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平成２６年第５回大玉村議会臨時会会議録 

 

第１日  平成２６年７月２８日（月曜日） 

 

 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 遠 藤 勇 雄 

建 設 部 長 舘 下 憲 一 企画財政課長 押 山 正 弘 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    会議録署名議員の指名 

    会期の決定 

    諸般の報告 

    議案の一括上程 

    提案理由の説明 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第５２号 財産の取得について（第１住区） 

     議案第５３号 財産の取得について（第２住区） 

     議案第５４号 財産の取得について（第３住区） 

 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 
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会 議 の 経 過 

 

○議長（佐藤 悟） おはようございます。平成２６年第５回７月臨時会が招集されまし

たところ、ご出席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、平成２６年第５回大玉村議会臨時会を開会い

たします。 

（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あります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   ７番佐藤誠一君、８番遠藤文一君を指名いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   議会運営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） おはようございます。 

   本臨時会の会期日程等について、去る７月２５日、午前９時より第２委員会室にお

きまして議会運営委員会を開催し審査をいたしましたので、その経過と結果について、

以下ご報告を申し上げます。 

   委員会は、議長出席のもと、全委員出席、さらに当局から総務部長の出席を求め、

提出議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程等について、次のように決定をいた

しました。 

   本臨時会に提出されます事件は、村長提出の議案３件で、その内容は、財産取得案

件３件であります。 

   よって、会期につきましては、本日１日間と決定いたしました。なお、審議日程に

つきましては、本日７月２８日 本会議議案の一括上程、提案理由の説明、議案審議

という日程で行います。 

   以上のように委員会として全委員一致をもって決定いたしましたので、何とぞご審

議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして報告といたします。よろしくお願

いします。 

○議長（佐藤 悟） お諮りいたします。 

   会期日程については、ただいま議会運営委員会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、会期日程については、議会運営委員会委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第３、諸般の報告を行います。 
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   諸般の報告につきましては、配付いたしました報告書のとおりでありますので、配

付をもって報告にかえさせていただきます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第５２号から議案第５４号を一括上程いたします。 

   事務局職員に議案を朗読させます。事務局。 

○書記（伊藤寿夫） 別紙議案書により朗読。 

○議長（佐藤 悟） 事務局職員の朗読が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第５、村長より提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（押山利一） ご苦労さまでございます。 

   本日、第５回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方には何かと

ご多忙の中、ご出席を賜り、提出案件のご審議を賜りますこと、感謝を申し上げます。 

   本臨時会における提出議案は、財産の取得に係る案件３件であります。 

   それでは、議案第５２号、財産の取得（第１住区）について申し上げます。本案は

福島県買取型復興公営住宅整備事業に当たり、今年度整備する住区を３住区とし、計

画敷地の南側である第１住区の住宅整備について、福島県、大玉村及び全国木造建設

事業協会福島県協会代表事業者、いわき市の株式会社エコ・ビレッジ代表取締役和田

正光ほか１１事業者との間において三者基本協定を７月１６日に締結いたしました。 

   今回の公営住宅整備は、災害公営住宅整備支援業務に関する基本協定に基づき、大

玉村にかわって福島県が整備するものであり、本議案の議決以降に住宅の設計、建設

工事等が着手されるもので、福島県買取型復興公営住宅の用に供すべく、財産の取得

について提案するものであります。 

   取得する財産は、大玉村玉井字横堀平地内の第１住区の木造２階建て２１戸で、取

得予定価格は４億２，９９７万５，０００円以内であります。 

   なお、１区画の敷地につきましては、約７０坪、２３１平米で、建築面積は約

８１平米程度であり、住宅のほかに駐車場として車２台分と駐輪場を設けるものであ

ります。 

   以上、地方自治法第９６条第１項第８号及び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５３号、財産の取得（第２住区）について申し上げます。前議案同様

