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平成２６年第６回大玉村議会定例会会議録 

 

第８日  平成２６年９月１２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。 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第５５号 大玉村村営住宅条例の一部を改正する条例について 

     議案第６５号 平成２６年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第６６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６７号 平成２６年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について 

     議案第６８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 

     議案第６９号 平成２６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 

     議案第７０号 平成２６年度大玉村土地取得特別会計補正予算について 

     議案第７１号 平成２６年度大玉村介護保険特別会計補正予算について 

     議案第７２号 平成２６年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算について 

     議案第７３号 平成２６年度大玉村水道事業会計補正予算について 

     議案第７４号 平成２６年度南線・山口線（外）橋梁架替工事（Ⅰ期）請負契 

            約について 
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     議案第７５号 村道路線の認定について 

    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 

    委員会閉会中の継続調査報告 

     （１）総務文教常任委員会委員長報告 

     （２）産業厚生常任委員会委員長報告 

    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 

     議員発議第 ７号 「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」による就学支 

              援事業の継続を求める意見書について 

     議員発議第 ８号 軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正な 

              どを要請する意見書について 

     議員発議第 ９号 政府による緊急の過剰米処理を求める意見書について 

     議員発議第１０号 ２０１４年産米価格大暴落による緊急意見書について 

    議員派遣の件について 

    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 

     （３）議会運営委員会 

 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 
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会 議 の 経 過 

 

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ご苦労さまでございます。ただいまの出席議

員は１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 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、議案第５５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。７番。 

○７番（佐藤誠一） ちょうどきのうが震災が起きて３年６カ月ということで、いろいろ

マスコミ、特にテレビ等では震災のときの様子が流れておりましたけれども、津波と

原子力、放射能のほう放出等があって、帰りたくても帰れない、あとは、もうその場

には一生帰れないというふうなドキュメントもありましたけれども、私たちのこの大

玉村には、相双地区の富岡町の一部の方々が今仮設で暮らしているわけでございます

けれども、それらの人を対象とした復興住宅、これから６５戸から６７戸に増築する

んだということでございますけれども、１つに問題になっているのは、飯舘村の例を

挙げてみますと、村としてこの住宅を建設したものの、住居者がいないということも

発生しておりますので、この大玉村の方式でいくと、希望するところ２階建てと平家

としますと、若い人たちは２階建て、高齢者の人たちは平家建てというふうなことを

取り組むそうですけれども、これは抽せんなり希望等がどの程度反映して、最終的に

は抽せんになるんだと思うんですけれども、村としては、どういう方法を進めて空き

住宅をなくすのか、その対処策を説明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） ７番議員さんにお答えいたします。 

   入居者の、他市町村では入居者が少ないというような状況になっている部分もある

ようでございますが、大玉の横堀のこれからつくる住宅につきましては、今のところ

申し込み、手元に詳しい資料がないんであれなんですが、富岡町さんのほうからの話

では、８月末現在の申込数は７３件ほどあるというように聞いております。今後、先

ほど言いました２階建てと平家の抽せん等があると思うんですが、これにつきまして

は、全て富岡町さんのほうにお任せしてございます。 

   ですから、あそこに今住んでいる方が優先になるのか、もしくは子育て関係の中心

の方がなるのか、高齢者がなるのかというのは富岡町さんのほうにお任せしておりま

して、今のところは、建築した部分については全て埋まるというような状況でござい

ます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 
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○７番（佐藤誠一） 説明はわかりましたので、その旨進めていくそうでございますけれ

ども、１つ気がかりなのは、約１９億円の予算組んで８分の７は補助だと。今回これ

不足分、増築の分もありますけれども、その８分の１の取り扱い、村でこれは借金す

るんだと思うんです。その８分の１については、入居者からの賃貸料とかという形で

取るそうですけれども、全く今仮設に入っている人とうちとちょっと交流あって、そ

の点についてはただで入れるんだみたいなこと言っているんですけれども、その入居

の料金とかどのようになってくるのか、そこを説明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） ７番議員さんに再度お答えします。 

   入居の家賃でございますが、これはこれから造成とか建築を踏まえまして、それに

基づいて計算するような形になっております。公営住宅でございますので、収入によ

り多分差があるような設定になるというふうに、県のほうで今行っているような賃金

体制とほぼ同じようになるのではないかなと。ですから、無料ということにはならな

いかと思います。最低でも数万円の負担が出てくる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） 今回２戸増築ということで条例上がってきました。これは申し込み

が多いからかなというふうに感じもしますが、余計な心配かもしれませんが、仮設住

宅の例を見ますと、６００つくって入居率は半分にも満たなかったと、２００何十戸、

今盛んに壊していますが、果たして入居率の問題、今もお話ありましたが、これは申

し込みをとってやったから間違いないんだということだと思いますが、それは入居者

の気持ちが変わらない前提でそうだろうと思います。しかしながら、事業者としては

１００％入居してもらわないと、これは成り立たないわけでございますから、その辺

は富岡町が十分察知していると思います。 

   しかし、私どもの事業主体の大玉村としては、今回補正予算にも上がっております

ように２億６，０００万もまた追加するんだということで、どんどん事業費が膨れ上

がっていくという問題。そして、今ほどもお話ありましたが、家賃の設定の問題。こ

れは、我々は避難者なんだ、何で金、家賃払わなきゃならないんだという考えの方は

一部にはあると思うんです。そういうものも、これは不安材料として根底には残って

いるんじゃないかなと。もろもろあろうかと思いますが、ひとつ、大玉村事業推進、

もうこれは決定したわけでございますから、一刻も早く事業に向けて邁進してほしい

なと。 

   ただ、いろいろ聞きますと、工事のおくれが懸念されるようでございますが、その

辺についても当局の説明をお願いしたいなと思います。 

○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。 

   入居の関係につきましては、大玉村からも、富岡町さんのほうに必ず１００％にし

てほしいということで強い要望をしております。これは今回の８月末の前の段階での
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申し込みだったんですが、一時ピークでは９０名以上の申し込みがあって、申し込み

の説明会をしたときに、もっと土地があるので住宅を多く建設してほしいというよう

な意見も途中で出ましたが、村のほうではやっぱり６７戸というのが譲歩してこれが

限界だと。今後、富岡町さんのほうがだんだんに復興した場合には、最終的には村で

公営住宅として管理していかなくちゃならないということになっているので、これ以

上の増築はちょっと難しいというようなことでご理解いただいた経緯もありますので、

そういった申し込みの多さからいけば、今のところはその気持ちが変わらなければ

１００％入居してもらうと。 

   それから、入居の項目の中に、最低２年間は入居してもらうというような項目もご

ざいますので、仮に入居してすぐに、例えばいわきのほうにやっぱり行きたいという

ことで移転とかとなるとちょっと村のほうでも非常に困りますので、そういった部分

も含めて、富岡町さんのほうと話し合いしながら協議しながら、２年間は最低でも住

んでもらうということで条件をもって募集してございますので、１００％になるのか

なというふうに思っております。 

   家賃につきましては、原発の補償の対象になるということでございますので、家賃

は一旦村のほうに納めていただきますが、あとその領収書を持ってそれぞれ個別に原

発のほうの補償をもらうというような手続になるということで、それも富岡町さんの

ほうから入居者の募集の際に説明してございますので、そういったお話出るというこ

とは、説明会のほうに若干来られなくて、よく情報を知り得なかった方がまだそうい

った考えお持ちなのかなというふうに感じております。 

   それから、工期の関係でございますが、工期につきましては、当初の予定からやは

り若干おくれてございます。これは造成の設計等の進み、あと県の中の協議なんでご

ざいますが、開発の許可が県北建設事務所のほうになります。設計のほうは県の土木

部のその上のほうで、上層部でやっているので、村としてはすぐできるのかなという

ふうな感じで安心していたんですが、やはり所定の期間をとるということで、進みぐ

あいなので、その辺で若干の今おくれが出ているのかなと。 

   今月の末には造成工事のほうを発注したい、設計書がもう既に今週、きょうでき上

がってくるというようなお話は聞いてございましたので、これから入札に付して、末

には発注したいというようなことですので、１０月からは着工という運びになるのか

なということでいますので、やや当初からするとおくれている部分はございますが、

建築のほうとの共同での工期ということで造成を行いながら、住宅を建てる部分がで

きれば、そこに基礎工事をやっていくというような形で進めていきたいということで

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） ほかにございませんか。７番。 

○７番（佐藤誠一） 村長に伺いますけれども、これは残地が出ると思うんです、住宅に。

その残地のほうの構想として、どのような構想を持っているのか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 
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○村長（押山利一） 残地については、この災害で仮設ができたということで、それがど

ういうふうな取り扱いになるのかということがわかりませんでしたので、ただ、ここ

に来てあと何年間あそこに仮設があるのか、全員が復興住宅に入るわけではありませ

んので、かなりの人数が残るだろうと。 

   神戸の例を見ますと、１０年間住んでいたと、仮設に。これは強制的に追い出すこ

とはできないということもありますので、何年後にあそこが空き地になるということ

が少しはっきりしませんので、ただ、復興住宅ができた後二、三年後ということをや

はり想定しておかなきゃいけないだろうということで、これから具体的に検討に入り

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。 

（「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５５号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第６５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） 補正の２ページと３ページになるんですけれども、この表の中で、

下から２段目に補正されなかった款項にかかる数、これでは歳入のほうでは１００万

ちょっと、歳出については３８万のこの補正されなかった款項に係る数ということは

どういうものか、説明を求めたいと思います。 

   あと、１７ページ、買い戻しの件なんですけれども、公有財産、項の財産管理費の

中の右の公有財産の屯所の件、これは買い戻し、不動産ですけれども、買い戻しとは

どういうものかもう一度説明願いたいと思います。 

   あと、下段になりますけれども、ふるさと納税について。これ、ふるさと納税、今

や北海道から沖縄までブームで、テレビ等を見ますと非常に好評だということもある
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一方で、このふるさと納税した人には、優遇措置として税金の免除措置もあるわけで

ございます。そういった中で、大玉村はこういったことで金額５，０００円以上は半

返しをするということでございますけれども、やはり半返しすることによって、こう

いう支出も出てくるということはわかっておりますけれども、どの程度の範囲までで

この制度を、終了ということないですけれども、村の村費がどの程度これいけばちょ

っと考えるというような上限の制度もあるかと思いますけれども、その点伺っておき

ます。 

   あと、２１ページ、２３ページ。２１ページの下段、これは障がい者総合支援に要

する経費の中で５０５万円の返還金、どのような取り扱いになっているのか伺いたい

と思います。 

   あと、２３ページの内枠の少子化対策、３のその中でのこれは１３の委託料、子育

て応援の手引に使う作成業務の委託料、ちょっと理解に苦しむんですけれども、子育

て応援の手引、手引というのはパンフレットか何かつくるんですか、これ。その内容

をもうちょっと詳しく説明願いたいと思います。 

   あと、２７ページ、これはビニールハウスの件で、村長が就任当初から、やっぱり

大玉村は産業として米一本で来たためにということで、直売所はやってみたものの冬

に出す産品がないということで、非常にいい取り組みだと思いますけれども、やはり

これを進めるに当たって、今回５棟くらいだと思うんですけれども、今や話を聞いて

みると、すごくこれを希望する農家も多いそうなんです。 

   それで、つけ加えておきますけれども、何度も私言っているように、ここらではな

ぜビニールハウスが成り立たなかったかというと、一番はやっぱり安達太良おろしの

風が非常に強いんです。我々の時代でも何棟か大型ハウス建てたんですけれども、風

の日がすごいんです。私もサクランボのハウス持っていますけれども、たった１カ月

ですけれども、風吹くともう寝てもいられないくらいです。そのために、本体の半分

補助も結構ですけれども、ぜひともここは防風ネット欲しいんです。そこの対処は今

後、今でも対処していただきたいという希望を持っておりますけれども、当局の考え

を伺いたいと思います。 

   ついでに、この下段の農地農政という言葉に鑑みまして、きょうの新聞で、米の価

格についてですけれども、これでは担い手もつかないほどすごい低価格の米価がき

ょう発表されて、真っ先に村長のところに行こうかと思ったんですけれども、これ

は 本 番 で お 話 し し よ う と い う こ と で 、 コ シ ヒ カ リ 、 中 通 り 、 ６ ０ キ ロ で

７，２００円、ひとめぼれ、中通り、６，８００円、天のつぶ、中通り、

７，０００円。これは実に一番高かったときの価格、２万２，０００円くらいした

んです。もう３分の１、４分の１の価格なんですけれども、これ緊急対策として、

やっぱり村、我々議員含めて農業もあろうかと思うんですけれども、何らかの手当

をしていかなければならない、緊急に。それで、これは一度ここで私発言しておき

ますけれども、特に村長の考え、よい発言を求めるところであります。 

   あと、２９ページの松くい虫について。今議会の補正で、３０立方メートルの駆除
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の対策費が９７万２，０００円だという説明でございますけれども、３０立方という

のは面積に直せばどの程度か、あと木の太さに直せばどの太さか、もう本当にこの本

数は５本、１０本くらいの単位だと私は思うんですけれども、今見ますと、平場でも

すごいこの松くい虫、イグネにある松とか玄関にある門構えの松とか、いろいろ枯れ

ているのもあるんですけれども、この３０立方とは面積に直せば何本か、幾らか。あ

と本数に直して、木にも大きいのも小さいのもありますけれども、木の大きさに直し

てこれは何本くらいなんですか。これで大体の松くい虫の伐採の費用を賄えるのか。

もし賄えなかったときは何かこのほか補正組むのか、ここを当局に伺いたいと思いま

す。 

   あとは３２ページです。土木費の左側の住宅建設費、上のほうについては長期避難

者生活拠点形成交付金、これは（コミュニティ復活交付金）で、これは全く交付金な

んですけれども、この（地）公営住宅建設事業債の３，２６０万について、これは全

くの交付金ないのか、これは一般の借金なのか、これは補償対象にならないか。この

３つのどこにこれは当てはまるのか説明願いたいと思います。 

   最後です。３９ページ。これは村長に伺いますけれども、今や６年後に東京オリン

ピックが来るわけでございますけれども、福島県が日本の復興の拠点だということで、

オリンピックの練習場に手を挙げているところがあるんです。市になるとほとんどで

すけれども、やはり我々何年か前に国体やって、ここはオリエンテーリングの場所で

ほとんど金のかからない事業だったと思うんですけれども、やはり長距離の練習とか

レスリング、柔道の練習とか、そういったものはもうソフト面でできると思いますけ

れども、村長の考え、長く教育委員会に行ってこられまして教育長も歴任されている

んで、こういったことを、やっぱりふるさと納税のときも大玉村を知ってもらうとい

うことも大切だということでございますので、村のＰＲになる点から、どのような考

え持っているのか伺いたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   まず、２７ページの米価の関係でございますが、これにつきましては、私も聞いて

びっくりをしているわけですが、やはり福島県が日本で一番安いというのは原発の関

係だというふうに、去年も卸売のところを回りました。買ったのはいいが倉庫に山積

みになっているんだ、動かないんだというようなことを言って、安ければ売れます、

極端に安ければ売れますということを言っておりましたので、もう昨年ぐらいからそ

ういう形でもう動かないということが言われておりました。大変危機的状況だなとい

うふうに考えておりました。 

   ただ、これは価格補償ということで、村がそれに、米価に上乗せをするという政策

は一村では不可能な状態ですので、これはやっぱり福島県として全県を挙げて、東電

なり国なりに福島県向けの価格補償を求めていくと。当然東電のほうにも、その影響

がこういうことだろうということで価格補償を求めていく、国にも、価格についての
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交付を求めていくということしかないんじゃないのかなというふうに考えております。

