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平成２７年第１回大玉村議会臨時会会議録 

 

第１日  平成２７年２月５日（木曜日） 

 

 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 

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 

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 １号 平成２６年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を求め 

ることについて 

     議案第 ２号 大玉村部設置条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ３号 平成２６年度大玉村一般会計補正予算について 

 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２７年第１回２月臨時会が招集されまし

たところ、出席ご苦労さまでございます。ただいまの出席議員は、全員であります。

定足数に達しておりますので、平成２７年第１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） これより本日の会議を開きます。 

   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、会議録署名議員の指名を行います。 

   本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により３番武田悦子君、

４番菊地利勝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。 

   議会運営委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○議会運営委員長（佐々木市夫） 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２月２日、午前１０時より第一委員会室にお

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兼総務課長、企

画財政課長の出席を求め、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、専決処分の

承認１件、条例改正関係１件、補正予算１件の合わせて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２月５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の報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（佐藤 悟） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   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１号から議案第３号まで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（安田春好） 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） おはようございます。ご苦労さまでございます。 

   本日、第１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、予算の専決処分案件１件、条例の一部改正案１件、

補正予算案１件の、合わせて３件であります。 

   議案第１号、平成２６年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を求めること

について申し上げます。今回の補正は、福島県議会議員補欠選挙の執行に伴い、速や

かに選挙執行経費を予算化し、所要の措置を講じるため、平成２６年１２月２２日付

をもって専決処分による補正予算の編成をしたものであります。 

   それでは、補正予算書１ページをお開きください。補正予算第６号は既定の予算の

総額に歳入歳出それぞれ５３０万円を追加し、予算の総額を８４億２，１７０万

２，０００円とするものであります。 

   歳出によりご説明を申し上げますので８ページをお開き願います。 

   款２総務費の選挙費、福島県議会議員補欠選挙費は、５４０万５，０００円の補正

計上であります。これは、投・開票管理者等の報酬で４５万円、職員時間外勤務手当

等で２３９万７，０００円、消耗品等需用費で８２万１，０００円、ポスター掲示や

電算処理等の委託料で８８万９，０００円など、選挙執行に要する経費の計上であり

ます。予備費は財源の調整のため１０万５，０００円の減額であります。 

   続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。６ページをお開きください。 

   款１５県支出金の総務費委託金は、福島県議会議員補欠選挙執行に要する交付金

５３０万円の計上であります。 

   以上、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づく専決処分をしたので、同条第

３項の規定により報告をし、承認を求めるものであります。 

   次に、議案第２号、大玉村部設置条例の一部を改正する条例について申し上げます。

本案につきましては、昨年４月１日に行政組織機構の改革を行い、部の設置により、

事務事業の進行及び職員の管理機能の強化並びに組織間の連携機能強化と、柔軟かつ

迅速な住民サービスの提供に努めてまいりました。今回、部及び課の統合や分掌事務

の見直しを図るなど、さらなる行政組織機構の改革を行い、住民サービスの向上に努
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めるものであります。 

   改正の概要につきましては、６つの部を再編し、総務部、住民福祉部、産業建設部、

教育部の４つの部とし、これに合わせ、課の新設統合を行い、総務課と企画財政課を

統合して総務課とし、地方創生計画などに対応する政策推進課を新設し、建設課と上

下水道課を統合して建設課とするなど、分掌事務の見直しを図るものであります。な

お、教育部については、大玉村教育委員会事務局組織規則で定めており、今回改正は

ございません。 

   次に、議案第３号、平成２６年度大玉村一般会計補正予算について申し上げます。

今回の補正は、災害公営住宅整備事業や農業関係除染対策事業など、緊急性を勘案し

た予算の編成をしたものであります。 

   それでは、補正予算書１ページをお開き願います。 

   補正予算第７号は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ６，２９８万

７，０００円を追加し、予算の総額を８４億８，４６８万９，０００円とするもので

あります。 

   それでは、歳出よりご説明を申し上げますので、８ページをお開き願います。 

   款２総務費の災害対策費、事項④の農業関係除染対策等に要する経費は、２７年産

米の作付に向けた放射性物質吸収抑制対策事業に要する経費２，９０８万円の計上で

あり、水稲作付対象面積１，０００ヘクタールに対し、塩化カリを１０アール当たり

２０キロ散布する計画であります。款８土木費の住宅建設費は災害公営住宅の整備に

伴う各戸の駐車場整備経費として、長期避難者生活拠点形成等基金に４，０３０万

７，０００円を積み立てするものであります。今後、本事業におきまして、予定して

おります６７戸に対し、１戸当たり２台の駐車場を整備する計画であります。予備費

は財源の調整のため、６４０万円の減額計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。６ページをお開きください。 

   款１４国庫支出金の総務費国庫補助金は、災害公営住宅の駐車場整備費用に係る基

金積立財源として４，０３０万７，０００円、款１５県支出金の農林水産業費県補助

金は、福島県営農再開支援事業費２，２６８万円をそれぞれ補正計上するものであり

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。 

○議長（佐藤 悟） 以上で村長の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１号「平成２６年度大玉村一般会計補正予算の専

決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） 県議選であるにもかかわらず、村で歳出しなければならない項目が

あるのかなというふうに思っておりますが、市町村が負担しなければならないその項

目、あれは利ざやでなっているのか、それともその使い道によって負担しなければな
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らないようになっているのか、それについて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。 

   村で負担するものということでございますが、基本としては、ここにありますよう

に、歳出のほうでは予算は５４０万５，０００円を組んでおりまして、歳入のほうで

は５３０万円、これは県のほうから交付金として交付されるということでございます

ので、基本的には若干の一般財源、１０万５，０００円ありますが、基本は全て県の

ほうから賄われるということでございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 基本的にはそれはいいんですが、１０万５，０００円というのは、

基本的には全部県で負担しますよということだと思うんですが、１０万５，０００円

をとる必要がある部分についてお伺いします。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（遠藤勇雄） 再度、８番議員にお答えします。 

   この項目の中では、これだということは特にはないわけで、全体的な予算の中で歳

出を見た場合に、この５４０万５，０００円と、あと歳入では一応５３０万円を見て

いるということで、この１０万５，０００円が特出しているということで、この部分

が見れませんよというようなことはないわけでありますが、予算の段階ではこのよう

なことにしているということでございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 部長。私の今聞きたいのは、基本的には県の支出金だと、それはわ

かります。でもこの１０万５，０００円というのは必要に応じて予算計上したんだと

思うんですよ。だからそれは何のための費用なんですかと。トータルで多少はオーバ

ーするであろうから、大体このぐらいとっておきましたでは答弁にならないんだわな。

その点伺います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。 

   予算の組み方で、歳出のほうは若干余裕を見てとってございます。そして最終的に

出た分は、これは県のほうから全て交付されるというふうな考え方でございます。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 総体的には理解しておりますけれども、実際この選挙は無競争投票

という形で終わったわけでございますけれども、ポスターの掲示板の設置等はあった

わけでございますけれども、それは実際どのくらいの支出でなされていたのか、伺っ

ておきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（遠藤勇雄） ７番議員さんにお答えします。 

   ポスター関係では、ポスター掲示板ですね、それからポスター掲示場の設置、撤去、

こういったもの、それから入場券とかそういったものはもう支出をしておりますので、
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これらを含めますと現在のところ１０２万４，０００円程度が支出してございます。

