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平成２７年第２回大玉村議会定例会会議録 

 

第１４日  平成２７年３月１６日（月曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

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

住民税務部長 
兼住民生活課長 菊 地 平一郎 

産 業 部 長 
兼 農 政 課 長 鈴 木 幸 一 

建 設 部 長 
兼 建 設 課 長 舘 下 憲 一 

福祉環境部長 
兼健康福祉課長 武 田 孝 一 

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

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

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第２２号 平成２６年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第２３号 平成２６年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について 

     議案第２４号 平成２６年度アットホームおおたま特別会計補正予算について 

     議案第２５号 平成２６年度大玉村農業集落排水事業特別会計補正予算につい 

            て 

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

     議案第２７号 平成２６年度大玉村介護保険特別会計補正予算について 

     議案第２８号 平成２６年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算について 

     議案第２９号 平成２６年度大玉村水道事業会計補正予算について 

     議案第３９号 村道路線の認定について 

     議案第４０号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    予算審査特別委員会付託案件（平成２７年度予算議案）の委員長審査報告 

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

     審査報告に対する質疑・討論・採決 

    閉会中の継続調査申出について 

     （１）議会運営委員会 

    追加議案審議 

     議案第４１号 平成２６年度南町・山口線（外）橋梁架替工事（Ⅰ期）請負変

            更契約について 

     議員発議第１号 大玉村議会委員会条例の一部を改正する条例について 

     議員発議第２号 東京電力福島第一原子力発電所事故による営業損害賠償の継 

             続を求める意見書について 

     議員発議第３号 ＪＡグループの自己改革の実現に向けた意見書について 

    議員派遣の件について 

    閉会中の継続調査申出について 

     （１）産業厚生常任委員会 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 作田純一、書記 遊佐佳織、伊藤寿夫、安田春好 
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会 議 の 経 過 

 

○議長（佐藤 悟） おはようございます。本日は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、本日傍聴に高島 ●さん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） ここで暫時休議いたします。全員協議会を開催いたします。 

   引き続き第２委員会室で行いますので、ご参集をお願いします。 

（午前１０時０１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１０時２４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１、議案第２２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） それでは、予算のほうからお願いしたいと思います。 

   ５ページになりますけれども、第２表の地方債、今回追加と変更ということで議案

に上がっておりますけれども、この追加になった部分と変更になったということの用

語の認識、私わかりませんので、追加と変更についてお尋ねしたいと思います。 

   あと、６ページ、第３表の繰越明許について。ここで８つのそれぞれの款が上がっ

ておりますけれども、これについての繰り越しについての事業の終了日はいつになる

のか、項目ごとにお願いしたいと思います。 

   １０ページ、１１ページ。今回、法人村民税△になっておりますけれども、これら

についての要因は何だったのか、丁寧に説明を求めたいと思います。 

   あと、１５ページ、後からも出てきますけれども、中段の屋外広告許可について、

どのような項目でこのような計上を立てているのか。これも後でも支出でも出てきま

すけれども、この６万７，０００円についてお尋ねしたいと思います。 

   １９ページ、青年就農給付金。これ予算のほうで聞きますけれども、我々農業人と

して、私も農業をやっていますけれども、この制度そのものが村民にかなり知られて

いないんです。その周知徹底、いつどのようにこれ行っていたのか、ここの１１２万

５，０００円について。これ支出で出てきますけれども、この周知徹底どのようにな

されているのか、改めてお伺いしたいと思います。 

   ２７ページ、私当初予算で総括事案だったものですから、村長に説明求めたかった
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ですけれども、マチュピチュ村についての交流事業といって△の１００万円、事情が