これから、当然、大玉だけではなくて全県として動くようになろうと思いますので、

強力に動いていきたいというふうに考えております。 

   前々から、機会あるごとに福島県用の農政措置をつくってくれというのを私言って

いるんですが、ほかから声が出ないんです。なぜ福島県全体がそういう形で国に求め

ていかないのかということを常に不思議に思って、県知事との意見交換会でも、私の

ほうからは福島県向けの農政をつくってほしいと、ジャパン・スタンダードではなく

て福島スタンダードをつくってほしいということを話を要求しているんですが、ほか

から全然そういう話が出てこない。非常に不思議な状態だなというふうに感じており

ますが、今回は全県挙げて必ず動くようになるだろうというふうに思っております。

私もそのように動いていきたいというふうに考えております。 

   それから、３９ページの関連でオリンピックですが、国体のときには私も担当して

おりましたので覚えておりますが、お金をかけないで、今ある施設で国体にデモンス

トレーションということで参加をさせていただいたと。今回も、オリンピックについ

ては各東北地区を、特に福島県を重視するというふうに言っていますので、安達太良

山を使うとか県民の森、オートキャンプ場を使うとか新たな屋内運動場とか、今度は

ゴルフもありますので、そういう形で、新たなものをつくるんではなくて、今ある資

源を活用して呼べないかどうか、ぜひ検討したいと思います。 

   以上です。 

○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。 

   ２ページと３ページでありますが、これは考え方は同じでございますので歳入のほ

うで申し上げます。補正されなかった款項にかかる数字でございますが、これは上記

の１から２１の村債までありますが、それらがそれぞれ補正額が計上されております。

それが、その補正されている額が５億８，３１８万８，０００円です。それ以外にも

款項があるわけでございまして、それらの補正されなかったものが１０億

５，２４３万２，０００円。これを計上しないと歳入合計の既定額、そして補正額を

含めた右端の計、じゃ最終的に幾らになるんだ、現計がと。これが７８億

３，８７５万３，０００円、こういう表の申し合わせといいますか、表自体がこうい

うことでなっておりますので、そういうことで計上になっているということでご理解

いただきたいと思います。 

   それから、１７ページの上段の公共用地の取得に要する経費、公有財産購入費でご

ざいますが、これについては、中身としては玉井幼稚園の園舎用地、３分団１方部屯

所、大名倉山の取得用地、そういったものを含めたもので５９６万４，０００円でご

ざいますが、これは土地開発基金のほうが買いまして、それを一般のほうに利用して

いただくと。そして、これは土地開発基金から借金をしていますので、それを借り入

れている分をこちらのほうでは公有財産購入費ということで買い戻すと、そういう意

味での計上でございます。これ以外にも、まだきのうの成果報告書にもありましたよ
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うに、貸付金ということで９，８００万ほど計上しておりますので、計画的に基金の

ほうに返しているという内容がここでございます。 

   以上であります。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、まず１７ページのふるさと納税の村費負担の

上限というご質問でございますが、ご承知のとおり、ふるさと納税については、寄附

額の２分の１を返礼品として納税者に送るという制度でございますが、２，０００円

については、満額２，０００円相当の返礼品を送るということで、村費の負担として

は、基本的には２分の１でございますが、そういう２，０００円については、

２，０００円分の返礼品を送るということで、最終的に決算をすると、恐らく２分の

１は村費負担については超えるということで考えております。 

   続きまして、２７ページのビニールハウスの関係で風対策ということで、直売所の

冬期間の品不足とかそういうものに対処するために、今回５棟の予算措置をしたとこ

ろでございますが、風対策については、やはりいろいろ防風ネット等もございますが、

そういう対策もしていただいて、あと共済組合で行っているハウス共済等に加入して

いただいて、それらのもとに、設置した方にハード面とソフト面で対応していただく

ということで周知してまいりたいと思います。 

   続きまして、２９ページの松くい虫の関係でございますが、今回は予算額では

９７万２，０００円、立米数で３０立米ということで、一応基本的には立米当たり

３万円で、３０立米のそれに消費税を掛けて９７万２，０００円ということで予算は

算出しておりますが、場所によっては高所作業車を使わないとできないとか、それに

よってはこの立米当たりの単価が倍以上になりますので、おおむねどのぐらいの何本

かということになると、胸高で直径幾らで、それが高さ幾らでということで立米で出

しておりますので、その大きさにもよりますし、太さにもよりますし、そういう場所

によっては高所作業車で伐採しないとできないということで、おおむね数十本程度に

はなるかと思いますが、そういういろいろな条件によって単価が違いますので、それ

ら場所によっていろいろ設計をしながら、危険木の松くい虫の被害木を伐採してまい

りたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 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。 

   ２１ページの返還金でございますが、これは前年度、２５年度の障害者自立支援給

付費、これは施設利用とかさまざまございますけれども、これについては国・県の、

あるいは市町村の負担割合が決まっています。前年度の実績に基づいて超過した金額、

国・県の負担金が超過した部分がございまして、それをルールに従って返すと。まず、

障害者の自立支援給付の部分で、国のほうに４２１万８７８円返還を予定しています。

それから、県費のほうが５６万４，０２４円、障害児に対する給付費で国庫４２万

２８３円、障害者医療費の部分で３０万７，８７０円、合わせてここに計上されてい
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る金額ということになります。 

   続きまして、２３ページ、子育て、少子化対策に要する経費の中で、子育て応援の

手引き作成業務委託料が計上されています。これは指摘のとおり、パンフレットをつ

くる予定にしております。これは健康福祉課所管のものばかりじゃなくて、村全体で

子育て支援のさまざまな取り組みがあります。現在もホームページに応援の手引とい

う自前でつくったものを載せておりますけれども、これらをもとにして、ベースにし

て現在子育てをしている全世帯に配布するとともに、今後転入してくる方、新しく生

まれた方、そういった世帯に大玉村が取り組んでいる少子化対策、子育て支援、こう

いったことを網羅した冊子を作成したいということで、福島県の地域少子化対策強化

交付金事業、これを充てて作成していこうというふうに考えているところです。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

   総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） 答弁漏れありまして失礼しました。 

   ３２ページの住宅建設費の公営住宅建設事業債、８分の１に当たります

３，２６０万でありますが、これについては、他の補助、国・県とかの補助はこの

８分の７で、１については村の負担ということになります。いわゆる利用される方か

ら家賃をいただくという関係もございまして、８分の１については村負担ということ

になります。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。 

   ちょっと新たな質問を１つだけしておきます。１５ページの税背番号についてお尋

ねします。 

   ここの下段に、委託料で社会保障・税背番号に伴うシステム改修事業についてでご

ざいますけれども、この職種についている人はこういったものがあれば非常に助かる

わけでございますけれども、やっぱり今は個人情報保護法など、これは金借りるとい

うときも必ずだし、あといろいろな書類等の欲しい場合にもこのことが完全について

くる。村としては、税背番号というと一人一人の背番号制度になるわけでございます

けれども、この個人情報保護法についてどのように対処しているのか、絶対漏れない

という、自信にこれあるのかないのか、そこを含めてお尋ねします。 

   あと、関連でもう２つほど。松くい虫、ちょっとこの９２万で、今松が松くいだか

酸性雨だかわかりませんけれども、いっそ松くい虫の対処としてこれから伐採してい

くんだということになると、少なくとも平場では９２万くらいではあっという間にこ

の金使っちまうと思う。その場合、ここも切ってほしい、私もちょっと切りたいとき

あったら、村の職員が見て、あそこがというと自分で保有しているところは切ってく

ださいと２本立てで申請があるそうですけれども、すごいんです。松くい虫もそうで

すけれども、ナラ枯れも。苗松山のナラはもう何万本かあったか、あれは二本松の分

ですけれども、この辺も鳶の巣とかそういうようなところナラ枯れしているそうです

けれども、この対象をすごくこうしておったと思うんで、この補正はどんどんしてと
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思うんですけれども、対策を今後どのように進めていくのか、あと、やっぱり１回、

２回の調査でわからないと思います。ある人によると、二本松の分だけど深谷過ぎる

と松がすごく枯れているという情報もありますし、そういったことを今後どのように

当局進めていくのか、ちょっと伺いたいと思います。 

   あとの、戻りますけれども、米について、村長は、これはもう村単独ではできない

ということはわかっておりますけれども、やっぱりいち早くアクションを起こしてお

かないとだめだと思うし、やっぱり原発で福島県の中通りの米は安いというのはわか

りますけれども、それ以前にもやっぱり今までの因果関係もあろうかと思います。ぎ

ゅっと下がったのは。もうＴＰＰ踏まえていると思うんです。 

   だから、その辺のこともやっぱり加味しながら、強力に東京の農林省あたりに陳情

等を進めていくのが、米作農家はもちろんです。一番問題は、もうこれがこんなに安

くなったら若者の定着は、まず農家としての若者の定着はないし、部落も崩壊だし、

村の崩壊につながると私は思うんです。その辺もやっぱりぐっと今上げた拳をどんど

ん上げていってもらいたいし、その辺を含めてもう一度村長に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。 

   私も数字を聞いて衝撃を受けたと。これどうなるのかなということを強く感じてお

ります。これについては、やはり組織として町村会なり福島県全体で大きく声を上げ

ていかなきゃならないということになろうと思いますので、私も頑張って、これを声

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） 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。 

   いわゆるマイナンバー制度と個人情報保護条例、法との関係でございますが、これ

については確かにそのようなことがございますので、まず国においても、この保護に

関する、マイナンバーに関する国対国でもこういった法に関する委員会的なものを立

ち上げて、今、これから審議しているところでございます。 

   また、当然大玉村においてもこの条例がありますので、このマイナンバーとの推進

と同時にこれらの条例の改正も必要になってくるかと思いますので、それらの国の指

導もあわせて、必要な場合には改正をしていくと。ある面では利用しながら、半面で

は保護していくということになろうかと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんの、２９ページの松くい虫の関係でございますが、

松くい虫につきましては、ある程度集団的まとまりのあるところについては補助事業

で対応して、あとそれ以外の危険木等については村単で対応しているという現状でご

ざいますが、国・県の補助事業を要望しても残念ながら満額が来ないという関係で、

今、７番議員さんがおっしゃったように、村内の松くい虫の被害については、いわゆ
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る枯れているのが多く見受けられるということで、それを全部今回の補正予算で伐採

は残念ながら無理ですし、それを全部伐採するのは膨大な予算がかかると思います。 

   そういった関係で、先ほども申し上げましたが、国の補助事業を要望しても満額が

来ないということで、今回補正予算に上げたものについては、いわゆる危険、道路と

か建物の近くとか、そういう部分について、いわゆる倒木によって建物とか道路の影

響が出ないような形で補正予算を計上しましたので、今後もそのような関係で補助事

業も利用しながら、ただ危険なものについては、そういう危険木として処理してまい

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。２番。 

○２番（押山義則） 何点かお伺いします。 

   まず、２３ページの先ほども質問ございました子育て応援の手引作成と地域子育て

創生事業、現実にはこの中身をよく伺いたいんでありますが、考え方なんであります

が、今や子育ては母子云々だけではなくて、父親も育児するとか、結局そういう形の

今、世の中の流れになってきていると思うんであります。今、母子手帳なんていうの

もちょっと中途半端な呼び名、父子にすべきだとか、親子にすべきだとか、育児手帳

にすべきだとか、そういう論議もございます。そういった意味で、この手引の考え方、

村独自のものだと先ほどの答弁だと思っております。その辺を改めて伺っておきます。 

   それから、２５ページの排水残留農薬検査業務委託料と畜舎などの委託料、使い道

はよく理解しております、ゴルフ場とか養鶏場、農場の関係。ただ、これは今回補正

で上がっております。こういうものはそもそも環境調査云々だから、当初から上げる

べきものだと思っておりますが、今回これが突然補正で上がった理由といいますか、

その辺を改めて伺っておきます。 

   それから、２７ページのビニールハウスの設置事業は、これは直売所運営のために

は必要なものと思っております。ただ、ビニールハウスの事業の補助の対応の仕方に

よっては、直売所の中で上手な対応しないと、ある意味では不協和音のようなそうい

う形も発生するおそれあります。なぜかと言いますと、冬物野菜、結局出荷している

人というのは限られた人だけであります。そういう意味で、この事業をやる前にまず

やるべきことがあるんだと思っております。 

   結局、冬物野菜の出荷グループとか何かの、これをきちんと編成するとか、もちろ

ん根拠には生産計画、出荷計画、その辺をもっと立てた上でこの事業に取りかかって

いかないと、結局は１００何十名かの生産者の中で、上手な運営いかないと難しいと

ころあると思います。今現在もさまざまな形で、役員に対する不満とか何かもそうい

うものもいろんな形で出ております。 

   もともと私も直売所に参加いたしておりまして、冬物野菜、一生懸命やるように努

力しております。人よりも出しております。大玉の場合は、冬物野菜といいましても

春菊とホウレンソウぐらいしか主なるものはないんであります。結局そのためのハウ

スといいますと、中途半端なハウスでは採算がとれない。結局、今大きく自分の自前
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のハウスやっている人たちが春菊とかホウレンソウ、それでやっていかないと、あと

そのほかにハウスで大玉村で冬物野菜やれるものなんていいますと、ほんの一部分の

野菜しか対象物がない。私なんかでどうしても必要なもので、パセリとかそういうも

のぐらいしか、これぐらいの規模のハウスではできない。そういう心配事もあります。 

   今現在、私などは路地栽培でなんとか冬物出せるようなもの、そういうものを研究

しながら、昨年、３年目ぐらいになるんですが、冬でももつターツァイとか、あと大

根、白菜を新鮮なまま出す工夫、結局防草ネットとか何かを利用して１月、２月まで

もたせる工夫とか、そういうことで冬場しのいでいるんでありますが、ハウスをやっ

たからと、ノウハウ、技術もないままそういうものの指導者、出荷計画とか生産計画

のないままやることは、私は少し危険性があると、そういう思いもいたしております。 

   一番はみんなに行き渡ればいいんでありますが、補助事業、ある程度限定されます。

ことしは今回５件、これからまた継続して何件かということも考えられますが、それ

にしても単年度で野菜などつくれるものでありませんから、経験も欲しいし、その辺

の難しさをもうちょっと理解した上での事業展開にしていただきたいと思っておりま

す。そういった意味で、さまざまな形から伺います。 

   それから、ページ２７、水土里情報でございます。大体中身は理解しているんであ

りますが、この利用形態、村としてどういう形で水土里情報を利用しておられるのか、

それを伺っておきます。 

   あと１点、３３ページの河川総務費の中で夏無川筋用地測量業務とございます。こ

れ岳温泉のそばを流れる川だと思うんですが、これの上流だと大玉村に関係するのか

なと思います。これの場所、目的というか、その内容を伺います。 

   以上、そこまでです。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   ２３ページの子育て応援手引関係、それから地域の子育て創生事業、この考え方ど

