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平成２７年第２回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  平成２７年３月６日（金曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 鈴 木 康 広   ２番 押 山 義 則   ３番 武 田 悦 子 

    ４番 菊 地 利 勝   ５番 鈴 木 宇 一   ６番 佐々木 市 夫 

    ７番 佐 藤 誠 一   ８番 遠 藤 文 一   ９番 佐 原 吉太郎 

   １０番 須 藤 軍 蔵  １１番 遠 藤 義 夫  １２番 佐 藤   悟 

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

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

住 民 税 務 部 長 
兼住民生活課長 菊 地 平一郎 

産 業 部 長 
兼 農 政 課 長 鈴 木 幸 一 

建 設 部 長 
兼 建 設 課 長 舘 下 憲 一 

福 祉 環 境 部 長 
兼健康福祉課長 武 田 孝 一 

教 育 部 長 
兼教育総務課長 武 田 好 広 企 画 財 政 課 長 押 山 正 弘 

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

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第 ４号 教育長の服務等に関する条例の制定について 

     議案第 ５号 大玉村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介 

            護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関 

            する基準を定める条例の制定について 

     議案第 ６号 大玉村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定 

            について 

     議案第 ７号 大玉村鳥獣被害対策実施隊設置条例の制定について 

     議案第 ８号 大玉村行政手続条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

            の一部を改正する条例について 

     議案第１０号 村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 
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     議案第１１号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第１２号 英語指導を行う外国青年の給与等に関する条例の一部を改正す 

            る条例について 

     議案第１３号 大玉村スクールバス使用料に関する条例の一部を改正する条例 

            について 

     議案第１４号 大玉村立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例について 

     議案第１５号 大玉村保育所条例の一部を改正する条例について 

     議案第１６号 大玉村放課後児童健全育成事業費用徴収条例の一部を改正する 

            条例について 

     議案第１７号 大玉村介護保険条例の一部を改正する条例について 

     議案第１８号 大玉村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を 

            定める条例の一部を改正する条例について 

     議案第１９号 大玉村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

     議案第２０号 大玉村水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

     議案第２１号 大玉村水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例について 

 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。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。 

   なお、本日、傍聴に佐々木正博さんほか７名の方々がお見えになっておりますので、

ご報告申し上げます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１、一般質問を行います。 

   ８番遠藤文一君より通告ありました「除染の進捗状況と今後の対応について」ほか

３件の質問を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） おはようございます。８番遠藤文一です。 

   これより平成２７年３月定例議会における一般質問を行います。 

   かつて経験したことのない東日本大震災と原発事故の大惨事から、早くも４年にな

ろうとしております。今日までいろいろな形で放射能汚染による苦しみ、不安は、は

かり知れないものがありました。そんな中、本村の放射能除染作業も逐次実施されて

おりますが、それらの除染の進捗状況と今後の対応について伺います。 

   現在、２月末時点の住宅除染の進捗状況と大玉１７区における対応です。 

   県のホームページによると、大玉村の除染実施状況の進捗図を見ると、１７区の表

示がないのは、線量が低く除染計画にないからなのか伺います。 

   また、このたびの行政報告では、面的除染、面的住宅除染の発注に対する完了率は

７２％になっているとのことでありますが、現在、住宅除染が全然手を入れていない

世帯は何世帯と認識しているのか、行政区ごとに伺います。 

○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。 

   村全体の除染計画につきましては２，５００というふうに定めておりまして、現在、

発注件数が２，３９９件、２月末現在で全て書類等完了したものが１，９５２件、計

画に対しては７８．１％、発注件数に対しては８１．４％の進捗状況になっておりま

す。 

   次に、１７区の関係でございますけれども、これは、除染計画上はきちんと位置づ

けられております。昨年１０月に区長さんと管理事務所と除染実施について協議を行

っております。 

   まず、居住している住宅敷地内の代表地点１１件程度を抽出いたしまして、現時点

での空間線量及び敷地内の汚染状況を調査しました。その結果、地上１メートルで

の空間線量の平均につきましては０．１６マイクロシーベルトパーアワー、最小は

０．０８マイクロシーベルトパーアワー、最大で０．３３マイクロシーベルトパーア
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ワーという結果でございました。 

   また、道路につきましては、１０７カ所の空間線量は平均値で０．１６マイクロシ

ーベルトパーアワー、最小が０．１１、最大が０．２９という結果でございました。

このことから、空間線量が０．２３マイクロシーベルトパーアワー以上のところの局

所除染での作業を進めたい、このように現時点では考えておりますが、なお再度、行

政区長等々のご意見等も伺いながら、今後進めてまいりたいというふうに思っており

ます。 

   それから、全く未実施の件数ということでございました。玉井３区において、再発

注した関係でまだ手つかずのところが６件ございます。それから、降雪のために

１０区その２において一部積雪のために打ち切り竣工をいたしまして、今後再発注予

定の件数が６件、合わせて１２件でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） ただいまの答弁で理解するところでございますが、ホームページの

大玉村の除染実施状況の進捗状況図の中には、１７区が記載されていないということ

もありますので、やっぱりその辺も目を通していただきたいなというふうに要望して

おきます。 

   次に、既に除染を実施された住宅除染後における放射線量をどのように把握されて

いるのか、その変化等々についてどのように把握されているか、そしてその線量ある

いはその地区名、そして測定した時期等について伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。 

   除染完了後における１戸１戸のモニタリングについては、実施しておりません。作

業開始前、それから作業終了後のみでございます。代表地点での空間線量については、

広報等で公表しているモニタリング測定値でございます。１戸１戸については今後と

いうことで考えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） だと思いますが、除染後住宅より二、三メートル離れたところで地

上１メーター、０．３２９とか０．２４４、０．２７２というふうな結果のところも

あります。しかも、地上においた場合ですと３．３とか０．８３とか、マイクロシー

ベルトですが、そういうふうな状況になっております。これが除染後の状況でもあり

ます。 

   まだ除染していないところではございますが、道路脇で０．６４７というような非

常に高いところもある。だから、これが実際、人体にどのような影響があるか、全く

私は素人でございますのでわかりませんが、しかし、住宅除染０．２３マイクロシー

ベルトアワー以上のところを以下にするんだということで除染をしているとすれば、

除染後にあっても当然確認して、それ以上であれば次の手を打つ。そういう計画もき

ちっと持っていただきたいなと思うところからの質問でございました。 

   今後、安全な最小生活圏として住宅からの距離をどのように考えていくのか、その
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県内の放射線量を現在の基準で再除染をするのはいつになるというふうに認識されて

いるか、伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。 

   現段階におきましては、特措法に基づく基本方針に沿って村が策定しました除染実

施計画に基づき定めた目標達成に向けて、住宅除染を優先的に実施しているところで

ございます。しかしながら、除染作業後のモニタリングによって放射線量の低減効果

が見られなかった場合には、これも国・県と協議を行うということになっております。

いわゆる再除染。フォローアップ除染に関してでございます。 

   先ほど住宅１戸１戸についてはモニタリングをやっていないというふうにお話しし

ました。我々も手がないということもありますけれども、新しいモニタリングのシス

テムを構築しております。これらについて、１７区も含めて全体的に除染完了後、今

後のフォローアップをどういうふうに進めるべきなのか、調査方法も含めて検討して

まいりたい。 

   道具といいますか、システム、それから機器等については購入し、面的な把握が可

能になるということもありますので、土地台帳も全部システムの中に入れ込みました

ので、かなり精度の高いフォローアップの必要なところの把握というのは可能になる

のではないかというふうに考えています。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 現在、たしか住宅から２０メートル範囲内を除染しているというふ

うに思います。ですから、今後、本当にその２０メートル範囲内でいいのかどうか、

これも十分に検討していただきたいというふうに思います。 

   要するに、除染したからといって０．２３マイクロシーベルト以下であれば、これ

は当然、再除染という要望、要求も、これは言うほうが無理かなというふうに思いま

す。しかしながら、除染しても０．２３マイクロシーベルト以上であれば、当然、再

除染の要求、要望は当たり前。だから、これは全体やるんだというような認識のもと

に、今後それぞれの事業を進めていっていただきたいというふうに思います。 

   そこで次に、現在、村内における放射線量の高いホットスポットと言われるところ

をどのように把握されているか、その線量と今後の対応について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） 質問でございます。８番さんにお答えします。 

   ホットスポットの調査は、現在は先ほどの答弁のとおり、行っておりません。住民

の方々から線量の調査依頼があるとか、それから、行政区長さんのほうにも線量計の

常時貸し出しを行っております。そういう中で非常に高いところ等々、確認されるよ

うな場合には、その実態に応じて対応していくと、そのように考えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） ちょっと歩いた道路の脇で０．６４７マイクロシーベルトというよ

うなところもある。だから、ホットスポットと言われるところは当然あると認識して
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もらいたい。であるならば、それはどこにあるかということはやっぱり確認すべきだ。

これは確かに、それだけのする職員がいなければ対応できないと言うかもしれません

が、これはもう、今でなければやはりできないんだから、きちっと確認していただき

たいということを申し添えておきます。 

   次に、県のため池と放射性物質対策事業とのかかわりについて伺います。 

   まず、環境省関連で実施すべきため池等について、そのような場所が本村において

あるのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。 

   環境省が担当するものというのは、特措法の中では、まず生活圏の空間線量を低減

するための方策に係る基本的な考え方といたしましては、住宅や公園など生活圏に存

在するため池、これらについては環境省が担当するというふうになっていまして、大

玉村には現在ございません。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 私も多くは知りませんが、例えば村民の森、あそこは定期的に測定

していますよね。あそこは０．２３マイクロシーベルト以上になっていると思うんで

すよ。あそこに小さな池もあると思うんです。ですから、そういうところについては

やっぱり環境省所管でやってしかるべきかなというふうに思っています。 

   ですから、そこの泥についてどのような状況か、全く私も確認はしておりませんが、

やっぱりそういうところの実態もきちっと確認して、そこについては環境省所管の事

業で実施できるというふうに思っていますので、それに対してもきちっと確認してい

ただきたいというふうに思っております。 

   次に、県のため池と放射性物質対策事業として実施すべき本村における農業系ため

池といわれるその数と放射性物質の実態について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。 

   農業用のため池の数は１６ということでございまして、１６のうち１３カ所を福島

県と農水省が実施した農業用ため池のモニタリング調査結果がございます。いわゆる

ため池の底のセシウムが８，０００ベクレル超えた箇所につきましては５カ所、空間

線量につきましては０．２６マイクロシーベルトから０．８６マイクロシーベルトパ

ーアワー。それは調査時点の数値でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） このため池等の放射性の物質の除去、今後どのように進めていくの

がいいのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答え申し上げます。 

   放射性物質汚染対策特別措置法に基づく除染の対象となるため池の考え方につきま

しては、住宅や公園など生活圏に存在するため池であるということ、それから一定の
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期間、水が干し上がる時期がある。それから、水が干し上がることによってため池周

辺の空間線量が著しく上昇する。この要件を全て満たすため池が除染の対象になると

いうふうに、今現在なっています。特措法に基づいて。その観点からすると、対象と

なるため池がないということで、現在においては実施する判断には至っておりません。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 環境省では、貯水に放射性物質の遮蔽効果があるとして除染対策と

して認めていないとのことのようであります。しかし、住民の生活に影響あるところ、

空間線量０．２３マイクロシーベルト以上であれば、市町村が除染の実施主体で実施

できると、このいうふうな確認をとっております。 

   また、平成２５年４月のため池モニタリングの結果によれば、本村の１２カ所のた

め池が調査されています。一番高いキログラム当たりのベクレルはセシウム１３４と

１３７で４万ベクレル。そして１万９，０００、１万８，８００、１万６，６００ベ

クレルのところもありました。もう２年近く前の数値なので、今では少し下がってい

ると思いますが、このような実態であったそうであります。 

   このようなため池を除染するには、それぞれの市町村が除染を実施できる体制が整

ったところから手を挙げていただき、福島再生加速化交付金の申請をして財源確保す

る。そのような手順だそうであります。 

   一応の目安として、条件ではないが、キログラム当たり８，０００ベクレル以上の

ところというふうな話でございまして、当然これも、大玉村も該当する地域となって

いるということでありますので、まず実態把握、そして早急にその作業に取りかかる

準備をしていただきたい。これは空間線量に関係なく、農業用ため池等についてはや

るようなことでございますので、それについてもう一回伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。 

   村としてはというか、私たちとしては、当然、全て除染は進めていきたい。ただ、

さまざまな制約の中で、なかなか思ったようにいかない。 

   例えば、今回のため池の除染に関してでございますけれども、この除染の除去土壌、

これの仮置き場への搬入、さらには中間貯蔵施設への搬入については、原則できない

というふうな制約もあるんですね。しからば、じゃ、どうしたらいいのかということ

も含めて対応を考えていかなくちゃならないし、私も８番議員さんのおっしゃるとお

り、全てやりたい。やりたいけれども、この制約について、どうしても越えなくちゃ

ならないハードルが高いということで、引き続き、国、県、環境省にやり方も含めて、

申し入れは今後とも進めていきたいというふうに考えています。 

   それから、０．２３の関係なんですけれども、これは除染後、これは全ての場所に

おいてですけれども、除染によって０．２３まで下げるということではございません

ので、将来目標として空間線量を０．２３以下にするということでございまして、そ

れは自然減衰とか何かも含めた数値でございますので、ご理解はいただいていると思

いますけれども、改めてそのようにお願いしたいと思います。 
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○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） とにかく、ため池にしろ住宅除染にしろ、現在どういう実態がある

かということはきちっと把握しておかなくてはいけない。だからまず、今、大玉の村

内の状況はどうかということだけは、きちっと把握するべく努力していただきたい。

ご答弁いただきます。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番さんにお答えします。 

   先ほども申し上げましたが、各除染後の住宅については、今後やります。それから、

代表地点のモニタリングについては継続して、それらについて情報公開するし、個別

にもう一回はかってくれないかというようなお話があれば、待たずしてというか、全

体的にやるというときまで待たないでやることは可能なので、柔軟に対応していきた

い、このように思います。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、ふるさと納税について伺います。先日、ＮＨＫでふるさと納

税に関しての放送がありました。皆さんの受けとめ方もそれぞれと思いますが、あえ

て質問いたします。 

   初めに、現在までの状況として、村民が他の市町村にふるさと納税をしている実態

について、その件数、金額について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   村民が村外にふるさと納税している件数につきましては、現時点で把握しているの

が３件、３万円でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、２６年のふるさと納税額について伺うとともに、お返し額や、

それに伴う諸経費、諸費用など人件費も含めたプラスマイナスの観点から、その実情

について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   平成２６年１月から１２月までのふるさと納税の納税額は、１，０００円単位で申

し上げますと、３，００３万８，０００円でございます。それに伴う返礼品と、返礼

品のいわゆる送料を含めた額については、１，３２５万３，０００円でございます。 

   また、いわゆる年を越して返礼品を送った場合とか、ふるさと納税をしてもまだ返

礼品の希望がなかったというのは、この数字に入っていませんが、以上のような金額

でございます。なお、人件費等については把握しておりません。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 大変納税してもらってありがたいというふうには思いますが、やは
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りプラスマイナスの観点もきちっと把握しておいていただきたいなというふうに思う

ところの質問でございます。 

   次に、ふるさと納税として、納税していただいた金額と地方交付税の算定基準との

関係について伺います。 

   テレビ放送の中で、普通税以上にふるさと納税があったなどと聞くとうらやましい

限りでありますが、次年度において標準的税収に見込み額に算入されても納得したく

ない気もします。どのようになるのか、この点について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。 

   ふるさと納税につきましては、全国各地から貴重な財源をいただいておりますが、

これらの収入は全て寄附金ということでありまして、普通交付税の算定で用いられま

す基準財政収入額、これには算入されません。したがいまして、寄附金を受けた分、

交付税が減額になるということはありません。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） テレビ放送の中で、３割程度のお返しをしていたら、寄附金より控

除金が多くなり、再検討を余儀なくされている自治体もあったようであります。寄附

金の半分返しはここじゃ当たり前、常識と認識している町や、８割のお返しをしてい

る自治体もあったというふうに放送されました。 

   今後ますます激しい特典競争の状況になるのではないかというふうに思われますが、

特産品など少ない自治体は競争できないとか、返礼品にかかわる特定少数の方のみが

潤うようでも困ります。放送の中で、政策に賛同してもらい成果を上げた例もありま

した。特典のみでふるさと納税をされているとは思いませんが、本村としては今後ど

のような方向、手法でふるさと納税に対処されていかれるのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員にお答えします。 

   ふるさと納税につきましては、２６年５月にスタートしまして、本村の場合は

２，０００円の場合は全額、あと、それ以上については半分お返しということでやっ

ておりますが、いわゆる内外に大玉をＰＲするために、２６年については２，０００円

という数字でございましたが、新年度からはいわゆる１万円を下限としたいというこ

とで中身を変更する予定でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 今の下限１万円というふうな答弁がございました。今年の村のホー

ムページを見ますと、返品のカタログを見てみますと、本当にこれで納得してもらえ

るのかなと思ったら、下の小さい字で送料を含めてというような文言が入っていたん

ですね。あの「送料も含めて」というのが大きく上のほうに書かれていれば、その面

について納得すると思いますが、その辺の手法についても気をつけていただきたいと

いうふうにお願いをしておきたいと思います。 
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   次に、本村における子育て支援について伺います。まずその前に、本村の予算の中

で、保護者、父母の負担されているそれぞれの金額を伺います。それぞれ担当課長さ

ん、お願いしたいと思います。 

   まず、保育所保育料と延長保育料の総額について。もう一つは、幼稚園授業料と預

かり保育料の総額について。もう一つは、スクールバス使用料の総額について。それ

から、学校給食費、小中学生の総額について。その次、放課後児童健全育成事業の保

育料の総額について。そのほか保護者が負担している費用それぞれの総額について、

ありましたら伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず私のほうでは、保育所と、それから放課後児童クラブの件に関して質問に答え