なお、あとこれは１２月分で、今現在でございますので、そのほうから若干、職員の

手当等を含めますと、１２０万円程度が決算の見込みでございます。 

○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。 

   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１号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第２号「大玉村部設置条例の一部を改正する条例に

ついて」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（鈴木宇一） 今回、６部から４部制にしたと、大変思い切った内部、部再編成だ

なというふうに思っておりますが、この４部制にした狙いというのはどういうところ

なのか、まず村長に伺っておきます。 

   それから、新たに政策推進課というものを設けたわけでございますが、今般、国に

おいては地方創生ということで、各自治体の政策のいかんによっては交付はしないと

いうことでありまして、これは自治体間の競争がますます激化するなというふうに考

えております。そういう意味での政策推進課だろうというふうに思っておりますが、

恐らく精鋭部隊何名ぐらいでこの政策課を維持していくのかという点ですね、精鋭部

隊、大玉村の将来の明暗もかかっているという大変重要なポストだと思いますが、そ

の辺についてお答えを願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、狙いとしましては、昨年６部制をとったときに詳しくいろいろとお話を申し

上げましたが、職員数が１１６から今９９というふうにどんどん下がってきておりま

す。若干今度ふえると思いますが、原発関係とか業務がふえておりますので、一時的

にふえますが、最終的にはやはり９０人台と、１５人から２０人の職員が減るという
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ことになるわけですが、各課のままだと、１つの課、約１５の課がありましたので、

それぞれそこに９９名、幼稚園とか保育所を含めると課の人数というのは非常に、除

くと少なくなってしまうということもありますので、やはり課は統合しなきゃいけな

いということは既にもう１０数年前から、庁内検討の中で建設課と上下水道課の統合

等についても、既に結論は出ておりました。 

   今回、昨年の４月に６部制にして、とりあえずスタートをし、機能するということ

がはっきりとわかりましたので、今度は懸案でありました課の統合ということで、

４つの課を２つの課に統合すると。それから、産業振興課ということで独立させまし

たが、これも産業課の中に入れるということですので、そういう、行政組織をスリム

化するということも、一つ今回の目的でありました。 

   長年の懸案に対して統合すると、それぞれの課長がいて係員が４人とか５人という

ような課になってしまいますので、業務が増大した場合に対応できないと、災害等に

ついてもなかなか難しいということもありますので、部を９０人、１００人、実際役

場の行政でやっている人数でいうと本当に七、八十人の人数でやっているわけですの

で、その人数からすると、やはり部制、部課制ということで横の、どこかの課が非常

に忙しいという場合には、隣の課が手伝うとかということについては、やはり独立し

た課の場合には難しいと、現実的にものを見てまいりましたので、事務のスピード化

ということは大きな狙いでありますし、部長として課長、係長ということで、縦の流

れをつくったほうが事務効率がいいという部分もありまして、昨年の部課長制で１年

間をやった結果、大玉のこの人数であれば、４部で十分だということでございます。 

   そのかわり、部長が課長を兼務してまいりました。これはやっぱり管理職、頭を大

きくしないということもありましたので、これが６部のままで専任課長になりますと、

管理職が非常に多くなって、頭が重くなるということもありますので、やはり組織と

しては４部、そして課長は兼務させないで専任課長を置くということが、非常に事務

執行上はいいのではないかということでこのような形になりました。 

   それから推進課の狙いです。皆さんご承知のとおり、安倍政権が打ち出した地方創

生というのは、アイデア勝負だと、アイデアのないところにはお金を出しませんよと、

その地方自治体が生き残れるかどうかは、今度のそのものにかかっていると、計画に

かかっていると、これも平成２７年度中につくりなさいということですので、当然こ

れは２７年で終わるわけではなくて、そういう考え方というのはこれから続いていく

だろうということですので、議員さんが言われたとおりの理由でございます。ここで、

大玉村の将来がかかってくるだろうということになりますので、そういう計画もつく

っていくということで、今考えているのは企画部門、それからあと、村外に対するア

ピールとか村内に対する広報等も含めて、広報部分もあわせて推進課に入れたいとい

うふうに考えておりますので、人事関係ですので何人今から配置できるかということ

は、確定的なことは言えませんが、５人程度にはなるだろうというふうに考えており

ます。まだ人数はこれからでございます。 

   以上です。 
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○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐々木市夫） ただいまの答弁で、ほぼ今回の機構改革の狙いとか趣旨はおおむ

ね理解できました。ただ１点、この狙いの中に、きょう、今答弁には漏れましたけれ

ども、住民サービスの向上というようなことがあったと思います。果たして我々、私

も含めてこれちょっと聞かれた場合に、具体的にはこういうことなんだよということ

が示されないと、村民に対する説明もそういうことなので、その具体的な今回の機構

改革によって、こういうところが今までよりは住民のサービスにつながっていくんだ

よということがあれば、お示しいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えを申し上げます。 

   この狙いについては、昨年、部制をとるときに詳しく説明されたので省略をさせて

いただきましたが、住民サービスというのはこれは基本中の基本でございますので、

これをやることによって住民サービスが低下するなどということであれば、こういう

機構改革をするのは逆行してしまいますので。 

   まず、今回、福祉のほう、今まで保健センターのほうに高齢福祉とか社会福祉関係

が行っておりましたので、窓口に来られたときに、職員がこっちに来て、最初は住民

の方にあちらへ行ってもらったりしていましたが、今は職員にこちらへ来てもらって

対応してもらっているわけですが、その辺を含めて住民福祉という形で、住民のほう

には国保係とかそういうものも、高齢福祉関係のものもありますので、仕事の中身か

らいうと、福祉関係と住民生活のほうの関係というのは非常に深いものがありますの

で、やはりワンストップというのが今、行政サービスの基本でございますので、役場

に来ればそこで事務的なことは、通常事務的なことはできるということになりますの

で、保健センターのほうには健康づくりのほうが残っていただいて、これは住民から

すると、１５人も２０人もいる事務室になかなか顔出しがしにくいとかですね、非常

に役場というのは来にくいと。保健センターも事務室になっておりますので、非常に

気楽に来てくださいという雰囲気でもありませんので、そういう住民のワンストップ

化、それからあと、住民が気楽に健康関係の相談に来たりできるような形でやりたい

と思っておりますので、できれば包括支援センターも保健センターのほうに全部集約

をしたいというふうに考えております。 

   そういうことで、それからあと産業建設、農業委員会は別なところにいますので、

これはやはり１カ所に集まるべきだろうということもありますので、そういう場所の

移動ですね、農林土木なんかについても建設課のほうでやっておりますので、災害関

係はもうこれ、産業建設は切り離すことができません。というふうに一つ一つのもの

を検討した結果、そういうふうに統合したり配置をするほうが、住民サービス、非常

にスピード感を持ってきめ細かくできるだろうということで、災害が起きた場合も、

部の中で部長を中心として、課による横のつながりもできてくるだろうということで

あります。いろいろ検討の結果、このほうが住民サービスは格段に向上するだろうと
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いう確信を持って、これを実施をするということでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。 

