーゼルエンジンの排気量２．５リッター以上のトヨタダイナ

もしくはトヨエースとし、四輪駆動車で自動変速機構、パワーステアリング付でエア

コンも装備されております。 

   小型動力ポンプについては、セルスターター、自動給水の機種を搭載いたしますが、

消防車両としての塗装や赤色回転灯、電子サイレン、その他の資機材を搭載するため

の艤装措置が必要なため、納入期限を平成２７年２月６日としております。 

   また、今回更新する予定の４分団２方部の車両については２３年を迎えることとな

りますが、これを役場消防部で使用し、現在役場消防部で使用している２６年目の車

両を廃車する計画であります。 

   以上、議会の議決に付すべき契約及び財産取得又は処分に関する条例第３条の規定

により、議会の議決を求めるものであります。 

   次に、議案第５１号「平成２６年度太陽光発電設備等設置工事請負契約について」

申し上げます。 

   総合福祉センターさくら及び大山小学校に設置する太陽光発電設備等に係る設置工

事について、去る６月１２日、大玉村、二本松市、本宮市に本支店または営業所を置

く入札参加資格業者７社による指名競争入札を実施しました。 

   その結果、株式会社大山電気工事、代表取締役菊地克志が７，８３０万円で落札し、

同日付で工事請負仮契約を締結したものであります。 

   工事の概要につきましては、太陽光発電設備及び蓄電池設備を総合福祉センターさ

くら及び大山小学校に設置するもので、太陽光発電設備の発電容量は、両施設とも

２０キロワット毎時、蓄電池容量はそれぞれ１６．８キロワット毎時を予定しており

ます。 

   なお、工期末を平成２６年１２月１２日としており、工事期間中、施設の利用者に

何かとご不便をかけることになりますが、安全確保を最優先に施行してまいりますの

で、特段のご理解を賜りたいと存じます。 

   以上、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 

   以上のとおり提案理由の説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議賜りますよ
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うお願い申し上げます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

   議案第５０号の質疑を許します。 

   質疑ございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） 小型動力ポンプ車の更新ということで、これはやはり老朽化したの

だろうというふうに理解しております。 

   今の提案説明の中でちょっと気になることは、トヨタダイナ４ＷＤまたはトヨエー

ス４ＷＤというふうにおっしゃいました。しかし、これは物品売買でございますから、

どちらにするのかやはりはっきりしてもらわないと。と申しますのは、ダイナという

のは２トンクラスの車でございまして、トヨエースというのはその下のランクですよ

ね、１トン半クラスというふうに私は思っているのですが、当然、価格面においても

違うと思います。これはどっちで、きちっと売買は明記して契約すべきだというふう

に感じておるのですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   車種でございますけれども、この車種につきましてはトヨエース、ダイナ、どちら

かということでございますけれども、消防車両の艤装をして車両運送法に適合すると

いう中で、この２車種であれば適合し得るというようなことで２種を条件としており

ますけれども、そのほかに２．５リッター以上と。あと総重量と、そういう仕様のも

とに発注しておりますので、それらをクリアできる車種であればこの２車種どちらで

もよいというような仕様の中で入札を行ったものであります。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） 当然排気量が違いますね。２，５００ｃｃ以上ということでござい

ますが、トヨエースで２，５００をカバーできるのかどうか。できるということなの

でしょうが、構造上も全く違いますよね。いわゆる堅牢なダイナと、トヨエースでは

違うなと。私は前から車、ちょっと買いかえておったものですから、そんなふうに理

解しておったのですが。もう一度その点についてお答え願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ５番議員さんに再度お答え申し上げます。 

   本車種につきましてはそれぞれの特徴があろうかというふうには思いますが、ダイ

ナもしくはトヨエースで十分、村が示す仕様に適合するものであれば支障がないとい

うことで、基本的に１７年度の低排出ガス規制適合車であればディーゼルエンジンの

２．５リットル以上、また、４トン未満の艤装を行った中で、４トン未満で十分緊急

自動車として耐え得るものであれば大丈夫だというような中での入札ということにな

っております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） 車の売買契約の中に車種のナンバーが全部記載されますよね、皆さ
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んも車買ったり、売ったりしているときに。当然そういう契約でやるべきだと思うの