ます。 

   まず保育所でございます。保育所については、所得階層によって第１段階から８段

階までございますので、さまざまな負担になっていますが、３歳児未満については

０円から７万８，０００円。これは月額でございます。３歳児については０円から

５万２，０００円、４歳児以上が０円から４万２，２００円、これが保育料でござい

ます。 

   それで、平均保育料につきましては、３万４，７４４円ということになってござい

ます。延長保育料につきましては月額保育料、現行の制度でありますと２，５００円、

それから日々利用が１日２００円ということになっております。 

   その他の費用に関してはＰＴＡ会費、それから学校安全会費。これにつきましては

２，２４５円。なお、子育て支援、経済的な支援の一環として、第２子以降の保育所

保育料については無料化しておりまして、延長保育料についても、無料対象になって

いるお子さんの保護者には負担を求めておりません。 

   それから、放課後児童クラブ。これは月額でございますが、預かる保育料が

６，０００円ということで、そのほかについては一切取ってございません。それから、

条例に基づいて母子世帯、低所得世帯についてはその２分の１軽減するという措置。

それから、放課後児童クラブにおいても、これは保育所の２子目以降の無料化とは考

え方若干違うんですけれども、多子世帯の子育てを支援するという意味合いで、無料

の措置をとらせて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。 

   幼稚園授業料の総額４万４，０００円であります。預かり保育料月額５，０００円、

１２カ月６万円でございます。あと、スクールバス使用料、幼稚園、年額１万

３，２００円、小学生１万９，８００円。学校給食費、小学校４万８，４２０円、中

学生５万８，０２８円。 

   その他の保護者負担の総額を申し上げます。幼稚園の年少、年額約２万



 

- 153 - 

 

７，０００円。年長、卒園アルバムを含めますので４万５００円。小学生、平均を申

し上げます。１万９，９５０円。４年生以上が、これに卒業対策ということで年額

１万４，０００円プラスになります。 

   続いて中学生を申し上げます。中学生、ＰＴＡ会費と教材費と、あと、旅行積立金

で１年生が６万７，３７５円、２年生６万８，８６５円、３年生４万６，２９５円。 

   これが幼稚園、小学生、中学生のかかる経費であります。 

   申し遅れました。幼稚園につきましては第３子目無料、あと、スクールバスについ

ても３子目以降無料でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） どうも私の質問の仕方が悪くて、そういうふうな答弁になってしま

ったのかなと思ったのですが、聞きたかったのは、要するに本村の予算の中で保育料

と延長保育料トータルの、要するに総額というのは個々の家庭の総額ではなくて、予

算の中の総額を聞きたかったのですが、要するにそれを聞いて何するのだと、こうい

うふうなことにもなろうかと思いますが、要するにこの予算書の中で、大玉の子育て

に関する村民の負担、父母の負担、保護者がどれだけ負担しているのか、ちょっとト

ータルを確認したかった。そういう意味での質問でございました。 

   ということで、それを聞きたかったのでありますが、それぞれ予算書に出てきてい

る部分もありますので、なんでございますが、次に移ります。 

   それぞれ今聞いたような保護者負担。これはどこの市町村でも同じようにやってい

ると思います。私は他の市町村とやっぱり差別化してアピールするのも一つの手なの

かなというふうに思っておりましたので、まず確認してと思ったところでございます。 

   平成２５年度に実施した大玉村子ども・子育てニーズ調査によると、中学生子ども

ニーズ調査、小学生子どもニーズ調査とも、大玉村の子育て支援の取り組みに対する

満足度は、満足度が高い５と４が半数を超えている結果のようであります。これらは

他市町村と比較してとか、自分の子どものころと比較してとか、いろんな情報を参酌

してとか、その満足度の背景が気になるところでありますが、人口減少の歯どめや定

住人口増加対策として考えるなら、徹底した支援策も必要と思います。 

   例えば、公平性から見て幼稚園の授業料の無料化とか、あるいは給食費などの金銭

的な支援も考えられると思います。また、病児・病後児の保育施設などの対応、突発

的な一時的保育など万が一の場合、村が間違いなく対処するということであれば、子

育て中の父母にとってみれば安心して頼れることになると思います。 

   これらのアンケートでは、絶対的利用希望者は少ないようでありますが、誰だって

自分のことは自分でやりますというふうに考えているところから、希望者の少ないア

ンケート結果なのかなとは思っておりますが、希望者が少ないからといって、これら

の事業計画から削除するなどということがないように考えるべきかなというふうに思

っております。 

   そこで、義務的子育て支援策以外に、具体的子育て支援策として、何をどのように
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しようとしているのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ８番議員さんおっしゃっているとおりの内容で、ただいま子ども・子育て支援計画

を策定し、皆様方にもいろいろパブリックコメントも行いました。先ほど来、お話が

ありましたニーズ調査。このニーズ調査も、非常に高い割合だというふうに思ってい

ます。就学時前の保護者で５８．５％。それから、小学校就学児の保護者で８２％。

これはニーズ調査して、かなり膨大な調査でありましたが、非常に高い比率だという

ふうに見ています。 

   その中で、今ありました病後児、あるいは一時預かり、そのほかさまざまな支援策

について、子ども・子育て支援計画の中にしっかりと位置づけて、今ご指摘のあった

ような差別化、お金だけの問題ではございません。子育てに係る悩みの相談に素早く

対応するとか、あるいは医療面での対応、それから予防接種、健康相談、そういった

ことも含めて、万全を期して他町村に先駆けてやるべきことはやるということは、今

後も考えていきたいというふうに思います。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、コミュニティスクールと放課後子ども総合プラン・土曜授業

について伺います。はじめに、コミュニティスクールと放課後子ども総合プランとの

かかわりについて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   コミュニティスクールの概要につきましては、昨日も何件か答弁させてきました。

関連ということでございますけれども、放課後子どもプラン、これは厚労省と文科省

が一体となって取り組んでいる事業でありまして、私が認識しているところによりま

すと、１９年度に作成されたものをさらにバージョンアップして、２６年７月に放課

後子ども総合プランという形で新たに動き出したというふうに捉えております。 

   その違いは何かといいますと、あの文言から拾いますと、小１の壁の打破というよ

うなことが書かれておりますけども、そういった面で放課後子どもプランあるいは放

課後子ども総合プランというようなことを捉えております。 

   そのかかわり、関連性というようなことで考えてみたときに、私はどちらも地域の

教育力を活用しての事業である、そのように捉えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体的取り組みにつ

いて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   本村におきましては、ご存じのとおり、コミュニティスクール、それから放課後子

ども教室については教育委員会が所管して、とり行っております。それから、放課後
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児童クラブにつきましては、村の委託を受けて社会福祉協議会がその任を担っており

ますが、放課後児童クラブ、これにつきましては主に１年生から３年生を対象にして

おります。それから、放課後子ども教室につきましては４年生から６年生を対象にし

て行っております。 

   昨日もお答えいたしましたけども、放課後子ども教室につきましては、その内容等

について、子どもから、あるいはまた、保護者等から高い評価を得ております。それ

ぞれの事業がもう既に確立しておりまして、すみ分けも行っております。開催場所で

あるとか日時であるとか内容とか、その辺について、それぞれ充実したものになって

いるというふうに捉えておりますので、一体的な取り組みというようなことについて、

今、検討する段階ではないのかなと、そんなふうに捉えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、現在の土曜授業の実施状況と結果について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 土曜授業の実施状況についてお答えいたします。 

   さきの議会でもお答え申し上げましたけれども、まず前提になることについて確認

をさせていただきます。 

   土曜授業というのと土曜学習というようなことが違うというようなことであります。

土曜授業といいますのは、学校が教育課程、つまり年間の授業として行うもの、これ

を土曜授業というふうに規定しております。それから、土曜学習というのは、それ以

外のもの。例えば本村でいいますと、今年度実施しておりました土曜のいろんな各種

学習会、そういったものを土曜学習というふうに捉えております。 

   土曜授業につきましては、平成２５年１１月２９日だったと思いますけれども、文

科省のほうで規則の改正を行いまして、積極的に進めていいですよという、そういっ

た通知がありました。しかし、県の教育委員会におきましては、土曜授業を実施する

前提といたしまして、教職員、これは県費負担教職員ですので、県の規則に従うこと

が前提になりますが、それを土曜授業が実施可能になる、つまり振りかえをすること

になりますよね。振りかえをするのが、従前ですと８週間までというふうになってお

りましたが、それを土曜授業を実施してもいいような勤務の体制をつくるために、

１８週間までの間にというふうに規則の改正がありました。それが２６年３月２６日、

つまり２６年度の教育活動が始まる直前であったものですから、それに間に合うこと

は到底できませんでした。したがいまして、２６年度におきましては、土曜授業、つ

まり学校が教育課程の中に位置づけて実施する土曜授業ということについて、行うこ

とはできませんでした。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、コミュニティスクールと土曜授業とのかかわりについて伺い

ます。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 土曜授業とコミュニティスクールのかかわり。先ほど申し上げま
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したように、コミュニティスクールの教育効果についてはかなり高いものがあって、

来年度以降も新たに指定して取り組んでいきたいというふうに考えております。 

   土曜授業を実施するに当たりましては、私は来年度は３回というふうなことで、こ

れは村長から申し上げました、あの村政の基本方針にもうたってありますけれども、

３回実施をするというふうなことで考えました。 

   どういうことかと申しますと、土曜日の活動につきましては、いろんな活動が定着

しています。スポ少であるとか地域の活動とか、定着しているものがあるものですか

ら、そこに新たにもう一回、土曜授業を課するというようなことを急激にすることに

ついてのちょっとした不安ということもあったものですから、来年度の土曜授業の

３回には、今年度まで実施しておりました、例えば運動会、土曜日やっていました。

それから学習発表会、これも例えば玉っ子フェスティバルとかという名称でやってい

ました。それから、土曜参観等もやっておりました。 

   そういったことを実施するんですけども、それを振りかえをなしに実施すること。

これがまさに土曜授業だろうと思っています。そういったことをやっていくことがい

いのかなというふうなことで、３回程度、３回なんですけれども、小学校も中学校も。

３回実施するというようなことで来年度、大玉村においては新たに土曜授業を実施す

ることになります。 

   それから、その先を考えていったときに、さまざまな活動が考えられます。きのう

もちょっとお答え申し上げましたように、地域学習、子どもたちが地域で学ぶような

さまざまな学習が考えられます。それを行うときに、学校の教員だけではなくて、今、

大玉村でたくさんの方々にお世話になって、子ども達の活動に対して支援を行ってい

ただいているわけですけども、そういった方々にお手伝いをいただきながら、地域に

ついていろいろ学ぶ機会とか、そういったことについて進めていければいいのかなと

いうようなことを考えております。 

   したがいまして、来年度につきましては、土曜授業は３回、それから土曜学習も、

今年度もさまざまな活動を行っていますが、地域を学ぶような学習、これはあくまで

も希望者になりますけども、そういったことをもう少し多く取り入れていきながら、

その中身についていろいろと検証しながら、土曜授業をさらに充実するような形に進

めていきたいというふうに考えております。 

   その際、コミュニティスクールとの役割については、昨日も申し上げましたように、

いろんな方々、それから学校支援地域本部と一体となった活動がさらにコミュニティ

スクールを充実させていくものにつながっていくというふうに考えておりますので、

そういったコミュニティスクールの活動、学校支援地域本部も含めた活動をさらに充

実させていく、あるいはまた、土曜授業にそういったことを取り入れるというような

ことを視野にした活動を想定していくことによって、コミュニティスクールがなお土

曜授業とつながっていくのかなと、そんなふうに捉えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 教育長も見ているとは思いますが、あえて読ませてもらいます。 
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   村政執行基本方針の中で、放課後子ども教室を引き続き開講し、小学校４年生以上

の児童を対象にとありました。しかし、昨年７月末の厚生労働省からの関係者の通知

によると、厚生省と文科省が共同して放課後子ども総合プランを策定しました。つき

ましては、その効果的かつ円滑な実施にご配慮いただくとともに、管内・域内市町村

に対して都道府県、指定市、中核市、教育委員会におかれては、所管の学校及び域内

市町村、教育委員会等に対して周知徹底いただきますようお願いいたしますというふ

うな通知があったと思います。 

   その放課後子ども総合プランでは、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、

多様な体験活動が行うことができるよう文部科学省と厚生労働省が協力し、一体型を

中心とした放課後児童健全育成事業及び地域住民等の参画を得て、放課後等に全ての

児童を対象とした学習や体験交流活動などを行う事業の計画的な整備を進めるとして

おりますが、本村では、まだそのように考えていないようでございますが、これらの

文科省、厚労省の子ども総合プラン、どのように現在捉えているのか伺いたいと思い

ます。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   今、８番議員さんが指摘された点につきまして、実は１２月１１日に県の担当者の

会議がありました。そこで今のような話について、具体的な内容について、各市町村

でというようなことがあったものですから、各担当者ごとに、うちのほうは社会教育

係、それから健康福祉課の担当のほうで、その話を今、進め始めているところです。 

   先ほど申し上げましたように、本村におきましてはそれぞれのすみ分けがあって、

充実した活動になっているというような捉え方をしておりますので、なお充実したも

のにするためにはどういう課題があって、どういうことを取り入れていったらいいの

か、また、施設等の問題についてもこれから検討してまいりたいというふうに思って

おります。 

   なお、その際、私がお答えしていいかどうかわかりませんが、この後、子育て支援

センターの設置というようなこと、子育て支援の充実策の中でというようなことで、

今、検討しているというようなことでありますので、それらとあわせて今の事業につ

いて考えていきたい、そんなふうに思って、見ております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 今、読み上げました通知によれば、以前の４つの通知は廃止いたし

ます。ただし、これらの通知に基づく取り組みを実施している地方公共団体について

は、平成２７年３月３１日までの間は、なお従前の例によるものとし、このため当日

までに本通知に基づく取り組みに移行していただくようお願いしますというふうにも

なっておったと思うんですよ。 

   つまり、今年度からの移行を求めるというふうに思っておりますが、その気なかっ

た、伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 
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○教育長（佐藤吉郎） 繰り返しお答えいたします。 

   繰り返し申し上げましたように、一律の通知ですよね、全国一律の。それぞれの自

治体の状況があると思います。ですから、努力義務というような捉え方で、義務とい

ったらいいんでしょうか。そういった趣旨はよくわかっておりますので、取り組み始

めたというようなことで、先ほどお答えさせていただきました。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 国も県も、市町村があっての通知、指導方針だとは思いますが、や

はりいいものはやっぱり早々に乗っていただきたいというふうにお願いしておきたい

と思います。 

   次に、放課後児童クラブについて伺います。 

   行政報告によりますと、２月末日入所希望者は１４２名となり、定員を上回ってお

り、通常でも１２６名とありました。そこで伺いますが、放課後児童指導員など有資

格者や職員体制はどのようになっているのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず、入所承諾者、先ほど議員さんおっしゃられた数字をまた超えまして、現在は

１４６名ということになってございます。通常預かりは１２６ということで、現時点

での定数を相当数上回っておりまして、現在の職員体制では基準を満たさないところ

から、今、１名募集中でございます。全体で最低でも７名ほど配置が必要、そういう

ことで今、努力しているところでございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 今、聞いたように、クラブの人数について国の方針と大分差がある

というふうに思いますが、それでも問題がないという運営方法。どのような運営をさ

れるのか、大分上回っているはずだ。これについて、どのような運営をされるのか伺

いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今、定員９０名ということでやっておりますから、その１．５倍以上になっていま

す。非常に問題だという認識は持っています。 

   国の通知であると、１つの放課後児童クラブについては７０を超えないと、１つの

目安としてあります。取り扱い上は、従来は低学年、３年生までですよね。対象にし

てやってきましたが、２７年４月以降は新しい子ども・子育て支援法のもとで、６年

生まで拡大される。 

   この過渡期においてどういう対応をしていくのか。とりあえずスペース的には問題

ございません。ただ、１年生から６年生までが、学校と違いまして、１つの集団とい

うことは、やはり遊びの面においても非常に問題があります。そういった点で、実際

には子どもたちがさくらのほうに来るのは五月雨式にやってきます。１年生は早く、

６年生は遅くというようなことがあるので、そういうタイムラグというか時間差をと
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りながら、遊びとか何かの工夫をして、実質的には学年割りといったらいいですか、

発達段階割りといった、そういうふうな形で運営をしながら、先ほど教育長からもあ

ったように、２９年というのを１つの目安にしながら改善を、方向をきちっと探って

いきたい、このように考えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 厚労省の求めている定員等については、４０名でないのかなという

ふうに思っておりましたが、とにかくどのような運営をされるのか。やはり問題のな

い運営は、これは最低限やっていただかなければ困るということで、その点について

もきちっとお願いしておきたいと思います。 

   次に、参酌すべき基準として、今、スペースとしては問題がないということでござ

いましたが、この１２６名が毎日来たとした場合に、そのスペースはどのような数字

になるか。あるいは、その静養スペースとしてどのように対応される考えなのか、そ

の２点について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。 

   先ほど７０と申し上げましたのは、１つの放課後児童クラブの基準としては７０と、

あと、おっしゃるとおり、クラス単位になれば４０という望ましい基準というふうに

示されております。 

   今、敷地といいますか、１人当たり幾らかという、多分、１．８８だったと思いま

すけれども、これに人数を掛ける。どこまでが放課後児童クラブか。ゲートボール場

とか、それからフロアですよね。あそこは高齢者もあります。オーバーラップしなが

ら、大玉らしい子育ての施設として、共用部分というものをお互いに使い合うという

観点から言えば、まだまだ余裕はございます。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番さんにお答えします。 

   子どもたちが占用する部分の線引きは、一応はしてあります。ただ、曖昧な部分と

いうかグレーゾーン的な部分もありまして、あそこ自体が全部オープンスペースなん

ですよね。オープンスペースで占用というのは、なかなかありませんので、占有する

部分については大体決めていますが、お互いに共用する部分もあるということで、大

体、北側半分を主に占有スペースというふうに考えています。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 発音が悪かったようで、私は静養スペース、要するにちょっと疲れ