うなんだということでございます。 

   まず、手引については、先ほどもお答えいたしましたが、この村独自の事業だけじ

ゃなしに、国や県の制度ももちろん入れると。それから、昨日といいますか、執行成

果の中でも議論されましたが、医療情報システム、こういったものについても、これ

から、例えば産婦人科とか小児科が非常にない、そういうものについても対応できる

ように、助産院の一覧であるとかそういったもの、どこに行けば情報にたどりつくの

かということとか、役場の中でも手続、教育委員会、それから住民生活課の窓口、あ

るいは保健センター、さまざまなところにあります、保育所とか。この制度はどこに

行けばいいのか、そういったこともわかりやすくつくってまいりたいというふうに思

います。更新についても、当然原版を村のホームページの中にも載せて、更新も素早

くできるようにしていきたい。 

   それから、子育て創生事業に関しては、在宅で保育をやっている方々がいらっしゃ

います。これについて、今まで開催日が週３日とかということになっていましたが、
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これを拡大して、さらに内容もやっぱり充実させていくというようなことで、今回県

事業にあわせて開催日数もふやしていくということで、社協さんのほうに今までもお

願いしてきましたが、そういう考え方で今回計上させていただきました。 

   ２５ページの残留農薬の検査、毎年やるべきだべというようなご指摘がございまし

た。やっぱり我々も中断してきたという反省点を踏まえて、これやらなくちゃならな

いというふうになったときには素早くやろうということで、今回、ご指摘のとおり、

年度途中ではありますが、真摯に反省しながら今回計上したところでございまして、

ご理解をいただきたいと、このように思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに、２７ページのビニールハウス設置の対応の仕

方ということで、今ほど２番議員さんからご指摘あったように、いろいろ冬期間の野

菜の、いわゆる生産して出荷までに至るにはなかなか経験を要するという部分もござ

いますし、直売所の冬期の農産物の確保という面からも、こういう形で今回補助事業

を展開するとして生産者に取り組んでいただくということで、この事業の展開に当た

っては、現在の直売会等々に内容等をお示ししながら、またご指摘のあった技術対策

等については、普及所の担当の職員、先生方からもいろいろ講師を招きながら、どう

いう作物がいいのか、そしてそういう栽培の技術点等も含めて、品目等についてはい

ろいろ技術的な指導も受けながら取り組んでまいりたいと思います。 

   続きまして、２７ページの水土里情報ネットの関係でございますが、これは土地連、

水土里情報ネットということで、土地の一筆情報をシステム化しまして、それをタブ

レットで現地で見られるということで、拡大すると一筆情報が面積、地目も含めて所

有者まで検索できるというシステムでございますので、各種現地調査に赴く前に、赴

く際に、大きな図面を持参するのではなくて、このタブレットを持っていけば土地の

一筆情報がわかるということで、そういう各種現地調査に活用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） 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。 

   ３３ページ、夏無川筋の用地測量業務委託でございますが、これにつきましては、

飛び地の馬場平になります。馬場平の一番上流のほうに位置する場所なんですが、夏

無川の河川と民間の敷地の境目が災害によって崩れたんだと想定されるんですが、時

期については不明なので、ちょっと特定できないという部分ありますが、これの河川

災害を復旧させるために、境界が著しく食い込んでいて不明だということで、境界を

きちんと出して災害復旧をしたいということで、今回この補正で計上しまして、当初

予算に復旧工事費を計上したいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 改めてこのビニールハウスの件について、もうちょっと深い答弁欲
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しかったんでありますが、結局私が今回伺いたいのは、冬物野菜、努力している人い

るんです、やっている方もいるんです。ただ、今回そういうものはともかくとして、

この補助をするから、これを設置するための対象者の選定、それらをどういうシステ

ムというかどういう方法でやっていかれるのかということが、直売所の中につまらな

い不協和音を起こさないためのきちんとした対応していただかないと、そこらあたり

が難しいんだと思います。 

   結局ハウスと言いましても、一概に言うと土地も必要です。もちろんある程度栽培

しているうちから近くもないけれども、そうやると条件的にある程度もう限定されち

ゃうんです。今既にハウス持っている人が、またさらにハウスつくるなんていう場合

も結局あると思います。今のハウスを利用していない方が、また応募して条件整った

からハウスつくる。何かそんな形が直売所の会の中に少しでも聞こえれば、また新た

な火種というか、そういうものが起きてしまいます。そういうことを懸念しての伺い

だったんでありますが、そういう対象者の選定の形、どういうふうな形でやっていか

れるのか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんの２７ページのビニールハウス設置事業の対象者

の選定ということでございますが、あくまで直売所に出荷するための冬期施設園芸の

作物の栽培のためのハウス設置ということでございますので、直売会の会員の皆様に

内容、趣旨等先ほどの技術的なものも含めて説明申し上げまして、あくまでも対象者

の選定については、手挙げ方式ということで対応してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） この施策、村長が大変進めておられました施策でございます。この

辺の難しさ、今の会話の中で理解していただきたいと思いますが、村長、改めてその

辺をどういう形なら全てうまくいくような方法だと考えておられますか。 

○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。 

   まず、今、部長が冬期と言いましたが、冬期だけではなくて、これは農協がやって

いるように、このハウスでつくった野菜は全て直売所に出していただくというのが補

助の条件でございますので、既存のハウスをつくっている方たちとは競合しないと。 

   それは当然、既存のハウスというのは、つくったものは農協に出したり直売所に出

したり、それぞれ販売経路が異なりますので、これについては、補助する条件は、そ

れでつくったものについては、原則として、自分のうちで食べるなとか、親戚にやる

なよということではなくて、原則として直売所に出していただくと。端境期をずらし

ていただくというようなことで、２５万円ですので小さなものです。まず補助の呼び

水として、テストケース、ですから５人です、今回想定しているのは。５人がどうい

う形で手を挙げて、例えばそれが１０人挙げた場合は抽せんになるか次に補正するか、

それは別としても、その人たちでどういうものがつくれるかということも、テストと
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してもお願いをしたいと、補助としての。ですから、今要綱をつくっておりますが、

つくったものを出すだけではなくて何がつくれるか、どういうふうに端境期がずらせ

るか、冬期間加温しないでどういうものができるか。ですから、技術の確立をこれを

もってやっていきたいと。 

   これから億の金をかけて、直売所を例えば建て直すなり、加工場をつくりたいと考

えております、将来的に。直売所については、すぐにできるだけ早く大きなものをつ

くりたいというふうにも考えて、これは内部でこれから検討しますが、そのときに棚

ががらがらあいていたんでは困ると。それから、同じものが、白菜なら白菜、キャベ

ツならキャベツだけがだあっと並んでいるのでも困るので、これからやっぱり施設園

芸の中で、露地以外で端境をずらしながら棚を埋めていっていただかないと、億の金

をかけたり多額の金をかけた直売所を活用していくためには、やっぱりそういう多面

的にいかなきゃいけないんじゃないかということですので、あくまでもこれは呼び水

です、研究として。 

   ですから、最終的には、バイオで加熱するのか、太陽光で加熱するのかとかという

加温のことも含めながらやっていきたい。これは来年度取り組みますと言うとまたお

くれますので、できるだけ早く取り組みたいということで今回補正に上げさせていた

だいたというような状況でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午前１１時１５分といたします。 

（午前１０時５９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 議案第６５号について質疑を許します。５番。 

○５番（鈴木宇一） １７ページ、ふるさと納税関係いろいろ出ておりますが、私からも

１つ質問してみたいと思います。 

   いち早く大玉村はふるさと納税に取り組みまして、全国的に反響を呼んだところで

ございます。しかしながら、最近、昨今におきましては、全国各自治体がこのような

取り組みを始めたということで、これからはやはり自治体間競争、これが増してくる

んじゃないかなというふうに考えております。 

   そういう意味で、工夫が非常に大事だなというふうに考えておりますが、先ほどの

新聞によりますと、一例挙げますと、会津の湯川村、これが４，０００万ほどになっ

たということです、米を主体にして。いわゆる３万円のふるさと納税で米１俵を配布

するというのが非常に好評を得ているということで、けさほどからの議会の内部でも

米の下落ということで話題を浴びておりますが、そういう方向も一つの案じゃないか

なというふうに考えております。 

   ６０キロ１俵やるんじゃなくて、日にちに応じて５キロとか１０キロを小まめに配
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送していくというようなシステムらしいんですが、その件について、当局の考えをお

伺いしたいなと思っております。 

   また、その下のふるさと納税トータル支援サービス使用料４１万ほど計上されてお

ります。これはあれですか、輸送ですから宅急便、ヤマトとかいろんな佐川とか、そ

ういう物流に関しての経費節減と申しますか、または利便性を考えてこういうサービ

ス業を委託するということだと思いますが、その辺について詳しく説明願えればなと

いうふうに思っております。お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ５番議員さんに、２７ページのふるさと納税の関係でございま

すが、ふるさと納税につきましては、現時点、先週末現在で件数では１，０４８件、

金額で申し上げますと１，３５３万１，０００円ほどの金額がございます。 

   そういった中で、５番議員さんからもありましたように、自治体間の競争という部

分で、先般、湯川村の取り組み等々についても新聞報道なされましたが、本村におい

ても、返礼品等についての拡充の部分で現在検討しておりますし、また、米について

も、いわゆる３０キロという部分では、都会の家庭では１回に送ってもなかなか食べ

切れないので、何回かに分けてという部分についても、それら納付いただいた方の希

望等に一定程度対応できるような体制で進めておりますので、こういう先ほどの米の

部分と、あと返礼品の拡大等についても今後検討しながら、返礼品の内容の充実とい

うことでも検討してまいりたいと思います。 

   続きまして、ふるさと納税トータル支援サービスでございますが、この中に２つの

サービスがございまして、１つとしては、ふるさと納税支援システムということで、

ふるさと納税の申し込み管理業務をするシステムと資格を取るサービスということで、

特定品の出荷業務の支援と特定品を出荷する人への出荷依頼という部分で申し込みを

受けてそれを管理するシステムと、それを、申し込み受けたのを納付を確認して、出

荷者に今度こういうものを誰々に送っていただきたいというその２つのシステムを今

回導入したいという内容でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐々木市夫） 何点かお伺いしたいと思います。 

   １７ページ、２年置きにだと思うんですけれども、関東あだたら大玉の会のフォー

ラムが、ことしは大玉村でという形で６８万７，０００円ほど委託料として上がって

います。昨年は東京でということだったらしいですけれども、いずれにしても、以前

に我々委員にもなかなか会員の増強という形で苦労をしているというようなことで、

ぜひ、基本的には村外に出て、関東周辺の村民出身者なんでしょうけれども、村内人

という形でも、そういうふうなお願いが文書も含めてありました。その後の経過ちょ

っと私確認していないんですけれども、いずれにしましても会員の増強というような

形が一つの課題かなと思っています。 

   あともう一つ、やっぱりこのいろいろ工夫してやっていますけれども、本当に大玉
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村のいろんな人、物、そういうふうな交流も含めた発展につながっているのかどうか。

改めて大玉村の応援団としてのお願いやら位置づけをしっかりと捉えて、より前さ進

む努力はしなきゃならないのかなと。せっかく村に来る機会ですから、活動をもう少

ししながら、今後に向けて、やっぱり会員の増強も含めて思い切った施策も含めて考

えなきゃならない時期かなと思っておりますので、改めて当局の考え方もしあればお

伺いしたいと思います。 

   ２７ページのビニールハウスの件、今いろいろと話題になっておりますけれども、

いずれにしましても、これは本当の呼び水という形で私は考えています。いろんな行

政の望みですから、やはり前さ進む努力、実質的には５棟くらいのビニールハウスで

は大きな効果はないとしても、それが呼び水となっていくような、実際誰がやるかと

いう問題は、これは直売所の内部の問題なので、内部がしっかりといろいろ話し合っ

て、最終的には調整も含めてやっぱり円満にそれやるのは、直売所の会員としても当

たり前のことですから、その辺はよく指導、指導というよりは会員も自覚してやって

いただければなと思っておりますので、その辺の考え方について、改めてお伺いした

いと思います。 

   ２９ページ、観光の振興という形で２２８万２，０００円、報償費８０万も含めて、

委託料１２８万２，０００円。ちょっと決算でも話ししましたけれども、大いにＰＲ

をするというのは大事なことですから、その後が問題ですという話はしました。それ

はそれとして、この内容をちょっと説明をお願いしたいということと、村の当初予算

で例の市毛良枝さんをお願いして、１００万の予算だと思いましたけれども、最近皆

さんもご存じのとおり健康をちょっと介護で疲れて害していましたけれども、最近は

健康を回復したようで、私もちょうどテレビに出て、元気な姿でいろんなテレビに今

までよりは出ているんだなという形で見ています。大玉村の顔としてもっと出てもら

えば一番ありがたいことですけれども、そういうことも含めて、現段階でそういうこ

とがわかればお知らせいただきたいと思います。 

   あと、３３ページ、最後です。災害公営住宅のうちの造成部門、今回大きな予算で

２億６，１００万、建築住宅建設も含めて、それは目的の一つであったろうかと思い

ますけれども、村ではそういう建設事業組合が急遽設立したと。以前組合はあって、

かなりの人数はいて活発に建設組合は動いていたんですけれども、最近ほとんど事業

もままならなくて１回解散したんです。皆さんご存じのとおりだと思います。 

   それが急遽設立したという意味は、当然のことながら、ある議員からも指摘あった

とおり、村にそういうふうな組織があって、受注できるような体制をとれればなとい

う形の願いがあったやに思います。今回造成工事というような形ですけれども、そう

いう可能性、村で指導するわけにはいきませんけれども、受注の問題ですから。そう

いうことが予想されるのかどうか。 

   できるだけやっぱりこの村内に、村内の業者にそういう仕事が分担できるような施

策というのは大事なことですので、せっかく我が村にこういうふうな住宅関係あるい

はまたそういうのができるわけですから、今回造成の予算ですけれども、積極的な意
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味も含めてそういう可能性があるのかどうか、その辺についてもお伺いしたいと思い

ます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ６番議員さんにお答えします。 

   １７ページ、ヒューマンネットワーク事業に関する件で、関東あだたら大玉会の会

員増強の件だと思いますが、これにつきましては、今細かい数字は持っていませんが、

発足当時は多分２００人程度、会員があったかと記憶しております。今現在１２０名

台か１３０名かと思います。今はそのような現状で、会員は年を追うごとといいます

か、年を召された方は脱会している方もおる。また、反対に大玉出身の方でなくても、

東京とか在住されていて、県は東北のほうですけれども、県はちょっとわかりません

が、福島県以外の方も、関東あだたら会に参加されている方も何人かはおりますが、

減少しているのは現状であります。 

   その中で、昨年確かにフォーラムで村内でもという声がありまして、これについて

は、関東あだたら会のほうでは各委員会がございまして、その中で会員増強委員会と

いうのを設けまして、その中では検討はしておるようでございますが、まだ実質、形

には見えていないというのが現状でございます。 

   なお、今回また１０月１９、２０日においでになるということで、それらの件も話

題になるかと思いますし、維持していくような方向になるようなことで、今フォーラ

ムの中でも話がされればと考えております。 

   それから、人・もの・交流、当然関東あだたら会の発足の中には大きな一つの目標

でございました。それで、当初といいますか、直売所ができてから、これも関東あだ

たら大玉の会で、野菜、村の産品を推進していく委員会も立ち上げてやっておりまし

たが、原発以降、それが実際には休止しているというのが現状でございます。 

   いずれにしましても、長年この関東あだたら会とはやっておりますが、今後ともで

きることから進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんの２７ページのビニールハウスの事業の進め方で