の事業となる３住区のうち、計画敷地の北西部である第２住区に係る住宅整備につい

て、福島県、大玉村及び安達太良匠の会代表事業者、二本松市の有限会社斉藤工匠店

代表取締役齋藤守司ほか１０事業者との三者基本協定を７月１６日に締結いたしまし

た。 

   取得する財産は、同じく横堀平地内の第２住区、木造平屋建て４戸及び木造２階建

て１７戸で、取得予定価格は４億２，６９６万７，０００円以内であります。 

   なお、１区画の敷地につきましては、約７０坪、約２３１平米で、建築面積は平屋

建てが約７８平米程度、２階建てが約８１平米程度とし、駐車場と駐輪場を設けるも
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のであります。 

   次に、議案第５４号、財産の取得（第３住区）について申し上げます。さきの議案

と同事業となる３住区のうち、計画敷地の北東部である第３住区に係る住宅整備につ

いて、福島県、大玉村及び地球と家族を考える会代表事業者、会津若松市の有限会社

ピアホーム取締役遠藤真一ほか４事業者との三者基本協定を７月１６日に締結いたし

ました。 

   取得する財産は、同じく横堀平地内の第３住区、木造平屋建て１７戸で、取得予定

価格は３億３，５２９万１，０００円以内であります。 

   なお、１区画の敷地につきましては、約７０坪、約２３１平米で、建築面積は平屋

建てが約７８平米程度とし、駐車場と駐輪場を設けるものであります。 

   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。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第５２号「財産の取得について（第１住区）」及び

日程第７、議案第５３号「財産の取得について（第２住区）」並びに日程第８、議案

第５４号「財産の取得について（第３住区）」について、関連がありますので、大玉

村議会会議規則第３７条の規定により一括上程したいと思います。 

   なお、一括議題と決した場合の質問回数は、大玉村議会会議規則第５５条の規定に

より、同一の議題として３回までとなります。 

   また、採決は議案ごとに個別に行います。 

   一括議題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。 

   日程第６、議案第５２号及び日程第７、議案第５３号並びに日程第８、議案第

５４号を一括上程いたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） この住宅だけを見た場合、税込みの取得価格に対して、コミュニテ

ィ復活交付金８分の７ということでいいのかどうか確認したいと思います。 

   もう１回、１戸当たりの金額は、この５２号の場合ですが、２０分の１ということ

でいいのか、その金額についても伺いたいと思います。 

   この議案の取得予定価格がございますが、その取得年月日がないんでありますが、

これはどういうことなのか、それについてはいつなのか、取得年月日についても伺い

たいと思います。 

   それから、住戸面積でありますが、１平米当たりの金額を伺います。現在、一般的

相場との関連で、一般的な平米当たりの単価の比較、どのよ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。 
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   財産取得の議会承認後、住宅設計をというふうになっておるようでありますが、太

陽光発電などの設置がしやすいような屋根の設計を申し入れてもいいのではないかと

いうふうに思いますが、それらについてはどのように考えているのか伺いたいと思い

ます。 

   それから、基本協定の協定書の内容について、二、三伺います。 

   ４条４項の一、乙の提案価格と本議案の取得予定価格は同額というふうに考えてい

るか伺います。 

   ４条４項の三、事由によっては提案価格の増額を甲に請求できるというふうにあり

ますが、現在の状況で、そういうことは考える必要がないかどうか伺います。 

   それから、５条の２項、甲及び丙は、住宅を適正な価格で購入する責任を負うとい

うふうになっておりますが、何を根拠に適正というふうにされているのか、その根拠

について伺いたいと思います。 

   １９条でありますが、住宅等の建設で乙は、用水などを自己の責任で行うと、調達

を自己の責任で行うというふうにありますが、村の水道水を利用するということがあ

るのかどうか。あった場合、有料とするのかどうか、それらについて伺いたいと思い

ます。 

   それから、５３号の木造平屋建て、２階建て、それぞれありますが、戸当たりの単

価について伺いたいと思います。 

   以上、お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） 交付金の関係につきましては、財政のほうから答弁していただ