○２番（押山義則） 今回の改正の目的はほぼ理解したのでありますが、かつて大玉村役

場、２課制の時代もございました。村長も経験のある一人と認識しております。今回、

それでそれぞれの部長、大分広い範囲を管轄することになるのではないかと思います。

多岐にわたる複雑な行政内容が想定されますが、その点問題ないかということは失礼

なんですが、それがちょっと懸念されます。 

   それからもう１点は、村民に、先ほども質問ありましたが、わかりづらいのではな

いかということでありますので、案内板とか案内係の必要性を感じるのでありますが、

それを伺います。 

   それから、この条例の改正案の中で、産業建設部の中で、ウとエ、観光及び物産振

興に関することとか、企業誘致及び企業立地に関すること、この辺は、総務部の仕事

内容に併記されても、そういうあわせたもの、そういう考えというものも私は必要と

思っておりますが、その辺はどういうふうに見解を持っていらっしゃいますか。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えを申し上げます。 

   私も過去に、２課制で事業課のほうに所属をしておりました。あのときは、事業課

と総務課の２つ、あと教育委員会がありましたので３課体制ということでしたが、あ

の反省というのは、課長が全部を持ったということで、１人の下に平らなものがいっ

ぱいあったと、課があったということで、課長がやっぱり対応できなかったというこ

とがありましたので、今回、その反省に基づけば、部課制ということで、２課制の上

に、部がありますので、部長の下には課長がおりますから、基本的には課の責任者は

課長です。ですから、課長が責任を持って課を統合し、そして今度その３つなら３つ

の課を部長がきちっと管理をするということですので、２課制のときの反省は十分に

踏まえながら、部制をとればこれは可能であろうというふうに考えましたので、その

ように機能するだろうというふうに考えております。 

   それからあと、案内係は過去にも置いたことがあるんです。ところが、やっぱり

１日に来る村民の数が非常に少ないので、案内係の仕事がほとんどないというような

ことがありまして、やはりこの少ない人数の中で１人窓口に置くのは、かなり人事管

理上難しいということで、これは出納なり窓口が懇切丁寧に案内をするようにしてお

りますので、それでかえるということでやってもらいたいと思います。 

   それから、産業、企業誘致関係とかいろいろ、例えば企業誘致一つとっても、各課

にまたがっています。今現在、農振を外すためにはどうするか、それからどういう企

業があるかという企業を調べたり、企業の誘致に行くのは企画がやっているというこ

とでございますので、これは部長の中で、４人ですので部長間でそういうものを調整

をすると、その部長の下にある課は当然部長の管理下にあるわけですから、そういう

形で、横の連携というのはとりやすくなるだろうというふうに感じております。 
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   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 重ねてちょっと質問申し上げます。 

   村長は前回の議会で、８つのプロジェクトチームが機能しているということを伺い

ましたが、今回の条例改正に合わせて、そのプロジェクトチームの位置づけですか、

どういうふうに捉えてプロジェクトチームというものを、この条例の中での配置の中

であわせて考えていかれるのか、どういう位置づけをされるのか伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   ８つのプロジェクトについては、何を検討するかということが決まって、それに基

づいてプロジェクトが動いていますので、その職員がどこに異動しても、どの課に所

属しても検討内容については変わりはないと。というのは、役場の仕事は１つの課に

専属で所属するものというのはあり得ないというふうに考えていますので、１つの事

業については必ず複数課にまたがって関係をしてまいりますので、その中身の検討と

いうことなので、全て村として今緊急に検討しなければならない部分について、８つ

検討いただいているので。 

   ただ、人事上、今まで１つの課にそのプロジェクトの人が４人集まってしまうなん

ていうことは、可能性がゼロではありませんが、そのプロジェクトの職員を選定する

段階では、課の均衡は考えておりませんので、最初から。今までですと、各課から

１名ずつ出しなさいというような感じでやってきたプロジェクトがなかなか機能しな

いという部分がありましたので、今回は課を無視しての、庁内全域からのピックアッ

プですので、また、自分から希望して入ったというようなこともありますので、これ

に影響されることはないというふうに考えています。 

○議長（佐藤 悟） ほかにまだ何か。６番。 

○６番（佐々木市夫） 今の質問に関連しますけれども、要するに案内係、これは村民の

そういうふうなあれは少ないんでという答弁ありました。私から言わせれば、窓口だ

けが村民と応対でなくて、一番前からいろいろ村長の前に、課長のときにお願いした

こともありますけれども、要するに電話の受け答え、これは村だから仕方ないなと思

って今までいました。ほかに皆さん電話するとわかるとおり、専門の応対係が出てき

ます。 

   いずれにしても言いたいところは、村民が全て各課の、俗に言う直通電話が知れ渡

っていればいいですけれども、それはそれとしてなかなか、それ以外にもいろんな電

話が来るのかなと予想しています。そういう中で、専門的にやっぱり最も美しい村連

合だから、美しい声でとは言いませんけれども、優しい声で、ああ大玉は違うなと、

電話一つでやっぱり、企業はみんなそこに徹底教育していますからね、電話教育はね。

ですから、改めてそちらにお願いしたいと思いますけれども、そうできなくたって、

総務課が一番受け皿になるのかなと思っていますけれども、その辺の受け答えをもう

少し研究していただきながら、案内係を置いたような形までいくのならなお結構です
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し、そのことも含めてあわせて検討していただければと思いますので、村長の答弁も

あわせてお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答え申し上げます。 

   案内係はそういうことで１人でも職員が欲しい、足りないという状況の中で、なか

なか専属で置くことが難しいと。あと電話については、ほとんどの電話が、やはり代

表の３１３１に入ってくるんですね。多分９割とかというレベルだと思います。これ

は今、県もほとんど直通ですね。代表を置かないというようなことで、それぞれの各

課に。ですから、もう少し村民の皆さんにも定期的に個別の電話番号をお知らせをし、

できるだけ経由しないで直接担当のほうにつなげるように、そのほうが逆に言うと住

民サービス上はいいだろうと思いますので、そういうことも含めて、あと電話対応と

か何かについては、これは十分に教育をさせていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） こういう部の設置等々については、人材の関係なりあるいは実質

的な職員が少ないわけですから、そういうことになるということは、それはそれで、

執行部の段取りの範疇でありますからどうこう言いませんが、要は、先ほどあったよ

うに、サービスの低下につながらないようにということは大前提でありますから、そ

こはひとつ心してやっていただきたいというのと。 

   それから、各課がそれぞれの責任者だという、今お話がありましたが、今までです

と例えば企画財政課というものがあって、そこで企画と財政というものが連動してき

たわけですが、今度は総務課に財政とあるわけですから、今言ったように課の責任者

は課長だから、企画推進をしたって財政は別な課の責任者がやるんだから、はっきり

言って推進課なんていうのも、今までもそのときそのときで何かあるとつくっては消

えしたもので、余り重きは私は思っていないんですね。ここら辺にあったこともある

んですね。それは、そのときの政権がどうだなんて言ったときに、ぱぱっとやる話で、

やっぱりそれはしっかりとした計画に基づいた、ことし５年で見直したけれども、そ

ういうもののほうがむしろしっかりさせて、その上に立って今あった話をねばしてい

くということのほうが、私は重要だと思うのね。 

   そういう点で、財政の面で、そこら辺がこの二段構えにならないかと、こういうふ

うにつくったと、さて、じゃお金はというとそちらはお伺いを立てなきゃならないと、

片方だけ財政持っているのに、一生懸命やっているうちにそっちのほうからこうだぞ

なんて言われたのではおもしろくないしね。そこら辺の調整、いわゆる二段構えにな

らないように、どういうふうに考えていくかお尋ねします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   サービスの低下、これについては、当然サービスが高まるということが前提で、こ