あって向こうから来られなかったという今年度だったんですけれども、それだけやっ

ぱり困難な交流事業だと私認識しているんです。地球の裏側だと、非常に一番日本か

ら離れている国だと。 

   当然いろいろな面から見ても、ペルーの大統領、かつて日系人もやったということ

もありますし、このマチュピチュの初代村長も我が村の出身者だったということもあ

りますけれども、村長が描くこのマチュピチュとの交流、今後どのようにやっていく

のか。これ当初予算でも出てきておりますけれども、この△になった理由は、当然私

は理解していますが、今後の村長が描く交流の構図はどのように描いているのか、再

度お尋ねしたいと思います。 

   ３１ページ、除染関係。私きのう計算機で計算したんですけれども、特に災害のほ

うの④農業関係の除染についてなんですけれども、国では０．２３マイクロシーベル

トアワー、１時間当たり、計算機で幾らやっても０．２３掛ける３６５日掛ける

２４時間では２，０００になっちゃう。何かなといったら、人間は外に出ている時間

というのは１２時間なんです。ですから、０．２３掛ける３６５掛ける１２時間でい

くと１，０００．７４くらいの数字になるんです、きのう何回も計算した。 

   やはり、今各市町村別、早い話が、自治体別にいいますと０．２３マイクロシーベ

ルトアワーの除染は極力経費がかかるために避けているんだということも話を聞かれ

ておりますが、今後我が村でもこれ除染、ホットスポットもあるようですけれども、

０．２３をベースとして、それ以下はやっぱりもう下がっているわけですから、その

辺の解釈どのようにしているのか。 

   高いところは当然再除染ということもあると思いますけれども、０．２３マイクロ

シーベルトアワーをベースにした上限のみ除染していくのか、それ以下の数字は除染

しないのか、していくのか、改めて考えたいと思います。 

   あと、米価対策について、４１ページ。昨年はあのような米価の下落で、約４０％、

特に報道等にもよると浜通りと中通りの価格というのは全国平均で一番下落している、

売れないということでございます。 

   しかし、単純にコシヒカリ、ひとめぼれ等は６０キロで農協買い入れ価格が

８，０００円だということは、再認識の中ではもう国際価格なんだということをまず

受けとめなければならないと思うわけです。その中で、この補正として９４０ヘクタ

ールに２，０００円で１，８８０万予算をつけるわけでございますけれども、今年の

秋、このような価格で売買されるに当たってはどのような手段を当局は見ているのか、

その点からまた質問したいと思います。 

   あと、４７ページの空き店舗。村長かねてから、空き店舗について、今回２４万の

△だったんですけれども、これ農業も商業も、衰退する我が村において空き店舗対策

非常に課題もあって、やらなければならない事業だなと思っているんです。５番さん

議員の実家では、空き店舗、サロン開いています。そのような、やっぱり実家です、

それで村長もわかっておりますけれども、村長はこれ公約の中で、就任した当初空き
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店舗活用するんだということでございますけれども、この空き店舗のやっぱり活用、

やってもらわなくちゃだめだと。 

   私はこれ１週間に２回ほど二本松夜行っているんですけれども、二本松の夜という

のは、日曜は金融機関やっていませんから、ほとんど電気ついているのは赤ちょうち

んとか塾なんです。塾はすごくはやっているみたいです。本当夜は赤ちょうちんと塾。

やっぱり大玉村の活性化、もちろん農業も活性化してもらわなくちゃいけないと思い

ますけれども、このあいている店の利用、これはどんな形でもいいです。 

   昔、大玉、これ診療所であったんですけれども、きょう何で来ないんだと聞いたら、

風邪引いたから来ないと。風邪引いたら病院さ行けなくなっちゃった。それは笑い話

であって、やっぱり空き店舗、特に村長の家は、もう玉井の町場通りと言ってあの辺

あいていますので、その辺の空き店舗について、村長みずからどのような構想で、ま

たこの２４万、これ△になったということは活用していないから△になっているので、

その点を含めて伺いたいと思います。 

   あと、６３ページ、土地の買戻金について。これらは単純にどういった物件だった

のか、理由を求めたいと思います。 

   以上、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をいたします。 

   まず、２７ページのマチュピチュ村交流事業でございます。ご指摘のとおり、

１００万円については平成２６年度に来ますという、村長以下来ますという公式な公

文書が入っておりましたので、これほどかかるかどうかは別としても、存目で滞在費

の負担ということを考えて計上しておりました。残念ながら災害があったということ

で来られなくなったということで、ご存じのとおりでございます。 

   今後の見通しについてでございますが、できればあちらから先来てくれないかとい

うことでお願いをしているんですが、マチュピチュ村からの手紙は、村長の書簡は、

大玉で先来てくれないかという手紙が来ております。それに対してうちのほうは、そ

ちらが先来てくれないかという手紙を出しているわけですが、先日議会でもお話しし

ましたが、議員が半分かわって、その人たちとのコンセンサスをとるのに少し時間が

かかっているんだというようなこともございますので、そして、国の出先の補助もつ

きました。一部３分の１弱ですがつきましたので、行きます行けますということで、

来てくださいということもなんですので、これから直接あちらの村長さんとお話をさ

せていただいて、場合によってはこちらのほうから先行くということも考えておりま

す。 

   雨季がありますので、どの時点で行くかというのはこれから詰めて、ペルーの大使

館等にも行っていろいろアドバイスを受けてきたいというふうに思っていますが、ま

ずこちらから行って、マチュピチュの村長さんの提案だと、マチュピチュ遺跡の真ん

中で姉妹都市締結をしたいと。ですから、姉妹都市はマチュピチュでやりたいんだと、

締結はというお手紙をいただいておりますので、後先ということもありますが、先へ
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行ってもいいのかなということを考えているところでございます。 