くようにして、１戸当たりの金額をこの号の記載の４億２，９００万何がしを割った

数でいいのかということになりますが、これにつきましては、附帯工事等も含まれて

おりますので、純然たる本体工事のみにはなりません。 

   それから、取得の年月日でございますが、ここには記載されてございません。これ

につきましては、今後、詳細設計をつくっていくということで、そのできた中で工期

等定めていくわけですが、予定としましては３月に取得する予定でございますので、

設計等、それから造成工事まだ正式に発注になっておりませんが、造成工事等の進捗

状況をにらみながら日にちを決めていくということでご理解いただきたいと思います。 

   それから、１平米当たりの単価でございますが、ちょっとこれは手元に資料がござ

いませんので、後ほどお答えしたいと思います。 

   次に、議会の後の設計となりますけれども、太陽光などをつけやすくしてはどうか

というご提案でございますので、それにつきましては今後、詳細設計の中で検討して

いきたいと思います。ただし、構造上、柱が太くなったりとか何とかということにな

れば、当然、費用がこの中でおさまらないと困りますので、費用の予定価格の中でお

さまるものであれば、そういったものを検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

   それから、協定書のほうでございますが、４条のこれ１戸当たりの価格ということ
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でよろしかったんですよね。１戸当たりの価格、４条……。 

（「４条４項の一番、ここの契約価格」という声あり） 

○建設部長（舘下憲一） ４条１項ですよね。 

（「４条の４項の一」という声あり） 

○建設部長（舘下憲一） ４条の４項……ああ、失礼しました。４条の４項、売買価格見

込みの第一号ですね。乙の提案価格でよろしいですか。 

（「はい」という声あり） 

○建設部長（舘下憲一） はい、失礼しました。これにつきましては、公営住宅法の中で、

最大限の上限価格が公表されております。 

   木造の平屋１戸建てにつきましては、本体工事としまして、１，６７９万

８，０００円が一応上限額となっております。これには附帯工事等は入っていません。

それから、調査設計費等も含まれておりません。ここで今、私、提案している金額に

つきましては、調査設計等、附帯工事等も含まれておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

   それから、木造の２階建ての本体工事でございますが、１，７４７万４，０００円

が限度上限額ということで公表されております。 

   それから、５条の２でございます。この適正な価格で購入するというその根拠とい

うことでございますが、こちらにつきましては、県のほうで検査をして引き渡すとい

うことになっておりますので、県のほうの確認をしたいと考えております。 

   それから、１９条の２項でございます。用水関係、水道、村のを使うのかという質

問でございますが、これは村の水道を引いていただきます。料金は、村と同じ料金を

徴収するようになります。 

   建設部のほうからは以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。 

   交付金の割合でございますが、この議案提案しております取得予定価格の金額全て

の範囲内においては、８分の７交付されるという予定でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「平屋の」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） 議案５３号のほうの平屋につきましては…… 

（「マイク」という声あり） 

○建設部長（舘下憲一） 先ほど申しました本体工事として１，６７９万８，０００円が

平屋のほうの本体価格になります。 

（「５３号の取得価格」という声あり） 

○建設部長（舘下憲一） ５３号の取得価格ですね。取得予定価格については、ここに記

載のとおり４億２，６００万になりますが。 

（「戸当たりの単価は」という声あり） 
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○建設部長（舘下憲一） 戸当たりの単価はちょっと割価されないと出ないのですが、こ

の４億２，６００万の内訳としましては、平屋のほうが７，５７４万２，０００円、

これは調査設計費等も含まれます。 

（「金額は」という声あり） 

○建設部長（舘下憲一） ７，５７２万４，０００円です。２階建てのほうが３億

３，４６１万１，０００円。これに附帯工事を差し引いた中身になりますが、これに

ついては、県のほうでも公表をちょっと、細かい中身については単価等の問題がある

ので、公表できないということなので。一応、この２点については、公表された分の

掛け算してもらった金額になるかと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） それでは、住戸面積１平米当たり幾ら幾らと、割っていくと出るん