ございますが、先ほどの質問にもお答えしましたように、直売会の会員の皆様方に本

事業の趣旨等をお話ししながら、品目そして技術的なもの、そして、どういうふうな

内容で進めるかという部分について説明を申し上げながら、あくまでも希望というこ

とで、手挙げ方式で本事業を進めてまいりたいと思います。 

   続きまして、２９ページでございますが、下ほどの観光振興の事業の内容でござい

ますが、まず報償費、旅費、役務費については、風評被害の払拭と村の産業活性化の

ため、ふるさと納税等の制度を通じて村の産物、元気をＰＲするということで、それ

らに伴う報道機関等への産品等の購入費用や旅費、また産品の送付経費等が報償費、

旅費、役務費の内容でございます。 
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   続きまして、１３の委託料でございますが、これは観光・物産ＰＲ実行委員会の委

託事業でございますが、これは左側のほうに財源が記載されておりますが、消費者行

政活性化交付金事業を活用しまして、風評被害の払拭及び県産農産物に対する不安解

消対象事業ということで、東京とかそれらの団体が本村に来ていただくバスの借り上

げ等の経費でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。３３ページの災害公営住宅

の関係でございます。 

   村の建設業組合が結成されたというようなことでございますけれども、今回につき

ましては、グループの提案制ということで、既に３地区に分けてそれぞれ契約をして

ございます。中には村内の事業者の方も若干含まれているということでございます。 

   今現在、県のほうでも４，０００戸近くの災害公営住宅を進めております状況の中

で、入札不調とかが続いているということ、既にご存じかと思うんですが、これは人

員不足等の問題もありまして、なかなか入札がうまくいかないというような状況であ

りますので、本村のそのグループで出してきた県内の事業者も、同じように人員不足

があるのではないかなと。 

   そういったものを解消できるのは、やはり地元の工務店さんとか、そういったもの

を活用していただくというのが一番なのかなというふうに思いますけれども、村のほ

うから云々というわけにはいきませんので、今の現状を見ますと、そういった部分も

期待できるのかなというふうに思っているところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 再質問します。１点だけ。 

   それでは、関東あだたら大玉の会、以前より予算的には村の助成金は約半額くらい

になったと思います。助成金云々ではないですけれども、いずれにしましても、当然

のことながら村の考え方、姿勢が問われるわけで、もう少しやっぱり金額も含めて、

やりようも含めて、ほとんどこれは、本宮市も含めて、ほかの自治体もそういうふう

なＯＢ会らしき組織なんですけれども、ただ単なるＯＢ会みたいな組織ではちょっと

あれなので、もう少してこ入れをして、近隣の情報も含めて、いろんな方策を打って

いただきたいと思いますけれども、改めて村長の考え方をお伺いできればと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんのご質問にお答え申し上げます。 

   まず、関東あだたら大玉の会がなかなか人が集まらない大きな理由は、個人情報保

護法であります。私がこれに、設立にかかわりましたので、その当時は東京に行って

いる同級生名簿を全部集めていただいて、それで案内状を出したと。それが一番大き

かったです。役員を決めて、この役員の方が今度その名簿をもとにいろいろ声をかけ

てくれたというのもありました。途中で個人情報保護法が制定されて、一切そういう
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ものは出せないと。ですから、同級会とか年直しに集まった名簿をいただいていまし

たが、それをお願いしても個人情報保護法の関係でだめだと断られてしまって、今度

進めるすべがなくなったというのが最大の理由でございます。 

   それから、あとは村内にチラシを出して、ぜひ関東に行っている人に勧めてほしい

とかということをやってまいりましたが、これから間もなく、全部全村にまたお願い

します、出身者の会に入りませんかということで、各行政区で、うちのほうにはこう

いう人がこういうところにいるよということを教えていただければありがたいという

ことで、書いていただいた方にはまた案内状を出したいというようなことでおります。 

   それから、実際はたまちゃん文庫で、今回も十五、六万の寄附をいただいたりとい

うことでやっていただいていますし、ふるさと納税についても、１人１０枚、２０枚

ずつチラシをお願いをして、近隣の方、知り合いに勧めてほしいということをお願い

していますし、会員の方も寄附をいただいております。今回フォーラムで話になるの

は、大玉の元気発信、風評をどう払拭するかということが、今回フォーラムのテーマ

になります。 

   それから、議員の皆さんにも参加をいただきたいということで、通知を差し上げた

いと思いますので、ぜひ一緒にいろいろ議論をいただきたいというふうに考えていま

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） ２７ページなんですが、農業委員会のほうに、実は、要するに現

在結婚されない方、前にも私申し上げたんですが、やはりこれらが結婚することによ

って、そういう出会いですか、なかなか出会いがないんです。そういう中で、現在プ

ライバシー、どのくらい結婚されない方が農業に従事しているとか、会社員とか含め

て、大玉村では、もし差し支えなかったら、まずその１点をお願いします。 

○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） ９番議員さんにお答えいたします。 

   かつては結婚相談所ということで農業委員会で設けておって、あとは出会いという

んですか、何か企画もしていたんですが、最近は、ここ何年間は全く社協のほうで取

り組んでいて、私どもで全く取り組んでおりません。それで、早急に、個人情報もあ

りますが、一応村内の結婚適齢者の名簿を製作してやりたいと思います。 

○９番（佐原吉太郎） 現在は把握していないということですね。 

○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） 大変申しわけないんですが、現在は過去のデータ

しか持っておりませんので、今現在のデータはここで申し上げることはできません。 

○議長（佐藤 悟） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） それで、いろんなこれから村の活性化においても、要するにこれ

は予算上がっていないですが、これからやっぱり考えなくちゃならないと思うんです。

ということは、この間テレビ見ていたら、去年かな、山形でそういうイベントをやっ



 

- 185 - 

 

たんです。東京とかああいう大都市の女性の方々が、非常に農家に対して関心という

か、自然の中で、やっぱりそういうものの出会いをインターネットでも何でもやって、

大玉村、こういうところにこれだけ結婚されない方おるんだが、うんと魅力ある村だ

よとＰＲしながら、そしてその出会いをイベントしてつくることこそ、やっぱり村の

今後の発展にもつながるし、人口の増進にもつながると思うんです。そういうものを

やっぱり予算に入れてみんな計画して、そしてそういうものをやるべきだと私は思う

んです。それこそが大事だと思うんです。 

   ということで、今後ここに予算は上がっていないんですが、これから取り組む一つ

の課題ではないかと、こう思うんで、ひとつその点も含めて。 

   あと、村長にもこれが終わった後、ひとつその点を含めて。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ９番議員さんにお答えをいたします。 

   今、社会福祉協議会のほうに委託をしておりますが、なかなか村民の参加がないと

いうようなことで、これはやっぱり考え直さなきゃいけないなというふうには考えて

います。 

   この前ある消防団の分団に行きましたら、１８人の消防団員がいました。その半分

以上が独身でございます。それもきちっと職業についているという中で、やはり出会

いの場がないということですので、まず私、今これから取り組みたいと思っているの

は、消防団の第何とか分団、本当に各分団同じような状況、本当に半分ぐらいしか結

婚していない。ですから、その分団とソニーとかそういう会社のほうに呼びかけをし

て、合コンというんですか、そういうことができないかなということも常々考えてお

りましたので、消防団に入ると嫁見つかるぞというようなことを消防団から始めたい

というふうに考えております。今都会のというお話もありました。これも可能性とし

ては十分あるだろうと思いますので、検討させていただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ２６ページの款６の中山間事業関係で、今の時期の補助というの

がちょっと意外だったんですけれども、それはどういうものかということとあわせて、

関連して、３期対策でことしで終わりなんです。それで、来年に向けての情報、引き

続きやれるのかどうかという情報があるとすれば、これはチキュウの管理人に対して

対策がなくなると大変だなというふうに思っているところですので、その点も含めて

お聞きをしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １０番議員さんにお答えします。 

   ２７ページの中ほどにあります中山間の９万２，０００円の補助金の増額でござい

ますが、対象のうちのいわゆる増減の関係で、今回補正額９万２，０００円というこ

とで、増減の理由につきましては、増の理由としては樹木類、タラの芽をつくってい

たもので対象にならなかったものが牧草地で対象になるということと、減の要素とし

ては、宅地にしたいので、農振除外をしてそれらを対象農地から外すということで、
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それら増減の要素がありましたが、増のほうが多くて９万２，０００円の補正計上の

補正内容でございます。 

   また、中山間地、現在直接支払制度については、３期対策の５年目ということで、

今年度をもって３期対策が終了するということで、２６年度から国の農業政策大きく

変わった中で、農地を保全する面では、従来の農地・水制度が多面的機能支払い制度

になりまして、それプラス、この中山間地直接支払制度というのは、農地を保全する

意味では大きな事業だということで、国のほうでもこの農政改革の中で示されており

ますので、今後についても、次年度以降についても、内容が若干変わる場合があるか

もしれませんが、事業そのものについては継続されるということで認識しております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

   手を挙げてやる場合ははっきりと番号を言ってください。 

   ５番。 

○５番（鈴木宇一） ２９ページでございますが、２７ページからの畜産振興に関する共

通経費ということでございます。３００万ほど計上されておりますが、これは酪農関

係、草地関連、和牛もありますから酪農ばかりではありませんけれども、機械導入と

いうふうに聞いておりますが、その機械の種類でございます。どのような機械を導入

されているのか。 

   そして、また草地に関しては除染をやったわけでございますが、その後この草地に

対しての放射能の値と申しますか、それは１００全部下回っているのかどうか。そし

て、また当初予算３月で予算を組みましたけれども、１，０００万ほど、今後の除染

関係、農地除染、草地除染、組まれておったと思いますが、今後の実施状況どうなる

のか、あわせて質問しておきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ５番議員さんに、２９ページの畜産の振興に要する共通経費の

３００万７，０００円の補正内容でございますが、これは東日本大震災農業生産対策

事業ということで、いわゆる除染地域において、飼料生産を行うための機械導入への

補助ということで、機械内容につきましては、マニアスプレッター、ロールベーラー、

ジャイロレーキ、それぞれ各１台の導入に対する補助金の内容でございます。 

   また、草地除染に伴う基準超えということでございますが、基準を超えたのは若干

１件ほど、１００ベクレルを超えたのが、大玉の区域ではありますが、岳のグリーン

牧場の関係で１件超えた部分がございます。国の内容で見ますと、そういうところは

再除染をするというような内容で示されておりますが、今後どのように取り組んでい

くかについてはまだ決まっておりません。再除染の対象にするということで、国のほ

うでは示されております。 

   今後の農地の除染の状況でございますが、いわゆる牧草地については、石が多いと

か傾斜がきついとかということで、それらの除染をどのように進めるかというのが具

体的にはまだ国のほうから示されておりませんので、牧草地については、そういう内
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容が示された時点で対応するということで、現在は営農再開のほうで保全管理、草だ

けを刈っておくという内容で事業展開しておるところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。４番。 

○４番（菊地利勝） １つだけお願いします。 

   ２７ページの下段のほうの地域農政推進の中で、１９番の農業担い手経営革新支援

事業についてお伺いしたいと思います。担い手育成ということで、当初３９０万、

４００万近くほど計上しまして、その内容、村長そのとき農業法人に向けて、講師、

先生等々呼ばりながら、法人化に向けた、設立に向けての予算と伺っておりますけれ

ども、今回また新たに３６０何万、補助金ということで計上されておりますけれども、

この内容をお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ４番議員さんに、２７ページの下のほうにありますが、担い手

育成関係で、農業担い手経営革新支援事業３６９万３，０００円の内容でございます

が、これはことしから県の補助事業に組み入れられたものでございまして、内容は、

地域農業を牽引するプロフェッショナル形態、個人ですと所得１，０００万以上、法

人ですと販売額１億以上、そういう地域への核となっていく担い手を育成しようとい

う事業でございまして、その方が機械、設備等をおおむね１，５００万以上の規模の

機械投入をする場合、補助対象になるということで、今回はコンバイン並びに色彩選

別機等々を整備したいというハード事業の補助金でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ４番。 

○４番（菊地利勝） 内容はわかりました。 

   そうしますと、当初の農業法人に向けた講習とか誘導策、そこら辺どうなっている

かということと、今回これだけ計上しましたので、村内の中にそういう組織とか個人

で利用する団体があるかどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ４番議員さんにお答えします。 

   当初予算で計上しました担い手育成関係のいわゆる事業については、認定農業者会

と連絡協議会と業務委託を締結しまして、それらいわゆる視察研修等、講師等を招い

た講演会等々を開きまして、担い手育成並びに法人化の体制等について研修、理解を

深めるということで業務委託を締結したところでございます。 

   並びに、今回のハード事業については、先ほど説明申し上げましたが、いわゆる大

規模な地域農業の担い手となる経営者に対して、機械並びに設備を導入する際の補助

事業が今年度よりスタートしまして、それらの内容を周知しましたところ、１農業者

がこの事業に取り組みたいということでの補正計上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。１番。 

○１番（鈴木康広） 今回ふるさと納税が約１，０００万、収入、１１ページで言うと上
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がっているということで、ふるさと納税のほうの寄附を集めるときに、使い道等につ

いて希望があればというふうな形をとったと思うんですが、その情報があればお願い

したいと思います。 

   ２点目。３５ページ、教育総務費の中の８、報償費、中体連県大会等出場報償とい

う形で、これは３６万円のほうの金額が上がっているということ、この目的とか出し

たものと、次、１９、ファミリーシアター公演負担金８万８，０００円、これは新し

くことしから始まったものだと思うんですが、これについても内容のほうお願いしま

す。 

   同じページ、１１の需用費、水道料が４０万、あと次の３７ページの幼稚園のほう

の同じ需用費、水道料が９万６，０００円という形で補正で水道費が上がっているん

ですが、これは芝生の関係だと思うんですが、ちょっとその辺についてもお願いしま

す。 

   最後、３９ページの社会教育費、１３の委託料、馬場桜後継樹増殖業務委託料とい

うことで、馬場桜は大玉村の天然記念物としてはすごく大切な重要なもの、観光資源

としても大切なものですが、後継樹のその増殖のための実際の方法、どんな方法とっ

てこれを進めていくか。実際にそれを頼む機関とか業者等があれば、その内容とかに

ついてお示し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） １番議員さんにふるさと納税の関係で、いわゆるふるさと納税

には使途が３つ、子育ての応援関係、あと自然環境を守る、そして大玉村を丸ごと応

援するという、それぞれ３つの使途が申込書の中に記載されておりますが、半数以上

が丸ごと応援、大玉村のいろいろのために使ってほしいという使途内容でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） １番議員さんにお答えいたします。 

   まず、３５ページ、中体連県大会等出場報償でありますけれども、これは新人戦等

で県大会等に進んだ場合の１２万円、３団体ということで一応計上いたしております。

あくまでも見積もりであります。 

   あと、ファミリーシアター公演負担金であります。今回予定しておりますのは、

「混声四重奏とあそぼう！オペラってなぁに？」というものでありますけれども、当

初見積もりよりも、再見積もりをとったところ予算が足りなかったということで、今

回８万８，０００円の補正増をお願いしたところであります。 

   あと、水道料であります。水道料につきましては、大山幼稚園は去年の６月に芝生

化しました。それに伴う水道料の増。まず大山幼稚園でありますけれども、全体で

１７％ほど水の量が多かったんです。大山幼稚園については、面積少ないということ

もありまして、大した金額の増にはなっておりませんけれども、玉井幼稚園について

は、ことしの５月の末に芝生化しました。あと、玉井小学校については、７月の上旬

に芝生化しました。それに伴う水道料、あくまでも今回据え置きであります。今回水
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道料の対前年比較を見ようと思ったんですけれども、まだ４、５、６、７、８、９月