ているなとか、ちょっと調子が悪いなという、そういう人たちのスペースをきちっと

確保していますかということで聞いたんですが、もしそれがあればお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） 大変耳が悪くて申しわけございませんでした。 

   静養スペースについては、大体子どもたちが、２時から７時までというのが大体子

どもたちの時間帯になりますね。これも共用せざるを得ないということもありますけ
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れども、ベッド等を用意してございまして、高齢者もそうですが、それらについては

臨機応変に活用できるというふうになってございます。高齢者は３時終了。若干１時

間のダブりはございますけれども、効率的に活用できるというふうに考えています。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） それでは、児童クラブの開所日数あるいは開所時間の今後の予定、

計画について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ちょっと正確な数字、２９０何日かだったと思います。夏

休みについては７時から７時まで、あとは通常登校日ですか、これに関しましては下

校時から７時までという開設時間になっています。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 教育、文科省、厚労省、それぞれが話し合って、これだけのプラン

をつくった。しかし、やっぱり末端になってくると機能しないというふうな状況。今、

厚労省所管の、部長が説明したように、考えてみると大変な状況。しかし、あくまで

も小学生がそういう状況で、子ども教室は子ども教室でやるんだというふうなことが

本当にいいかどうかということは、文科省、厚労省から言われなくたってわかると思

うんですよ。 

   例えば、それぞれの、今までは縦割りの中で文科省、厚労省で来たがゆえに、末端

の町村でもそうなっていると思います。しかし、今はっきり言っているのは、共働き

家庭等の児童に限らず、全ての児童が放課後等における多様な体験、活動を行うこと

ができるようにすることが重要であり、全ての児童を対象として総合的な放課後対策

を講じる必要があります。全ての児童の安全・安心な居場所を確保するため、一体型

を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整備を進めている状

況であります。 

   ですから、教育長に伺いますが、これをどっちが主導的にやるかはともかくも、や

はり小学生という子どもを対象としているとすれば、やはり教育長が先頭に立ってや

ることによって、学校ごとにスペースも確保できるし場所も確保できるという狙いが

今度の通知の狙いでもあるのかなというふうに思います。 

   でないと、スペースの関係で建物をまた建てなければならないとか、児童館を建て

なければならないというようなことになりかねないから、学校を利用して、学校のあ

いているところを利用してというようなことを強調しているのかなというふうに思っ

ておりますが、今後、教育長、これどういうふうに取り組んでいきますか。 

   このまま厚労省の、要するにこちらのほうにお任せするんだか。これは一体的に取

り組むとなると、どちらかが主導的にやらなければならないと思うんですが、どう考

えていますか、伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   文科省、国が言っているのは、あくまでも努力業務。個々の自治体の施設がどうい
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うふうになっているかとか、今現在どういう施策をやっているかということは一切斟

酌しないで机上でつくっている。現場を知らない人たちがつくっていると私は思って

いますが、ですから国・県がそれを政策として法律としてやった場合は、当然、補助

金とか支援とか、新たな事業を起こす場合には新たな支援とか補助金があってしかる

べきだ。それを、こういうことが望ましいんだと、こういうふうにしてくれというこ

とにいちいち対応するというのは、現実的には難しい。 

   ですから、言うは易しで行うのは難しというのが、今回の件だと思いますが、それ

からあと、放課後児童クラブについては専門職を宛てがって運営する。それから、放

課後子供教室はボランティア、村民ボランティアで運営するという、まるで形態の違

うものを１つにしてやった場合、どちらを優先するかとなると、当然、専門職を宛て

なければいけない。今の７人が１０人、１５人になる。それが今のスペースとして可

能かどうかと、財政的にも大変だということですので、私のほうで教育長なりに指示

しているのは、子育て支援センターを児童館的なものをつくりますので、土地ももう

買ってありますから、その時点で今、課題になっているものについては全てクリアし

たいというふうに考えています。 

   学校ごとにやるというのは、昔、学校ごとにやった結果、いろいろ支障があってあ

わせた経過があります。大変な思いをして。またこれを学校に分けるということにな

りますと、またいろいろと経費も倍かかりますし、流れも変わりますので、それから

学校についてはまた別な考え方もありますので、今のところは子育て支援センターの

建設を今回の地方創生計画の中で有利な補助金を確保してできればというふうに。 

   ですから、その地方創生計画にすぐに補助金がつけば、すぐにでもつくれるだけの

土地は取得してありますので、そちらのほうで建築ができれば、前言ったような一時

保育とか病後保育の関係までできるんではないかというふうに考えております。 

   少し時間をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 今、言ったばかりで、ああ言えばこう言うでは困りますが、そうい

うふうにとられると困りますが、要するに、この文科省、厚労省の言わんとするとこ

ろは、学校の空き教室、あいているところのスペース、そういうところを利用してや

ってくれというような、やってもいいよと。今までちょっと規制あったのかな。やっ

てもいいよということを見ると、要するに今、児童館みたいなのを建てられては大変

だと。だから、学校のあいているところを利用してやってくださいと、しかもこれを

一体的にやってくださいと、当然だと思います。 

   大玉村が今、２７年でやろうとしているのは、４年生以上の教室でやります。片方

は小学６年生までうけあいますよと。何で二手に、同じ子どもたちに対する人を分け

ながら、年経費をかけてやらなければならないんだと、こういうふうなことからすれ

ば、当然、一体的に取り組むのが当たり前。ただ、その当たり前のことをどこでどう

してやるかというときに、やはり新しい建物を建ててやりましょうというんでは、や
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っぱり国から見れば、これはちょっと大変だということもあろうから、そういうこと

になっていると思いますが、やっぱりその辺を十分に考えてやらなければいけないの

かなというふうに思っております。 

   それから、この質問の中のもう一つの問題点としては、コミュニティスクールにも

コミュニティスクール委員会ありますよね。地域本部も地域本部で人がありますよね。

今度、一体的にやるといえば何とか委員会をつくりなさいと、こういうことだべな。

だから、これだけ小さい大玉村で、それだけのことに支援協力してくれる村民がどれ

だけいるかということなんですよ。組織がいっぱいあれば、それだけ人もほしくなる。

ただ、組織がないと、今度はその一人一人は大変なことになりますよね。事業が凝縮

されるとすれば。ですから、この大玉村にとってはどういうスタイルがいいのか。や

はり、これも十分考えながらやっていただきたいと思います。 

   そうするためには、やはり一体的な取り組みは必然と一体的取り組みになっちゃう

んじゃないのか。ですから、コミュニティスクール、コミュニティスクール、これも

大変だ、大変だ。これも効果ある、いい、いいと言っておっても、それに対応させる

人たちがどれだけ大変かわかりませんが、大変だと思いますよ。 

   ですから、それに対して、今度、じゃ、こちらはこちらでやるから、じゃ、こちら

はこちらでやったときに、みんな本当に子どもたちのためになる運営が確立されるか

どうか。それが非常に心配なところでありますが、人的な確保を教育長、考えられて

いるかどうか、その辺について確保です。するかどうか、それについて伺います。 

○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。 

   放課後児童クラブの場合には、保育所と同じように認定基準が定められておりまし

て、こういう場合は入れますよ、この場合は入れませんよと、非常に厳しい認定基準

があります。それから、放課後子ども教室は誰でもいいよ、希望者４年生以上は誰で

も入れますよという、そういう基準があるんですよ。あるよね。 

   それを今度、２７年４月から自由ですよといっても、すぐに全国でどれだけの自治

体が対応できるかということ、当然、これはあります。ですから、国がそういうこと

をつくったから、すぐそれを厳密に守って４月からやらなければならない、じゃ、無

理です。不可能です、これは。 

   そして、国から言われるまでもなく、大玉村はそういうことは先考えて、土地まで

もう既に取得をして、子育て支援センターをつくるという計画はもう既に言っている

わけですよ。ですから、国よりも先取りをして、子育て支援をどうするかということ

を考えて、これができれば今の問題は全て解決するということですから、少し時間を

いただきたいという、人材の確保についても、その時点で当然、必要になってくる。

必要な分についての手あてはするというふうに考えておりますので、国から言われる

までもないというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 
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○８番（遠藤文一） 今の答弁ですと、子育て支援センターができた暁にはということで

ありますが、できた暁においては子ども教室、児童クラブ、一体的な運営をするとい

うことでよろしいんですね。伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） その２つのものを焦点にして今、行われていますが、子育て支援セ

ンターは児童館的な建物と、それからそこに妊産婦とか子育て中のお母さんたちが来

て相談体制をとるとか、総合的な子育て支援センターというふうに考えています。 

   当然、子どもたちが入るスペースも大きくとる予定でありますが、前にも言いまし

たように、どういう施設にするか、どういう事業展開をしていくかということは、建

設までの間に関係者、村民の皆さん、議会の皆さんも含めて相談をし、やっていきま

すよということですから、今こうしますというコンクリートの話は、この建設する中

で討論をしていきたい。当然、今の話は議論の中に入ってくるだろうというふうに考

えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） それぞれ質問したつもりであります。それはあくまでも提言でもあ

ります。それぞれ私の質問の内容等々について精査されまして、それぞれ対応してい

ただきたいというふうにお願いを申し上げまして、一般質問を終わります。 

○議長（佐藤 悟） 以上で、８番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午前１１時２５分といたします。 

（午前１１時１３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１１時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ６番佐々木市夫君より通告がありました「地方創生の計画作成につ

いて」、ほか６件の質問を許します。６番。 

○６番（佐々木市夫） 議長の許可を得ましたので、一般質問をこれより行います。 

   今議会最後の質問ですので、昨日は７人、そして本日と、村長もかなりお疲れのよ

うですので、それにつきましてもよろしくお願い申し上げます。 

   前議会もそうでしたが、私の質問は大切な住民の皆さん、そしてその人との会話や

提案などからのヒントを得て、そしてまたそのことをそっくり当局におつなぎするこ

とを含め、あるいは重点的にそのことを意図的に行っておりますので、その辺を含め

てよろしくお願いしたいと思います。 

   前回の大玉シルバー人材センターもしかり、本日もそうですけれども、４件ほどが

そういうことで今回行いますし、後ろに控えております傍聴者の皆様方もそういう方

だということでお知りおきいただければありがたいと思います。 
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   そういう意味合いからして大変恐縮でありますが、村長は疲れていないというよう

なことで大変心強いですけれども、私の大好きな信頼する、尊敬する村長でもありま

すので、疲れを吹っ飛とばして真摯に、しかもしかも村長自身からあふれ出る前向き

な力強い答弁を期待するものであります。もちろん、皆さん、出席しております部課

長の皆様方もあわせてよろしくお願いしたいと思います。 

   質問の順序をちょっと変えて質問させていただきます。 

   最初、空き家問題についてお伺いしたいと思います。 

   村内の空き家など、長年住まわれない住居などの実態を当局では把握しているかど

うか、その辺についてまずお伺いしたいと同時に、もし把握しているとすれば、利活

用策の検討とか、例えば改修してグリーンツーリズムに供するような空き家はないの

か。村内で今、依頼しております四季の映像ＤＶＤ作成を請け負っております鈴木さ

ん。これも福島新発売スタッフが村内で宿泊できる空き家などを今現在探しておりま

す。そういう状況も含めてお答え願いたいと思います。 

   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。 

   まず、私のほうからは村内の空き家の実態があるかということでございますが、現

在、空き家の実態については把握はしておりません。しかしながら、以前に空き家の

紹介事業に取り組んだ経過がございます。幾つかの課題が見つかりまして、取り組み

を休止した、やめた経過がございます。 

   その幾つかの課題としては、存在する空き家のほとんどが新築住宅と同一敷地内に

ある。そうしますと、旧住宅で入り口、通路、それから駐車場、そういったものが共

有になってしまうと、第三者への貸し付けが難しいとか、そういう状況。それから、

旧住宅を物置として利用しているために貸せる状態にないとか、そういった課題。そ

ういったものが当時は課題がありまして、その後は取り組みを休止した経過がござい

ます。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 現在は把握していないというようなことであります。私の情報で

もやはりちょっと情報不足で、これらについては実態的にはまだちょっと私自身も把

握しておりません。 

   でも、懸念される材料として、今言ったように、その利活用だけでなくて、次に質

問しますけれども、問題発生の要因になる空き家はないのか。例えば、そこに悪い子

どもたちが巣食うとか、そこで何か悪さして火事につながるとかということも含めて

ですけれども、そういう空き家はないのか、その対策は。 

   そういうことであれば、現在、きのうもちょっと話題に出ましたけれども、老人ク

ラブの活性化策で老人クラブの皆さんと連携して、そういう場所を巡回的に回ってい

ただくとか、いろんな手だてをしてそういうことを未然に、俗に言う犯罪も含めて防

災の観点から未然に防ぐ。そのような観点から、そのような状況は把握しているかど
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うかと、考え方について改めてお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどお話ありましたような、空き家の中で知らない者が出入りするとか、そうい

った情報はございません。ただ、長年放置されているというようなことで、環境面と

か防犯上、また、防災上よろしくないのではというようなものについては二、三ござ

います。 

   そういったものにつきましては、身寄りのないひとり暮らしの方、そういった方が

亡くなって相続する方がいない。そういう場合には放置されているというようなもの

もございます。また、生活がなかなか大変で、善良な管理にまでは至っていないとい

うようなものもあります。これらにつきましては、相談があったものについては各部

課等が連携をしながら対応をしている、また、対応したというようなことがございま

す。 

   また、後々問題となるような空き家を出さないというような、そういう配慮もして

いるところでございます。ただ、個人の財産ということもございますので、その対応

には限界があるというのが実態ではないかと思っています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） きょうの場合は一応こう提言をして、このようなことに注意して、

これからしっかりと把握していただきながら、そういうことのないように、せっかく

こうやって質問して、そういうことが次に将来にあったというのでは、これは住民に

対して申しわけありませんので、しっかりとこの辺は心得て、しっかりと調査してい

ただきながら対処していただければと思っておりますんで、よろしくお願いします。 

   また、直接関係ないですけれども、後の質問にも関連してきますけれども、村内ち

ょっと、特に土湯温泉街道沿なんか見て、県民の森の入り口見てわかるとおり、やや

この古びたそういう建屋が残っていて、景観上、非常に好ましくありません。そうい

う指導をしてあると思うんですけれども、これもさっき言ったように法律も含めて非

常に難しい問題ですけれども、これは原則的に相手の理解を得ながら、しっかりとそ

ういうことを片づけてもらって、やっぱりきれいな道路沿線にしてほしい。それだけ

要望しておきます。 

   次に移ります。 

   日本一の村づくりの実現に向けてということであります。 

   現在、日本一を掲げて実施している施策や内容について。きのうの質問にも出まし

たけれども、村長、住民に日本一近い村政を目指します。さらに前村長も日本一の米

づくり、そういう形でやってきました。 

   さて、昨今では、私の住民の方から全村でこういうふうな日本一挨拶の多い村づく

りなどをしたらどうですかという提言もありました。ご存じのとおり、議会の広報の

一番最後に、中学生の村民の声でもそのような声が上がっております。 
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   こういうような中で、さて、村長、このことについて、日本一の村づくりを目指す。

言葉だけでなくて魂を入れて目指す方向性と、その気概について、改めて村長の所見

を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。 

   各市町村それぞれ日本一を標榜するものがございます。かつて日本一の米というの

を国道沿いに出しましたら、魚沼からクレームが入りまして、その後、法律ができま

して、日本一を標榜するときには、その裏づけとなるものが必要だというようなこと

で、なかなか日本一が標榜できなくなってきている状況です。産地で一番生産量が日

本一だとか、一番売れているとか、一番評価が高いとかという具体的な証拠がないと、

日本一を標榜できませんが、今、議員さん言われた日本一の挨拶運動。こういうもの

は一切問題ございませんので、今、小中学校で日本一の挨拶運動ということで、これ

は前村長が学校に行ったときに、何か日本一ないかというふうに大山小学校かどこか

に行って話したら、じゃ、日本一の挨拶運動しましょうかというのがきっかけで始ま

っております。 

   小中学校、幼稚園で取り組んでおりますので、ただ、問題は大人です。子どもたち

が一生懸命挨拶しているのに、ろくな挨拶できないのが大人ですので、これ、これか

ら教育長にもお願いをしますが、日本一の挨拶運動を一生懸命やると同時に、やはり

全村でやっていくというふうにやっぱり広げていかないと、大体子どもは中学校を卒

業すると、会っても挨拶しなくなります。これは当然、大人も挨拶していないという

ことも一因になるし、少し高校生とか一般になると、挨拶がだんだんおろそかになる

というのがありますので、これは村を挙げてやらないとだめだと思ったので、日本で

最も美しい村を目指すうちの１つの大きな要因だというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 大変、それこそ力強い村長の言葉で、ありがたく受け取っておき

ます。私の質問もそういう意味で、村長おっしゃったんで、話したんで、そのことも

ご理解いただきたいと思います。 

   中学生、今回ああいうふうな形ですばらしい村民の声のあの言葉を議会の投稿欄に

していただきましたけれども、過日、私も商売上、各小中学校、福島、安達、県、郡

山一部、全部回ったときに、いろいろやっぱり小浜中でそういうような運動をしてい

ました。十数年前ですがね。だから、当時、私がＰＴＡ会長のときに、２０年も前で

すよね。そういうことをやっていましたらば、いや、ちょっと待ってくださいという

形で至らなかった経過があります。でも、今、ご存じのとおり中学校に行くとすばら

しい挨拶ですよね。それを全村にやっぱり広げる運動ということが今回の趣旨ですの

で、改めてお願いしたいと思います。 

   さて、それでは次に、ずっと逆から進んでいくようになりますね。大玉村の後継者

及び担い手確保の問題についてお伺いしたいと思います。 
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   まず、これにつきましては前座、少し前置きさせてください。以前、私は議会推薦