だけれども、要するに、現在の一般的な木造住宅の価格と比較してどういうふうに認

識されているか。要するに、一般的に、賃借料安いから押さえているとか、あるいは、

それなりに金をかかっている住宅にするとか、いろいろあるかと思うんですが、平米

当たりの単価を比較した場合、現在、今ちまたの価格と比較してどういうふうに認識

されているのか伺いたいと思います。 

   それからもう１点は、４条の４項の三か、ここには協定書では価格が高騰した場合

とかどうのこうのとありますが、今の状況で、この三者協定の中で、今始まった場合

に、後でこういう理由で高騰したとか、あるいはこういう例示でとかいうことで、そ

の建設費の追加要望が出そうだというふうに考えられるか、いや、そういうことは全

く考える必要がないというふうに思っているのか、その点について伺いたいと思いま

す。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   単価の件でございますが、本日お示ししている予定につきましては、公営住宅法に

基づく上限価格ということでご理解いただきたいと思います。 

   ここまでは、契約の内容で建てられる範囲でございます。通常でございますと、こ

れに基づいて、これから詳細設計をした段階で、これを下回るというふうに私たちは

考えておるわけですが、万が一、不測の事態が起きて、先ほど言いましたこの４条第

４項第三号に記載されているように、建築資材が急高騰したということになれば、こ

れに上限額を超えるという事態もないとは断言できませんので、そうなった場合には、

もう一度議会の皆様に価格をお示しして、議決をしていくというふうに考えておりま

す。４条の３項の、今、この建築資材が今後高くなるかどうかというご質問でござい

ますが、それについては今のところ不明でございますので、ご理解いただきたいと思

います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ９番。 
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○９番（佐原吉太郎） ５２、５３、５４が提案されましたが、今、８番議員さんからの

指摘がありましたが、要するに、取得予定価格ですな。この以内と、常にこれ以内と

いうのね、超えないという意味なのか。今、部長から説明があったが、わからないと、

その状況によって。それでは以内なんてつけることないから。やはり以内でおさめる

ことが我々に提案された議案の、後から追加というのは、今まで往々にして行政とい

うものはあるはずなんですね、今までは。だから、この以内と書いた、以内というこ

とは超えないという意味なのか、その辺を含めて１つ。 

   いま一つは、この災害の公営住宅つくることにそれぞれ利用者、これを利用する

方々の、要するに要望、希望というものはどのように反映されてきたのか、そういう

のも知っている範囲で結構ですから、お答え願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ９番議員さんにお答えいたします。 

   この取得予定価格以内ということでの今回上程でございます。村としましても、こ

の金額の中で設計及びそういう工事ができるというふうに一応考えております。ただ、

先ほども申しましたが、今後、詳細設計で詰めていかなければならない部分がある。

それから、いろいろな、先ほど言いました太陽光を屋根につけられるようにしてほし

いとか、そういう要望が出た関係で、もしかするとこの金額でおさまらなくなる可能

性があるかもしれませんが、できるだけこの金額の中でおさめてやっていきたいとい

うふうに考えております。 

   利用者の要望につきましては、それぞれ２階建て、平屋建てということもあり、

３ＬＤＫということで、（不規則発言あり）中身につきましては、今現在、これは復

興公営住宅でございますので、今避難されている方がペットなどを飼っております。

やはりペットなどを一緒に飼いたいと。通常、公営住宅等では余りペットは許可しな

いというような状況もございますが、避難されている方の心情を察しまして、今回は

一応ペットをオーケーと、ペットを飼ってもいいよということで、要望に応えたよう

な内容になっているかと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 佐原議員、マイク切ってください。 