分が今ちょうど検針時期なので、どのくらいふえているというのはちょっと確認でき

ませんけれども、あくまでも芝生化に伴う水道の使用料ということで、存目でありま

すけれども、計上させていただきました。 

   あと、３９ページであります。馬場桜の後継樹業務委託料であります。今回、馬場

桜の後継樹につきましては、取り木と接ぎ木を計画しております。取り木については

３０本、接ぎ木については５０本ほど予定しております。現在、馬場桜の駐車場にあ

る後継樹から採取するというものであります。委託相手方ということでありますので、

福島県森林・林業緑化協会に委託を予定しております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） １点だけお願いします。 

   今の馬場桜の後継樹のほうの業務委託料ということで、これは今年度という形のあ

れだと思うんですが、来年度以降についてはどういう考えを持っていますか。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） 後継樹の委託につきましては、今年度ということで考えており

ます。成功するものと思っておりますので、今年度の計上予算であります。 

○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。 

（午前１１時５７分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 引き続き、第６５号についての質問を許します。３番。 

○３番（武田悦子） ９ページの歳入の部分で、国庫支出金の民生費国庫補助金の中に、

年金生活者支援給付金支給準備市町村事業費というのが計上されておりますが、この

年金生活者支援給付金という事業の内容、対象者であるとか、あとはいつから始まる

事業なんだかをお聞きいたします。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   年金生活者支援給付金につきましては、低所得者の高齢者、また障害者等への福祉

的な給付の支給ということで、これにつきましては老齢基礎年金の満額、現在ですと

７７万円以下であるというようなことと、住民税が家族全員非課税だと、そういう方

が該当になっていきます。これは２７年１０月が一応実施予定ということですが、こ

れの財源が消費税の引き上げの動向に応じてということですので、未確定な要素がご

ざいます。 

   以上です。 
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○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。３番。 

○３番（武田悦子） 来年の１０月からでまだよく決定していないということではありま

すけれども、消費税が上がって、この臨時福祉給付金、今手続が行われていますけれ

ども、これだと１回こっきり１万円というのがありましたけれども、この年金の場合

も同様、１回こっきりという方向なんでしょうか。ずっと何年にもわたって年金を受

け取っている間、少しでも加算がつくのか。その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） 中身についてもう少しお話し申し上げますと、老齢基礎

年金の満額以下というようなことでございますけれども、基準額が月額５，０００円

で、保険料を納入した月数に応じて４８０のあと月数ということですので、月の

５，０００円から納めた額が４８０カ月以下だと減額になるというような形のもの。

それから、免除期間に対応して老齢基礎年金の６分の１相当の額が加算されるという

ような内容ではございますけれども、これも低所得高齢者の、あとそれから障害者の

ということですので、始まれば一、二年で終わるというものではないというふうには

理解しておりますが、それがいつまで続くかというのは、ちょっとその辺まではわか

らないというようなご回答にさせていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） ２２、２３ページお願いします。 

   ２２ページの地域少子化対策強化交付金事業があります。これだけ県から来ている

ようでございますが、説明の中でどこの部分にこの交付金が配分されているのか、そ

れについて伺います。 

   また、村長に伺いたいんでありますが、少子化対策、子育て等については、今最重

要課題なのかなというふうに思ってございます。そういうときに、一部とはいえ、子

育ての事業に対して委託をしてしまうというのは、何か行政の本気度がちょっと疑わ

れるような部分も感じますので、やはりこれは子育て、少子化対策きちっとやるため

には、やっぱり村独自できちっとやっていただきたいなというふうに思います。これ

がどんどん大きくなっていけば二重行政にもなりかねないし、やはりその部分がワン

クッションを置くために見えづらい、我々に対しても見えづらいと。ですから、この

部分については十分考えていただきたいなというふうに思いますので、村長の見解を

伺います。 

   それから、２５ページなんですが、環境衛生費の委託料、それぞれ話は聞きました。

この排水残留農薬検査、これはどういう農薬の検査をするのか。例えば殺虫剤、殺菌

剤、除草剤、それぞれあろうかと思いますが、そのうちのどういう項目を委託する考

えなのか聞きたいと思います。 

   それから、畜舎等の周辺環境、これはどういうような内容について、調査するよう

な、委託発注しようというふうに考えているのか、その調査内容について、それにつ

いてお伺いします。 
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   それから、２７ページの一番上の農業委員会の臨時雇いの賃金であります。既に臨

時の方がおるようでありますが、この臨時雇いの賃金については、何月から何月まで

の賃金なのか。それから、既に臨時の方がおるというのは、中間管理機構の関係なの

かなというふうに思いますが、現在の状況、つまり借り手、貸し手の状況、どういう

ふうに現在なっているのか、それについても伺いたいと思います。 

   それから、この２７ページの一番下にあります負担金、補助及び交付金、これにつ

いて、前の質問の方が、誰か借りる人いるんですかと言ったら、一応１人の方が、そ

ういう該当者がいますというふうな話。これ以外についても、既にここに予算上げて

くるときに、誰かが、既に該当する人あって予算に上げてくるというのは、これは便

宜供与ととられてもしようがないのかなと。これは事業があって、その事業に対して

手挙げをしてきて、私、私、その中で選定していくというならいいかもしれませんが、

私こういう事業あるから村でやってくださいなんて言われたとすれば、これは行政と

していかがなものかと。 

   だから、誰がやるかはっきりわかってから予算に上げて、これは直接村の予算出さ

ないで、国・県の補助をストレートで出すんだから、村で出さないんだからいいべと

いう話じゃなくて、やはりこれは便宜供与の一端だと。だから、十分これは気をつけ

てやるべきかなというふうに思いますから、当初予算できちっと上げて、そして必要

な人にそれを情報提供して、そしてその事業に乗っかっていただくというふうな方法

が一番だろうというふうに思います。 

   ですから、やっぱり悪いように勘ぐれば、本当にとんでもない話なので、これは十

分気をつけなければいけないというふうなことで、これについてもご答弁いただきま

す。 

   ２９ページの一番下にありますが、この観光・物産ＰＲあるいは風評被害払拭と。

言葉上で風評払拭というようなことを言っているのか、実際そういうことをやりたく

て考えているのかわかりませんが、大玉村だけ風評払拭しようとしても、福島県とい

う形であれば、幾ら予算突っ込んで大玉村が払拭しようとしたって、その効果はたか

が知れている。だから、やっぱりこの風評払拭ということについては、これは県が全

面的にやるべきであって、大玉村もやるとすればせいぜいＰＲぐらいでいいのかなと。 

   大玉村の努力が結果としてなかなか見込めないという部分が残念だなというふうに

思いますが、だから、言葉だけでそう言っているとすれば、やはりこの部分は県にき

ちっとさせるべきだし、村にとってはやっぱりせいぜいＰＲして、村の利益につなげ

ていくというような方法がいいのかなと思いますし、一番下の項については、こうい

うことですよというふうなさきの説明ありましたが、じゃ一体誰がどういうふうな形

でこれやるんですかと言ったときに、本当に、要するに１０の１０補助あるんだから

いいんじゃねえのと、そういう問題ではないと思うんです。１０の１０の補助をより

今まで以上にそれを生かそうとすれば、何かちょっと違うんじゃないのかなというふ

うに思うんですが、これらについて、今までこっちから出したのをこの補助で出しま

しょうではない、その辺についてももう一回聞きたいなというふうに思います。 
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   それから、３１ページ、この村単道路改良工事、一番下、木ノ下地区というふうな

説明でございました。それで、この大玉村のインフラ整備の補助事業の一環の事業と

いうふうに聞いたのでありますが、後ほど水道の補正も出てきますが、この関連は出

てこないんじゃないかと思うんです。ですから、今まとめて聞きたいんですが、道路

はこれだけですと、水道については、既に補正したのが俺記憶にないんですが、水道

の場合どうなりますかということについても聞きたいと思います。 

   ３３ページの災害公営住宅、これは当初でとって、補正でとって、また補正なんて

いうと、全体像が全く見えてこなくなっちゃうし、じゃどこまでどうなんだというこ

とになっちゃうんで、現在の総事業費といいますか、総予算額が幾らで、そしてその

うち村負担分はこうですよと、これこれですよというその数字的なことについて、説

明いただきたいというふうに思います。 

   それから、３９ページの中ほど、ふくしま駅伝、この内容については聞きました。

でも、聞く前に私なりに思ったのは、例えば特別なコーチ頼んでやろうかななんてい

うことなのかなんて期待しておったところなんですが、聞いてみますと、２５回を記

念してということでありますが、私から言わせれば、これだけの予算があるとすれば、

その選手の方々がよりやりやすく、楽しくというか、そしてもちろん特別なコーチを

頼んで成績を上げようかなんていう考えのほうが、私は、これだけの予算があるとす

ればいいのかなというふうな気がして残念な思いで来たところでありますが、もし予

算だけとって内容については流動的だとすれば、そういうことも考慮していただきた

いなということの質問であります。 

   以上、お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、私のほうは２３ページの児童福祉総務費の委託料、地域子育て創生事業業務

委託料ということでございますが、これはさくらカフェを強化するということで、今

既に社協のほうに委託をしておりますので、これは日数がふえるということで、専従

の方の賃金、それを委託料という形で社協のほうに回すということでございますので、

今やっている事業の強化ということですので、これについては直営でというようなお

話もありましたが、社会福祉協議会のほうには既に委託済みで実績を上げている事業

でございますので、さらに強化をしていきたいということですのでご理解をいただき

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、２５ページ、まず排水残留農薬検査業務、

これはゴルフ場でございまして、今回上げた理由については、午前中の質疑の中で申

し上げましたが、何を検査するんだということです。今回は大玉ＴＡＩＧＡカントリ

ークラブに関して調査をするというふうに考えていまして、ゴルフ場から本年度の農

薬使用計画、これを出していただいております。その中では、除草剤９種類、殺虫剤

が３種類、殺菌剤が７種類、合計１９種類の農薬が使われておりますが、使用時期が



 

- 193 - 

 

その都度違います。今回予算計上した予算が通過しましたらば、どういうものを直近

で使っているか、そういうことを把握した上で決めていきたいと。除草剤につきまし

ては、多分イソキサベン、アシュラム、トリクロピル、それから殺虫剤については、

クロチアニジン、殺菌剤については、アゾキン、ストロビン、トリクロホスメチル、

こういったものが成分として調査する必要があるのかなというようなことであります

が、なお、この時期の除草剤の散布の状況を確認して決めたいと、このように考えて

おります。 

   もう一つ、この畜舎等周辺環境調査業務、これについては、小高倉周辺に関してさ

まざま陳情等あるいは苦情等もまいっているということで、畜舎、鶏舎の経営が周囲

に与えている影響を自然環境面から調査したいということで、野鳥の施設内への侵入

状況、その後の行動、それから周辺人家への具体的影響がどうあるのか、いろいろ懇

談会の中でも、さまざま卵を運ぶとか、それがキュウイ棚の上で腐るとかというふう

なこともあります。できれば周辺住民の個々の方々のヒアリングとか、そういったこ

とも調査をして、具体的に被害がどういうふうになっているのか、その上で対策を検

討したいということでございます。 

○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。２７ページの

賃金関係でございますが、県からの決定通知書が遅かったために９月補正に上げさせ

ていただきました。今までの４月に採用しておりますので、４月から今までの分は総

務のほうの予算から立てかえていただきまして、この予算が成立後にお返しするとい

う約束のもとで採用しております。なお、雇用期間は１１カ月です。 

   採用の目的としましては、２５年に成立しました農地整備台帳がオンライン化され

ます。そのために、目的として農地台帳を整備し、全国どこでも閲覧できるという制

度が、法律が改正されましたので、それを目的として臨時職員を採用しております。 

   中間管理機構につきましては、私どものほうとしましては、一応、今回中間管理機

構を使って貸し借りを想定した例がございますが、窓口は農政部が総合窓口になって

おります。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんに。 

   まず、中間管理機構の現在の状況ということでございますが、これにつきまして、

県の農業公社が窓口となって進められている事業でございますが、現在農業公社のほ

うで公募してエントリー、いわゆ規模拡大とかそういう方のエントリーを受け付けて

いる段階で、そのような段階で今後その方に貸すとかという部分で事業が展開されま

す。 

   続きまして、２７ページの農業担い手経営革新事業、当初でなぜできなかったのか

という部分のご質問でございますが、これは先ほども申し上げましたが、今年度から

県の単独事業ということで、県では大規模な農家を育成しようということでスタート

した事業でございまして、事業内容は、先ほど申しましたように大変ハードルが高い
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事業でございます。所得で１，０００万、いわゆる事業導入設備とか機械導入でおお

むね１，５００万程度の大規模な事業を県で応援しましょうという事業なので、村内

の対象にしてはなかなか難しいのかなということで、当初予算では計上しませんでし

たが、その後村内の方が事業に取り組みたい、そして県に計画書を出したいというこ

とがあったものですから、今回関係事業費を補正計上させていただきました。 

   続きまして、２９ページの観光・物産ＰＲ実行委員会の委託料、いわゆる風評被害

の関係でございますが、風評被害については、県産農産物のＰＲ事業ということで、

農産物等を首都圏を中心にＰＲ活動を行っておりますが、今回の事業については、逆

に首都圏等の人たちにいわゆる村内を訪れていただいて、実際の例えば米の全袋検査

の状況とか、そういう安全性を目で確かめて風評被害防止につなげようという国の消

費者庁の事業がございますので、それらの事業の目的に沿った事業ということで、今

回補正計上させていただきました。 

   以上でございます。 

○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。 

   ３１ページ、村道改良工事費でございます。こちらは、大山木ノ下地内のインフラ

整備工事が延長６６．８メートルで８８０万でございます。そのほか村道の２路線の

改良工事のほうで変更がございまして、６００万円の補正の計上でございます。 

   水道事業に関しましては、水道事業特別会計のほうで別途計上しております。その

中身につきましては、水道事業のほうでの別途工事にして、特別会計のほうでもご説

明しますが、その分を水道事業の起債を借りたい。それは石綿管工事の関係もござい

まして、今、留保資金がございますが、石綿管工事の補助申請に係る係数を計算する

ために、その起債の利息が計上することができるということで、今現在で状況がかな

り厳しい状況ですので、今回の工事から起債を借りて、その利息を加えて係数を保持

していくと。係数が割れれば補助の対象になりませんので、それは当然優良な会計だ

ということの判断で自前でやりなさいといって、補助金の３分の１はもらえないとい

うことになってしまいますので、今回から別に分けて、工事は一緒に施工しますが、

予算上は分けて計上してございます。 

   それから、収益関係でございますが、インフラにつきましては、固定資産とか住民

税という部分、戸数の分は計上になりますが、それに見合った投資かというご質問だ

と思いますが、当然、今、前にもいろんな議論の中で出たように人口が減っていると

いうような中で、ある程度投資をして人口を確保するというのがやはり大事な部分で

あるというふうに考えていますので、ご理解いただきたいと思います。 

   それから、３３ページの災害公営住宅でございます。これにつきましては、当初概

算でスタートしまして、６月の段階では全体の予算が１８億８，９００万になってい

たかと思います。その後造成工事関係の設計関係をずっと煮詰めてまいりました。な

ぜこのような増額になったかという要因でございますが、まずはその敷地面積、当初

３．７ヘクタールでスタートしていたものが、１区画の面積を村のほうで７０坪にし
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たいというような要望で、全体の造成面積が４．６９ヘクタールとふえました。 