の農業委員として、３年間在籍した経緯があります。そのときに、結婚支援のイベン

トを企画し募集いたしました。結果は残念ながら２名の応募でした。それで、そうい

う実施に至らなかった。 

   最近、農業委員会の状況を聞きますと、ほとんどそういう声は聞こえてこないとい

うことであります。一方で、ご存じのとおり社会福祉協議会では２月、眼鏡がなくて

ちょっとあれで申しわけありません。過去数年間にわたり、婚活支援のプログラム企

画と実施を重ねてまいりました。その内容、実績、また問題点あるいは、その実態な

どについては私自身、資料をいただきまして、当局にもお示ししたとおりでご理解を

いただいたと思います。村からの支援は一切受けず、県の助成を利活用してきたとの

ことでありますが、その助成額も数年前８０万円から５０万円、そしておととしは

２５万円と、そういう形でどんどん先細りしている状況でありまして、ただ、社会福

祉協議会の担当とすれば、当然のことながら、これは県からの助成もなくても続けた

いという形の気概を持って頑張っているようであります。 

   そして、さらにまた、社会福祉協議会の男性職員が出向いて行って、例えば二本松

市、桑折町、出向いて行って、実際そのような講師をした経過があって、既にこの二

本松市では市が結婚支援センターを立ち上げて実施している。桑折町でもそのうち実

施するというような予定で、県内の実施状況はお示ししましたけれども、そのような

内容になっております。何を言わんかわかると思いますけれども、村としても積極的

にこのような状況を鑑みて、やはり支援すべきかなということから入らせてもらって

いますんで、村長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   大玉村の後継者の確保の問題、特に出会いの場づくりについて、村でも積極的にと

いうお話でございました。 

   始まり当初につきましては村でも支援してまいりました。その後、社協独自で県等

の事業を取り入れてやっているということに関しては、村としても敬意を表したい、

このように考えております。 

   いわゆる未婚者の問題というのは、さまざまな理由があると思います。社会的な環

境の変化、就労状況の変化、さまざまな問題があって、これが決め手だというふうに

はならないのではないかというふうに思うんですよね。事業も非常に難しい。全国的

にも未婚の問題というのは相当多くなって、将来的なおひとりさま社会というのが到

来するということが言われています。それに対する社会的な対応というのも一方で考

えていく必要がありまして、必ずしも強制するような問題ではないということであり

ますから、むしろ民間のさまざまな活動を見守っていくということが大切なのかとい

うふうに考えています。 

   なお、これから出てくるのかもしれませんが、なかなか問題としては、村内で開催

された場合に村民が参加するというのが少ないんですよね。例えば、それは恐らくほ
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かの市町村であれば、当該町村の人の参加というのはなかなかないのかな。そういう

点から言えば、全県的に県なんかが一つのフレームを考えていく。こういうことが必

要なのではないか、このように考えております。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） なかなか苦しい答弁だったのかなと思います。基本的には行政で

やるべきではないという考えも一部あるようです。ですけれども、やっぱり支援は当

然している県も市町村もあるようです。 

   特に私がここで言いたいのは、今、そういう市町村、自治体、県がということで言

いましたけれども、その彼らが県内で講習会やるわけですよね、そういう。そのとき

の講師。私、二、三日前に、これはテレビだったかラジオだったか聞きました。愛媛

県の方で、担当者の方が来て、講師を。これは愛媛県が県を挙げてそういう結婚支援

センターをちゃんと設立して、さらにいろんなユニークな取り組みをしているのね。

そういうことをここで語っちゃうと、また長くなるから話しませんけれども、実例と

してやっぱり全国的に、さらに県内にもいろいろとやっぱり行政がきちっとやっぱり

方向を向いて、将来この地域をしっかりと守っていくのには、子ども産むのに結婚し

なければできないわけですから、それらをきちっと見据えていろんなユニークな方法

で支援を行っているということだけはご理解いただいていると思うんですけれども、

そういうことも踏まえてちょっと質問進めてまいりたいと思いますんで、よろしくお

願いします。 

   初めに戻りまして、現在、農業、商工業の後継者の確保の実態。なかなかこれは難

しいと思いますけれども、農業関係の後継者、さらには商工業、小売業も含めての後

継者のその実態としての、そして、それについての当局についての感想はどうなのか

も含めて質問いたしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（佐々木正信） ６番議員さんにお答えいたします。 

   認定農業者が今現在７７世帯ございます。家族経営協定はほとんど認定農業者がや

っておりますが、家族経営協定を結んでいる世帯が２５世帯。家族経営協定の中には、

５０歳以下の農業後継者または農家経営者が１８名ございます。５０歳以下の方が

１８名ということでおります。そこで結婚しておる方は１２名でございます。あと、

未婚者が６名、そのうち２０歳代から３０歳代の方が５名でございます。 

   さらに、その経営内容を見ますと、水稲と畜産の複合経営の農家が５世帯、蔬菜と

水稲複合経営が７世帯、蔬菜専門農家が１世帯。家族経営なんですが農業法人の勤務

という形になりますが、１世帯。あと、残りの４世帯は水稲の規模拡大している農家

でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんに私のほうから、商工業者の後継者の実態という

ことで答弁いたします。 
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   なお、後継者の明確な位置づけというのは大変難しいところがございますが、現在

の商工会の会員数が１５５名でございまして、うち商工会の青年部にいわゆる加入し

ているのが９名という数字を見ますと、商工業者の後継者の確保の実態というのは大

変厳しいものがあろうと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） そうですね、なかなかこの調査も含めて難しいなと思いながら、

とりあえず未婚の問題だけではちょっと幅が狭いので、後継者という言葉を使わせて

もらって、ちょっと実態数を上げさせてもらいました。 

   本来であれば、この担い手という形で農業に突っ込みたいんですけれども、時間の

関係もありますんでここはちょっと省きながら、そういうことからすれば、次にこの

後継者問題はそういうことで、かなり厳しい状況にあるということの認識は、当然、

当局もしていると思いますけれども、この対策はいろいろ考えていると思うんですけ

れども、この次のいろんな対策に、新年度以降の対策にお願いするとして、本来の未

婚の俗に言う結婚適齢者と未婚の問題について、現在、村内の在住でおおむね２０歳

から４９歳までの未婚者の数、この実態を把握していればお示し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） ６番議員さんにお答えいたします。 

   これは平成２２年の国勢調査の数値をもとに作成された資料でございます。まず、大

玉村の男性の２０歳から２４歳まででは８８．７９、それから２５から２９が６２．８５、

３０から３４が３３．１１、３５から３９が３３．１１、４０から４４が２７．９６、

４５歳から４９歳が１７．８１。 

   同じように女性でございますが、２０歳から２４歳が８６．５８、２５から２９歳

が５１．１９、３０から３４が２６．２２、３５歳から３９歳が１８．３２、４０か

ら４４歳が１０．５０、４５歳から４９歳が７．０６という数字になって、いずれも

男性のほうが上回っているような印象でございます。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 当然のことながら、予想されるように男性のほうが未婚率は上回

っている。結婚支援のそういうプログラムに参加するのが逆に男性が多くて女性が少

ない。逆現象なんですね。非常に難しい問題あると思いますけれども、昔みたいに世

話好きのおじさん、おばさん、じいちゃん、ばあちゃんが少なくなって、昨今の結婚

式ご案内のように仲人も置かないで、司会者が大体、経歴を披露したりするような結

婚式が通常になってきている時代ですから、余計なことをやらないでくたっしょと言

う、そういう若い人も多いのかなという気がします。 

   でも、ここは一番やっぱり村の姿勢として、大玉村はそういうことまでやっぱりち

ゃんと手を尽くしながら、将来のやっぱり自分たちの村を守っていく、そういう支援

をしていくんだと、そういうやっぱり気概としてそういうふうな方策は、ぜひ社会福
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祉協議会にいい例がいっぱい今までの約７年前後くらいの経験があって、非常にユニ

ークな取り組みをしているわけですので、社会福祉協議会を支援するのもよし、当局

で、よし、村でやるぞというのもよし、いろんな形からこれは検討していってもらい

たいなということをお願いして、この問題は終わりたいと……ちょっと間違いました。

あわせてちょっとお伺いしたいと思います。 

   ここにちょっと、皆さん、書いておきましたけれども、村は積極的にこの課題に取

り組んでいくと考えますことはあれなんですけれども、これちょっと村長、後でこの

答えをお願いしたいと思います。 

   私が知り得る範囲では、こことは言いませんけれども優秀な子の人材。例えば、個

人名等は語弊が出てくるんで、そういう方がここ引っ張っていってスポーツ選手を引

っ張ってほしい方がなかなか就職が困難だとか、いろんな、消防は当然今、消防団員

不足の問題は、大玉村はまだまだちょっといいほうですけれども、顕著にまだあらわ

れるような事態になってきています。 

   そうすると、村内企業の就職が一番本当は有利なわけで、わざわざ企業にお願いし

て、今、団員確保もしているようですけれども、そういう意味ではもっと積極的にそ

ういう実態を把握して、村で雇ってもらうのが一番いいわけですけれども、そういう

形も含めてやっぱり将来この村のスポーツも含めて活性化と発展していくのには、や

っぱりそういう人材をしっかり村に帰ってきている人もいるわけですから、村でしっ

かり抱え込んでおく。あるいは企業に紹介して、あれしておく。 

   そういうことも含めてやっぱり調査しながら、そういう気配り、心配り、そういう

ことをしてほしいなと思いながら、そのこともあわせてお願いしたいと思いますけれ

ども、まずその村長の感想をお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 人材の確保ということ、後継の問題に関連しての話だと思いますが、

まず消防団に入らないとか入るというのは、どっちかというと該当者が少ないという

ことは当然ありますが、やはり昔と変わってきて、若者たちの価値観が多様化してい

るということ。それから、職住がかなり分離されて、福島、郡山とか、極端に言うと

仙台のほうまで勤務をしたりというようなことで、昔の場合には職住が非常に接近し

ておりましたので、農業が多かったりですね。ですから、そういう社会構造が変わっ

てきているというのも、消防団等のなかなか集まらない一つの要因かなというふうに

も考えておりますが、まだ他と比べて大玉村は充足率が高い、頑張っていただいてい

るということで、常日ごろから感謝を申し上げているところでございます。 

   あと、スポーツ選手等の人材の確保というのは、役場で抱え込むのはちょっと、一

芸に秀でる者が全ての分野に秀でるというわけでもございませんので、企業は非常に

シビアに人材を選択しますので、なかなかそれを、ただ過去にはありました。村の人

材を企業に紹介をして採用していただいたなんていうことも、過去には私も実績があ

りますが、今はなかなかそういうものが通じなくなってきているということ。 

   それから、本宮、郡山、二本松市が全て通勤圏内ですので、当然、本人の努力で就
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職等については問題はないだろうというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 後半のスポーツの選手云々は、なかなか言いにくい言葉で私も顔

に泥塗って話しましたけれども、いずれにしましても全般的に言えることは、大玉の

後継者、非常に大きな問題があります。後継者不足です。さらにそれに付属して、未

婚者の数も含めて問題です。ですから、この辺は政策的にしっかりと向き合って、い

ろんな知恵を絞っていただきながら、解決とはいかないまでも、そのようなやっぱり

村なんだよ、支援しているんだよ、そういうふうな姿勢を示しながら、やっぱり温か

い村づくりに進んでいってほしいなという形で、改めてお願いをしておきます。 

   さて、次に入ります。 

   ３番の除染の進捗状況と問題点です。 

   昨日もきょうも同僚議員から質問がありましたので、私からはいろいろ申すことが

少なくなったりはしているんですけれども、このことにつきましては既に前回、我々

の全員協議会で、東日本大震災東京電力原発事故特別調査委員会でも、６月の議会を

目途に、議長宛に調査報告書を提出することを一応、お話し合いしました。であれば、

中間検証という形でこのことについては詳しくいろいろ述べるので、きょうの議会は

あくまでもその前座として、その呼び水として質問していきたいなと思っていますん

で、そのことも含めてあわせてお願いしておきたいと思います。 

   さて、工事当初からすれば、かなり現況は工事進捗率も先ほどお示しいただきまし

たけれども、かなりスムーズに進んでいるのかなと思っております。そういう中で、

ちょっと以前に問題のありましたアポロトータルプラン、これとの契約解除云々。村

でも今回の中に「粛々と清算を進めております」という言葉が出てきました。そのこ

とについて最初触れたいと思いますんで、できる範囲でそのことの内容をあわせてお

伺いできればと思っております。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   除染をめぐるトラブルについては、現場となった大玉３区の住民の方々に大変ご迷

惑をおかけし、早期に収拾したいということで努力してまいりました。現段階では、

アポロとの契約は昨年５月３０日に打ち切りまして、その後、再発注し、ほぼ再発注

後、除染が完了に向かっております。 

   問題のアポロトータルプランとの契約解除後の清算事務につきましては、これも大

変難航してきましたが、３月２日に最終的な出来高の確認に、村、そしてアポロトー

タルプラン、そしてアポロトータルプランの前払金保証をやっています東日本保証株

式会社との３者で合意に至りました。 

   したがいまして、今年度中に残余の持ち出し等々の回収は、保険会社を通じて求償

いただくということで考えております。議会の皆様にもたびたびご心配をかけたこと、

そしていろいろとご支援を賜りましたことに感謝申し上げたいと思います。 
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○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 今の答弁にあったとおり、いろんな問題が危惧されたわけですけ

れども、何とか今の内容ですと、３月を目途に一応、本当の清算ができるというよう

な形で安堵しているわけでございます。そのことは本当にいろんな問題があったと思

いますけれども、業者選定も含め、業者の資格云々、当局との行政側との約束事のや

り取り。 

   特に、我々１１区、１２区方面は、この村は特に早目にスタートしましたんで、い

ろんな問題がありました。ここでいちいち述べていたんでは切りがありませんので、

改めてそれは後の後日に問題として、ここでお願いというか確認したいことがありま

す。 

   最近、先ほどの質問に出ましたけれども、ホットスポット、フォローアップ除染と

いう問題が出てきております。私が言いたいのは、フォローアップ、英語だからちょ

っと難しいか、フォローアップ除染はこれは当たり前。でも、でもですよ、ちょっと

その前に書いておきました。住宅除染を断った件数。あるいは、これはこちらの確認

違いかもしれませんけれども、実際やってもらいたくてもできなかった。私の身近に

そういうことが件数があって、部長にも当時ちゃんと話伝えたはずですけれども、当

時は住宅のあれを一切終わってからやりますよということでありました。待ちきれな

くて隣近所は非常に迷惑しております。 

   そういうことの実態をどう把握しているのか。それは当然、フォローアップでなく

てやるべきだという形の観点から、お答えを願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   除染中にさまざまな住民とのトラブルもございました。個々のケースなので誰のケ

ースというふうにはお答えできませんが、我々の側としては丁寧に説明を申し上げた

り、当然、住宅密集地の中でやらなかった部分等々あります。しかし、さまざまな要

因でやれなかった、意思疎通がうまくいかなかったとか、そういうこともございます。 

   いずれ先ほども８番議員さんにお答えしましたが、今後フォローアップについては

考えてやっていきたい。ただ、そこのところぽつんと１つ発注するというのもなかな

かできないこともございます。ただ、職員がやるということもありますので、それら

については個別に課題として検討していきたい、このように思います。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） いろいろと事情があって、職員も人数の制限もあって、いろいろ

部署管理、工事管理というのは非常に複雑で大変な思いをしてきたんだなということ

はわかりますけれども、現実的にはやっぱりそういう問題もあるということだけは認

識していただきたいと思うし、一日も早くそれはやっぱりその改善をして実施してほ

しいということを申し添えておきます。 

   実は先月２７日ですか、１２区で仮置き場の話し合いがございました。非常に難し

い問題です。ですので、その内容的には後からお伝えするとしても、現在、村として、
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ここに質問事項にもありましたけれども、仮置き場及びストックヤードの確保の現況

と問題点。これらを先にお伺いしたいと思います。あわせて実際、今、考えているそ

のストックヤードから中間貯蔵施設。なかなか進展しませんけれども、やっとようや

く先が見えてきましたけれども、大熊、双葉の中間管理施設にどのようにして運搬し

ていくのか、そのこともあわせてお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   ご存じのとおり、住宅除染で生じた汚染土壌につきましては、各宅地あるいは共同

の仮置き場、さらには行政区単位での仮置き場もございまして、一時保管されている

状況であります。 

   参考までに申し上げますと、宅地等の現場で保管しているものにつきましては、こ

れは２６年１２月末現在でありますが、１，００７カ所、１万５，３０３。これがも

う既に２月末では、２万立米を超えています。あと、７カ所、集団的な仮置き場がご

ざいます。ここに３，６６４立方というのが我々が把握している数字でございます。 

   今後これらの除去土壌等を環境省が整備を進めている中間貯蔵施設、搬出のための

輸送基本計画というものが昨年の１１月に公表されまして、大量の除去土壌等を輸送

する本格輸送を安全かつ効率的に実施するために、本年３月１３日というふうになっ

ていましたが、１年かけて双葉郡と田村市の旧市町村からパイロット、試験的な輸送

を開始される予定になっています。 

   この除染実施市町村、４３市町村ございますけれども、各市町村から１，０００立

米を運び出す予定になっております。それで、この搬出の際の問題点ですね。交通渋

滞であるとか安全な輸送ができるかとか、そういったことを調査する目的で行われま

す。 

   本村においては、パイロット輸送については大玉９区の仮置き場から１，０００立

米搬出する計画を進めております。輸送のルートとしては県道本宮土湯温泉線、国道

４号線、本宮ＩＣということで、大熊、双葉まで持っていくというふうに考えていま

す。 

   搬出の順については、今後、積み込み場から中間貯蔵施設までの距離が近いところ

を基本として国は考えているようでございますが、いずれにしても、事前の準備とい

うのが当然必要になってきます。そこで、区長さん、組長さん等々にもお集まりいた

だいて、何とか各住宅から汚染土砂を搬出する積み込み場ですか。ここに運びたい。

できたらば村１カ所で決まれば一番いいんですが、仮置き場の経過等々を踏まえれば

なかなか困難だということで、私どもとしてもいろいろな場所、候補地を考えてきて

おります。 

   あと、１２区におきましては、先ほどありましたが、区長さん等々、大変骨折りい

ただきながらご協力をいただいて、私たちも選定の理由とか安全管理の問題等々につ

いて住民の理解を得るために努力はしていくつもりですけれども、いずれにしても強

行はできないということは当然のことであるので、合意を前提にしてやっていきたい。
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さまざまな問題あります。内部的にもいろいろ調整しながら今後とも努力して、でき