   そのほかにございませんか。７番。 

○７番（佐藤誠一） 今回のこういった事業は、まれに見る議決案件だと思います。まず

１つ目は、全て村の事業でありながら県が代行して行うと。これはいろいろな事情が

あろうかと思いますけれども、村でどこまで立ち入ることができるかという疑問もあ

りますし、我々の議決案件は入札等の議決案件が今までは主流だと思いますけれども、

今回これ取得予定価格ありながら、これから設計して入札、設計価格になるんだかわ

かりませんけれども、これは三者協定で結ばれておりますので。 

   １つの疑問は、福島県が甲なんですね、事業者が乙で、大玉村は丙になるんですよ

ね。すると、この協定内容を見ますと、丙は契約を行って最後の引き渡し、あといろ

いろな苦情だのがあったときに丙が出るだけであって、大玉村はこれトンネル、これ
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そもそも約１９億円の事業だと思うんですけれども、もともと国からのトンネル事業

だと思うんですけれども、我々ここまで手間等をかけて我々にいろいろな利点がある

のかないのかということもありますし、そもそもこれ地震があって、原子力のあのよ

うな事故があって、今のような事態になったというのはわかっておりますけれども、

今後我々がこれ、今ここで議決でめでたく承認される後、どのように我々が携わって

いくのかを含めて、今ちょっとまとまらない質問でございますけれども、我々の大玉

村全体の当局の今後の、今までの携わったことと今後どのように携わっていくのか単

純に伺いますし、そもそもこの、何度も言いますけれども、トンネル事業の中で、本

当に事務費だけはこれ大玉村で取るんだと思いますけれども、その点も含めてどのよ

うな方向性を持ちながらこの事業を進めていくのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答え申し上げます。 

   まず、村の利点ということですが、今回の場合にはこういう非常の事態ということ

で、仮設住宅をあれだけ六百数十戸つくって受け入れたということで、富岡町の住民

を受け入れたということで、その後、仮の町とかいろいろなお話がありましたが、や

はり今度戻るに戻れないという部分が富岡の場合にはありますので、やはり仮設で

３年受け入れた町村の責務として復興住宅も受け入れるということで、ほとんど仮設

を受け入れたところは復興住宅を全て受け入れているということで、この事業計画に

おいては、村に利点があるかないかという以前の段階での受け入れというふうに考え

ております。 

   ただ、将来的にどうなるのかということですが、村で利点があるとすれば、８分の

７国からいただいて、８分の１で村営住宅をつくることができるということでござい

ます。本来だと１８億から１９億村が出して村営住宅を取得するわけですが、今度の

場合には２億で１８億円の建物を、財産を取得できるということが最大の利点だろう

というふうに考えております。 

   それから、もう１点は、いずれ復興住宅を分譲してくれというようなお話もありま

すので、今現在は分譲できるかどうかというのは国がはっきり方針を示しておりませ

んので、いつできるか、できるだろうというふうには考えていますが、いつになるか

というのは今のところ定まっておりません。ただ、将来的には分譲することも可能で

あればやりたい。それからあと、分譲できなくても村営住宅として村民になっていた

だけるという方が相当数上がってくると思います。この人口減の中で、人口を確保す

るという面では利点というふうに考えられると思いますが、まず利点の面ではやはり、

今の現時点ではそちらのほうには視点が行っていないと。そして、こういう利点があ

りますからということを前面に出してということもはばかられる状況でございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

   これから議会の対応ということでございます。きょう議決をいただいて、初めて県

のほうで業者のほうに正式に発注をすると。業者は今度お金をかけて構造計算とか、

いろいろな設計調査に入ってまいりますので、それで、それを建物を建てて、県が買
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って、それを最終的に村が取得すると。通常の財産取得とは大変異なる方法ですので、