ういう機構改革を実施をするということでございますので、それについては努めてま
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いりたいというふうに考えています。 

   それから、企画財政課は、これは大玉村とか本宮は企画財政と総務課が離れており

ますが、岩代、東和、安達等についてはもともと総務課ということで、財政と企画が、

企画財政ではなくて総務課という形で、１つの課の中で人事と財政をやっていたとい

うようなことがありますので、これはそれぞれの町村の考え方ということでありまし

た。今、企画財政課のほうで、企画と財政が一緒なので、企画をやったものは財政の

裏づけがあってということではありますが、やはり財政は非常にシビアですので、同

じ課の中に企画があっても、その企画がどういうふうに機能するかということで、財

政のほうではやはり同じ課の中だからということで、わかったというようなことは、

私の経験上、企財課長やってきましたが、それは例えば総務課と推進課のほうに分か

れたとしても、それについては問題ないというふうに考えております。財政の扱いは

同じだというふうに考えていますが。そして、その上に部長がおりますので、そうい

う重要案件については、部長がそれをきちんと調整をしていくということになろうと

思いますので、その点については、損は出ないだろうというふうに考えています。 

   それから、過去にも企画調整室とか、いろいろそのときそのときの事業に対応する

ような課ができておりましたが、今回の、国の言っている創生計画をつくりなさいと

いうのは、今までとかなり違うだろうということで、やはりそれをきっちりとつくっ

ていかないと大玉村は大変なことになると、お金が入ってこないということになろう

と。そもそもこの地方創生計画自体が地方を創生しようと本気に思って、小さいとこ

ろ、人口の少なくなるところにお金をやったり、事業をあげますよというふうに本当

に思って国がこの政策を出してきたかというと、私は非常に懐疑的なことを思ってい

ます。地方潰しの一環にもなりかねないと。 

   ということは、企画力のない町村、村はできないと。そうするとそれはどうだとい

うと、中核都市に全部金が行ってしまうんです。伊達市とかそういうところでは、総

合政策課というのを新たにつくるそうです。そして、アドバイザーをいっぱい入れて

つくっていくと、そこと大玉村がどう対抗していくかということなんですね。ですか

ら、この我々もアドバイザーをこれから探さなきゃならないです、職員だけではでき

ませんので。ですから、大玉村の浮沈がかかっているといっても過言ではないと。で

すから、本来、最初はこの政策推進課をつくる予定はありませんでした。総務課と税

務課で総務部をつくる予定でおりましたが、これはやはり、今回はこれはだめだぞと

いうことでありますので、今までとはちょっと違うというふうに考えておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） 今、関連するわけですが、政策推進課と、要するに創生ですね、

先ほど村長が須藤さんにお答えいただきましたが、実はやっぱりそれだけのノウハウ

をもって、政府の金ですから、最大限にこの機会ですから利用するというか、それも

大事ですよ。それだけのノウハウをもった人間が、例えばこの村には、職員の中には
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おろうと思うんですが、ただそういったプロ的なものを、この機会ですから立案して

もらって、そしてそれに適応するような立案をしながら、そういった政府の金を利用

するということは、１つの将来の大玉をつくっていく基本になるのには、やっぱりそ

ういったものをどんどん利用していって、要するに政府の金を最大限に利用するとい

うことをすれば、大玉村というのは将来、ほかにないものが現在財産としてあるわけ

ですから、この安達太良山から、そういったもの全ての、村長が拳をあげている自然

ですか、世界一、日本一美しい村と整合性が、それにも絡みながらそういった知識の

ある、どんどん採用して、それをみんなして立案しながら未来を見据えていくのが

１つの村の財産になろうかと思うんで、それも含めてひとつ検討していただきたいと

思います。 

○議長（佐藤 悟） 今のは質問ですか。 

○９番（佐原吉太郎） もちろん、答弁して。 

○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。 

   これは、やはりアドバイザーが必要だろうというふうに考えております。どういう

アドバイザーが頼めるかによって、これは国のほうもアドバイザーの経費については

見るというふうに言っておりますので、どれだけそういうこの地方の事情というか、

こういう村の事情をきちっと理解できるアドバイザーが頼めるかと、俗に言う何々計

画のときに町村名だけ書いて報告書が出てくるようなアドバイザーだと、本当に九州

の村と大玉村、名前だけ変わっただけで中身は同じというようなことになりかねない

ので、それがどういうふうに、やっぱり職員だけでこの計画をつくり上げていくとい

うのは、かなり難しいというふうに考えておりますので、その辺についてはこれから

そういうアドバイザーも探していかなきゃならないと考えています。 

   それから、人材育成については、やはり職員のスキルを高めるということもありま

すので、ことし４月から、県に１名派遣をすると、県の行政もしくは財政のほうに

１年間、派遣、それから県のほうから１名いただくというようなことで、人事交流も

含めながら人材育成をしていきたいということです。ただ、２７年度中につくりなさ

いということですので、今あるスタッフの中でつくり上げていかなければならないと

いうことだと重く考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ３部にするということでありますが、職員数も少ない中で、皆さん

頑張ってやっていらっしゃるわけですが、この部長を担う方の負担というのが、かな

り拡大するのではないかというふうに考えるわけです。これまで５部、そこから３つ

になるわけですから、教育委員会は置いておいて、３つになるわけですから、特に住

民福祉部なんていうところは、本当に住民の皆さんの一番大変なところ、困難な部分

をすくい上げる部分の仕事でありますので、そこに住民生活課、健康福祉課、再生復

興課まで含めた住民福祉部というふうになっていくと、この部長の負担というのがか
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なり拡大するのではないかというふうに感じるところです。 

   そこで、それぞれ部長のこの任務というか役割をどのように考えておられるのか。

そしてまた、この部長の権限というとおかしいですが、どういうふうなところは部長

が担わなくてはならないのか、どういうふうな部分は課長、全てにおいて最終的には

部長の判断、村長の判断ということにはなるんでしょうけれども、そうしていく上で、

住民サービスが本当に今緊急だということが、すぐ素早く対応できるのかどうか、そ

こに不安があるわけですが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   部長の負担拡大は当然。ですから、部長という立場にいる人はそれに耐えられる人

がつかなければ、これはとてもできる話ではないので、これ６人も７人も部長制をつ

くって、これからずっと続けていくというのはなかなか難しい。当然負担の増大とい

うものになりますので、少ない人数になっていくというのはやむを得ないだろうと考

えていますが、これ以上減らすとちょっと無理だろうと。 

   それから、５部、６部制の場合には課長を兼務しておりました。これはかなりの負

担だったと思います。これ１年間その負担に耐えてきたということもありますので、

その１年間の結果を見て、４部までなら可能であろうというふうに考えてきた部分も

多うございます。今度は課長が専任になりますので、部長は最終的には、先ほど言い

ましたように、３つの課であれば３つの課の最終的な最高責任者になりますので。た

だ、日常的に課の中でどういうふうに仕事を進めるというのが、課長がやっていきま

す。ですから、緊急の場合にどうするかというとなると、かえって機能的になるとい

うふうに考えています。大玉役場の場合には、何事あってもすぐに庁議を開いたり関

係課が集まって協議をするわけですが、３つの課がばらばらに取り組んでいくよりは、

１つの部長のもとに取り組んだほうが絶対に、１年間を見てきてもスピード化は図れ

たと、意思の疎通も当然図れるだろうというふうに考えております。 

   役割権限というのはそれぞれ、課長は課の仕事遂行なり職員管理をきちっとやって

いくと。ですから、部長はその３つの課の最終の責任者ですので、当然その役割とい

うのは３つの課を取りまとめると。それから、先ほど言いましたように、役場の仕事

というのは道路１本つくっても、建設課だけに限らず、それは福祉にも該当する、産

業にも該当するということですので、そういう、今、部課長会議を開いた後は部長だ

け残ってもらって、部長には部長のお話をさせていただいているということで、これ

は部が多くなればなるほど専任の課長というのはやはり難しくなってくる、そこに専

任の課長を置くと、それこそ管理職だらけということになりますので、組織的に硬直

してしまいます。船頭多くして船ということにならないためにも、やはりこの人数が

適切なのかなというふうにも考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） この分掌事務の中で、例えば総務部の中では村政の総合的な企画調
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整及び基本構想に関することと、こういうふうになっていますよね。それはああそう