ですよ。どちらでもいいという契約が果たしてあるのかどうか。これはエンジン番号、

それから車種番号、何年式、そういう形できちっと契約すべきだと私は考えられるの

ですね。どうも曖昧な答弁なのでもう一度お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ５番議員さんに再度お答え申し上げます。 

   現在までの導入状況でございますけれども、トヨタハイエースが中心となっており

ますが、トヨタダイナも実績として導入がございます。そういう中で、十分消防車両

として耐え得る構造であるというような実績のもとに、２車種をどちらかであればよ

いというようなことで指定をしているところでございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。 

○７番（佐藤誠一） ５番さんについて質問された答弁について理解できないものですか

ら。しかるにこの数字、消費税を入れて７９３万８，０００円に見合ったトヨエース

かダイナなのか。また、ダイナもハイエースが同じ価格だったためにこの消費税入れ

て７９３万８，０００円になるのか、ここを明確にしていないと今の答弁ではちょっ

と理解できないと思うのです。物があって値段がついて消費税があるわけですから、

その点どっちもいいということ絶対ないです。もちろん、これメーカーが違うとそれ

を何で車種となれば違うわけでございますので、その点、価格があっての車を張りつ

けるのか、車があって価格が提示されるのかわかりませんので、どちらで当局設定し

たのか、まず伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ベースとなる車両自体、それぞれ特徴はあるわけでございますが、価格的にはさほ

どの差はないという中で、艤装に要する部分が非常に高い比率を占めているというこ

とで、塗装であるとか、回転灯であるとか、そういった部分が艤装になります。可搬

動力ポンプを載せるためのそういう設備であるとか、とびぐちであるとか、ほろをか

けるとか、そういった艤装の部分が大部分を占めるという中でございますので、そう

いった艤装を行える車種として適合するのは２車種と。現在のベースとなる車種とし

ては２車種しかないという中での選定でございます。ですから、ほとんどが艤装に係

る部分が大きいという中でございますので、艤装した総重量をもって耐え得る車両と

いう中での選定でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） これ今こっちで言ったけれども、車種が違う中で価格決めるという

のは、議決する側にすればどっちでもいいからこれどうだといったってそんな決めよ

うねえで。このメーカーで、この自動車でこれだけの金額だ、だから議決してくれよ

というなら話わかるけれども、どっちかわかんないけれどもこの金額でというのはな

いね。これ１車種にして入札にしたらどうですか。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 
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○住民税務部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   確かに車両２台の中からということになりますと、安い車両、価格的にはそう変わ

らなくても確かに安い、高いの部分があるわけでございます。今後選定に当たりまし

ては、どちらの車両が妥当なのか、適当なのかというような部分も含めまして検討し

てまいりたいというふうに思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今まで定期的に導入した方法はそのような方法でやってきたと。その２種しか艤装

できる車種がないということでやってきましたので、今回については既に仮契約をし

て４分団２方部のほうには車両を配置するということで、彼らも大変期待を大きくし

て待っておりますので、再入札となるとまた時間を要しますので、今後は、次回から

はきっちりと車種を限定して見積もりを最終的に出すようにと。 

   要するに、２つの車両のどちらでも、それしか艤装ができないと、車両本体価格に

ほとんど差がないということなのでどちらでもいいということだそうですが、そうい

うことで今までずっと慣例でやってきたということですので、次回からはきちっと車

種を１車種に絞るなり、入札のときにどちらの車種を見積もりするのかということを

きちっと限定をしてやってまいりたいというふうに考えておりますので、今回につい

ては従来どおりの方法でよろしくお願いをしたいと思います。 

   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５０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。 

   次に、議案第５１号の質疑を許します。２番。 

○２番（押山義則） この入札執行方法についてお伺いしたいのでありますが、今回のこ

の太陽光発電の設置場所、工事場所がそれぞれ別なのでありますが、それが共同発注

されているんですね。普通工事ならそれぞれ工事場所が違うのに、いろいろな保険関
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係とか何か全て含めると、どこまでの範囲で共同発注というのが入札執行上、許され