我々も最初戸惑いがありましたが、やはり、業者にそれなりの負担をさせるのには約

束事がなければスタートできないということですので、改めてでき上がったときに議

決が必要だというふうになると、そこで、仮に否決された場合には財産が取得できな

いと。当然、損害賠償等々という話になってしまいますので、きょうここで、この範

囲内で、以内でということで、議決をいただいて財産を取得すると。大変特異な形で

はあります。 

   ですから、ただ、これから実施設計の中で、大玉村で多分２０項目ぐらい要望して

います。細かいこと、外観を同じくしてくれとか、木造ですので、外を板張りにする

と見た目はいいんですが、１０年、２０年後、村の管理が大変になるということで、

そういうものについては板張りでなくてサイディングにしてくれとか、色を統一して

くれとか、屋根の色をなるべく合わせてくれとかという細かい要望を今していますの

で、きょう姿図が出せないのは、出してもそれが変わる可能性が十分にあるので、平

面図で審議をいただきたいということで資料を出させていただいているということで、

節目節目に我々のほうに情報が来た時点で議会のほうにお示しをしながら進んでいき

たいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 丁寧な答弁ありがとうございます。 

   １つ気がかりなのは、三者協定、これを県、業者、村は入っておりますけれども、

今ここに富岡町が来ておりますけれども、富岡町の位置づけとしてはどのような位置

になっているかと、あと設計変更等もこれうたっておりますけれども、今後そこに居

住する人の意見、いろいろな注文もあると思いますけれども、どの段階でこれは入れ

るのか。住宅の居住権については抽選で行うということが大前提になっておるようで

ございますけれども、今後住むであろうその居住者の意見はどこの段階で聞き入れら

れるのか、ここを伺っておきます。 

○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。 

   町の位置づけにつきましては、新聞等で仮の町というようなことを表現しておりま

すが、我々も聞いていませんし、宮本町長に確認しても、我々その仮の町というよう

なことで規定をするというふうなことは言っていないということで、新聞等マスコミ

が仮の町、仮の町と。最近はそれがほとんどなくなりましたね。仮の町という表現が。

ですから、今のところは、災害公営住宅ということで富岡町の人しか入れないと、富

岡町の災害公営住宅ということですので。ただ、その縛りが２年になるのか３年にな

るのかということは今検討中でございます。ですから、富岡の住民が入って、２年、

３年後にボツボツといなくなったときに空き家になったんでは村の収入も減りますの

で、これについては、富岡と交渉しなくてはいけないというふうには考えていますが、

まだ何年間義務づけでそこから出てはいけないよというものが固まっていない状況、
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走りながらやっているというのが現状でございます。ですから、町の位置づけという

のはそういうことで、それから、出張所が残るのかどうかとか、診療所がどうのこう

のということもこれから最後の詰めということで、我々としてはぜひ残ってほしいと

いうふうに要望していきたいというふうにして考えております。 

   それから、設計変更関係については、この前つい先週、入居予定者の説明会をしま

していろいろ要望をお聞きしておりますので、これから実際に設計ができた段階で、

また村の要望も住民の要望も要請をしていきたいというふうに考えていますので、完

全に設計が固まるまでの間は要望し続けていきたいということで、あと重大な変更が

ある場合には、施工の中でも変更可能だというふうに考えておりますので、できるだ

けその人たちのことを考えながら進めていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ７番議員さんと関連した質問になるわけなんですが、復興事業とい

うこれ特別な縛りの中で買取型公営住宅整備といった形で、これ仕組みでなっている

わけですが、この議案の内容は、これは議決やむなしの状況だと思っております。た

だ、この中身については、このシステムについてさまざまな角度で検討されたものと

思っておりますが、１点確認しておきたいのは、このシステムの整合性というか、ど

のような形でこのシステム、この買取型公営住宅整備事業といった形が認定されたの

か、決定されたのか、その１点だけを確認しておきたいと思います。 

   それから、村長、先ほども話ありました。８分の７が国庫なりの、村の負担が８分

の１、今までの話の中で約５年間ももてば、また形が変わるというようなことを伺っ

ているんでありますが、その予想というのはある程度、計画の中に立てられているの

か、この基本協定とか何か結ぶ際に、そういうものというのは検討されておられるの

でしょうか。 

   その２点だけでございます。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   このシステムの整合性については、当然、国が８分の７出しますので、国と県が話