るだけ集約ですから、数は減らしたいというふうに考えています。 

◇          ◇          ◇ 

○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。 

（午後０時０３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、６番佐々木市夫君の質問を許します。６番。 

○６番（佐々木市夫） 午前中に引き続き質問させていただきます。 

   除染問題につきましては、特に午前中にもお話ししたとおり、この仮置き場の件。

今、ほかの場所、例えば道路などでも進めたくてもできない状況に、やっぱり仮置き

場の問題がそうきしていますので、ここで要望しておきます。 

   いち早く仮置き場を住民の理解を得ながら設置して、さらにはその先、中間貯蔵施

設に搬出するためのいろんな手だてもいろんな制約もあるようですから、それをしっ

かりとしながら、大玉がいち早く、ほかの市町村に負けないで双葉とか大熊に搬出で

きるように、精いっぱいの努力をお願いしたいと思いますけれども、これは村長に答

弁をお願いしたいと思います。村長に要望しますけれども、村長の考えをお願いしま

す。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 搬出の順番等については国が定めることですが、大玉の順番が来た

ときに準備が整っていないというようなことのないようには、きちっとやりたいと思

います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   次に進みたいと思います。 

   最初に、村政執行基本方針から元に戻って進めたいと思います。 

   観光振興と交流人口の増加対策についての村長の見解を求める時点で、いろいろ村

長、執行方針の中で述べられましたけれども、この次の補正予算でも審議されますけ

れども、全般的に減額補正が多すぎるという形で、議運の中でも話題になりました。 

   特に私が思ったところは、観光事業と密接な関係にあります、このグリーンツーリ

ズム。これらに対して減額補正２００万云々。さらにこの新年度の予算もわずかな予

算というようなことで、非常に残念です。このことをどう捉えているのか、また、今

後の施策として、観光事業を政策的に推進するこの方策とグリーンツーリズムの関連

について、村長の見解をまずお聞きしたいと思います。 
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○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。 

   平成２６年度の中で、ふるさと納税と絡めて訪問者を受け入れるような体制もとり

たいということで予算化をさせていただきましたが、当初５００万で予算をやってい

たふるさと納税が最終的には４，０００万ぐらい行くということで、その対応、現実

を、本音を申しますと、そのふるさと納税のいろんな多様な仕方を、返すやつについ

ても二十何種類とか三十何種類とかというのをやりまして、その制度設計、そちらが

先だろうということで、ヤフー決済とか、いろんな、あれはクロネコのヤマトとの打

ち合わせで、そちらのヤフーとヤマト運輸のものをリンクさせる方法とか、２人の職

員が、課長はいろいろありますから、その中で進めてきて、そういう基礎づくりのほ

うに大変時間をとられてしまったというのも１つあります。 

   それで、グリーンツーリズムについては、まず一番初めに農家民宿を１軒でもいい

から指定をしたいということで、それが取りつく場所だったんですが、それがなかな

かうまくいかなかった。旦那さんの内諾を得ても、うちに帰ると奥さんに断られると

か、なかなかこれが難しいということで、途中から、まず調査をしろと。東和とか、

そういうところの先進地があるので、そういうところの調査をしてから腰を据えて取

り組もうということに方針を変えたということも、手つかずで残ったものの１つの原

因というふうに考えております。 

   それから、観光物産ＰＲ実行委員会も村長が実行委員長であります。それから、観

光協会の会長も村長が会長ということで、これはなかなか私のほうから指示が出たり

なんかするというのも現実的には難しい部分もありまして、こういう組織がえをしま

しょうということで、とりあえず４月から観光協会の会長は村長ではなくしたという

ことで、総会がありますので、誰ということではありますが、民間の方に会長をお願

いをして、実質的に今度、観光協会の名のもとに事業を進めていただこうということ

で、ただ、観光物産ＰＲ実行委員会は村長から外した場合に、やはり金額的な大きい

ものとか震災の関係等で当面は難しいということですので、とりあえずそれについて

は継続してやっていく。組織を変えたり、ふるさと納税の制度を構築し直したりとい

うようなことで、ちょっと１年間実施ができなかった部分が多かったというのが主な

原因であります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 理由は大体そういうことかなと思っていましたけれども、新年度

予算にもこれだけの１０万云々ではちょっと寂しいなと思いますんで、補正も含めて

いろいろ提案もさせていただきながら、復活といいますか、積極的な、そういうふう

な事業を求めておきます。 

   さて、この地方創生問題の計画策定についての所見という形でお伺いしたいと思い

ます。 

   きょうの朝から民主党、特に国会でもいろいろ議論になっていまして、私もずっと



 

- 176 - 

 

ラジオで聞いていました。特に民主党は、政権奪還のときに彼らが申したのは、地方

分権から次に地方主権だ。まさに今、その地方創生というのは、この自民党の今回政

策ですけれども、地方の生き残りをかけたラストチャンスかなと私は捉えて、いろん

な方々もそのように申しております。ですから、ここは命がけで村もやってほしいと

いう形でありまして、そういうことから進めていきたいと思います。 

   まず、国、県の助成制度の内容について伺います。より効果的な計画作成のために

他市町村との連携や協力体制、特に防災協定を結んだ、ありましたよね。ああいうと

ころからの連携も含めた観光面その他で交流人口の拡大を図る意味合いから伺う。国、

県の助成もそういうことに関してはいろいろメニューがあるようですから、そのこと

について、まずお伺いしたいと思います。 

○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。 

   まず、国、県の助成制度の関係でございますが、これについては平成２７年度に策

定を進めなければならない地方版の総合戦略。これに係る国・県の助成、補助制度で

ございますが、その具体的な指示内容については今現在、まだ情報は入ってございま

せん。どういう形で補助になるのか助成になるかは、まだはっきりしておりませんが、

基本的な考えとしては、この「まち・ひと・しごと創生法」という中では、これらの

策定を実施するために必要な財源上の措置、これらを講ずるものとするという文言が

入ってございますので、今後、具体的な内容が明らかになるのかなということが１点

ございます。 

   それから、連携のほうですか。連携のほう、これについては災害防止協定、それも

含めてということになるかもしれませんが、国の示した先ほどの創生の中では、地域

性という文言がございます。必要に応じて広域連携が可能なものである必要があると

いうふうな、この政策の５則といいますか、その中に記載されておりますので、現在

でも取り組みをしている中身もございますが、例えば観光分野、医療、福祉施策、そ

ういった分野等においても協調と連携をしながら、この総合戦略の計画を策定してま

いりたいというふうに考えてございます。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 積極的な補助制度、支援ということで、常に村長、申しているわ

けですから、これは民友新聞で過日、県のほうの地方創生の補助制度を使ってと出て

いまして、そこで連携というのが出てきたのね。そこから私、発議したと思いますの

で、いろんな角度からしっかりとした支援を受けながら、立派なこの計画に持ってい

ってもらえばなと思っていますんで、よろしくお願いします。 

   次に、きのうからこの問題についてはいろいろあったんで詳しくはやりませんけれ

ども、大事な点で計画策定のその組織。４月から政策推進室ができるわけですから、

そこが中心になるのはもう目に見えていますけれども、いろいろ村長も考えているよ

うですから、その考えを述べていただくとともに、私がお願いしたいのは、仮称でし

ょうけれども、この日本地方創生計画策定推進本部がもしできるとすれば、当然それ



 

- 177 - 

 

は、本部長は村長がなるのかなと思っていますけれども、その辺の見解も含めて村長、

答弁をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 庁内に副村長をキャップとして各部長、それから一部課長、係長で

庁内の本部は設置することで庁議の中で決めております。それから、今、言われた本

部については、村長が本部長になるという縛りがあるようですので、そのように進め

ていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） それを聞いて安心しましたというか、心強く感じたものでありま

す。積極的な、きのうのいろんな答弁で、村民を巻き込んで議会を巻き込んで本部は

つくるんだということは知り得ましたんで、その形とか何か、今、話してもあれなの

で、俗に私が言いたいのは、積極的に村長が陣頭指揮してこういう施策をしっかりつ

くって国からしっかりと予算を引っ張ってきて、いい村づくりをしてほしいなという

ようなことでよろしくお願いしたいと思います。 

   あと１点だけ、アドバイザーを依頼する考えがあるのか。ちらっと前の答弁の中で

アドバイザーという言葉が出てきまして、私も勝手にいろんな人を紹介したりしてい

ますけれども、それにつきましても村内の適任者あるいは村外から広く公募するのか、

その辺についての、まずアドバイザーというのを置く考えがあるのかと、なぜ置くの

かも含めて、その辺の見解を述べていただければと思います。よろしくお願いします。 

○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。 

   前にも答弁をさせていただきましたが、アドバイザーは不可欠であろうというふう

に考えております。基本的には今、これから５年ぐらいでやりたいというふうな計画

をいろいろグリーンツーリズムを含めて、子育て支援も含めてつくっておりますが、

それを考えているものをとりまとめれば、私は地方創生になるんだろうと。ですから、

新たに別なものを全然大玉村にそぐわないものをお金がかからずといって持ち込むよ

うなことはちょっと考えていないので、今、５年、１０年後の村づくりに不可欠なも

のをずっと考えてきました。そういうものを一つの形にしていく。 

   ただし、文言にしたり図表をつくったり、いろいろ技術的な、国を説得させるのに

はある程度、専門性のあるそういう表現が必要ですので、そういうものをやはりアド

バイザーとして入っていただいてやるのが、これは安倍総理が言っているように知恵

比べだといっても、実際そこでお話をしてやるわけではなくて、書類上、文章上で出

すわけですから、そのときにインパクトがなければだめだと。書き方、文章、そうい

うものも含めて専門のアドバイザーをお願いしたい。これは、これから絞っていきた

い。 

   ただ、最低条件は過去に大玉村にかかわったことがあって、大玉の現状はある程度

理解している方というのがベストかなというふうに考えております。 
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   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） いろんな角度から専門家を要請してアドバイスを得るというのは

大事なことかと思いますんで、それにつきましても大玉の事情がわかっていないんで

は、途中からぽっと入ってきてもわからないこといっぱいありますので、改めて大玉

の特徴をどう出せるのか、大玉らしさ、大玉風の大玉ならではの手づくりのそういう

ふうな計画策定を望むものですので、よろしくお願いします。 

   最後の質問になります。公営災害住宅の建設についてであります。 

   現況からすると各種の工事計画あるいは当初の予定より、工事、もうかなりおくれ

ていると思いますが、そのことによる弊害はないのか。特に、入居予定者などがそう

いう心情について問題はないのかということで、まず１点お伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ６番委員さんにお答えいたします。 

   当初の工程から一番おくれている状況で９カ月おくれております。これにつきまし

ては設計の協議、それから造成工事の発注の入札不調が繰り返しあったというような

こともありまして、本来であれば２７年度の３月に引き渡しされて、４月から入居と

いうような当初の説明でございましたが、現在は造成工事に着手しまして、若干、雪

の関係で１カ月まではいっていないとは言っていましたが、その程度、今もちょっと

おくれが出ております。 

   今後、天候の回復を見ながら予定どおり、中間地点に、おくれる説明をそれぞれ入

居者の方にしましたので、一番遅いところで１２月には入居できる。早いところは

９月ごろ入居できるということを説明しておりますので、その工程どおり仕上げても

らうように詰めてまいりたいと思います。 

   それから、その弊害という関係につきましては、工事が長引きますので、周辺住民

の方にいろいろご迷惑かかると思いますが、事故等のないように安全に進めてまいり

たい。 

   それから、入居者の心情につきましては、報道等でもなされているとおり、被災

３県、まもなく震災から４年を迎えるという中で、どの県も災害公営住宅の建設がお

くれているということが問題視されております。そういったこともありまして、入居

される方はそういう報道等を見ていると思います。現場のほうが着実に進んでおりま

すので、できれば今お話ししている９月と１２月には間違いなく入れるように、確実

に工事のほうを進めていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 現在の進捗状況と完成見通しまで、今、述べられて、９月、

１２月という形の線が出ました。いろんな条件があって、なかなか難しい問題もあっ

たのかなと思いますけれども、これから先は待ったなしですので、とにかくいろんな

知恵を絞って完成を早目にして、住民、特に富岡町の町民の方々がスムーズに気持ち
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よく入れるような、それぞれの工事進捗を望んで、この次の質問に移ります。 

   以前、あの地域は、全体の利活用をする。特に、いろんな我々議員も含めてそうい

う議論をした経過ありますね。当面、当時は市民農園などを開設した経過がありまし

たが、さて、一番の問題は、災害公営復興住宅はともかく、その周りが水力発電の問

題も何か今ちょっと進み具合が鈍いようですし、現在、今の当局とすれば、その周囲

の開発はいろいろ議論ありましたけれども、どのように考えているのか。今できてい

るのか、いっていないのか、それも含めてお願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ６番委員さんにお答えいたします。 

   水力発電関係のほうは、私の担当部署ではございませんが、周囲の開発ということ

で道路も含めてお答えしたいと思います。 

   前の１級村道間黒・皿久保線につきましては、（仮称）大玉西部横断道路というこ

とで測量を実施し、今回、今年度の予算にも計上させていただきましたが、用地測量

のほうを実施してまいりたいというふうに考えております。 

   また、北側のほう、２級村道皿久保・前ケ岳線、これも大分勾配が急で、冬期間凍

結して危険であるというような指摘もございまして、現在、営林署の用地が北側に残

っておりますので、それらの取得に向けて協議を重ねているところでございますので、

今後はその協議が進めば住民の方に協議をしながら、線形等も変えることが可能なの

かなと思いますので、今後検討してまいりたいと思います。 

   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。 

   水力発電の計画につきましては今までも話はありましたが、あくまでもその整備の

中でいろいろと計画はございましたが、結論から申し上げますと、今のところ保留状

態というのが計画の中身です。 

   また、あと、公営住宅の中では、今、計画では公園、それから運動場、憩いの場と

しての施設、現在建設が進められております。災害公営住宅の東側にこういったもの

を設置して、調整池、そういったものを含めて広場、これが７，０００平米の予定で

すが、そういった面積を利用して、この中に広場を設置するということで進めてござ

います。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 私の質問の設定が、周囲の開発計画と書いたんで、ちょっと私の

意図することと違った答弁になっていますけれども、要は災害復興住宅の周辺といい

ますのはもともと発注おくれあるわけですから、今回はその一部を使用して今みたい

な公園とか何かの結果は既に我々聞いております。ですから、そうでなくて、全体の

あの計画をどうするんですかという形でお聞きしましたんで、それが既にできている

とすれば、お示しいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 
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○総務部長（遠藤勇雄） 再度、６番議員さんにお答え申し上げます。失礼しました。 

   災害公営住宅、今、建設用地ありますが、その用地を除いた面積３万１，０００平

米、３町１反ほどございます。この敷地は今現在、ご承知のように仮設住宅で、大体

２７０名の富岡の方が避難されておりまして、先ほど建設部長もありましたように、

その入居の関係もございまして、こういった状況が一つあります。 

   この状況の中で仮設住宅に今実際に住んでいらっしゃる方、こういった方の心境と

いいますか、そういったことを考えますと、今、あそこの土地をこういうふうにもう

計画しているんだということはどういうものかなというふうな考えを持っております

し、今後その災害公営住宅の入居の道筋、こういったものがある程度明らかになった

時点で皆さんと協議をして、検討を進めてまいりたいというふうなことで考えてござ

います。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） そういう答弁には非常に不満ですね。ですから、仮設住宅の住民

の気持ちを思えば、計画なんてつくったって絶対出せないの。でも、内部的にはつく

るのが当たり前。言ってからつくったって遅いんですよね。それが大体、前村長も言

ったけれども、判断、的確、スピード。このスピードが足りないんですよ、残念なが

ら。 

   ですので、これは当然この心情からすれば、そんなつくってこうやるんだぞなんて、

そんな計画示せません。ですので、でも内々的につくるのは、これ自由なんですから、

そういうことやるのが当たり前。我々の常識からすれば。それをなぜやらないんです

かという立場から申したんで、時間ですのであれですけれども、例えば私から言わせ

てもらえば、近くの住民から「佐々木さん、俺らもいつか世話になるんだから、ぜひ

養護老人ホームつくってください」なんて、「俺、村長でないからつくれないよ」な

んて言いましたけれども、それも含めていろんな角度から、私、提言しておいて、読

みますと、有機農業実施の研究施設やモデル農園の併設など、介護施設、老人ホーム、

養護老人施設などの誘致や自前での設置など。さらには村営住宅、これ前から話題に

なっていますけれども、公園墓地などの憩いの場の建設の考えは。これらについては

内々に進めるのが当たり前で、それも含めて村長の答弁を伺って終わりにしたいと思

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。 

   １０年も何年もどうやって使っていいかわからなくてきた土地ではありますが、位

置的な問題、住宅地になるかどうかというようなことも検討してきましたが、逆に言

うと復興住宅で住宅地になったということですので、あそこをさらに分譲するような

住宅地にするのか、それからあと、可能性として、あそこ村営住宅が６７ですか、で

きますので、高齢化に向けてのそういう福祉施設をつくるということも一つ。 

   それから、今回法律が改正されまして、東京都等の養護老人ホーム等を持ってきた

場合に、地代をいただいて、それから村が出す分にプラスで東京都のどこかの区から
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お金をいただく。そして、６０人のうちの２０人は地元の方を入れる条件を入れると