る範囲なのか。今回のは共同発注されているわけですが、それにかなっているのかど

うか確認したいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ２番さんにお答えいたします。 

   この２カ所の工事箇所、設置場所２カ所、さくら、大山小学校、直線的な距離では

１．５キロぐらいでございます。距離がどこまでというのはちょっと私も承知してお

りませんが、いずれ近接工事だと。今回については、昨年度は包括支援センターと保

健センターという別の建物についても１つの工事で発注いたしましたが、今回も同時

施工可能でもありますけれども、まず２工事を１工事にした一番の背景は工事費用の

問題です。工事費用が、詳細試算はしていませんが、およそ８％から９％削減できる

と。１工事にして発注するとそのぐらいの軽減が図られると。２工事にすると逆に

８％から９％、今回の契約でいきますと６００万以上の設計価格の上昇につながると。

そういうことで、近くの工事現場でありますので１つの工事として発注したところで

ございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） そのメリットは理解いたします。ただ、これ業法上とか、今の労働

基準法とか、そういうもののいろいろな提出、報告ありますね。そういう中でこうい

う形というのは問題ないのかということを、私は入札執行、これぐらいの金額のやつ

を共同でやるというのは余り伺ったことないのですが、それが可能かどうかというこ

とを。業法上。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） 補助金の整理上の話からすれば、特別指摘はございません。

ということで可能だという判断で発注しておりますし、設計の協議等についても十分

設計仕様、建築基準法等々の規制なり、クリアして設計が行われているというふうに

判断しています。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。９番。 

○９番（佐原吉太郎） 再生エネルギーというか、どんどんこういうのを進めるのは大い

に結構なことでありますので。 

   ただ、今までこの入札の中で、これで入札、きょうは決定されたとしますね。そう

すると、後から何か追加出たとか、そういうのが往々にしてあったのですね。そうい

うところを十分に、そういうことを計算の中でクリアできてこの値段で最後まで通る

というのならいいけれども、今までのいろいろ、下がった面もこの間ありましたが、

下がったなんていうのは珍しいことなんですよね。今まで追加というか、そういうこ

とがないようにひとつ、計算されたと私は思うのですが、そういうことがあるかどう

か、これからもしこういうことが入札きょう決定されて、来年１２月、これ完成予定

であるが、その間に追加なんていうことはまだないと思うんだが、それらは確認して

おきたいと存じます。 
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○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ９番議員さんにお答えいたします。 

   昨年度、保健センターと包括支援センターやりました。結果的に昨年度は下がりま

した。しかし、プラスの部分もありました。設計の段階で屋根の部材等々について詳

細に調査はできません。実際、現場に上がってみたらトタンぶきですよね。合わせの

問題とか、長尺か細いやつかとか、いろいろなことは見てはいるのですけれども、屋

根の状況まで、強度等々について詳細な、いわゆる重量計算等々については設計書を

見てやっていますが、去年もとめ金具が、設計のとめ金具では対応できないというこ

とで、包括支援センターの場合、とめ金具の変更を行いまして新たにそこに合うもの

を作成いたしました。そういったことの変更は生じる可能性はあろうかと思います。

マイナスの部分も当然出てくるかもしれませんし、プラスの部分もあるかもしれませ

ん。 

   これらについては、これから実際に工事始まれば材料の審査、そういったものも当

然出てきます。その段階で変更が生じる場合には、早目に変更設計書をつくって議会

の皆さんの議決をいただくと、そういう手順で進めてまいりたいと。私たちも極力変

更ないようには進めたいと思いますが、そういう可能性は否定できませんので、その

際には速やかに議会の議決を受けたいとこのように思っております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。 

○７番（佐藤誠一） 入札（見積）執行調査書をごらんになっていただきたいと思います。

今回落札いたしました株式会社大山電気においては７，２５０万、これ落札されまし

た。この表の下段には株式会社加藤木電設、これ９，５００万です。今計算してみま

すと、今回落札した大山電気の比率ですと、大山電気は一番見積もりが高かった、入

札が高かった、９，５００万に対して７６．３１％の落札なんですけれども、落札率

ですね、どのように当局はまず見ているのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   落札率につきましては、この予定価格７，５７０万でございます。それに対して、

７，２５０万ですからちょっと頭の中で計算できませんけれども９５．７６％という

ことでございます。これ妥当かどうかというのは、入札ですから、今、私たちも福島

県内の入札の状況で不調になるというケースが非常に多いと。例えば、今ご指摘あっ

たような株式会社加藤木電設さんのように、予定価格と全く大きな開きで札を入れる

というそういう業者もあるので、むしろ不調の心配していたところで、こういう価格

で落札できたというのはよかったなというふうに感じております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） この２カ所一括発注という中で、このモジュールのワット数が違う