ですかというふうに思います。でも、各部それぞれ各課、やはりそこの係になった場

合には、当然、企画立案から実施するまで本気になってやろうかというふうに思いま

す。そういうときに、例えば産業課ですと、産業建設部の中で観光及び物産とか、あ

るいは商業及び工業に関すること、あるいは住宅及び建築に関すること、都市計画に

関すること、公園及び緑地に関すること等々、これ産業建設部だと。だからそれぞれ

の係が企画立案まで、そして実施までということになれば、この総務部における政策

推進課とか企画係は一体何をするのかなと、こういうふうに思うわけでございます。 

   ですから、その辺の仕事の内容については当然調整して、どちらが優先か、あるい

はどちらが主に大玉村の将来の政策を推進していくか、誰が企画するのかということ

は、きちっと内部で話し合いはできているかとは思いますが、それらの各、例えば産

業部なら産業部、産業建設部の仕事の企画立案、そして実施までもうそこでやってし

まうのか、それとも、それ以前に政策推進課あるいは企画係できちっとやったものに

対して、今度は各部で実施していくというふうな考えなのか、その辺についてお伺い

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いたします。 

   それぞれの課なり係には当然、立案計画をつくるというのは責任があります。です

から、教育委員会は教育委員会の教育関係の立案計画がありますし、農政は農政の計

画立案があります。ですから全ての課、係にはそういう計画立案というのは入ってま

いります。それはそのセクション、セクションの計画です。ところが、総務部のほう

で見ているものというのは振興計画、総合振興計画とかですね。総合振興計画は総務

部のほうでやりますが、当然、各部各課のほうから計画を上げていただいて、立案を

していただいて、それを取りまとめをして村全体の振興計画等をつくるのは、総務部

のほうで実施をすると。それから、前にもお話ししました村の国土利用計画は総務部

のほうでつくります。ですが、実際今度農振を外す、特別管理で農振を外しましょう

という、全村的に外しましょうという場合には、総務部のほうで全村的に農振地域が

縛りが強くて開発ができないと、何とかならないかというふうになると、それの実施

は今度産業建設部のほうで農振を外す特別管理の事業を遂行していくと。 

   それからあと、例えば大きな開発があった場合、住宅開発なんかの場合、これはど

こでやるんだというと、やっぱり全体的な取りまとめは総務部のほうでやります。そ

の場合に、農振を外したり個別のものについては各課がやっていくということですの

で、各部の仕事の中身まで総務部がやるということではありません。ですから、各部

ごとの計画立案というのは当然出てまいります。村全体で何かをやろうと、振興計画

をつくろうという場合は、そういうものを取りまとめをして、村全体の方向づけは総

務課のほうで成文化をしていくということになるのだろうというふうに考えておりま

す。 

   以上です。 
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○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 先ほど、大玉村のこれからの政策推進していく場合に、職員ではな

かなか大変だと、だからアドバイザーを何とかするかなというような答弁でしたよね。

きょうは職員これしかいないからいいけれども、９０人、１００人いる職員の中で、

何人か集まれば、わざわざそこまで長が言わなくたってやると思うんですよ。やれる

と思うんですよ。だから、最初から他力本願的なことじゃなくて、やってください。

９０人、１００人いる職員の中でやれないなんていう話ないって。やれる。やってく

ださい。どうしてもだめとなったら、それはそのときにまたアドバイザーも、それは

それで考えるべきだと思うけれども、当初予算、新年度に始まるというときに、それ

じゃだめだって。その点、もう１回。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   アドバイザーに丸投げをすると、アドバイザーというのは、職員が動くときにこう

いう事業が全国のどういうところにありますよとか、こういう手法で事業展開したら

こういう結果がありましたよということを、職員が全て把握することはできないと。

ですから、丸投げをして計画をつくっていただきましょうではなくて、当然、アドバ

イザーですから、アドバイスをいただきながら、いろんな必要な資料を出してもらっ

たり、最後に計画書をつくらなきゃならないです。そういうときに、その文言を調整

してもらうとか、それぞれ専門的な知識のある人を頼まないと、職員が通常の仕事内、

だから企画、今回の推進課はそれだけではないですから、従来の村の広報を出したり

ホームページを管理したり、広報係がですね、そういう通常の仕事です、当然。 

   ですから、今回の地域創生計画をつくるためにその課をフリーにすることはできま

せん。人数的にとてもできないです。ですから、企画係が例えば推進課のほうに入り

ますね。企画係は従来の、今度５年に１回の振興計画の見直しの年になっています。

ですからこれやらなきゃならないんです。そのかわり、統計やっていたものを総務の

ほうに持っていきましょうと、だから統計があいた分しか時間がないんですよ。それ

以外の仕事は従来どおり企画係が仕事やっていただくと。統計事務にかかった事務だ

けがあきますので、それで人がいるんです、係の時間があるんですということはあり

ません。１００人はいますが、幼稚園・保育所まで含めて、アットホームまで含めて

いくと本当にいないんですよ。職員はもう、きゅうきゅうとしてやっています。 

   だから、職員が能力がないとかじゃなくて、今のきゅうきゅうとした仕事の中で新

たに国から出してきた、一方的にやれよと、アイデア勝負だからやらなかったら金や

らないからというような、非常に我々からすると小さい町村いじめみたいな形になっ

てしまいかねないような政策が時限で出てきているのには、対応しなきゃならないと。

ですから、足りない分をアドバイスをいただいたり、資料をつくっていただくという

意味ですので、職員を信用していないとかどうのこうのということは、一切考えてお

りません。その中でやっていきたいと。間に合わせないとしようがないということで

す。ですから、議員の皆様にも、ぜひそのアドバイスをお願いしたいんです。こうい
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うことをどこかでやっているからどうだとかということも、本当に村総合力でやって

いかないと間に合わないだろうというふうに、非常に危機感を持っています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） 今、創生のこと、それぞれ私、前に言いましたが、実は村で見る

宝というのはなかなか見えにくいんですよね。ところが、ほかから来た、他県から来

た人間というのは、大玉のよさというのは結構見えるものですよね。だから、そうい

った面で広くやっぱり広げて、この将来の村というものはいっぱい宝があるんですよ、

村には。その宝を見出すには、やはりこの村だけではなく、いろんな知識人も含めた

中で広くそれを求めて、そしてとにかく、国が出しますよというにはそれだけの魅力、

将来的にあらゆる角度からそういうものを見出して、そして最大限に利用する以外に

はないんですよね。せっかく出すと言ってきたんだからね、国は。そのかわり自分で

デザインをしなさいよと、強く言っているわけですから、そういうことも含めてひと

つそれらを力を入れてやっていただきたい。その件についてはお答え願いたいと思い

ます。さっき、ちょっとお答えなんて言わなかったから、まだね。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） はい、そのように努力してやっていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