   それから、現状を見ていただくとわかるんですが、傾斜地でありますので、平場で

の７０坪の確保はかなり難しい、のり面が出てきてしまうということで、できるだけ

敷地を確保したいという村の考えがございまして、Ｌ型擁壁等構造物を入れて、平場

の面積を確保したいということでの増額。 

   それから、当初開発関係の中で調整池がなくてもいいんではないかというような、

そういった県のほうの考えもございましたが、県北建設事務所のほうに開発区への協

議を重ねた結果、河川のほうの阿武隈川に接続する部分のＪＲの出口が狭いというこ

とで、やはり県の代行工事であっても調整池はつくってほしいということで、急遽調

整池の増設になったということで、まず造成工事のほうが２億１，３００万の増、そ

れから敷地内の道路、調整池関係が、先ほど言いました調整池関係で３，０００万ほ

ど、それから集会所の分が、当然住宅の分は３つの住区の中で計画はしてございます

が、あそこの集会所が１カ所建てられるようになっております。それがちょっとこの

全体の予算に計上されていなかったということで、それらを合わせまして、今回の補

正の２億６，１００万円という形で計上でございまして、今ほど言いました道路関係

は街路灯とかも入ってございますので、そういったものも入れましての不足で２億

６，１００万で、全体の合計金額が２１億５，０００万というような金額になります。 

   ８分の１につきましては、今県のほうで９月の交付金の調整会議がありますので、

そちらのほうにこの増となった部分を説明して、同じ率でやっていただくということ

で今進んでおりますが、まだ復興庁との調整協議が終わってございませんので、確定

ではございませんが、ほぼそれでいけるというような今、県からの話をいただいてお

ります。 

   以上です。 

○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。 

   ３９ページ、中段にありますふくしま駅伝大玉村実行委員会の補助金で２０万円で

ありますけれども、今回第２回より連続２５回出場という節目を迎えることから、こ

れまでお世話になった監督や選手に感謝を申し上げるとともに、ふくしま駅伝大会実

行委員会として新たなスタートを切る機会にするための予算ということで２０万円を

支出するものであります。 

○議長（佐藤 悟） そのほかにありませんか。 

○８番（遠藤文一） 議長、２３ページの答弁漏れお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番さんに大変失礼しました。事務的な部分なので、私の

ほうでお答えします。 

   歳入のほう４５４万３，０００円計上してございます。歳出のほうは３７８万

１，０００円ということになりますから、その差額ということでありますが、先ほど

村長からもありましたように、これまでもやっていまして、現在までの予算、それは
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週３日分で計上しておりました。これがおりましたが、実際は週５日にふえています。

その従来当初で持っていた分もこの財源で切りかえるということになりまして、

４５４万３，０００円は全額充当というふうになっております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） トータルで今わかりましたが、説明のところで細かく分かれている

から、だから、それに対して、これだけ入れました、これだけ入れましたということ

で説明いただきたいというふうに思います。 

   それから、既にこれはやっているからという仕事かもしれませんが、今この子育て、

少子化対策、これは重要な課題だと思うんです。ですから、委託して、上手に立派に

ちゃんとやってもらっていると思いますけれども、ワンクッションがあるだけに、村

の職員が本当に見えるかということになると、多少見えない部分も出やすいだろうと。

そして、我々だって、委託しているんだからと思うと、やはりそこに距離も出てきち

ゃうんじゃないのかなと。やはり今重要な課題であるだけに、これは直接村の中でや

るべきだなということでありますので、もう一回それについて伺います。 

   ３１ページの村単道路改良とこれなっていますが、この木ノ下の６戸に対するその

部分だけの道路改良工事費と水道事業のほうで、何か見つからなかった、出てくの工

事費。ですから、もし水道の部分ではこうだよと、木ノ下の６戸分だけですよ、道路

はこうだと、水道のほうはこうだというふうな金額をお示しいただきたいと思います。 

○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。 

   ２３ページの社会福祉協議会に今委託をしておりますので、一つの事業体として社

会福祉協議会が存在をしておりますので、やはり職員を抱え事業を遂行するためには、

ある程度の事業量がないとできないと。大玉村のこの８，５００の規模だと、社会福

祉法人として独立してやっていくためには財源確保が非常に難しいというレベルだと

いうふうに私思っております。寄附金等ではとても賄えませんし、指定管理だけでは

賄えない。介護で幾らか頑張って収入得るとしても、やはり社会福祉協議会が存立す

るためには、ある程度の事業量はやはりこちらからお願いをすると。 

   そして、そもそもの目的が少子化対策とか高齢者福祉とか障害者対策とか、そうい

うものが社会福祉協議会自体の目的でございますので、村としては、やはり社会福祉

協議会に委託できるものについては委託をして、これからも信頼関係がないとこれは

できませんので、監査委員も定期的に社会福祉協議会のほうについては監査をしてお

りますので、そういうことで、信頼関係のもとで、これからも社会福祉協議会にお願

いするもの、それから今度、子育て支援施設を今考えておりますが、それらの運営と

か事業内容についても十分に協議をして、精査をして進めていきたいと思います。 

   以上です。 

○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。 

   この子育て支援事業関係の業務については、全体の所要額が１５９万３，０００円
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というふうに今年度は計画しておりまして、既に計上済みが８１万２，０００円で、

今回はその８１万２，０００円も含めた財源として、この地域子育て応援事業の交付

金を使わせていただくというふうに考えています。そして、予算のこまい何が何とい

うのはあれなんですが、今資料持っていませんけれども、いずれ人件費のほかについ

ては、このお母さん方自身が、お母さんばかりじゃありませんけれども、自身がどう

いう集まりにしたいのか、やっぱりそういうことを尊重して予算要求、社協から上が

ってきますが、そもそもお母さん方自身がどのような広場といいますか、カフェにし

ていくのか、こういうことを尊重して予算編成しております。 

   それにあと、１人だけではありませんけれども、いわゆる運営、コーディネーター

といいますか、お世話する方々についても、これまでも何回か何年かにわたって研修

して、お互いに見たり見られたりというようなことで運営していく。県の今回の事業

にとっては、これは役所でやるものというよりも、むしろそういう地域の中での子育

てを支援していくという関係の交付金なので、目的に合致していて、今回さくらカフ

ェのほうに充当させていただいたということでございます。 

○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。 

   ３１ページの村単道路改良工事、木ノ下地内の６戸のインフラ工事につきましては、

６６メートルで８８０万でございます。それから、水道につきましては別途というこ

とで、水道事業の補正予算の一番最後のページになりますが、１１７ページに木ノ下

地内排水管布設工事ということで１５２万円を計上してございます。これにつきまし

ては、決算のほうでもご指摘いただきましたので、もう少しわかりやすい表記で記載

したいと思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） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） ２７ページの一番上、農業委員会の関係で、中間管理機構を通して

事前に借ります、貸しますという数字、大玉村村内で把握しているかどうか。もし把

握していないとすれば、もうそろそろはっきりしないと、２６年度の事業で例えば補

助というのも考えてくると、そろそろ準備しなきゃ間に合わないんじゃないのかなと

いうふうに思うんですが、現在の状況について伺います。 

○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） では、８番議員さんにお答えいたします。 

   中間管理機構が今回創設されまして、６月補正で上げたところでございますが、今

現在は再生中の農地で中間管理機構が値するかどうかという調査中でございます。そ

れで、当然借入者は、立候補というんですか、登録をして、エントリーをしなければ

ならないということで、現在大玉では今のところエントリーしている方はおりません。

参考までに、本宮市でございますと６人がエントリーして、借入希望地は１２町歩。

そして、地目は水田を希望するということで結果が分かっております。 

   うちのほうも至急に今年度内にはエントリーしてもらって、ただ、エントリーする
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資格の方がいらっしゃいますので、ある程度私どものほうで人選をしてエントリーし

てもらうということで今努力しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。 

○７番（佐藤誠一） ただいまの中間管理機構についてお尋ねしますけれども、私もこの

資料を見まして非常に残念だったというのは、借り主と借り受ける側を選べないとい

うのが非常に残念だと。農家には貸したくても貸せない、借りたくても借りないとい

う、そういったすごく思惑あるのね。私は貸したいけれども、あの人には貸したくな

いとも、あの人借りたいという心情が湧いてくるんです。全くこれが県一本化になる

と、その辺の利害関係とかはなくなっちゃう。その辺はやっぱり貸す側の意向を十分

に取り入れてもらわないと、この機構は絶対まとまらない。だから、私はこの機構使

いませんでした、はっきり言って。私この機構使うと１００万近く金入るんです、は

っきり言って。しかし、思惑あったんで、そういったことに使いませんでしたので、

その機構にやっぱり注文つけます。その辺盛り込んでください。 

   あと、さっきの馬場桜の件なんですけれども、これは失敗した場合はどのような取

り扱いになるのか。成功をもちろん願っておりますけれども、どう取り扱うのか、私

の質問これで終わりです。 

○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） それでは、７番議員さんに中間管理機構の件でお

答え申し上げます。 

   確かにエントリーするということで、エントリーする方は資格を有していないと、

最低でも認定農業者ということで、資格を有していない方は借り入れ対象者にならな

いということで、非常に公平性はあるかとは思うんですが、実際の貸し借りではほと

んど個人間の貸し借りで、農業委員会を通していただくということで実施されており

ます。今のところ、私ども可能性があるかどうかは試算中なんですが、それは実際は

私どもが取りまとめをして、中間管理機構の組織になじむかどうかということを今検

討している状態でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   教育委員会管轄ではありますが、私のほうから指示したという経過もございますの

で、お答えを申し上げたいと思います。 

   ２０年以上、二十五、六年にわたって後継樹をつくるということでやってまいりま

したが、今のところ正式にできたのが１本だけでございます。それぐらい馬場桜の後

継樹をつくるのが難しいというふうに専門家も言っているわけですが、前の森林・林

業緑化センターのほうにワタナベさんという大変技術の優れた方がいるということを

前村長が会長時代にお聞きしまして、紹介を受けまして、そして今回トライしようと

いうことでやったわけですが、これは５０本、何十本と言っていますが、本当に１本
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つながるかどうかわかりません。今まで何百本やっています、過去。多分トータルで

すると１，０００本ぐらいやっているんじゃないかというように思いますが、１本し

かできていないと。 

   今ある馬場桜が枯れかかったときに新しい後継樹をそこに植えて、馬場桜の後継を

つくって、あそこには村民の歌が消えないように、馬場桜がずっと残るというふうに

文化庁のほうとも了解を得ています、後継樹植えてもいいよと。ところが、桜という

のは、佐々木さんおられますが、こういう太くなったやつを植樹するとまず枯れると。

２回目の植樹はほぼ枯れるという危険性が高いということを言われております。 

   ですから、１回接ぎ木したやつをそこに転植して、それを持ってきて２回目植えて、

そこまでは何とかなると。それをもう一回掘り起こして植えると、ほぼ枯れるという

ような話があります。そして、太いものはだめだということなので、今回成功すれば

何年に１回ずつはつくり続けなきゃならないです。今の桜が弱ったときにちょうどい

い細さのものを植えなきゃならないということですので、これは絶対に絶やさないと

いうことで定期的にやっていきたいと。 

   ですから、今回初めて福島県内で、今まで県外ばっかり、国の研究所等でやってま

いりましたが、福島県で初めてやるということですので、大変大いに期待して、これ

が成功すれば引き続きやっていくことができるということですので、そういう状況で

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６５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６６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。 

（「質疑なし」という声あり） 
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○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第６７号「平成２６年度大玉村玉井財産区特別会計

補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」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６８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。７番。 

○７番（佐藤誠一） 関連ですのでお聞きしておきますけれども、あそこにテニス場があ

るんです、旧アットホームの東側に。ここは使われない施設と思いますけれども、今

後どのようにしていくのか伺いたいと思います。 

   あと、同じような施設、早く言えばフォレストパークもそうなんですけれども、コ

テージ改築、増築これは１年に二、三棟やっていくんだということでございます。こ

れについては、やっぱり費用対効果というのはすごく大切だと思うんですけれども、

完成したもの、費用対効果、どのようになっているのか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） ７番議員さんにお答えします。 

   まず、テニスコートですが、ごらんのとおりああいう状態で、ほとんど利用者もい

ないというような状態になっていますが、今後の対処方法については十分検討して、

どういうふうに利用するかについては今後検討させていただきたいと思います。 

   コテージの関係でございますが、コテージにつきましては、７つのうち今年度の補

正予算で２棟を改修して合計５棟、今年度改修終われば５棟ということで、コテージ

については、２５年度の成果報告書の中にも、２４年度から２５年についても大分利

用者も伸びているということで、今後残りの２つを改修するか、それとも例えばいろ

いろな形で、物置とかそういう倉庫に使うかについても、中身の状態を見ながら、今
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後残る２棟については検討していきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） アットホーム、今回施設の維持管理に要する経費が若干計上されて

おります。公設民営化の話もございます。そのための改修計画の進捗状況はどのよう

に考えておられるのか、そこを１点確認しておきます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに、アットホーム、公設民営化に伴う改修計画で

すが、現在庁内のプロジェクトチームにおいて検討しておりまして、現在途中経過で

ございますが、現時点ではいわゆる風呂の拡張が必要ではないかということと、２階

のトイレのない部屋の宿泊が利用率が低いということで、あそこを例えば２つを１つ

にして風呂を増設して、そういう改修も必要ではないか。 

   あともう一つは、下にある身障者用の部屋、さくらでございますが、段差があって、

身障者には利用しづらいということで、それを解消する必要があるんではないかとい

うことで、現在プロジェクトチームの改修案、途中経過でございますが、そのような

内容になってございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 今それなりの改修計画伺いましたが、これは公設民営化に向けて少

し中途半端な改修計画ではありませんか。改修計画というのは、もっと誰がやっても

経営できるような、そういうものの大きな改修計画を目指してほしいんでありますが、

その辺、村長でも、方向性ですから伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答え申し上げます。 

   公設民営といっても、今頭にあるのは指定管理ということですので、公設民営で完

全に運営権を株式会社なり組合等に委託するとすれば、これは完全な黒字体質にしな

いとだめですが、公設民営の場合には管理運営をお願いする、今のさくらと同じよう

な状態になりますので、できれば中庭を部屋にして休憩室にするとか、もっともっと

やりたいことがいっぱいありますが、これは全て一般財源でありますので、なかなか

一気にそこに金を向けるというのも難しい状況なので、とりあえず今使っている方が

不満になっているトイレがない部屋とか、それからお風呂が狭い、お風呂に入ってい

るとシャワー浴びたやつが飛んでくるとか、それから、あと配膳室がないとか、そう

いう今当面多くいろいろ言われているものについてはまずやりたいと。それで、設計

というか基本設計をやって、金額によってはまたさらに踏み込んでいけるのかなとい

うふうにも考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。 
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   今それぞれの改修計画の中身ちょっと伺ったんでありますが、私らあそこアットホ