というのはどういうことなのか。要するに面積があるのでこうなったんだということ

であれば、何も広い面積使わないで小さい面積でやるように、両方ともそれでもいい

んじゃないかなというふうに思いますので、なぜこのモジュールのワット数が違うも
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のを設置するようになったのかということ。 

   それともう一点は、小学校のほうについては設置角度２０度というふうに設定して

ありますが、これはあれかな、さくらかな。これは屋根の勾配に合わせる、しかも

２度以上とするということなのですが、結果的にこのさくらのほうの角度は何度にな

るのか、それについて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず、そのモジュールの問題と、まさに今度の設置角度の問題というのは一体であ

りまして、さくらに設置する場所は体育館構造でかまぼこになっているのですよね。

つまり、既に傾斜がついていて、そのために同じパネル、つまり通常であればこのモ

ジュール１枚で１００ワットと。あと大山小のほうについては２６１ワット、通常屋

根に上がっている１枚パネルということになると思うのですけれども、大山小学校の

場合には平地に改善センターと同じようなそういう合理的な傾斜、角度ですね、それ

で設置すると。その角度を確保するために、さくらの現時点での屋根勾配、それと合

わせるために大きなパネルでは無理だということで、半分の、約半分といいますかね、

そういう仕様のパネルを使って屋根勾配に合わせるということで、モジュールが片方

は１００ワットで枚数も２０８枚というような結果になったところでございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   ８番さん、マイク切ってください。 

   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５１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） 追加日程第３、議員発議第３号「さらなる年金削減の中止を求める

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。２番。 

○２番（押山義則） 議員発議第３号「さらなる年金削減の中止を求める意見書につい
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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２６年６月２０日 

     大玉村議会議長 佐藤 悟 殿 

                     提出者 大玉村議会議員 押 山 義 則 

                     賛成者 大玉村議会議員 佐々木市夫 

   提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣 

   さらなる年金削減の中止を求める意見書（案） 

   厚生労働省は、「特例水準」を解消するとして、昨年１０月から１％、今年４月か

ら０．７％削減し、来年１０月にも０．５％削減する予定です。 

   年金の削減は、「特例水準の解消」を理由としていますが、今年４月からは消費税

も増税され、灯油や生鮮食料品、医療費の値上がり、さらには社会保険料の引き上げ

などで高齢者の生活はいっそう厳しさを余儀なくされており、実情にまったくそぐわ

ない措置と言わざるを得ません。 

   昨年１２月に改定通知が届いてからの年金受給者による行政不服審査請求は、全国

で１２万６千人、福島県でも２，３５０人を超えたと報じられており、年金削減によ

る高齢者の怒りや不安は今後ますます高まることが予想されます。年金の削減は消費

を冷え込ませ、不況を一層深刻にし、国の経済にも影響を与えるものです。特に大震

災と原発事故に苦しんでいる福島県にあっては、高齢者のみならずすべての県民にと

って大きな痛手であり、安倍首相の言う「福島の再生」や「経済の好循環」の政策に

逆行するものです。 

   年金削減に続いて、さらに政府はマクロ経済スライドの実施による連続的な年金削

減や受給年齢の引き上げを立法化しようとしています。年金制度の改悪によって、若

者を中心に年金離れが一層進み、年金制度への信頼がさらに低下することが懸念され

ます。 

   よって、高齢者の生活と地域経済を守るためにも、「さらなる年金の削減を中止す

ること」を強く求めます。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

    平成２６年６月２０日 

                     福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 議員発議第３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） 質疑はないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後３時といたします。 

（午後２時４３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後３時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第４、議員発議第４号「「手話言語法」制定を求める意見

書について」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。５番。 

○５番（鈴木宇一） 議員発議第４号「「手話言語法」制定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２６年６月２０日 

     大玉村議会議長 佐藤 悟 殿 

                     提出者 大玉村議会議員 鈴 木 宇 一 

                     賛成者 大玉村議会議員 佐原吉太郎 

   提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣 

   「手話言語法」制定を求める意見書（案） 

   手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語

彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声

言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。 

   しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別され

てきた長い歴史があった。 

   ２００６（平成１８）年１２月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は

言語」であることが明記されている。 

   障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、２０１１（平成

２３）年８月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言

語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保され

る」と定められた。 

   また、同法第２２条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、

手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話

を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究す

ることのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考え

る。 
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   よって、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。 