かですね、それが今度は可能になりました。その場合は絶対マイナスになりません。

逆に、大玉村の財政としてはプラスになるということも、もう実際に建ったところも

あります。 

   そういうことも考えておりますし、それから、あとは、前にちょっとお話ししたと

思いますが、あそこは水力発電は決してやめたわけではなくて、手法を変えて進める

ということですので、あそこには水力発電所はつくりたいというふうに考えておりま

すので、再生可能エネルギーのミニパークとして、太陽光、それから水力、風力、そ

れかたあと何ありますかね、バイオマス等のそういう場所にしてもいいだろうし、バ

イオマスを一部利用して野菜工場ができないかということで、副村長を初め数名で千

葉県の牧場に視察に行っております。現実的には。それは、水耕栽培で野菜をつくっ

て障害者の雇用をそこでできないか。障害者に優しい村づくりということで、そうい

うことも再生可能エネルギーのミニパークをつくったときに活用できるんではないか。

エネルギーをですね。そういうことは今、内部では検討しておりますが、まだ確固と

したものになっておりませんので、先ほどの部長のような答弁になったということな

んで、ご理解いただきたいと思います。 

   ですから、あれを今、砂利が入ったままで返していただくのか、畑のように、今、

富岡の方達が一時的に畑として市民農園みたいにして管理していただくのか。その辺

については、あれを取り壊すまでにははっきりとさせなければいけないというふうに

は考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 最後に総括させていただきます。 

   いよいよ、この地方の時代ですけれども、逆に言えば地方が今、競争で、もしかし

たらおくれてしまう可能性もあるとか非常に難しい問題の中で、今、村長、厳しい予

算の中で今年の新年度予算も編成したようであります。 

   この際、村長、今まで就任してから１年半、いろいろ頑張ってきていただきました

けれども、もうひと踏ん張りここは頑張って、村長の強力なリーダーシップでこの難

局を乗り切っていってほしい。そのことをつけ加えて、私の一般質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○議長（佐藤 悟） 以上で、６番、佐々木市夫君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第４号「教育長の服務等に関する条例の制定につい

て」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 質問します。 

   今回、教育委員会の組織も変わるという見通しの中で、首長みずからが教育委員会

に出向いて招集して云々ということに、これ相反する法案だと思いますけれども、か
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つて教育委員は政治その他の団体の役員になったり、また、積極的に政治運動はして

はいけないということでございますけれども、これから一般職となれば、村長の代役

をどのくらいまでの範囲でできるのか、まず伺いたいと思います。（不規則発言あ

り）どこまで代役できるか。村長の代理をできますか。どの程度。 

○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。 

   今回の改革の中では、新教育長という話でありますが、教育長の話でいいんですも

んね。教育長は今度、どちらかというと一般職扱いでありましたが、これが正式に特

別職という枠、これから条例、この後、出てまいりますが、特別職という考え方と、

それから一般職という考え方。 

   今まで一般職員という考え方で、給与の中身では一般の行政職の中に入っていたと

いう経過がございます。それで、教育長のこの服務規定というのがはっきりしていな

かったということで、今回新たに教育長の服務規定がここに掲げられているというの

が今回のこの改正でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

   ７番。 

○７番（佐藤誠一） ちょっと理解できないんで、もう一度伺いますけれども、前は教育

長云々ということは、教育委員会というのは単独でこれあったものですから、教育長

の服務ということでないんですけれども、これから４月１日以降発布されるであろう、

教育長が服務の中で、第１１条の６で「教育長は政党その他の政治的団体の役員とな

り、または積極的に政治運動をしてはならない」という項目があるんですよ。４月

１日以降だから、もう２０日以降ですけれども、これになった場合、今度これ、一般

職に教育長はなるわけでございますんで、村長の代役、代理、どこまでの範囲ででき

るのか。特に選挙運動はできるのか。この点を伺っておりますんで、村長みずからお

願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えします。少し理解に時間がかかりました。 

   従来の教育長というのは教育委員会という組織がありまして、一番上に、組織の長

というのは教育委員長でした。それで、教育長はどういう立場かというと、教育委員

会事務局の事務局長なんですね。事務局長ですから、教育委員会の法律上は一般職員

と同じ扱いで、ですから常勤なんですね。常勤の給料をいただいていた。ただし、教

育長は職務上は一般職なんですが、教育長という職務は専門職なんです。この辺が非

常に曖昧でした。ですから、ボーナスもらうときに勤勉手当ももらえない。期末手当

しかないんです。勤勉手当がないのにもかかわらず一般職としての常勤を求められて

いたというのが、従来の教育委員会事務局長の立場の教育長です。 

   今度は、教育委員会の実質的なトップになりますね。教育委員長は廃止されて、教

育長が今度、教育委員長も兼ねるという、職務上は。 

   ですから、後で出てきますように、給料表等については特別職の給料表のほうに、
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村長と副村長と同じ立場の特別職になります。ところが、勤務については今まできち

っと規定されていなかったので、今回のもので、勤務はやはり特別職とは言いながら

も一般職と同じように勤務してくださいよというのが、今回のこの服務に関する条例。 

   ですから、当然、教育長は特別職といいながらも、選挙運動をしたり宗教活動をし

たりということは制限されるということだと理解しております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） ３回目ですんで丁寧な答弁を求めますけれども、いろいろなこれ公

務員においては職務上において秘密事項。やめても秘密事項がありますけれども、今

回も新法案では、この秘密事項については第２条に出ておりますけれども、秘密事項

となればこれ、時効制はこれそうでないのかなという素朴な疑問ありますけれども、

この秘密事項について職務の期間中は絶対やってはならない、やめてもないというこ

とでございますけれども、秘密事項の内容についてもいろいろ制限があるかと思いま

すけれども、みずから教育長も経験された村長、どの程度までの秘密事項、あと時効

的にはあるのかないのか説明を伺って、質問を終わりたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 秘密事項というのは、まず最たるものは個人的な個人情報。どの子

どもがとか、どの先生がとかということで、個人の利害に関することについては当然

秘密事項でございます。 

   その他、人事に関することとか、通常、利害の絡むものについては全て秘密事項だ

というふうに考えておりますが、公にすれば個人の利害を損なうというようなもの、

それから職務の遂行に支障が出るという、それから後、教育委員会の信頼を欠くとい

うようなものについては当然、秘密事項に該当するだろうと考えております。 

   これについては時効はありませんので、今、７番議員さんが言われたとおり、退職

後もなお同じというふうに法律でうたわれております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。 

○２番（押山義則） 今回のこの条例の制定でありますが、多分、これ地方教育行政の教

育法の改正、そのものが各地で過去に発生したいじめ事件とか何かの対応の結果から、

多分、教育法の改正が図られていると私は伺っておるんですが、それで、大きく変わ

った内容の中身と、この先の条例制定、その関連性のまず一番大きなところを伺いた

いんであります。 

   多分、この改正で教育長の任命責任は村長に問われるようになるんだと思います。

それから、多分、村長の方向性によって教育そのものが大分変わってくるという、そ

ういう理解もしています。 

   今の段階ではその経過措置ということで、教育長の今の任期の間は変わらないと伺

っているんですが、その条例制定に関しての一番の大きな関連、その中身をお伺いし

ます。 
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○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 条例については法律で定めのないものについて条例で定めるという

ことですので、今回の教育委員会の改革については教育の法律のほうで全てうたって

おりますので、そこでうたわない部分だけ今回改正になる。 

   それから、こういう勤務に対する、今まで曖昧だったものを一般職と同じように常

勤ですよということ、そして服務規定に従いなさいよということが１つはっきりとう

たわれたということと、給料関係は今までは、別に教育長の給与関係ありました。こ

れは非常にそういう中間的な位置であったんで、村長、副村長と同じ条例の扱いを受

けなかったんですが、今回はきっちりと特別職であるというふうに法律のほうで位置

づけをしましたので、給料上も位置づけをする。これが法律で規定されていなかった

部分ですが、今回の法律で一番変わった部分というのは、今、任命責任というのは今

も同じです。村長が任命というか選任して、議会の承認をいただくということですか

ら、どこかの某橋下、名前言ったら悪いな。某市長のように、教育委員を全部自分の

意に沿うように入れかえるというのは、当然できること。今までもできることでござ

います。これについては変わりはありません。同じです。 

   あと大きく変わるのは、教育委員会に首長が出席するということです。ですからこ

れは、教育委員会は今まで独自でやっておりましたが、首長がそこに今度意見を述べ

て、コントロールしようと思えばコントロールできる。ですから、従来の政治的な中

立性が損なわれるというふうに私は考えております。 

   ですから、前にお答えしたように、教育委員会については、基本的には教育長に全

てお任せをする、従来どおり、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。６番。 

○６番（佐々木市夫） 今の質問で、やっぱり法律制定の背景、さらには今のこれから

４月から執行されるいろんなことありますけれども、まずその背景、もう一度詳しく、

大体は想像できますけれども、さっきいじめの問題というのが出ましたけれども、こ

の法律の背景と、これメリットも当然、考えながらできた法律ですから、さらに現時

点で考えられる、村長、もしよければデメリットも含めて見解があれば、お聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今回は、やはり先ほど言われたように、大津市のいじめ問題に端を発して、教育委

員会が機能していないということです。ただ、全国の千幾らの教育委員会の大部分が

頑張ってやっているのに、二、三のそういう事例をもって教育委員会はだめだという

ような法律改正が一方的に行われました。教育委員会にも我々にも全然何の、相談を

するというのも変ですが、事前の意見聴取等も一切なく、この法律はつくられた。非

常に不満を持っております。国政には、私は自分の意見を言わないということのスタ

ンスではありますが、これはやっぱりもう憤りを強く感じております。 
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   デメリットについては、先ほど言いましたように、首長が自分の思うように教育を

コントロールできるようになる。それに対しては合議制ですから、教育委員会の皆さ

んが抵抗するということですが、教育委員の任命は首長がやるということですので、

これはやはり、ですから、私が教育長にお任せするというのは、自分がこの方と見込

んでお願いした方については信用して信頼をして、お願いをし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。 

（「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４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５号「大玉村指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例制定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 余りにも題名が長いので略して言います。 

   これは恐らく、基本方針の中で出てくる、１級から５級になってだんだん下がって

２級くらいになれば、施設から出てきて自立しなさいという法律だと思いますけれど

も、かつて介護あって福祉なしというような言葉がありました。こういった法案つく

ってみますと、いや出るわ出るわ、待機者が何十万、何百万人もいるんだというよう

なご時世でございますので、このような法律ができようとしているわけでございます

けれども、一旦５級まで行った人が、私も話聞いたら、２級になって、施設出てくれ

出てくれというように言われているそうでございますけれども、そんなにおって、こ

ういった段階的にこれ、車いすの人が自分の足で歩けるようになったといえば、これ

こういった制度、適用になると思うんですけれども、そういったすれすれなくらいで

いう、待機者も含めてどの程度これ、当局としてはこのような人数の人を把握してい
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るのか、まず伺ってから、次の質問をしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。 

   待機者、いわゆる介護サービスを認定を受けながら施設とか何かに入っていない方。

この数については、数としては少ない、十数名です。在宅で介護を受けているという

ような状況がございます。ただ、希望したところに入れないという人はたくさんおり

ますが、それが別な施設。特別養護老人ホームでなくて老健施設等々に入っている。

あるいはグループホームに入っている。そして、特老の入所を待っている。こういう

方が大部分です。 

   それから、今現在、行政報告でも示しておりますが、介護認定を受けてサービスを

受けている方は８８％ぐらいなんですね。１２％の方はサービスを受けていないとい

う格好になっていますが、これも調査すると、大部分がその時点で入院しているとい

うような方で、全く介護のサービスを受けずにという方はいないというふうに認識し

ております。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） いろいろこれ数字をつかむということは非常に難しいと思いますけ

れども、ぼたん荘、なごみ苑一つとりましても、ぼたん荘については、これ介護必要

だということで、なごみ苑は要介護ゼロという方が入っていて、早い話がアパートみ

たいになって、そこから仕事もしているというふうな、一応オーケーなんですね。 

   そうすると、その施設に入っていれば大体７万から８万くらいで済むそうでござい

ますけれども、介護が２ないし３、４、５となると相当なお金がかかってきます。保

険もおりるわけでございますけれども、そういった認識の中で、今回この充実した日

常生活を営むことができるとなっても、一度やっぱり介護に携わってもらった人にな

れば、うちの中にいても誰かが面倒見たりする人になると、経済的によっぽど余裕が

ある人でなければ自宅というのはできないわけでございますんで、その点、後からも

包括支援等も出てきますけれども、そういった行政的には支援等を含めてどのような

方向づけでこの法案を通そうとしているのか伺って、質問を終わりたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。 

   今回、本議案、議案第５号、それから６号、そして議案第１８号、これ全て関連し

ているものでございます。今回のこの議案第５号につきましては、この軽度者、要支

援１、２、この介護予防計画につきましては、今現在は包括支援センターが事業所と

して登録していますから、ここで計画を作成しています。 

   今回、１６号では指定介護予防支援事業所、これの指定に関する条例ということで

名称を加えさせていただきました。指定できるということで。 

   この条例は、その予防給付ですよね。要支援１、２の方の予防計画を作成する事業

所を村が指定する場合に、こういう要件を満たしていれば指定できますよというのが

今回の条例です。 
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   もちろん、ここは計画をつくったりする際に、地域包括支援センターであるとか市

町村と連携を密にしながら、要支援１、２の人が重度化しないように頑張ってやって

くださいと、その事業所指定に係る基準がこの今回の今、議論いただいている条例で

ございます。 

   もちろん、おっしゃるようなさまざま費用負担の問題とかもございます。それらに

ついては、また介護保険条例の一部を改正する条例の中で議論があろうかと思います

が、この条例に関してはそういう性格のものであるというふうにご理解いただければ

と思います。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） この条例の中の第１４条関係についてお尋ねいたします。 

   ここで言われております包括支援センター運営協議会。これは多分、お医者さんと

か薬剤師とかがかかわっているのかなと思っておりますが、その辺の内容ですね。何

人ぐらいでどういう方がなっておられるのか。 

   そして、（３）、第３項のところでございますが、この中の知識、能力云々、介護

支援専門員が従事する。当然、知識、能力は一般的な能力を要するというのは当然か

なと思っておりますが、私のお聞きしたいのは、知的障害者、いわゆる知的をお持ち

の方でそういう介護の場合には、専門的知識をもう一段階必要だというふうに認識を

しておりますが、その件についてお尋ねしたいと思います。 

   それから、２６条関係でございますが、ここで言う特定のサービスに指示等を行っ

てはならない。また、対価として金品云々と、これは国会でも大分議論、問題になり

ましたね。そういう関係上、こういう文言が入ってきたのかなと思っておりますが、

当村ではそういうことは全くないと信じておりますが、過去にこういう疑義が持たれ

るようなことがあったかどうか、お尋ねしておきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ５番さんにお答えいたします。 

   １４条関係の指定介護予防支援の業務の委託、いわゆる指定介護予防支援事業者。

軽度者のケアプランをつくる方がみずからの業務を他に委託する場合、これは指定に

なっているわけですよね、村が指定する。その事業者がほかの人に再委託ですよね、

村から見れば。そういう場合には、地域包括支援センター運営協議会の意見を聞いて

やってくださいということになっているわけなんですね。 

   地域包括支援センター運営協議会というのは、現在は村が設置しております。ただ、

これらについても、後ほど出てくるんですけれども、これらについても民間委託とい

うか、大玉村以外はほとんど本宮市も４月から民間に委託します。そういうふうにな

ったとしても、地域包括センター運営協議会というのは設置しなければなりませんし、

今回、軽度者のケアプランをつくる方々がほかに指定されているのにほかに出す場合

には、地域包括支援センター運営協議会の意見を聞きなさいというのが１４条の規定

でございまして、１４条の第１項（３）につきましては、この知識、能力を有する介

護支援専門員というのはケアマネジャーさんのことです。そういうところでなくては
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だめですよと、当然のことの規定でございます。 

   それから２６条のこの利益収受というのは、例えば大玉村でも現在、指定居宅介護

支援事業所というのがあります。これは指定介護予防支援事業所です。居宅はいわゆ

る介護１、２、３、４で、デイサービスであるとかヘルパーさんを利用する際に、そ

の利用の計画を作成する。医療機関との調整とか施設との調整をやる。 

   同じように、指定介護予防支援事業所についても、例えばこれがいっぱいできてく

るかもしれません。この近辺でも病院系列の、あるいは農協さんが居宅介護支援事業

所やっていますが、これから指定介護予防支援事業所になることになるわけですよ。

そうした場合に、自分の同一の系列にばかりサービスを集中させるようなことはあっ

てはならない。つまり、計画をつくる、計画によってサービスを実際受ける。そのサ

ービスを受けるところはデイサービスなんていっぱいあるわけですよ、場所。それを

みずからの法人だとか、そういうところに呼び込むような利益収受、呼び込むような

ことをしてはならないし、ましてやそのことによって金銭だとか、そういう見返りも

らってはなりませんよという、当たり前の規定でございます。 

○議長（佐藤 悟） 質疑ありませんか。２番。 

○２番（押山義則） 今の説明で大体わかったんでありますが、この指定介護予防支援に

ついての村内の現在の事業状況。これを明確に伺いたいのと、この指定介護予防支援

の委託について、地域包括支援センター運営協議会、これ現在のきちんとした運営状

況。それについてと、あと、要支援認定から要介護認定に行くときの連続性というか

一貫性。今、説明された部分はそこだと思うんですが、要支援設定のほうの担当者が、

それは責任を持って推薦するというか連絡するという形になるわけですか。その辺だ

け１点確認したいんですが。 

○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。 

   ちょっといっぱい話で、私も頭の中、整理できないんですが、今回は、今までは包

括支援センターでやっています。今、村直営で。これが大体、今、要支援１、２とい

う方は介護認定者の３３０分の４０でしたか、行政報告で述べましたが、その４０名

については予防支援の希望があればプランをつくるんですね。計画を立てて契約をし

て。 

   そして、今までだとデイサービスとか、それからヘルパーさんの利用できています。

それが３年後にはできなくなるんですね。しかし３年間は、これから継続して今まで

どおりにやっていくというふうなことで、村は包括支援センターでやる予定にしてい

ます。当面は。したがって、この事業所の指定というのは、みなし指定をするかどう

かというのはまだ決めていませんし、事業所は村の中には社協しかございませんので、

社協を指定するということはあり得るということなんですね。 

   それから、当然、要支援１の人が要支援２になって、ケアマネジャーさんが変わっ

てきます。今まで包括支援センターでやっていたのが、今度は大玉村でいえば社会福

祉協議会の居宅がやる。そうなった場合に、当然、周りのいろんな情報については引
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き継がれていくというのは、これまでもこれからも変わりないし、そういう連携は当