   ７番。 

○７番（佐藤誠一） 村長が一昨年就任して以来、美しい村連合に参加とか、課を部にす

るんだということで積極的になったこの手法は私も評価したいと思いますけれども、

やはり昨年も３月定例会に向けて、部局の発生に伴って昨年は１月に臨時議会をやっ

たわけでございます。その中で、この部制をしくに当たり、村長は２つの大切なこと

を言っておりますので、ちょっと議事録を出しておきましたので、村長にその２つの

ことだけ聞きます。 

   第一には、地方主義の時代にふさわしい自立した村づくりを推進していく上で、多

様化、複雑化する住民サービスや行政課題に対応すべきとし、いろいろある、２つあ

った課を１つにまとめて、教育関係を含めて６つの部にするんだというふうに、課自

体は総体制にまとめていくということで、今回も分掌事務という言葉を使っておりま

すけれども、しかしながら、新たな行政課題への対応を図るべき２つの課を設けると

ともに、分掌事務の見直しを行うことでも積極的にしておくということでございます。 

   平成２６年度を見ますと、産業福祉課関係でアットホームの支配人、アットホーム

には副支配人も設けておるわけでございますけれども、観光を含めながら、地元の産

業振興、発展するということがことしの目玉だと。来年度に向けては、皆さん今まで

いろいろ議論したように、地方創生のもとに、これ大臣もできておりますので、地方

再生のためにこの政策推進課を設けるということでございますけれども、まず、一つ

大きな課としては部をまとめておくんですけれども、この分掌事務についての整合性
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はどこにあるのか、まず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） 分掌事務というのは、各課がとか係がどういう事務をやっていくの

かということでございます。今回、最初は推進課というよりは総務課のほうに全て企

画も財政も人事も集めると、総務課という構想でやってまいりましたが、政策推進課

をつくって、その中で企画と外部に対する、内外に対する広報等を担当するんだとい

うことで、その事務の中身を整理をするということでございます。それぞれ、先ほど

今、アットホームのお話がありましたが、これは産業部ということになると、全ての

産業に関するものはその部の中に統合するということで、前は商工観光については、

企画商工観光ということで企画商工のほうにあったわけです。それを今度分掌事務の

整理ということで、産業、商工、商業、工業、農業、全部それを産業と一つの捉え、

村のベースとなる産業として捉えて、それを１カ所に集めるということが分掌事務の

整理と。 

   それからあと、建設課と例えば上下水道課を合わせたということにしますと、上下

水道課は大きな建設工事等が終わりまして、今、石綿管の交換とか、工事の中心にな

るのは。それから通常の運営管理という形で落ちついてまいりましたので、これは建

設関係と災害等の場合も一緒ですし、１つの課の人数がふえたほうが、課長のもと、

お互いに融通がきくということですので、これを１つの事務の分掌を建設課というこ

とに合わせて１つにまとめていくというふうに、関連のあるものを、事務分掌を今回

の機構改革に基づいて分けたりくっつけたりしていくということでございます。それ

が住民サービスに結びつく、迅速化に結びつくということで、検討してまいった結果

でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 今の説明については、大体わかっておきます。２つほど質問したい

と思います。 

   村長に率直にお聞きしますけれども、村長は公務において、副村長もおりますけれ

ども、いろいろな挨拶等をするに当たって、秘書的な役割をする秘書課の、今後設置

などの考えがあるのかないのか。また、この政策推進課においてアドバイザー云々と

いう言葉も発信されておりますけれども、これには専門的な知識が欲しいんだという

ことになりますと、当然やっぱり職員だけでは済まないことになると私は思うんです

けれども、これについて、かつて三春町でもやっておりました教育長の公募制とか、

都会でやっている学校の校長の公募制もありますので、そういったところの公募制の

中で人選を選択していくというふうな考えがあるのか、この２つを伺いたいと思いま

す。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 秘書課は、例えば二本松とか本宮、秘書公室課とか秘書課とか、市

には秘書課がございますが、村には多分、人員の関係とかで、いれば非常に機能する
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とは思いますが、今、大玉の場合には課長補佐が秘書的な、普通の業務をやりながら

私の日程調整をしていると。ですから、誰か一緒に同行して出張していかないとまず

いようなときには、部長に行っていただいています、今。村長と同じように行って、

その行った会議に参加したり、いろいろ経験してもらう、国会議員と会っていただく

というようなことで、部長を中心に今は随行していただいている。ほかのほうは、秘

書係長とか秘書公室長とかがついて行っておりますが、大玉の場合にはそういう形で

職員が村長の日程調整をするということで、あと出張の場合には部長等一緒に行って

もらうと、必要な場合ですね。通常は１人で出張していますので、そういう形で考え

ております。 

   それから、アドバイザーについての公募となりますと、また職員をふやすことにな

りますし、今回は２７年度中に出しなさいということですので、かなり臨時的なもの

になりますので、そういう期間もありますから、専門的な知識を持った方にアドバイ

スをいただくというようなことで、今そういう方向で考えているということで、誰に

頼む、どこに頼むというところまではまだ具体的には考えておりませんが、これは大

玉だけではなくて、全市町村が外部にいろんなアドバイスを頼むためにするというふ

うに考えております。そういうことでございます。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） もう一つ別の質問をしたいと思いますけれども、今回、４部制にな

りますと、当然、部長級は４人、議会等に上がると思いますけれども、そのほかの今

回は会計責任者になりますと、かつての収入役の代理ということで、出納室もこれは

左にかかっておりますけれども、あと議会事務局、農業委員会、教育もですけれども、

課長級でどの程度の方々が議会等のひな壇に上がってくるのか、お聞きして最後の質

問にしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   部長４人しかおりませんので、細かい数値的なことについてはやはり課長でないと

わからないということもございますので、基本的には部課長にまた会議に出ていただ

くということを考えております。ただ、全課長が出るということになりますと、例え

ばアットホームなんかの場合がもしあった場合には、業務のほうに専念してもらって

部長等がきっちりと把握すればいいだろうということもありますので、全員というふ

うには考えておりませんが、これからちょっと検討をして、課長にもできるだけ出て

いただくと。それは別な意味で、議員の皆さんからいろんな質問があったり、いろん

な考え方をやったときに、課長としてそれを聞くことも必要だというふうにも考えて

おりますので、その辺については仕事の中身等を見ながら検討してまいりたいと、基

本的には部課長に出ていただく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。４番。 

○４番（菊地利勝） ４部制については異論はないんですけれども、人事権に関しては
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我々議員、議会どうこうないんですけれども、やはり職員の適材適所というのは大変

必要ではないかなと思うんですけれども、部署によっては職員長く、調べたわけでは

ないんですけれども、１０年近くいる職員もいるような状況に聞いております。やは

り職員のやる気、今回、この部を制定に変えては職員の意見を聞くだろうと思います

けれども、職員のやる気の環境づくりがやはり大変必要ではないかと思っております

けれども、村長の考えとして一言お願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   これは、役場の本当に長い間の懸案でございます。少ない人数の中でやっているの