し合いをして、各市町村がこの復興住宅を自分の責任でやるのはなかなか難しいと。

将来的には実際８７戸、今回は５９戸ですけれども、村の人材とか、もしこれ村営で

やったらとても手が出せないと、無理だということですので、県がでは代行しましょ

うということで、県が国と協議の結果、そういう方式でいいよということで、県も過

去にはこういう事例ではやっていないので、当然、補助を出す国と協議をして整合性

をとって、いいよと。ですから、大玉の場合には、福島県と委託契約をして、協定を

結んで代行してもらっていますが、それ以外の町村の多くは、ＵＲ機構という住宅建

設の機構、財団法人か何かになっているんですかね、それと契約を結んでやっている

と。町村によっては、自前でやっているところがあります。やる計画。それは何だと

言ったら、県ももうアップアップです。これ以上受け入れられない。ＵＲ機構ももう
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手いっぱいだと。もうしようがないから自分でやってくださいと言って、やむなく独

自でやるところも出てまいりました。ですから、うちのほうは早く手を挙げてよかっ

たというような状況でございます。 

   それから、５年後どうなるかと、最初の話だと５年ぐらいでという話がポツポツと

漏れ聞こえてきましたので、期待をしておりましたが、最終的に協議協定段階で最終

確認をしましたら、決まっていないということですので、もう少しそれが何年後にな

るのかで、分譲したいという話を正式に申し入れしましたが、それも待ってくれと。

やはり、福島県内全域の復興住宅がある程度にならないと、国・県のほうもそういう

方針が示せないのかなというふうにも考えています。分譲すると、富岡の人間は当然

大玉に住みますので、双葉郡の町村のほうの運営にもやはり影響するんだろうなとい

うふうに考えておりますので、落ちつくまでは、浜通りの方向づけが決まるまでは、

やはり正式には国も県も判断できないのかなというような現状でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。 

   あと１点だけ確認したいのでありますが、これ多分、資材確保というのはこれから

大変厳しくなると思うんです。県内産をある程度使うとか、そういう形も聞こえてま

いりますが、そういう形での資材の確保、管内の材木屋さんとか、そういうものに協

力要請があるのか。 

   あともう１点、設計上のことで１点だけ確認しておきたいんですが、バリアフリー

はもちろん十分検討されていると思うんですが、それは全戸そういうふうに考えてい

るのか、それはあくまでもこれからの設計の協議の中でバリアフリーについても検討

されていかれるのか、当初からバリアフリーを検討に入っているのか、その点だけ

１点、担当のほうに確認したいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   資材の確保につきましては、協定後の打ち合わせを先週行いまして、その中で県の

ほうからも業者のほうに必ず予定工期で仕上げてほしいということでお願いしている

ところで、業者のほうもある程度の資材の確保等についてはもう事前に進めている部

分もあるようで、本日議決になれば、正式にその辺の手配が始まるというような運び

になっております。 

   それから、バリアフリーにつきましては、応募の際はそこまで細かい部分はありま

せんでしたので、今後詳細設計に入りますので、その中で十分検討して、金額に見合

うようなものでやっていきたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番さん、マイク切ってください。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） いろいろとお話を承る中で、やはり今回のあれについては、異例

中の異例といいますかね、そういう中身だと思うんです。財産取得にかかわっては、
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例えば建物とか何かやる場合には建設予定価格とか。今いろいろ話あるところのあの

かの地についても、求めるときにはそばつくって１杯何ぼでなんて容易でない計算を

して、そして何百円だからどうだなんていう、格好だけはつくった書類ね、あれで一

応通したわけだ。今回はそういうこともねえという中でやるわけだから、やはり村当

局としても提案するに当たっての最大のよりどころは基本協定だと思うんです。それ

に基づいてそれはしっかりと履行されてもらうと。 

   私自身も正直のところ、この金額で、はい、私はこうしてこうやってこうだから賛

成しましたという説明の自信はないんですよね、正直なところ。ただ、これをやらな

いと、この復興住宅が回らないというこのイメージ、この図からしてね。それだから、

我々の責任としてやらないといけないというようなそういう考えなんですね。したが

って、そこの今いろいろ皆さんがそれぞれ心配されていることはもっともなので、し

っかりそういうものはきちっとそれぞれのセクションで対応できるような、改めて要

望なり、村の改めて考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   今言われたように、我々も初めての体験であり、大玉村が８，５００の村が６７戸