然ということになります。 

   それから、包括支援センター運協については、介護保険運営協議会と同じメンバー

でやっておりまして、後で今度は包括支援センターの条例が出てきますが、包括支援

センターの性格も変わってくるということがありますけれども、介護認定を受けてい

る人あるいは認定を受けていない人に対する事業等についても、村の高齢福祉施策と

あわせて進めていくというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） 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。 

   よって、これより議案第５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４、議案第６号「大玉村包括的支援事業の実施に関する基準

を定める条例の制定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 言葉で言えば、この介護については非常に難しい言葉がいっぱい出

てきますんで、端的にお伺いします。基本方針の３条第１項と次の職員の員数に関す

る４条関係について伺いたいと思います。 

   今回、基本方針の３条においては、介護保険の被保険者が可能な限り住み慣れた地

域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないという、

これ縛りが出てきますけれども、これらの解釈について、まず伺いたいと思います。 

   また、第３条の２項に、最後、適切かつ中立な運営を確保しなければならない。こ

れも縛りなんですね。次に、今度は第４条。職員に係る基準及び当該職員の員数。こ

れについてはいろいろありますけれども、大玉村は１０ページの３段階における

１，０００人未満なのか、おおむね１，０００人以上２，０００人なのか、おおむね

２，０００人以上３，０００人未満の中の、この員数的にはどの枠に入るのか、まず

伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   まず、３条の第１項の介護保険の各被保険者が可能な限り云々という質問でござい

ます。介護保険の各被保険者と申しますのは、４０歳以上です。ただ、それは４０歳
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から６４歳までは２号被保険者、それから６５歳以上が１号被保険者ということにな

りますが、包括支援センターの役割として、この方々が介護にならないことはもちろ

んですけれども、介護に陥ったとしても、できる限り地域で自立した生活を営むこと

ができるように、さまざまなサービスの組み合わせとか、そういったものを進めてい

かなければならないという規定でございます。 

   ２番目については、地域包括センターは中立な運営というのは、先ほども申し上げ

ましたが、地域包括センター、例えば大玉村には１カ所しかございません。郡山あた

りだと２０カ所もございます。本宮は今回３カ所に地域包括センターをつくるという

ふうになっています。二本松市は旧１市３村ですから４カ所につくるというふうにな

っています。それも全部外部委託ということになります。 

   そうなると、病院系列とかそういったところに委託していくことになります。そう

なった際に、包括支援センターは自分の法人にばかり、自分の特別養護老人ホームと

か、自分の法人がやっているデイサービス事業所とか、そういうところにだけ利用者

を集めるようなことのないように、中立的な運営をしてくださいよというのが、この

３条の第２項の規定です。 

   それから、４条の職員の配置基準ですけれども、大玉村の場合はおおむね

２，０００人から３，０００人というくくりになりますから、常勤の者については

２人は必要だというふうになってきます。 

   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。 

（「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６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４５分といたします。 

（午後２時３２分） 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後２時４５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第７号「大玉村鳥獣被害対策実施隊設置条例の制定

について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 今回、このような被害対策実施隊云々の条例が出されましたけれど

も、大玉村の条例の中でも、平成１６年４月１日施行による大玉村有害狩猟鳥獣捕獲

隊設置要綱というものがございまして、これは２とおりあって、鳥獣の保護及び狩猟

の適正化ということでありますけれども、今回こういった被害から駆除するんだとい

うような実施隊ができるそうでありますけれども、この平成１６年４月１日から施行

された大玉村の有害狩猟云々というと、これはどのようなことになるのか、まず伺い

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。 

   従来ですと、有害鳥獣の捕獲隊ということで、その要綱に基づいて村長から委嘱さ

れたということで、この条例、新しい実施隊の条例が施行になりますと、そちらは廃

止ということになります。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 私の記憶ですと、北海道の事例を申しますと、北海道もそれぞれ広

い土地に住んでいるということで、公務員または農協職員を実施隊にするというよう

な組織も組まれておりますし、また、あるいは男性がいないということで、女性隊だ

けの実施隊も含まれるというふうなことも記憶の中にありますけれども、本村で言う

とどのような実施隊を村長が任命するのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） 再びお答えします。 

   実施隊、本村の場合につきましては、いわゆる猟友会のほうに推薦をお願いしまし

て、いわゆる今までの捕獲隊１５名でございますが、その方々に４月１日より任命し

たいということで考えております。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 捕獲隊も脇にいてまことに申しわけないんですけれども、やっぱり

ある程度、高齢者が実施隊になっている場合あるんです。若くても我々の世代なのか

なと思いますし、やっぱりこれだとどうしても体の動きが鈍い、目が悪くなるという

こともありますんで、非常にこれ言いにくいんですけれども、やっぱり年齢制限とか、

若い人に改めて狩猟の免許をとってもらったり、それからでもこれは遅くないと思う

んで、その点を村長、どのような考えを持っているのか、はっきり言ってください。

お願いします。 



 

- 192 - 

 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答え申し上げます。 

   高齢化、それから減少化というのは全国で問題になっております。大玉村もご多分

に漏れず、高齢者、６５歳以上の前期高齢者、７０歳の方も隊員のほうにはなってい

ませんが、おられます。 

   あと５年、１０年たつと本当に誰もいなくなってしまうということ。その割には、

この鳥獣はふえるということがありますので、平成２６年度から、わなと、それから

狩猟猟銃の取得をする場合に、上限１０万の取得金の補助を設定をしております。 

   それでまず手始めに、一般の方もおりますが、役場の部長等について、部長は役場

の中では高齢でまもなく退職をしますので、退職したらその中に入っていただいて、

社会貢献をしていただくということで受けていただいて、私も受けて資格を取ったと

ころであります。 

   ですから、これからもまた、村内で若い人が１人、その補助をもらって取りたいと

いうような話も来ておりますので、引き続き村内にＰＲをして、若い人たちの後継を

つくっていくということに努めてまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。 

○２番（押山義則） 今回のこの設置条例の中では、今も質問ございましたが、実施隊の

資格というものはうたっていないわけであります。狩猟の許可とか年齢とか、ある程

度、地域割りとか、そういうことも含めまして、役場職員はそのような形で伺ったわ

けでありますが、この条例設置によって今年度の予算の中で、この第５条の中で報酬

とか費用弁償について伺いたいんでありますが、今年度の予算であくまでも報酬とか、

それから報償、委託料、協議会補助、この条例設置の後に、結局、これが議論される

ことになると思うんですが、これらの内容について含めて説明を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） ２番議員さんにお答えします。 

   実施隊は、まず非常勤特別職に位置づけされますので、それらの報酬については議

案９号のほうで鳥獣被害対策実施隊員ということで、年額２万円ということで、９号

のほうで条例の一部改正を行っているところでございます。 

   また、それらに係る経費でございますが、そのほかに実施隊に係る委託料を３２万

円予算措置しておりますし、また、有害鳥獣対策協議会というのはいわゆる鳥獣被害

防止の特別措置法に基づきました対策協議会を設置しておりますので、その中のいわ

ゆるわなとかの部分については、そちらの協議会のほうに直接２分の１補助が来ると

いうことで、村相当の部分については予算措置をしていまして、その額は３２万円と

いう形で、新年度に予算措置をしているところでございます。 

   以上です。 

（「報償とかのことについては。すみません」という声あり） 
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○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） また、予算措置の内容でございますが、有害鳥獣に係るものに

ついては、いわゆる先ほど村長が申しましたわなとか猟銃の資格取得のための経費、

新年度ですと３６万２，０００円。そのほかに有害鳥獣の電柵の設置関係ですか。電

柵に係る５０万円ということで、それぞれ有害鳥獣関係の予算措置はしているところ

でございまし、また、報酬については新年度の予算のほうで、ページ、１３６ページ

になりますが、報酬で２万円掛ける１５名ということで３０万円予算をとっておりま

すし、公務災害補償については総務費のほうで一括して計上しております。 

   以上でございます。（不規則発言あり）報償につきましては、イノシシの捕獲に係

る１頭２万円の報償ということで４０万円を計上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。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） この関係の２条関係ですね。２条で、村長の指示を受け、農林水

産物等にかかわる被害の云々ということになれば、当然、例のカラス等々についても、

ここで対応していかなければならないのかな。村長の指示を受けということだから、

その状況を見てそういうこともあり得るということですかね。どこででも捕捉できな

いようなのをつくられたのでは困る。 

○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。 

   今回の実施隊の役割でございますが、いわゆる農林水産業に被害を及ぼすものにつ

いてということなんで、イノシシの被害が重大でございますが、今ほど１０番議員さ

んから話がありましたカラスも含めた有害鳥獣対策でございます。 

   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７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６、議案第８号「大玉村行政手続条例の一部を改正する条例

について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（鈴木宇一） ここで言う行政指導のあり方ということだと思いますが、ここで言

われております村の機関が許認可等をする権限とうたってありますね。そうしますと、

例えば企業にしろ何にしろ、許認可以外についてのこの作為行為に対しての行政処分

というのはあり得るのかどうか。 

   また、今ほどもお話ありましたが、小高倉の畜産企業に対してのいわゆる立地協定

並びに公害協定等は結んでいるのかどうか。結んでいないとすれば、この行政指導と

いうのはどこまでの範囲内でできるのかどうか。その辺についてお尋ねをしたいと思

います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。 

   まず、行政指導の中で許認可以外のことということで、ここで行政手続法で条例で

掲げておりますのは、基本的にここで言っているのは、あくまでも法的に、法律的に

基づいたものの行政指導。これを追加分としてうたっております。 

   それから、小高倉山、例えば小高倉地内、その公害協定ですね。これらについては、

この部分では今、申し上げたように法律に基づいて抵触したり、ここにありますよう

に許認可をする。そういう行政指導をした場合についての追加条項でございますので、

そのようなことでご理解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） ５番議員さんにお答えいたします。 

   小高倉地内の養鶏場、それから畜産農場については、立地協定、それから公害防止

協定等々については締結されておりません。そういう要件になっていないということ

でございます。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） この条例は、そうしますとあくまでも法律に基づく許認可事業の業

者に対しての施行だということになりますね。それ以外は、この条例をもって指導す

ることはできないということになりますね。 

   しからば、あそこの施設については許認可事業じゃないということになりますよね。

そうすると、ただ、その辺が村としては施設をつくる場合には、当然ながら立地協定

なり公害協定というのを結んで指導すべき事案だなと思うんですが、今に至ってはど

うしようもない。初回の段階で甘さがあったというふうに私は思うんですが、強力な

指導ができないというところに今回の長引く問題もあるんじゃないかなというふうに

思っております。その辺について、もう一度お答えを願います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ５番議員さんにお答え申し上げます。 
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   規模の大小はありますが、農業経営で佐藤養鶏さん、固有名詞申し上げて失礼しま

したが、あの養鶏場、それから畜産農場に関しては、もう既に数十年、二、三十年の

経過がございます。その当時、村から頼まれて来たみたいな話もございまして、あく

までも農業経営という格好ですから、ほかにもいっぱいそういったケースがあります。

自分の土地に牛を飼うということで、立地協定というものはやっぱりなじまないとい

うことであります。 

   今回の手続法については、あくまでもこの法律に基づく行政指導をやる場合には、

きちんとした条例、条文を示しなさい等々というものを加えたということで、今回の

公害問題の行政指導については、また別な観点で一般質問でもお答えしましたが、別

な観点でやっていくという考えでございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 今回のこの行政手続条例の一部を改正する。改正の目的はわかりま

すけれども、この狙い。具体的にどのようなときにどのような例で適用されるのか説

明されたほうがわかりやすいんでありますが。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。 

   今回は行政手続法の一部改正に基づいて、新たに追加された件が３項目ほどあるん

ですが、いわゆる住民側にとりましては、この保護の充実のための手続を整備したと

いうのが大きな改正で追加でありますけれども、具体的という話でございますので、

例えば村に農地転用許可の申請をされたという場合に、これは２ヘクタール以下です

と村で許認可の行為ができる。 

   また、もとは国の土地であった赤道とか水路関係ですね。これが今、市町村に帰属

されて、その土地の払い下げ申請を受けたと。その場合に、村でこの判断をして許認

可をするというような事務があった場合に、それらについて、例えばそのまま、現実

的には今のところはないかと思いますが、その許認可がある事由でその許可が得られ

なかったという場合に、では、なぜその許可ができなかったことに対して、どういう

理由でどうなんですかということを、ちゃんと法令の根拠をもって、こういう条項に

要件が当たりますので、今回は許可できませんでしたと、そういう、今までもやって

いたこともありますが、それをうちのほうではさらにきちんとこの条例にのっけたと

いう考え方が正しいのかな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） 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８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９号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第１０号「村長等の給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第９、議案第１１号「職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（鈴木宇一） ここで、管理職員特別勤務手当の第２０条関係。それの２番ないし

３番の第１項、これについてお尋ねいたします。 

   これは多分、地震、大雪対策本部を設置した場合、深夜に及ぶという形でこのよう

なことになったのかなと思っております。しかし、一般職については今までも当然、

手当はあったのかなというふうに思っておりますが、ここで言う管理職員の皆さんは、
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いわゆる深夜午前０時から５時までの勤務については、何もなかったということかな

と思っております。 

   それで、６，０００円という額を改めてここに提示した。そしてまた、その下の

１００分の１５０、いわゆる５０％を新たに上乗せして６，０００円プラス

３，０００円、９，０００円の手当を支給する。こういうことで理解してよろしいの

かどうか、ちょっと詳しくご説明願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。 

   まず２項でありますけれども、これについては今、５番議員さんがおっしゃるとお

り、午前０時から午前５時までの間、これについて新たに設けた。これは平日です。

土日とか休日以外の平日の午前０時から午前５時までの間という規定を新たに設けた

ということでございます。 

   それから、３番については１回につき６，０００円。これは休日で設けてありまし

た同額であります。その１００分の１５０については、その前段の０時から５時ま

で、それを超えた勤務をした場合に、この１００分の１５０を乗じた額、つまり

９，０００円を支給するという内容でございます。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） そうしますと、この条文はあくまでも平日だということですね。休

日、祝日においては今までもあったということでよろしいですか。５時以降、あく

までも０時から５時まで、それ以降については上乗せしよう、その範囲内については

６，０００円ということですね。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。 

   今おっしゃったとおりでございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） この改正によりまして、通勤手当の部分の増額分、どのぐらいにな

るというふうに予測されているのか。それから、このように値上げしたという、その

根拠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（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。 

   通勤手当、この改正によって増額する分でございますが、年間、金額で１８万

６，０００円の見込みでございます。なお、この根拠でございますが、これは県の人

事委員会に準じて、さらにその内容につきましてはガソリン等の高騰。これは昨年

１０月というか、県のほうはそういう関係でございますが、１２月までは１６０円程

度のガソリンになった、村の契約でありますが、そういう状況でガソリンの高騰と、

消費税もあろうかと思いますが、そういう意味での根拠でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 単身赴任手当ですか、これらについて該当する方がおるのかどうか。
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例えば、大玉に住んでいたというと、しかしこの放射能関係で家族が遠くに行った。

だから、それも単身赴任になるというふうな理解でいいのかどうか、その辺について

も伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   単身赴任手当につきましては、現状で言いますと、これは今のところ該当ありませ

ん。例えば大玉村が東京に東京事務所を設けるとか、そういった場合に執行になりま

す。そういった場合にはこの該当になりますが、現段階でそういう施設はありません

ので、該当は今のところございません。 

○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） 失礼しました。追加で申し上げます。 

   個人的な理由、その他については該当になりません。 

○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１１号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第１２号「英語指導を行う外国青年の給与等に関

する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（鈴木宇一） この英語指導外国青年の給与の改定ということだろうと思います。

それで、現行なんでありますが、現行はこの手取り３０万というのは保障する。いわ

ゆる所得税、住民税においては、それ以外の金額をもって当てはめて、あくまでも

３０万手取りとなるように調整したということでございますが、改正後においては月

額３５万円。単純で見ると５万円アップしたようには思われますが、ここでは所得税、

住民税というのはうたっていないんですね。そうすると、ここの３５万から所得税、
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住民税は差っ引いて納めるということなのかなというふうに思っておりますが、その

辺のことと、年末調整も含めてお答え願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ５番議員さんにお答えいたします。 