ームに聞いて、いろいろ苦情とかそういうもの注文が出ますのは、今のレストランが

外からなかなか利用しづらいような形になっているということが一番ネック、ある程

度売り上げのためには必要かなと思っていたんですが、その辺の改修は全然考えてお

られませんか。 

○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。 

   ちょっと今プロジェクトのほうとの検討とすれば、上がりがあります、あそこは畳

の部屋、あの辺とか、あとレストランの前のスペースがありますから、ああいうと

ころを利用して少し直したいと。ただし、スペースがありません。今プロジェクト

で話になっているのは、外のドアを閉めようと、完全に。ですから、玄関から入っ

ていただいて、レストランに入っていただくということを考えているようでござい

ます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 今、部長の答弁で、庁内で今検討しているというような答弁でした。

もちろん検討しているというのは、アットホームの運審の意見を踏まえて検討してい

るものと私は思っています。ですから、庁内で、庁内でというよりも、むしろ運審の

方々の、後づけでは困るんだけれども、その意見を十二分に聞いた上で、そして庁内

で検討してやりますというような、一応私もやっぱりきちっと意見を聞いてもらいた

いなというふうに思いますので、聞いているかもしれませんが、そういうことでお願

いします。 

○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。 

   先ほどのプロジェクトメンバーの現在の改修案については、先日開きました運営協

議会にもその現時点での回収計画、考えている内容をご説明申し上げまして、いろい

ろ参考的な意見も聞いております。今後、なお煮詰まりましたら、運営協議会にも諮

りながら、プロジェクトチームだけではなく運営協議会にも十分協議していただいて

進めさせていただきます。 

   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。 
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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、これより議案第６８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６、議案第６９号「平成２６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７、議案第７０号「平成２６年度大玉村土地取得特別会計補

正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 今後の計画について当局にお尋ねしますけれども、大玉体育館の駐

車場一部確保してありますけれども、西側にある土地は何年度求めるのかお尋ねした

いと思います。体育館の駐車場の用地、一部は確保しているのか。 

   あと、前村長時代、副村長は、西側にある用地も後々、それはなぜかというと、大

山の公民館の関係もありますので、税金の優遇措置をとりたいということであります

ので、その辺の計画どのように持っていくのかお示ししていただきたいと思います。 

○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。 

   村民グラウンドの西側の駐車場、２５年度の決算書に載っているとおり一部取得し

ました。今後のものについても当然取得は予定しておりますが、もうしばらく土地開

発基金等の残高等を見ながら対応してまいりたいというふうに考えております。もう

しばらくお待ちいただきたいと思っております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。 

○２番（押山義則） 今回総合福祉センターさくらの拡張用地ということであります。こ

れはちびりちびり、少し拡張しているんでありますが、これで必要なものは大体間に

合うんでしょうか、その辺。また、今後の予定とか何か、このさくらについて。 
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○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんにお答えします。 

   今回想定している子育て施設、子育て支援施設等については、ほぼこれで足りるの

かなというふうに思っておりますが、今回取得予定地、少し形状が今回の面積では足

りない部分ありますので、今後また交渉しながら、もう少し成形のよい土地にしたい

ということで、若干取得したいなというような面積ありますが、今回の事業遂行のた

めにはこの用地で十分間に合うというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） 今この施設を子育て施設とするということでございますが、この施

設は本当に必要なのかどうか。今、公共施設でどれだけ余っているか。だから、必要

かどうかきちっと見きわめた上で、やっぱりそういうことを考えるべきかなというふ

うに思います。例えば前のデイサービスセンター、あれはいっぱいだ、いっぱいだと

言うけれども、いっぱいに使っているからいっぱいだかもしれません。例えばここも

あります、保健センターだって３６５日スペース全部使っているわけじゃないですよ

ね。 

   だから、そういう内容をきちっと精査して、それでやりますと言うんならもろ手を

挙げて賛成もできますが、非常に私はその辺が問題じゃないかなというふうに思って

おります。 

   それから、この価格について、どのような根拠でこの価格になったか、それについ

ても伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えを申し上げます。 

   大玉村は、子育て支援に力を入れてきて人口をふやしてきたという住宅政策ととも

にありますが、今、郡山、本宮、二本松も保育所の費用を２子目以降無料、それから

本宮も、住宅業者がやる場合には十何区画までは１棟３０万補助、それから個人でつ

くる場合も１棟２０万補助ということを今回の議会に上程をしているというようなこ

とで、二本松も同じようにやると。大玉村の人口増政策は、アドバンテージはなくな

ってきているということですので、あと５年もすると本当に追いつかれてしまう。大

玉に住む理由はなくなってしまうんです。ですから、私は子育て支援はさらに強化し

たいと。 

   今回、子育て支援計画の中で、若いお母さんたちが非常に切実にいろんな希望があ

ります。今の満杯の保育所では一切対応できないということでございますので、それ

から、今さくらにいる７０人、９０人定員のところに１２０何名ということもありま

す。でも、実際はもっと行きたい子どもがいっぱいいるんです。 

   ですから、児童館的なものとして、まず４年生以上の子どもについては、今度新し

い施設のほうに移したい、伸び伸びとやっていただきたいというふうに考えています

ので。それと、今の若いお母さんたちが希望している子育て支援、それを保健センタ

ー等とタイアップしながらやっていきたいというふうに考えています。 
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   しからば、今のデイサービスセンターどうするんだということですが、虚弱老人の

集まる場所はあるんですが、元気老人の高齢者が集まる場所がないと。これから高齢

者福祉に力を入れていくという中で、やはり現時点では除染関係の産業というのはこ

れからなくなりません。これから何年続くかわかりませんので、今のままあそこでそ

の事業を続けるとしても、それ以外の施設については高齢者の施設にしたいと、現時

点では考えています。 

   いずれにしても、ばらばらにならないように、さくらのところにそういう施設をつ

くって、やはり外部に対しても、大玉村子育て支援を十分にやっているぞと、もしあ

り余るほどあるんであれば、逆にそれは非常にＰＲになります。もう追いかけられて

きて追いつかれる寸前ですので、私はそういう形でやはり先を行きたいという考えで

ございます。 

   以上です。 

○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。 

   買収予定地の単価でございますが、この単価の基礎となっていますのは、大玉村が

公共施設を買う場合に、単独事業の場合、各行政区待遇内で宅地の場合には幾ら、田

んぼの場合には幾ら、畑の場合には幾らという取り決めをしております。その単価に

基づいて今回、算出計上したものであります。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 子育て支援の施設にしたいということでありますが、当然自主財源

だけでは考えていないと思いますが、現在有利な助成される事業が念頭にあってのこ

となのかどうか、その辺について伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ８番議員さんにお答えします。 

   現在検討している補助金については、地域臨時交付金、これの該当になる次世代支

援交付金、その対象になるかどうか今調査中であります。 

   また、今後でございますけれども、地方創生の新しい担当があります。そういうふ

うな中で、地方に対して少子化対策、子育て支援、これが大きな事業の目玉の一つに

なっております。その中で、現在話しされています地方創生交付金、そういう中で、

当然次世代子育て支援のそういう事業費補助はあるだろうというふうに踏んでおりま

すので、その辺の補助を現在調査検討中でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） この用地の件でお尋ねいたしますが、私はこのような事業に対して

何らどうこう言うわけではございませんが、やっぱり子どもたちのためとか放課後と

か、大事な要素はあろうかと思っていますので、ただ単価、これが果たして妥当な、

適正な価格かどうかということでお尋ねいたしますが、今答弁されましたが、地目は

じゃ農地なのか宅地なのか。そして、近隣の状況、この価格についての値段、そして

また不動産鑑定士から見た値段というものはいかほどなのか。そして、参考までにも、
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例えば大山地区の幼稚園と農協の間の土地は、たしか坪３万３，０００円だと思って

いるんです。それと比較してどうなのか。そして、まず免税という点もございます。

公共用地に売却した場合は５，０００万まで免税だということから勘案しますと、こ

の平米１万８，０００円というのは坪５万９，０００円になるわけですよね。これが

果たして妥当な価格なのか。妥当ならば私は何ら申し上げたくないわけでございます

が、ひとつご答弁願います。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。 

   この場所、東三合目、大玉４区の宅地でございます。１万８，０００円については、

大玉２区、３区、４区等の宅地、公共施設の村単独事業の買収単価として現在まで使

ってまいりました。ただ、最近の土地の評価の動き、これらを見れば、妥当か妥当で

ないかと言われると、改めて不動産鑑定をかけざるを得ないということになりますけ

れども、この辺で不動産鑑定をかけるとすれば、何年か前の例でございますが、２万

１，０００円から２万２，０００円ぐらいの不動産鑑定の事例もありますので、そう

いった意味ではある程度妥当なのかなと。 

   ただ、今回これが契約額ではございません。これはあくまでもその単価をもとに面

積掛ける面積で出した予算額でございます。今後そういう詰めた後、契約の話はまだ

していませんので、その辺ももう少しいろいろな情勢を調査しながら契約を、交渉を

進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） きょう実はその脇の道通ってきたんですけれども、建物が建ってい

るんです。何戸か建っています。今や建てかえするときには非常に壊すほうにもお金

すごくかかるみたいですが、更地の条件だというふうに思っているんですが、相手が

あって、どうしても壊す、代金云々とした場合の対応はどうするんですか、これ、契

約的に。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） 今までの事前交渉の中では、更地として大玉村は買うという形で

話はお互いに合意をしておりますので、更地として村としては買いたいというふうに

思っております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７０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２時５５分といたします。 

（午後２時３９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後２時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第７１号「平成２６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。８番。 

○８番（遠藤文一） この介護保険の１号被保険者の中に外国人もいるようなんですが、

外国人というと国籍は当然日本じゃないというふうに思いますが、この外国人の介護

保険とのかかわりについてどういうふうになっているのか、ご説明いただきたいと思

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。 

   取り扱いは全て外国人登録というのはありませんので、住民登録でございます。し

たがって、健康保険も介護保険も同じように取り扱うというふうになっています。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） そうすると、第２被保険者というのはどうなりますか。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ４０歳以上については全て同じです。例えば大玉村役場に

そういった方がいれば、健康保険の中で取り扱うと。それから、国民健康保険であれ

ば、当然２号被保険者の保険料の中には介護納付分も算定される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。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） ８番さん、マイク切ってください。 

   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） 
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○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７２号「平成２６年度大玉村後期高齢者医療特別

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１０、議案第７３号「平成２６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。８番。 

○８番（遠藤文一） １７１ページの第５水源の施設の拡張工事、これはどういう事業な

のか伺います。 

○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。 

   １７１ページの第５水源施設拡張工事でございますが、これにつきましては、第

５水源２号井戸の場所になります。長井坂のほうをずっと奥の林道のところにある井

戸でございますが、これにつきましては、平成１２年度に設置されまして１３年が経

過している。深井戸のポンプが１０年以上経過してございますので、老朽化により停

止した場合に、深井戸でございますから大型機械、クレーン車を入れてポンプを上げ

なくちゃならないということで、今現在、大型車両がちょっと入れるような状況では

なく、玉井財産区さんのほうの土地を借用しまして、今回その水源地の脇に車両が入

れる通路をつくると。それをつくっておけば、何か万が一ポンプが故障した場合はそ

れで対応する。ポンプは予備もございますので、進入路さえつくっておけば大丈夫だ

というような今回の工事で３００万の計上でございます。 

   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） 
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○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７４号「平成２６年南町・山口線（外）橋梁架

替工事（Ⅰ期）請負契約について」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７５号「村道路線の認定について」を議題とい

たします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   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、請願第４号及び陳情第５号並びに陳情第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９月５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４号

「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金による就学支援事業の継続を求める請願

書」について審議するため、９月５日午後７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、教育

部長兼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４号「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金による就学支援事業の継続を

求める請願書」について慎重審議の上、採決を行った結果、この請願を採択すべきも
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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２６年９月１２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。 

   報告に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   請願第４号「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金による就学支援事業の継続を

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、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９月５日の本会議において、産業厚生常任委員会に付託されました陳情２件に

ついて審議するため、同９月５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及

び産業部長兼農政課長の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   陳情第５号「軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正などを求める陳情」

及び陳情第６号「政府による緊急の過剰米処理を求める陳情」について、審査の結果、

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。 

   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２６年９月１２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） 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。７番。 
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○７番（佐藤誠一） １０番議員には大変申しわけございませんけれども、緊急事態がこ

れ発生して、過剰米の６０キロ当たり１万２，０００円のところでない問題が出てお

りますけれども、このそごについてどのような対処するのか。委員長の判断で結構で

すから、よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○産業厚生常任委員長（須藤軍蔵） 今のお尋ねでございますが、全く大変な事態だとい

うふうには私も全く同感でありますが、この出てきたこのものに対する審議をしたと

いう全体の一致での一応この中身でございますので、この点についてはひとつ、これ

はこれとしてご了解をいただきたいと思います。あとのことについて、また皆さんと

ご一緒に相談をして進めるべきかなというふうに思っておるところで、よろしくお願

いします。 

○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「軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正などを求める陳情」

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、本請願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「政府による緊急の過剰米処理を求める陳情」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） 日程第１４、委員会閉会中の継続調査報告を行います。 

   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。 

○総務文教常任委員長（押山義則） 大玉村議会総務文教常任委員会視察研修報告書。 

   議長の命によりまして、去る７月９日に実施いたしました総務文教常任委員会の調

査研修について報告いたします。 

   ６月議会において、閉会中の継続調査申し出をしておりました定住等緊急支援事業

（屋内運動施設整備）について、南相馬市及び川俣町を研修地と決定し、全委員出席
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のもと、調査研修を実施いたしました。 

   南相馬市では、福島県定住緊急支援交付金事業施設、わんぱくキッズ広場について、

現地にて南相馬市担当課職員出席のもと、整備事業の概要説明を受け、調査研修いた

しました。 

   鉄骨造膜素材屋根、全壁面開放型、人工芝、床面積１，２００平米に加え、別棟ト

イレ、水飲み場、ミスト冷却設備及び駐車場を併設した整備内容で、総事業費２億

６，２５０万となっており、平成２６年３月３０日にオープンしております。 

   施設の西側半分は遊具スペースとなっており、ふわふわドーム、ザイルクライミン

グ、クリフクライマーが常設され、人工芝には安全対策が施された別途仕様となって

いるほか、四方に設置された防犯カメラにより、市役所において遠隔からのモニタリ

ングや常時録画、さらにはミスト冷却設備による熱中症対策など安全対策を万全に備

えた施設でありました。大玉村での計画面積も同規模であり、施設構造、内容につい

て大変参考になりました。 

   また、川俣町においては、川俣町子どもの屋内運動場整備事業について、川俣町中

央公民館準備室において、川俣町議会議長、副町長、担当課職員出席のもと、整備経

過、事業概要について説明をいただきました。 

   川俣町子どもの屋内運動場整備事業は、町中心にある旧川俣精錬株式会社事務所

（鉄骨造２階建て、１階面積２８６．１平米、２階面積２５２．４９平米、延べ面積

５３８．５９平米）の既存建物を利活用することで、工期の短縮と経費の削減を図り、

小学生以下の子どもとその保護者利用対象に平成２６年８月完成を目指し整備中との

ことであります。 

   １階は主に乳幼児を対象とした設備や遊具施設となっており、２階については、小

学生を対象に活発な体感遊びができる遊具設置としております。特徴としては、乳児

から小学生までの各発達段階に必要な遊びを世界中から選定するとともに、各世代の

人々が集い、リラックスして過ごすことのできる空間や見通しのよい遊具配置とゾー

ニング、また遊びがつながり循環するのに最適な平面レイアウトなど室内という特性

を生かし切った全天候型室内遊び場を目的としており、町中心部に位置するなど利便

性にもすぐれた条件であります。 

   それぞれ大玉村とは子どもを取り巻く生活環境、条件が異なりますが、本村におけ

る事業展開並びに整備内容の拡大に大いに参考になったことに加え、今後の運営、運

用のあり方を検討する上で大変意義のある研修でありました。 

   また、研修結果を踏まえ、定住等緊急支援事業（屋内運動施設整備）担当部署であ

る総務部と７月２８日午前１１時、大玉村役場第２委員室において、総務部長、企画

財政課長出席のもと、全員参加にて、提言を含めた意見交換会を実施いたしました。

大玉村屋内運動場施設の整備について、敷地状況に合致した配置、構造の検討を行う

こと、施設利用対象を明確にし、安全性、必要性を考慮した設備内容とすること、施

設の運営、運用のための管理システムについては十分検討を行うこと、さらには敷地

全体の総合的利用を踏まえた施設整備計画とすることなどを提言し、事業の整備促進
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を願いました。 