                     記 

   手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手

話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究

することのできる環境整備を目的とした「手話言語法（仮称）」を制定すること。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

    平成２６年６月２０日 

                     福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟 

   よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 悟） 議員発議第４号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑はないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第５、議員発議第５号「農業・農村の再生に向けた「農業

委員会制度・組織改革」に関する意見書について」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。１１番。 

○１１番（遠藤義夫） 議員発議第５号「農業・農村の再生に向けた「農業委員会制度・

組織改革」に関する意見書について」 

   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２６年６月２０日 

     大玉村議会議長 佐藤 悟 殿 

                     提出者 大玉村議会議員 遠藤義夫 

                     賛成者 大玉村議会議員 武田悦子 

   提出先 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長 

   農業・農村の再生に向けた「農業委員会制度・組織改革」に関する意見書（案） 

   農業委員会組織は、農業・農村の政策支援の「応援部隊」として、これまでも地域

に密着し人と農地の間を「足で稼ぐ」ことを基本に、農業・農村の再構築に取り組ん

でまいりました。さらにその取り組みを強化するためには、農業委員会活動の基礎で

ある、①公選制、②許認可業務、③市町村・都道府県・全国という組織のネットワー

クの維持が必要不可欠であります。 

   しかしながら、規制改革会議農業ワーキング・グループは５月１４日に取りまとめ
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た「農業改革に関する意見」で、選挙制度の廃止、都道府県農業会議・全国農業会議

所制度の廃止、農地の権利移動の届け出制への移行、意見の公表・建議機能の法律規

定からの除外、等々に言及しました。 

   これは農業・農村現場の実態を無視しただけでなく、これまでの農地流動化政策推

進の流れに全く逆行するものであり、現場で地域の信頼の下で頑張って活動している

農業委員の気持ちを削ぐ、理解しがたい内容であります。 

   ついては、農業委員会制度・組織のあり方の見直しにあたっては、農業・農村の再

構築に向け農業委員会組織の役割・機能が十分に発揮されるよう、下記事項に留意の

上慎重かつ丁寧な検討を行うよう強く求めるものであります。 

                     記 

   １．農業委員会の取り組みを支える「代表制」の担保には、公平性・公正性・透明

性が確保された「公選制」が基本である。 

   ２．農地法等の許認可業務は、さまざまな地域の実態を「足で稼いで」把握するこ

とが出発点であり、広大な農地を守り担い手に結びつけるための農業振興業務とは、

一体的な関係にある。 

   ３．都道府県や全国の方針など農業・農村現場との連絡調整は、３段階を通じた情

報の円滑な伝達・共有の取り組みが重要であるため、「ネットワーク（３段階）」の

強化による農業委員会の活動への支援。 

   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２６年６月２０日 

                     福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 議員発議第５号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） いろいろ言語の訂正なのですけれども、この農業委員会の会長のも

とで今回のこういった請願が上がって、農業委員会の会長はもともと農業委員であり

ますので、そのための「われわれ」と冒頭の言葉だと思いますけれども、われわれ農

業委員会は、ここに代表で出ている菊地利勝君一人きりいませんので、「われわ

れ」についての言葉の削除を求め、このまま意見書として上げる案はいかがでしょう

か。 

○議長（佐藤 悟） １１番。 

○１１番（遠藤義夫） ただいま７番さんの指摘どおり、ちょっと配慮が足りなかったと

いうことで、ここは削除したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑はないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案どおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第６、議員発議第６号「規制改革会議の「農業改革」案の

撤回と農業委員会・農業協同組合の「自主・自立」を基本とする改革を求める意見書

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。４番。 

○４番（菊地利勝） 議員発議第６号「規制改革会議の「農業改革」案の撤回と農業委員

会・農業協同組合の「自主・自立」を基本とする改革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２６年６月２０日 