の住宅を抱えて、本当に将来禍根を残さないのかということも、現実的にはやはり頭

の中にありました。ただ、逆に言えば、それをプラスにするためには、広場をつくっ

たり、居住の条件、皆さんからも提案がありました。７０坪という、これは国のほう

からも何でこんなでかいのつくらなければならないんだと。これ補助金の対象になり

ますので。ただ理由を言って、理解していただいたということですので、マイナスの

面もあろうと思いますが、それをプラスのほうにしていくということ。これについて

は、建築時点からその後についても十分に今のご意見を受けながら進めていきたいと

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。５番。 

○５番（鈴木宇一） いろいろな議員の皆さんから承りましたが、私はまず、今回の事業、

強く地元業者というようなことをお願いしておったわけですが、結果的には１者しか

入らなかったということですよね。あとは、いわき、会津、二本松ということで、そ

の点がちょっと心残りだなというふうに感じております。活性化のためには、地元業

者が総力を挙げて請け負ってほしかったなという気はするわけでございますが、ちょ

っと残念でございました。 

   それで、単価でちょっとお聞きしたいんですが、１戸当たり８１平米平均でしょう

か。大体そんな、先ほどの。そうしますと、約２１戸の４億２，０００万というと、

２，０００万なんですね。単純に計算しますとね。その中にいわゆる附帯工事、いろ

いろなものが駐車場入っておるということになりますと、１，６７９万８，０００円

が住宅部分だということでありますね。それを８１平米で割ると坪単価と申しますか、

６０万ということになるんですか。この単価が妥当かどうかということなんですが、
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果たして安いのか高いのかということになりますが、昨今の建築費、いろいろとお聞

きしますと、非常に物資の値上がり、そしてまた人件費の高騰、いろいろ言われてお

りまして、型枠にしろ鉄筋工にしろ、とにかく人夫がいないということで、今、一般

の業界では大変な状況だというふうに思っております。 

   そういう中で、この単価、これでやるということだからぜひやってもらいたいんで

すが、よしんば先ほどの質問者からもありました中で、はみ出したと、再設計でもう

１回組み直すということになった場合において、その費用というものはやはり８分の

７の中の対応なのか、または村独自になるのかということになりますが、そういう内

容にお願いしたいところですが、その辺について１つご説明を願いたいと思います。 

   よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   坪単価６４万円の妥当性ということでございますが、これにつきましては、公営住

宅法の基準がございまして、その基準の中の限度額を定めるものがあります。この中

には、大分細かく、例えば一例でございますが、住宅用の火災警報器でありますとか、

あとは耐久性向上のための補強とか、そういったものがもろもろ含まれておりまして、

そのほかにも附帯設備で駐車場でありますとか、駐輪場とか、あとは境目の段差がで

きますので境界ブロック関係ですか、そういったものも若干ここの中には含まれてお

りますので、これが妥当というふうに県のほうでも認識して事業を進めておりますの

で、これはあくまで上限額というふうにご理解いただきたいと思います。これで全て

ができる、もちろんこれが上限なので全てできますけれども、これ以内でできるとい

うふうに想定しておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

   それから、額が超えた場合については、これは先ほど村長が答弁しましたが、県と

国、復興庁等がこの公金を相談しながら進めておりますので、もしそういうような状

況になれば、当然相談して、その８分の７に該当するように対応していただきたいと

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。 

（「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。 

   議案第５２号及び議案第５３号並びに議案第５４号について、議案ごとに討論を省

略し、採決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 
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   よって、これより議案第５２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第５３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「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５４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） 以上で今期臨時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５回大玉村議会臨時会を閉会といた

します。ご苦労さまでした。 

（午前１０時５４分） 

 