   以上、総務文教常任委員会の調査報告といたします。 

    平成２６年９月１２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。 

○議長（佐藤 悟） 次に、産業厚生常任委員会委員長。１０番。 

○産業厚生常任委員長（須藤軍蔵） 去る６月定例会において、閉会中の継続審査の申し

出を行った災害公営住宅の汚水処理施設についての調査結果についてご報告いたしま

す。 

   現地調査は平成２６年７月１４日午前９時より、全委員出席のもと、村建設部長の

出席を求め、福島県河沼郡会津坂下町を訪ね実施いたしました。 

   会津坂下町は人口約１万７，０００人、会津盆地の西部に位置し、町の中部から東

部は盆地が広がり、比較的平たんで水田が多く、町の西側は山林が広がり、町の東側

から北側にかけて阿賀川が流れ、西部には只見川が流れ、水田の多い東部平たん地で

は水資源に恵まれた肥沃な土地を形成しており、会津盆地穀倉地帯の一部としてコシ

ヒカリの産地となっています。 

   現地調査では、まず役場にて会津坂下町長よりご挨拶をいただき、次いで建設課長、

建設課上下水道班長の案内で、坂下東浄化センター及び大玉村が計画している災害復

興住宅と同規模施設に当たる長井浄化センターの町内２カ所の施設について、現地案

内、浄化槽機械設備等について直接説明を受けました。 

   担当職員より、住民に喜ばれる下水道処理場を目標とし、処理場は緑地公園のよう

に汚水処理層を芝生の下にすることにより、土壌に覆われた悪臭等の二次公害を防止

し、住民の憩いの場の空間をつくり出し、芝生にて毎年祭りを開催、周りには新興住

宅が立地され、新たな町並みが現在形成されていました。 

   今回の土壌浄化法は、接触酸化法の一種である土壌被覆型礫間接触酸化法であり、

浄化フローシートを使用して処理方法の詳細な説明を受け、２０年間の実績、被覆し

た土の交換も一回もなく、目詰まりに対して空気により清掃を行い、何の問題も発生

していないとの話がありました。 

   また、従来のコストのかかる第二次公害対策装置、脱臭装置、病原菌飛散防止装置

等が要らなく、全て土壌被覆構造が解決してくれるとのことでした。維持管理につい

ても、容易な処理方法でもあり、最小限の機械設備で無人運転を可能にし、コスト縮

減が図られていました。 

   委員各位より、我が大玉村においても、新たな技術の積極的な採用で、低コストで

効率的な整備が図られるのであれば、大いに推進すべきとの意見が出されました。 

   最後に、住民の安心することは共通目的でもあり、そのためにも、新技術であるこ

の浄化方法について理解を深めました。なお、地元住民への説明を十分行うよう要望

いたします。 
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   以上のとおり報告いたします。 

    平成２６年９月１２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） 委員長報告が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１５、閉会中の継続調査申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） 

   ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議員発議第７号「「被災児童生徒就学

支援等臨時特例交付金」による就学支援事業の継続を求める意見書について」、議員

発議第８号「軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正などを要請する

意見書について」、議員発議第９号「政府による緊急の過剰米処理を求める意見書に

ついて」、議員派遣の件について及び各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員

長から、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。 

   議員発議第７号から議員発議第９号及び議員派遣の件について及び各常任委員会委

員長並びに議会運営委員会委員長からの閉会中の継続調査申出について、それぞれ順

番に日程に追加し、追加日程第１から追加日程第５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、議員発議第７号から議員発議第９号及び議員派遣の件について及び各常任

委員会委員長並びに議会運営委員会委員長から、閉会中の継続調査申出についてをそ

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５として議題とすることに

決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（佐藤 悟） 追加日程第１、議員発議第７号「「被災児童生徒就学支援等臨時特

例交付金」による就学支援事業の継続を求める意見書について」を議題といたします。 

   提出者の説明を求めます。１番。 

○１番（鈴木康広） 議員発議第７号「「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」によ

る就学支援事業の継続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９月１２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 遠 藤 文 一 

   提出先 内閣総理大臣、文部科学大臣、復興大臣、総務大臣、財務大臣 

   「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」による就学支援事業の継続を求める意

見書（案） 

   東日本大震災及び原発災害以降、被災地の教育現場は、以前とは違った様々な教育

問題を抱えています。 

   福島県の双葉地区では、未だに再開できない小中学校が６校あります。また、臨時

的に再開している学校の多くでは、実験・実習設備がなかったり、運動施設がなかっ

たりと、教育設備および教育環境が十分に整っていない中で教育活動が行われていま

す。 

   現在も多くの子どもたちが今も県内外で避難生活を送り、避難先のそれぞれの学校

で学んでいます。未だにふるさとに帰還することもできず、経済的な支援を今後も必

要とする子どもが多くいます。特に仮設住宅及び借り上げ住宅に暮らす子どもたちは、

大変厳しい環境の中で生活し学んでいます。スクールバスで通学していたり、保護者

の送迎により通学したりしている子どもも多くいます。 

   「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」は、平成２３年度の国の第一次補正予

算で創設され、第３次補正予算で平成２４年度から２６年度までの３ケ年の経費が措

置されています。この特例交付金により、被災した子どもたちには、学校で学ぶため

の諸経費及び通学費（スクールバスの諸経費を含む）等の補助が行われてきました。

高校生に対しては、奨学金の給付として行われてきました。 

   福島県だけでなく、宮城県、岩手県など広範囲の被災地でも、被災した多くの子ど

もたちの就学支援が行われています。この「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付

金」による就学支援は極めて重要であり、平成２７年度以降も特例交付金制度が継続

され、必要な財政措置が行われ、被災した子どもたちに継続した就学支援事業を実施

できるようにする必要があります。 

   このような理由から、下記の事項の実現について強く求めます。 

記 

   １．「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」による就学支援事業を平成２７年
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度以降も継続して実施できるよう、特例交付金制度の継続と必要な財政措置を行うこ

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２６年９月１２日 

                     福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟 

   よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 議員発議第７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２、議員発議第８号「軽度外傷性脳損傷に関わる周知及

び労災認定基準の改正などを要請する意見書について」を議題といたします。 

   提出者の説明を求めます。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 議員発議第８号「軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基

準の改正などを要請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９月１２日 

     大玉村議会議長 佐藤 悟 殿 

                     提出者 大玉村議会議員 須 藤 軍 蔵 

                     賛成者 大玉村議会議員 菊 地 利 勝 

   提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部 

       科学大臣 

   意見書案の朗読をもって、提案の趣旨にかえさせていただきます。 

   軽度外傷性脳損傷は、交通事故や高所からの転落、転倒、スポーツ外傷などにより、

頭部による衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維が断裂す

るなどして発症する病気です。 

   主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下をはじめ、てん

かんなどの意識障害、半身まひ、視野が狭くなる、匂い・味が分からなくなるなどの

多発性神経まひ、尿失禁など複雑かつ多様です。 

   この病態は、世界保健機構（ＷＨＯ）において定義付けがなされており、他覚的・

体系的な神経学的検査及び神経各科の裏付け検査を実施すれば、外傷性脳障害と診断
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することができると報告されています。 

   しかしながら、この軽度外傷性脳損傷は、日本の医療において知られておらず、ま

た、ＭＲＩなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労災や自賠責保険の補償

対象にならないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれるケースもある

のが現状です。 

   さらに、本人や家族、周囲の人たちもこの病気を知らないために誤解が生じ、職場

や学校において理解されずに、悩み、苦しんでいるケースが多々あります。 

   以上のことから、医療機関をはじめ、国民・教育機関への啓発・周知が重要と考え

ます。 

   国においては、現状を踏まえて下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要

望する。 

記 

   １．業務上の災害または通勤災害により軽度外傷性脳損傷となり、後遺障害が残存

した労働者を、労災の障害（補償）年金が受給できるよう、労災認定基準を改正する

こと。 

   ２．労災認定基準の改正に当たっては、他覚的・体系的な神経学的検査法など、画

像に代わる外傷性脳損傷の判定方法を導入すること。 

   ３．軽度外傷性脳損傷について、医療機関をはじめ国民、教育機関への啓発・周知

を図ること。 

   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９月１２日 

                     福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟 

   以上であります。よろしくお願いを申し上げます。 

○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、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９号「政府による緊急の過剰米処理を求

める意見書について」を議題といたします。 

   提出者の説明を求めます。１１番。 

○１１番（遠藤義夫） 議員発議第９号「政府による緊急の過剰米処理を求める意見書に

ついて」 
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   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９月１２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 鈴 木 宇 一 

   提出先 内閣総理大臣、農林水産大臣 

   政府による緊急の過剰米処理を求める意見書（案） 

   ２０１４年産米は宮崎県、鹿児島県、高知県などの超早場米の消費地での取引価格

が「前年を４０００円程度下回る１２０００円台（１俵６０キロ）」などと取り沙汰

され、全国的な価格の大暴落が強く懸念されます。 

   今年から経営所得安定対策が半減され、米価変動補てん交付金も事実上、廃止され

たもとで、今でさえ生産費を大幅に下回っている米価がさらに暴落するなら、再生産

が根底から脅かされることになります。とりわけ、担い手層の経営への打撃ははかり

しれないものがあります。 

   政府は、主食用米から飼料用米への転換を、助成金を増額して誘導していますが、

対策の初年度ということもあり、種もみの確保、マッチング、貯蔵・調整施設などが

未整備であり、生産現場で十分な対応ができない状況にあります。 

   そもそも、この間の米価の下落は、２０１３年、２０１４年度の基本指針を決めた

昨年１１月の「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」で、今年６月末の在庫が２年

前に比べて７５万トンも増える見通しを政府が認識しながら、何ら対策を講じてこな

かったことにあります。また、「攻めの農政改革」で５年後に政府が需給調整から撤

退する方針を打ち出したことも追い打ちをかけています。 

   主食の米の需給と価格の安定をはかるのは政府の重要な役割です。過剰基調が明確

になっている今、政府の責任で需給の調整を行うのは当然であり、緊急に対策を実施

することが求められています。 

   以上の趣旨から、下記事項について、強く求めます。 

記 

   １．緊急に過剰米処理を行うこと。 

   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２６年９月１２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。７番。 

○７番（佐藤誠一） 議長、ちょっと暫時休議していただいて、事務局に他市町村の議会

どのようになって取り上げられているかわかってからで遅くないと思うんですが、暫

時休議を求めます。 
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（「そうです、そのほういいです」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） これは終わってからではだめなんですか。これ何の問題点なんです

か。 

○７番（佐藤誠一） 理由は単純なんです。私もこれ緊急事態が発生しておりますので、

こんな意味のない意見書上げても取り計らってくれないと思うんです。そのために、

他町村の議会にどういう対応したのかということを聞いてからで遅くないと思うんで

す。この今までの今の副議長の発議までは認めますけれども、今後のやっぱり取り扱

いについては非常に疑問に思いますので、それは議長の取り計らいに一任しますので、

一任で…… 

○議長（佐藤 悟） じゃ、ここで暫時休議します。再開は３時５０分といたします。 

（午後３時４０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

   もう一度、別室で委員会を開催したいと思います。 

（午後３時５６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 暫時休議いたします。 

（午後３時５６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後４時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） お諮りいたします。 

   本案については、先ほどの全員協議会で話しましたとおり、産業厚生常任委員会の

朗読を採択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、本案は可決されました。 

   これとまた別なんですが、米が安くなったというようなことで、産業厚生常任委員

会で出した文面よりも強力な要望書を出すというようなことで、暫時休議しまして別

室で文書作文をつくりたいと思いますので、ここで暫時休議いたします。 

（午後４時０６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後５時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第４、議員派遣についてを議題といたします。 

   お諮りいたします。 
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   本件につきましては、お手元に配付の議員派遣の件についてのとおり決定するにご

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。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第５、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

   お手元にお配りいたしましたとおり、各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委

員長から、所管事務のうち会議規則第７５条の規定に基づき、所管事務の調査事項に

ついて閉会中の継続調査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

   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からの申し出のとおり、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からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決定いたしました。 

   次に、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とに決定いたしました。 

   ここで、書類作成のためにちょっと暫時休議いたします。できるまででございます

ので、時間の制限はしません。 

（午後５時０２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開します。 

（午後５時０７分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで再度、追加議事日程を配付いたさせます。（追加議事日

程 配付） 

   配付漏れございませんか。（なし） 
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   議員発議第１０号「２０１４年産米価格暴落による緊急意見書」が提出されました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第１０号を日程に追加し、追加日程第６として議題にしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、議員発議第１０号を追加日程第６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６、議員発議第１０号「２０１４年産米価格暴落による

緊急意見書について」を議題といたします。 

   提出者の説明を求めます。１１番。 

○１１番（遠藤義夫） 議員発議第１０号「２０１４年産米価格暴落による緊急意見書に

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９月１２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 鈴 木 宇 一 

   提出先 内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 

   ２０１４年産米価格大暴落による緊急意見書（案） 

   ２０１４年産米の、会津、中通り、浜通り取引価格は、前年比２～４割減の 

  １０，０００円から６，５００円（６０キロ当たり）と取りざたされ、全国的な価格

の大暴落が懸念されます。 

   今年から経営所得安定対策が半減され、米価変動補てん交付金も事実上、廃止され

たもとで、今でさえ生産費を大幅に下回っている米価が４０年前の価格と同程度とな

り、さらに暴落するなら、再生産が根底から脅かされることになります。とりわけ、

担い手層の経営の打撃ははかりしれないものがあり、このままでは農村社会の崩壊に

つながるものです。 

   特に福島県は、原発事故の根強い風評被害により、米をはじめとする農産物の販売

に苦慮しています。 

   主食の米の需給と価格の安定をはかるのは政府の重要な役割です。政府の責任で農

家が再生産できるだけの価格を維持できるよう、下記事項について、強く求めます。 

記 

   １．再生産を補償する米価にすること。 

   ２．農家経営を安定させる政策を確立すること。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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    平成２６年９月１２日 

                     福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟 

   以上、よろしく審議お願いします。 

○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議案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６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５時１８分） 

 