でなかなか回らないということで、５年も１０年も、５年はそんなに長いと感じませ

んが、１０年も同じ部署にいるというような者も現実にはございます。長くいる場合

にはかえがたいという、他者にかえがたくてなかなか動かせないというのが多いんで

すね。どうしてもやっぱりそこをかえると、業務、住民サービスに影響が出るという

こと、それが適材適所なんですね。適材、この人はこの部署が一番合っているし、非

常にスムーズにいっているというものを動かすのが、なかなか人事上難しいんですが、

やはりどこの役所もそうだと思いますが、それでもやはり動かすと。そのためには、

その下に次の方を育てておかないと動かせなくなってしまいますので、その辺は今回

の人事についても十分に考えていきたいと思います。 

   ただ、少し統合したり組織をいじりますので、人が余り大幅に動きますと、またそ

れぞれ支障が出る場合もありますので、とりあえずは次のかわれる人を育てるという

ような形の人事は、やっていきたいな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。 

（「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２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。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第３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） 農業関係と公営住宅についてお尋ねしたいと思います。 

   農業関係においては、今年度も塩化カリの配布、さらには散布料の補正額だと思い

ますけれども、塩化カリと最初の年に配布されたケイ酸カリ、この価格は一袋でどの

くらいの差額があるのか、まず伺っておきます。 

   公営住宅でございますけれども、今回は積み立てということでございますけれども、

積み立て云々というよりも、非常に造成工事が遅れて、まだ建屋の建設にも入れない

という状況で、見直した計画よりも１カ月ほど遅れるというふうな計画も聞いており

ます。ここ最近、私の知っている人が２人ほど亡くなって、葬式等にも行ってきたん

ですけれども、その家族の方の話ですと、少なくとも抽選で当たった住宅に入りたか

ったというのが希望ですので、その計画、どの程度まで見通しているのか、この２点

伺いたいと思います。 

（「議長、６番ちょっとよろしいですか」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質問なんですか。 

○６番（佐々木市夫） 質問でなくて、退出願を出しておきましたけれども、時間ですの

で退出してよろしいでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） はい、わかりました。どうぞ。 

（６番 佐々木市夫議員 退室） 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長兼農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに。 

   放射性物質吸収抑制対策の中で、塩化カリとケイ酸カリの価格差でございますが、

価格差については１，０００円弱、約７００円から８００円程度の価格差がございま

す。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長兼建設課長（舘下憲一） ７番議員さんに、公営住宅関係の工期の関係をお話

しいたしたいと思います。 

   ご質問のとおり、当初よりも大分完成が遅れているということで、以前にもお話し

したとおり、最終的には１２月の中旬ぐらいに入居できるようになるというような予

定で進んでおりますが、大変残念ながら造成工事のほう、今現在進めておりまして、

天候と造成の土質の関係、火山灰土でございますので、雪関係が降って締め固めする

とすぐやわらかく軟弱になってしまうということで、それらを当初は残土なしで計画

しておりましたが、今現在は若干の購入土等を入れながら工事のほうを進めていると、

二次製品関係につきましては予定どおり入っておりまして、ご覧いただいた方はおわ

かりかと思うんですが、それぞれの区画に擁壁等は既に設置はされております。 

   ただし、これから上下水道の配管工事等を進めて、最終的には舗装というところま
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でいかなくてはいけませんので、現在、質問のとおり天候の関係で１カ月程度遅れて

いると。ただし遅れている部分につきましては、Ｄ１街区といいまして、平屋の街区、

一番東側になります。東側の村道に面した、間黒・皿久保線に面した街区につきまし

ては若干その土質と積雪の関係で遅れていると。Ｃ街区とＧ街区については、ほぼ予

定どおり今のところは進んでいるという状況でございますが、また今夜雪が降るとい

うような天気予報になってございますので、それらが大きな影響を及ぼさないという

ことを願っております。一番早い入居に関しては、そのＤ街区が９月ということで説

明会では申しておりましたが、先ほども言いましたように、土壌の関係が余りよくな

いということで、今後、建築工事に入った際は、地盤改良等が出るということになれ

ば、さらに、大変申しわけないんですが、入居が遅れるというようなことが予想され

ます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 村長に伺いたいんですけれども、安い肥料といえば安い肥料がなき

ゃいけないというのはこれ当たり前のことであって、農家は、これただで配給される

から仕方なくてケイ酸カリをふっていると思うんです。窒素ならば高価で、栄養価と

いうのも、ケイ酸というのはどういう成分かというと、私専門家だから、農家だから、

ケイ酸というのは、一番やっぱりここではいもち病という病気が一番多発するんです

けども、葉っぱにこう被覆するんです、ケイ酸というのは、それで、いもち病の予防

にもなりますし、塩化カリとなるとどういうことかというと、悪いこときり出てきて

ないんですね。窒素が多くて勢いよくいった葉や茎をかたくするということ、これは

倒伏、倒れる防止剤にはなるんですけれども、その効果きりできないんで、２０キロ

散布、生育中に２０キロ散布したら、もう品質も落ちますし多種も認められないです

ね。ただがさつくという話なんです。 

   そういったことで、村単独でできるかできないかわかりませんけれども、強く県に

要望していただきたいのは、やっぱり高価であっても塩化カリの散布がぜひ必要と私

自身も思うし、農業者は皆そう思っているんです。安ければいいんではなくて、ケイ

酸カリの散布で県は対応してもらいたいという要望をぜひしてもらいたいので、この

点に、村長にどういうふうな方法があるのか。 

   あと、７ページを見ますと、長期避難についての今回の交付金の基準額は１０分の

８ということでございますけれども、残りの１０分の２について、また、かつて

２１億から２２億の３月度の当初予算でいきますと、８分の７は当然交付金というこ

とで、８分の１はこれから入るであろう入居者の月々の賃貸であげるということでご

ざいますので、この１０分の８に対する１０分の２に対してと、あと８分の７に対し

ての８分の１は今後どのように推移していくのか、当局に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をいたします。 

   県のほうは、どっちかというと生育とか、そういうものよりも金銭的なことと放射
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線の抑制効果ということで、どっちもそれはあるだろうというような考えだというふ

うに伺っています。だんだん支出する金を絞ってきて、厳しくしているという現状が

あります。ただ、これから検討、時間的に可能かどうかというものも含めて少し検討

させていただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（遠藤勇雄） ７番議員さんにお答えします。 

   長期避難者の関係でございますが、今回の避難者支援事業で駐車場整備、これにつ

いては、ここにありますように基準額の１０分の８は交付金と、あと１０分の２につ

きましては震災特交でみれますので、これも国の関係でございますから、実質、村の

負担はないということになります。なお、従来のといいますか、今の公営住宅の８分

の１については、８分の７は国のほうから国庫で出ますし、８分の１については自主

財源でありまして、それについては起債で対応するということでございます。したが

いまして、今回の駐車場整備にかかるものについては、そちらのほうが有利になると、

村の持ち出しはない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。２番。 

○２番（押山義則） ２点ほどお伺いします。 

   この災害対策費の中で、放射性物質吸収抑制対策、先ほどの質問にもございました

が、根本的なことを伺いたいんですが、塩化カリ散布の必要性、これ農政課あたりど

ういうふうに認証しているのか、改めて伺いたいんであります。 

   それから、一袋２，２６８円としたこの計上でございますが、この価格決定の根拠

というのは、これは農協単価でやっているのか、国か県の、県で管理している部分の

単価決定になっているのか、その点あわせて伺います。 

   それから、住宅建設費の中のこの駐車場の整備でございますが、既に造成工事、住

宅工事は発注済みなんでありますが、この駐車場の整備についてはどちらの部分で管

理管轄していかれるのか、改めて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長兼農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、吸収抑制対策の関係でいわゆる必