     大玉村議会議長 佐藤 悟 殿 

                     提出者 大玉村議会議員 菊地利勝 

                     賛成者 大玉村議会議員 須藤軍蔵 

   提出先 内閣総理大臣、農林水産大臣 

   規制改革会議の「農業改革」案の撤回と農業委員会・農業協同組合の「自主・自

立」を基本とする改革を求める意見書（案） 

   政府の規制改革会議が、農業委員会制度の解体、全国農業協同組合中央会（ＪＡ全

中）を頂点とする中央会制度の廃止などＪＡグループの組織再編を柱とする農業改革

案をまとめた。安倍晋三首相は農協、農業生産法人、農業委員会の改革を「３点セッ

トで断行する」と述べた。しかし、この改革案は、現場実態を無視した結論ありきの

改革であり、組織の主体者である農民を蔑ろにしたものである。 

   全国農業会議は、次のような見解を出している。－「農業委員会等の見直し」「農

地を所有できる法人（農業生産法人）の見直し」で出されている意見は、選挙制度の

廃止、都道府県農業会議・全国農業会議所の廃止、農地の権利移動の届け出制への移

行、意見の公表・建議機能の法律規定からの除外、等々、農業・農村現場の実態を無

視しただけでなく、現場でがんばる農業委員の気持ちを削ぐ、理解しがたい内容であ

り、決して容認できるものではない。 

   ＪＡ全中の萬歳章会長も次のようにコメントを発表した。－「組織の理念や組合員

の意思、経営や事業の実態とかけ離れた内容であり、ＪＡグループの解体につながる

ものだ。極めて大きな問題がある」 

   協同組合アイデンティティに関するＩＣＡ（国際協同組合同盟）声明は次の原則を

掲げている。 

   第２原則 組合員による民主的管理－協同組合は、組合員が管理する民主的な組織

であり、組合員は、その政策立案と意思決定に積極的に参加する。選出された役員と

して活動する男女は、すべての組合員に対して責任を負う。単位協同組合の段階では、
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組合員は平等の議決権（１人１票）をもっている。他の段階の協同組合も、民主的方

法によって組織される。 

   第４原則 自治と自立－協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組織である。

協同組合は、政府を含む他の組織と取り決めを行う場合、または外部から資本を調達

する場合には、組合員による民主的管理を保証し、協同組合の自治を保持する条件の

もとで行う。 

   農業委員会は、耕作する者の農地の所有・利用を基本として、農業者の自治と自覚

で農地管理を行い、行政庁への農民の意見を反映することをさらに強化されなければ

ならない。 

   以上の趣旨から、下記事項について強く求めるものである。 

                     記 

   １．規制改革会議の「農業改革」案の撤回を求める。 

   ２．農業委員会・農業協同組合の「自主・自立」を基本とする改革の尊重を求める。 

   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２６年６月２０日 

                     福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 以上で、議員発議第６号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第７、大玉村農業委員会委員の推薦についてを議題といた

します。 

   平成２６年５月１５日付で、大玉村長より、大玉村農業委員会委員が平成２６年

７月１９日をもって任期満了となるため、農業委員会等に関する法律第１２条第２号

（昭和２６年法律第８８号）の規定に基づき、農業委員会委員の推薦がありましたの

で、これより議会推薦の農業委員を決定したいと思います。 

   お諮りいたします。 

   議会推薦の農業委員会委員は、大玉村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員

に関する定数条例（平成１７年条例第５号）の規定に基づき２名であります。 

   つきましては、玉井地区より１名、大山地区より１名を推薦したいと思います。こ

れ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、玉井地区より１名、大山地区より１名を推薦することに決定いたしました。 

   これより、それぞれの皆さんに選考いただきました方について、議会推薦の農業委

員とすることについて採決いたします。 

   地方自治法第１１７条の規定により、２番押山義則君の退場を求めます。 

（押山義則議員退場） 

○議長（佐藤 悟） お諮りいたします。 

   本件について、討論を省略し、玉井地区より押山義則君を、大山地区より渡邉ミツ

子さんを推薦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、玉井地区より押山義則君を、大山地区より渡邉ミツ子君を推薦することに

決定いたしました。 

   押山義則君入場お願いします。 

（押山義則議員入場） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第８、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

   お手元に配付いたしましたとおり、総務文教常任委員会委員長及び産業厚生常任委

員会委員長から、会議規則第７５条の規定に基づき、所管事務の調査事項について、

それぞれ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。 

   まず、総務文教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。 

   よって、総務文教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。 

   次に、産業厚生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。 

   よって、産業厚生常任委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

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２６年第４回大玉村議会定例会を閉会といた
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します。ご苦労さまでした。 

（午後３時２２分） 

 