   外国青年の現在の給与でありますけれども、月額３０万円であります。これは来た

当初からいる期間、複数年にわたりますけれども３０万円ということであります。 

   今回の改正は、来た当初から２年、３年、複数年になる人について、段階的に給与

を決められるということであります。村においては、これから規則で定めるようにな

りますけれども、まず１年目、ＪＥＴのほうから来ているプログラムの規則等を見

ますと、１年目については２８万円、２年目３０万円、３年目については３２万

５，０００円というようになります。 

   大玉村においては、今、規則を定めているところでありますけれども、３３万円を

上限としております。ＪＥＴについては３５万円を超えないということでありますけ

れども、村においては３５万円というのは今のところ考えてはおりません。（不規則

発言あり）あと、この所得税と住民税の関係だと思います。これを支給しないから

３５万円にするのかというようなご質問だったと思いますけれども、今回につきまし

ては、ＪＥＴの複数年にわたる人についての賃金を、格差を設けたということで、あ

とのそのほかについては変わりはありません。（不規則発言あり）大変失礼しました。 

   月額３０万円にプラス所得税、住民税ということでのお尋ねでありましたが、月額

について先ほど申しましたとおり、段階的に、改正するようにはなります。それに基

づいての所得税がそれに上乗せされるかというご質問だと思います。それは変わりは

ありません。（不規則発言あり） 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。今の質問は、結局３０万で、その所得税とか、そのボー

ナスとかそういうものを、その入っていないのかとか、そういうあれだと思うんだよ。

所得税をとっていのか、そういう質問だと思うよ。よく質問を聞いて答弁してくださ

い。５番。 

○５番（鈴木宇一） もう一度質問します。 

   現行を申します。もう一度。くどいようですが。３０万、これはあくまでも保障し

ますよということですよね。いろんな所得税やら税金かかるわけですね、住民税。そ

れは別枠で出しますよということですよね。今まではね。あくまでも３０万を保障し

ます。じゃ、そのくだりは、今回の改正後にはないんですよ。あくまでも３５万一点

張りなんですよ。だから、３５万が手取りなのか、所得税、住民税というものを新た

に加えるのか、それとも、この３５万の範囲内から差っ引くのかということを何回も

質問しているところなんです。 

   そして、今、言われたように２８万、３０万、３２万５，０００円というのは段階

的に１年、２年、３年というのは、それはわかります。問題は、所得税、住民税をど

うするかということをお聞きしたい。わかりましたか。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 
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○教育部長（武田好広） 大変失礼しました。再度お答え申し上げます。 

   今回の改正につきましては、１年目、２年目、３年目、当然変わりますけれども、

その３５万円を超えない範囲で、この今までの適用。要するに、所得税、住民税をお

支払いする。その額が３０万円を超えない額ということであります。 

（「村長」「おかしいよ」という声あり） 

○村長（押山利一） 誰だっけ、質問したの。５番議員さんにお答え申し上げます。 

   今までのものについてはご理解をいただけると思います。税金を差っ引いても手元

に３０万残るようにしなさいよということですが、今度はＪＥＴの給料の方法が変わ

って、１年目が２８万手取りを確保しないさいよと。大玉の場合はですね。それから、

２年目は３０万の予算を、手取りを確保しなさいよと。３年目は３２万５，０００円

の手取りを確保しなさいよといったときに、手取りが１年目だと今度のＪＥＴは２年

目ですので、３０万円を手取りを確保しなさいよと。プラス、税金を足したときに、

３５万円を超えないようにしなさいよというのが、今回の３５万円です。 

   ですから、予算的には３８５万９，０００円、平成２７年度予算を取っていますの

で、割り返すと、手取り３０万プラス税分の２７万何がしが予算化をされているとい

うことですので、手取りプラス税金等を足したものについて３５万を超さない範囲内

で定めなさいよということでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） そうすると、今、村長の説明だと、２８万、３０万ということで、

２年目に３０万だ、これは手取りだ。そうすると、それ以外の所得税、住民税は新た

に加える。予算化もしていますということですね。だから、この改正後の条文にはう

たっていない。これは構わないんですかね。そのまま行くんですか。 

   それと、提案理由説明の中では、１７％アップだということだったんですが、これ

も間違いないですか。その辺についてもお尋ねします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １７％アップという説明はしておりませんので、要するに１年目と

３年目の給料が同じというのはということで、こういう段階をとったということです。 

   そういうことで、これについては、所得税どうのこうのについては２国間協定で、

例えばオーストラリアと日本で、オーストラリア人が来た場合には、税金等について

は手取りから取らないようにという２国間協定を前から結んでいるんですが、前はオ

ーストラリアから来たＪＥＴについては、３０万から税金を差っ引かれていたんです。

アメリカから来たＪＥＴは３０万プラス、２国間協定を結んでいたんで税金を取らな

かった。そういうばらばらだったものが、今度はＪＥＴ全体から取らないよというこ

とですから、この前言ったみたいに法律で定まっているものについては、条例で定め

る必要はないということになりますので、上限だけ定めるということになります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） まだございませんか。２番。 
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○２番（押山義則） １点だけ確認したいんでありますが、この改正後の給料の中で、村

長が規則で定める額ということをうたってあるんですが、この規則、これ今回、条例

制定後に規則決定ということを承ったんですが、片や教育委員会のほうでは既に規則

があって改正だというようなことの認識があるんですけれども、どっちが正しいのか

確認します。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   条例が制定されないうちに規則をつくっても、その規則は無効ですので、今、説明

あったのは、規則をつくる準備をしている、案をつくっているということですので、

きょう可決されれば速やかに規則が改めてつくられる、公布されるという形になりま

す。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 私が伺いたかったのは、結局、新たに規則をつくると伺っていたん

だけれども、既にこの規則は今までもあって、それでその一部改正だということの解

釈を伺いたかったんです。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ２番議員さんにお答えいたします。 

   今、村長が言われたとおり、条例が改正されまして、それに基づいて今まである規

則の一部改正を行うということであります。 

○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） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第１２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１１、議案第１３号「大玉村スクールバス使用料に関する条

例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 
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   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１４号「大玉村立幼稚園預かり保育条例の一部

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） 預かり保育のこの現行と改正後の違いでございますが、日額につ

いてはそのままだと。ここで言う５，０００円を超えた臨時預かり保育料は月が

５，０００円を限度とする。いわゆる１日５００円を１０日だと５，０００円だとい

うことを、限度ということを廃止したということになれば、当然これはアップすると

いうふうに理解していいのかなと思いますが、その辺についての説明をお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ５番議員さんの言うとおりであります。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 若干、補正させていただきます。 

   今回の預かり保育の条例改正につきましては、子ども・子育て支援の法の趣旨にの

っとりまして、一時預かりを拡充する、それを保障するという、もっともっと一時預

かりを大事にするというようなことを前提に考えております。したがいまして、常時

預かりについて、その規定を厳格にするということが一つあります。それからもう一

つ、そうしたときに一時預かりというようなことを、この規定を設けておきますと、

常時預かりをしておきたいんだけれども、一時預かりにしていってということの規定

を、ざる法という言葉、ざる条例にしないようにするために考えた措置でありますの

で、その趣旨をご理解いただきたい。 

   それからもう一つは、預かり保育について、今、さまざまなことが話題になってお

りますけれども、私は基本的には預かる家庭があれば、そこに預かっていくのが教育

的に意義があるのかなと。そういうようなことを考えたときに、あくまでも一時預か

りというようなことは緊急的なことで、いつでもその場を開くというような意味で一

時預かりの制度を設けているんであって、その趣旨に照らしたときに考えた、そうい

う廃止であるというようなことでご理解いただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） 実質、預かり保育をやめたいということにも聞こえるんですね。た

だ、左での改正後では５００円とうたっていますから、これはあることは間違いなん
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ですね。臨時ですから、これは緊急に預けたいというお母さんも当然出てくるのは当

たり前でありますから、ここで言う１０日を超えたものについては、いわゆる限度が

ないんだから、１５日になればもっと７，５００円になりますよということでしょう。

それを廃止したんだから、長く預けた人は困っちゃうんですね。その分、臨時じゃな

くて一般に預けてくださいというなんですか。これは利用者の考え方なんだと思うん

ですよね、一方的にこちらで、村で決めつけられるものかどうか、その辺についても

私はちょっと疑問なんですが、どうでしょう。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 繰り返し申し上げます。預かり保育制度というのは、基本的に保

育に欠ける家庭に対しての一つの行政サービスだというふうに捉えております。です

から、そういう家庭については預かり保育制度を充実させていきたいというのは、基

本的に変わりません。 

   ですから、預かり保育をやめたいという意思は全くございません。ただ、常時預か

りを今している中においても、保育に欠ける状況にない家庭も幾つか散見されますこ

とから、それを一つ整理していくというようなことです。 

   そうしたときに、一時預かりというようなことにしていって上限を１０日にすると

いうようなことにしますと、結局、常時一時預かりというようなことも懸念されます

ことから、その辺についてのご理解をいただきたいというようなことが中身です。 

   その先には、今回の法改正で子ども・子育て法というような法が改正されまして、

その中の大きな柱の中に、一時預かりの保障。突発的なものについていつでも受け入

れる体制を充実させますよというのが法の趣旨ですので、それを生かしていくという

ようなことです。 

   そういったことで、それから先ほど申し上げましたように、繰り返しになりますけ

れども、家庭で保育できるという環境にある方については、そういう子育てを大事に

していただきたいという願いが入っているというようなことでご理解いただきたいと

思います。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 実態からすれば、臨時預かりの親というのは少ないのかなと思っ

ています。いろんな事情で、自分勝手でちょこちょこと預けるなんていうことでは、

これはいかがなものですけれども、本当にやむにやまれず、そういう方がもしいると

すれば、ですからまず実態がどうなっているかということと、そういう人に対して不

利益をこうむらないのかなということ、懸念はありますけれども、その辺をどのよう

に考えているか、お答え願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） これにつきましては来年度のことについて動いていますので、そ

ういったことについての趣旨を説明しております。本来的には、この条例の可決をも

ってなんですけれども、ちょっと時間的にずれがあります。 

   その状況の中で、通常預かりであった中で一時預かりでもいいのかなと、これ今ま
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では各園長のほうで幼稚園のほうでやっておったんですけれども、趣旨からして教育

委員会が責任を持ってやりましょうと、そこもこれから規則の改正をもって行い、そ

こにかかってくる方が両園合わせて２０名弱おります。その方については、その趣旨

について親切に丁寧に説明をしながら趣旨をご理解いただきまして、一時預かりとい

う制度を有効に活用していただきたい、そんなことについて説明をしていきたい、そ

のように思っています。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） 営利企業が考えるような運営というふうに感じるんですよね。要す

るに、最初から１０名であれば１０名預かりますということであれば、人員的にもき

っと成立できるし、安定した運営はできる。ところが、出たり入ったりされたんでは

経営上、成り立たない。だから、この臨時預かりはできるだけ少ないほうがいいから、

金額は同じであっても上限は何ぼでもいいからという話になっちゃうと思うんですよ。 

   だから、これは預ける側からすれば当然、通常の預け方をしたいといって、しよう

と思っていると思うんですよ。あくまでも臨時は臨時だと思うんです。でも、中には

１０日を超えることもあろうかと思うんですよ。そうなって、やはりやむにやまれず

預かりにしちゃった。そういう人が結果的に通常預かりと同じくなっているのにもか

かわらず、費用はかかってしまったという結果にもなろうかと思うんですよ。 

   だから、これは預ける側の立場に立って考えるならば、やはり上限額があったほう

が安心して預けられるんじゃないかなと思うんで、上限額をなくしたというその根拠

がどうも理解できないんですが、そのなぜというところが非常に疑問ですが、もう一

回伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 繰り返し申し上げます。現状で申しますと、預かり保育に該当し

ない方についてもお預かりしていたという経緯があるということが一つです。これが

現状です。ですから、ずっとそれに対して課題意識というのは教育委員会のほうで持

っておりました。 

   そういった中で今回、子ども・子育て法というのができまして、その中で強く言わ

れていますのは、この幼稚園の一時預かり保育につきまして、一時預かりというよう

なことの制度をもっともっと充実させましょうというようなことについて、先ほどの

８番議員さんの質問の中にもありましたよね。突発的なそういったことに対して、ど

う対応したらいいかというような、そういったことを保障していくというか、それを

充実させていきたいと考えたときに、現状の施設の中で通常預かりを多くしてしまう

と、臨時預かりのスペースが少なくなってくるという、そういった現状。 

   それから、幼稚園の保育料の問題も、これ出てくるわけですけれども、これ現状の

まま４，０００円としました。それ段階はありますけれども、 

   そういった中において、一時預かりにつきましては、今あるような趣旨でご理解を

いただきたいというようなことでの提案でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 
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（「質疑なし」という声あり） 

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

   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。 

   よって、これより議案第１４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１３、議案第１５号「大玉村保育所条例の一部を改正する条

例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「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） ここで議長からお諮りいたします。 

   議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１４、議案第１６号「大玉村放課後児童健全育成事業費用徴

収条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１５、議案第１７号「大玉村介護保険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。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今までの６段階を９段階だということで、５段階を一つの基準に

するということでの一定程度のアップ。今でさえ、なかなかお年寄りの皆さんから聞

くと、うんと大変だと、俺はうんと困ったって介護を受けないから、取んねようにし

てくんにべかなという話もあるくらいで、これは本当なんですね。 

   したがって、またこれだけ相当な額上がるということなんで、ここら辺の根拠を、

また、それ何でかんでそうしなければならないのか、何とか村で努力してそういうこ

とをしないようにできないのかもあわせてお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   今回の値上げにつきましては、基準額で４，０００円が４，８００円、２０％の引

き上げです。これは３カ年分の統一の保険料です。したがいまして、介護保険料を算

出する場合には、まずは介護給付費が幾らになるのかというものを推計しまして、そ

の推計につきましては介護認定者の推移がどうなっていくのか、施設のふえ方がどう

なっていくのか、こういったものを全部シミュレーションしまして、今度の６期計画

では約２０億というふうに、２０億若干切れるんですけれども、そういう推計になり

ました。これを法律で、誰が負担するかという負担割合については決まっておりまし

て、保険料が５０％、そのうちいわゆる１号被保険者、６５歳以上の被保険者につい

ては、今回は２２％。そして２号被保険者、これは４０歳から６４歳までの現役世代。

この負担が２８％というふうに法律で定められております。 

   したがって、その給付費の総額の２２％相当分が、この金額になるということでご

ざいまして、試算の結果でありますので、我々としては何ともしようがない。 

   ただ、問題は今回、いわゆる２号被保険者の負担について現役世代の負担の問題が

たびたび騒がれておりまして、介護保険制度発足時には２号被保険者の負担割合は

３２％でした。１号被保険者が１８％。この間、３年１期ごとの改正が５回行われ、

今回が１６年目になるわけです。その間、３２％が今回２８％、その分を１号被保険

者のほうに、当然、利用者負担というようなことで負担がふえてきた。その結果、こ

ういう結果になってしまった。 

   私らも２０％、３年間２０％ですから、いきなしということではありませんが、た

だ保険料としては４，０００円が４，８００円になるのは間違いございません。年金

が下がる等々、いろんな事情の中で本当に大変な負担だと思いますけれども、仕組み

上、やむを得ないというふうに考えています。 

   なお、大玉村の保険料水準は県北では最下位でございます。大玉以外は全て

５，０００円で、近隣の本宮市が５，２００円、二本松市は５，５００円と、こうい

うふうな数字になっております。 
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○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） ちょっと当局に、去年の消費税アップについて伺います。５％から

８％に３％アップした場合、今の政権下においては３％は福祉のほうに回すんだとい

うことでございます。まだ平成２６年度、これは終了しておりませんけれども、その

恩恵はこれは受けているのか、受けられるのか。今、見るとどういった状況なのか伺

いたい。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） 消費税の関係でございます。今回の消費税アップについて、

別途、福祉給付金という形で高齢者に対する給付を行いました。介護保険の中では、

低所得者対策として今回の条例改正の中でも第２条の第２項において、１号被保険者

の保険料につきましては、標準額の０．５でございますが、それをさらに軽減する、

０．４５にする。これは消費税影響分を緩和するために別途、国が負担をして軽減す

るというようなことで、今回０．４５になっております。 

   ２９年４月からは、消費税は１０％に引き上げるように消費税法が既に改正さ

れておりまして、こうなるとさらに影響が出てくるということで、１段階については

０．５が０．３になる予定です。それから、２、３についても減額の措置が講じられ

るということで、これにつきましては今回の条例改正では触れませんで、２９年度実

施の際に条例改正をして軽減を図りたい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。 

（「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。 

   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１７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１６、議案第１８号「大玉村指定地域密着型サービス事業者

等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」を議題といたし

ます。 

   質疑を許します。 

   ２番さん、挙手をして番号を言ってください。２番。 
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○２番（押山義則） すみません。今回の条例改正、これはもう各指定業者を明確にする

ということなんだと思いますが、ただ、この改正の中で追加されました第４条の暴力

団員などの排除。何でわざわざこういう項目を設けたのかなんでありますが、暴力団

員とか、この暴力団の交友者とか何かの認定というのはすごく難しいと思うんであり

ますが、その辺の解釈はどのように捉えておられますか。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ２番さんにお答えいたします。 

   これにつきましては、４条関係でございますけれども、今回、施行令の改正に伴っ

てそういう表現が入りました。大玉村においても排除条例持っていますが、これはど

ういうふうにして確認するんだということになりますけれども、必ず事業所の届け出

においては、ない旨の誓約書等々をとります。この辺だとすぐわかるんですけれども、

この地域密着型の事業所というのは、大玉村に事業所を置く事業者になります。そう

今のところは、本宮の事業者が大玉村で認知症グループホームやっていますが、そん

なに遠くから来るという事例は今のところありませんけれども、出てきた際には暴対

のほう、所轄は警察署になると思いますが、こことの連携をとりながら確認行為はし

ていくということになろうと思います。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１７、議案第１９号「大玉村道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） 提案理由の説明書に書かれているとおりだとは思いますが、この占

用料の価格、額についても指示されるというか、そのようなものを参酌して、今回提

案されているのか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番委員さんにお答えします。 

   今回のこの価格につきましては、国のほうで今まで３地区だったものを５地区に分

け、価格まで指定されております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「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１８、議案第２０号「大玉村水道事業の設置に関する条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１９、議案第２１号「大玉村水道事業経営審議会条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散

会いたします。ご苦労さまでした。 

（午後３時５２分） 