要性ということでございますが、これにつきましては、県から出ております２７年産

米の放射性セシウム吸収抑制対策という中で対策が出されておりますが、これに基づ

いて実施するということで、この中でもいわゆる先ほども話がありましたが、塩化カ

リが吸収抑制に効果的だということでございます。その中でも、特に本村につきまし

ては過去に５０ベクレルを超えたものが、実質２６年産米にも５０ベクレルを超えた

ものがございます。そういった中で、今後も土壌中にはセシウムはありますので、カ

リ成分が低くなると稲が吸収しやすいという試験の結果も出ておりますので、これら

の吸収抑制についてはカリの散布が効果的だということで捉えております。 

   あと、単価の決定でございますが、予算を算出する段階では参考見積もりを徴取し

ておりますが、今後契約の締結においては見積書を徴取しまして契約をして、各農家

に配布するということで、それらの資材と配布量も込みの単価で契約したいと思って
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おります。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどの駐車場整備事業で、従来の公営住宅整備事業か、または駐車場整備事業ど

ちらで取り組むんだというご質問かと思いますけれども、今まで予算の議決をいただ

いておりました２１億５，０００万円の災害公営住宅整備事業、こちらのほうで従来

駐車場整備をみておりました。今回、復興庁の指導によりまして、それとは別の避難

者支援事業、災害公営住宅駐車場整備事業という別メニューがございます。こちらの

事業によりまして駐車場各戸に２台分のスペース、この事業によって整備をするとい

うことで今後進める予定でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 今もう散布して３年目になるのかな、今後これ何年続くと考えてよ

ろしいのか、根本的な疑問なんですが、その点お答え願いたいと思います。それから

この住宅建設の中で、今説明ありましたが、これはそうすると前に発注したものの分

を減額して新たな発注という形になるわけですか。その点伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長兼農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、いわゆる水田の吸収抑制対策、今

後何年続くのかということでございますが、先ほども申し上げましたが、県の技術指

針の中で、２７年度もカリを散布した吸収抑制対策を行っていくということで、昨年、

この技術指針が出されておりますので、これらに基づいて２７年も作付米に実施して

いくと、あわせて全量全袋検査を実施していくということになっておりますので、

２８年度以降はどのような、いわゆる技術指針が出されるか不明でございますが、今

年は作付米に例年同様、カリを散布して吸収抑制対策をしていくということで、対策

を行っていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   事業につきましては、現在、本体工事につきましては県のほうで既に発注済みでご

ざいます。これは外構工事については別に県のほうで発注になりますので、基本的に

は既存の公営住宅整備本体工事とは別枠で、駐車場関係、外構関係については今後発

注になるという考え方でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一）  塩化カリについて１点確認しておきますが、この予算、

２，９０８万については水田だけということでしょうか。ここに書かれている

１，０００ヘクタールは水田だけですね。畑作も昨年においては大豆、ソバ、麦、そ

ういうものに対しても配布されたというふうに記憶しております。残念ながら大山地
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区では、大豆は１００以上出たという経過がございますから、この辺について、畑作

の塩化カリ散布はことし予算化されるのかどうか、お尋ねしておきます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長兼農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに、吸収抑制の関係で、今補正予算に

計上しているものは、水田に対する吸収抑制でございます。今ほど５番さんからあり

ましたように、畑作に対する吸収抑制、特に昨年暮れ、大豆から、大山地区でござい

ますが、１００ベクレルを超過したということもございますので、畑作に対するもの

については、新年度予算で対応して吸収抑制対策を進めてまいります。 

   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） 災害対策費の農業関係の費用でございますが、県の補助事業で

１０分の１０でありますが、ここで一般財源を予算化しておりますが、これは各市町

村が負担しなければならない項目はどういうことになっているのか、どういう部分に

ついて各市町村が負担しなければならないというふうになっているのか、伺いたいと

思います。 

   次の住宅建設費についてでありますが、先ほど１０分の８が交付されるということ

でありますが、これ積立金とする場合に、先ほど震災特交で１０分の２みれるんだと

いうことでありますが、現在積み立てする段階でまだ来ていないとすれば、村自体の

予算の中で積み立て、一緒に１０分の１０積み立てしなくてもいいのかどうか、ある

いはこの災害特交で１０分の２みるんだというのであれば、この災害特交で来る

１０分の２というのはいつごろ来る予定なのか、それについて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長兼農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに、吸収抑制対策の関係の一般財源で

ございますが、これは資材に対するものについては１０分の１０、県の営農再開支援

事業の対象となります。一般財源の部分については、いわゆる散布料という形で一般

財源で計上しておりまして、これらについては、吸収抑制の対策を徹底するという意

味から、農業委員会の算出作業単価に基づいて一般財源を措置している内容でござい

ます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   災害公営住宅の今回の基金積立金でございますけれども、この国庫１０分の８、

４，０３０万７，０００円につきましては、あくまでも国庫分についての積み立てと

いうことで、残り１０分の２、これにつきましては後年度負担の平成２７年度の震災

特別交付税で基本的に措置されます。一旦、村のほうで起債を発行して立てかえ払い

という形にはなりますので、原則支出につきましては、国庫分の交付金だけを基金に

積み立てをいたします。残り、今までのケースですと、８分の１は村負担、今回

１０分の２は村負担ということになりますので、それぞれ一旦起債を発行した中で支
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出をしますが、積み立てはあくまでも国庫の交付金分だけになりますので、残りにつ

いてはそれぞれの予算の中でストレートに支出をしていくと。積立金については一旦、

積立金から一般会計に落としまして、そこから支出すると、そういう２段構えで支出

をしていくということになってまいります。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 農業関係の散布料は市町村持ちだということでございますが、これ

については、市町村の東電に対する損害賠償に該当して賠償しているのかどうか、そ

れについて伺います。 

   それから基金の関係でございますが、要するに今答弁した村負担分については、基

金のほかに一緒に、同時に積み立てする必要はないんだということでございますが、

だからそうなんでしょうが、ただ、支出するというときに、じゃ村の分は、その基金

を取り崩したときに、村で１０分の２を負担しますということでやるような事務処理

になるのか、その点についてもう一回伺います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（遠藤勇雄） 散布料の賠償の件でありますが、これについては東

電のほうに引き続き請求をするということでございます。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   議員さんのおっしゃるとおりでございまして、国庫分については基金に積み立てを

した額だけ、それを今後は２７年度の当初、県からの請求に基づきまして、一旦、必

要額を全額県のほうに支払いをいたしますけれども、その際、国庫交付金分８分の７、

１０分の８、これを基金から取り崩しをしまして、村負担分と合わせた予算化をさせ

ていただいて、総額を県のほうに一旦支払うと。県のほうで、工事が終わったあと、

余ったといいますか、必要なかった部分については一旦村のほうに戻すと。村のほう

で戻った分について、不用額については国庫に返納すると、そういった事務の流れに

なってまいります。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「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。 
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   よって、これより議案第３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２７年第１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１１時３８分） 

 