   大変遠いですので、毎年行き来をするなんていうことはできませんので、５年とか

６年に１回ぐらいお互いに行き来できればいいなというふうに考えていますので、そ

れ以外のときには物のやりとり、子どもたちの交流等について進めていきたいという

ことと、やはりマチュピチュ村は大玉と姉妹都市だよということを毎年全国にアピー

ルできるような何らかのイベントはしたいなと思っていますし、物販がありますので、

アンデスの今いろいろ外からもアイデアがありまして、アルパカというアンデスに住

むヤギみたいなものの牧場みたいなものをつくったらどうですかとか、そういう提案

もありますし、逆にこちらから、あちらに対する提案もしていきたいなと思って考え

ております。 

   それから、物販のほう直売所ができた暁には、マチュピチュのコーナーみたいなも

のもあってもいいのかなと。アピールをしていく、何らかの形で毎年やっぱりアピー

ルは必要だろうというふうに考えております。 

   マチュピチュとの関係についてはそういう、非常にあちらが熱心なオファーがあり

ましたので、我々としてもそれに応えていって、村のＰＲに活用していきたいという

ふうに考えております。 

   それから、４７ページ。空き店舗関係でございますが、前にもお話ししました。

１１区に店舗がサロンとして使われていますし、いろんな展示会に使われたりして、

非常に新聞等で大玉村のということで出していただいて、大変ありがたいなと思って

考えています。 

   ああいうふうに、空き店舗について、これから高齢化を迎えるに当たって、わざわ

ざ遠くから集まってくるというよりも、近くにそういう場があるというのが一応理想

ですので、空き店舗をサロン化するということについても、事業として取り組んでい

ければというふうに考えております。 

   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） ７番議員さんのご質問にお答えをいたします。 

   ５ページをお開きいただきたいと思います。 

   ５ページの第２表、地方債補正関係でございます。追加と変更の意味ということで

のご質問でございますけれども、まず、追加でございます。これにつきましては、当

初予算の予算書の中でも、地方債７件ほど発行の一覧表を掲載させていただいており

ます。追加につきましては、今まで補正も含めて地方債発行の一覧表のほうに載せて

ございますけれども、今回３月の補正予算のほうで新たに発生するものについては、

追加というふうな表現で掲載をさせていただいております。 

   また、変更でございますけれども、変更のほうの一覧表ごらんいただきますとおり

補正前、例えば地域活性化事業債、補正前が２２０万円と記載されております。変更

後ということで、そこには１７０万円というふうな数字が記載されております。 

   以下の下の４項目につきましても同じでございますが、ここで言いますのは、限度
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額の変更の部分、金額を変更させていただくという意味で変更というふうな表現を使

っております。この２つがそれらの意味でございます。 

   次に、６ページをごらんいただきたいと思います。 

   同じ地方債の今度は廃止でございますけれども、本来当初予算のほうで地方債の一

覧に掲載させていただいた借入につきまして、必要がないということで今回廃止、こ

れが災害援護資金貸付事業債ということで、１５０万円の限度額に対するこれは必要

ないものについては廃止ということでございます。 

   その下にあります第３表繰越明許費関係でございますけれども、これにつきまして

は、２６年度内、２７年３月３１日までに完了できないものについて繰り越しの手続

をとらせていただくということでございますけれども、これの終期完了の時期につき

ましては、それぞれこの掲載されております事業ごとに全く違う完了となります。 

   例で申し上げますと、一番上の村ＰＲ映像作成事業関係、これにつきましては、

２６年６月から事業委託しまして撮影に入っております。こういった関係で１年間の

撮影期間ということになりますので、２７年６月まで撮影をしまして、その後編集業

務がございます。これらの完了につきましては、おおむね９月から１０月までには編

集も終了すると思われますので、そういったことで、これは１０月ぐらいに終期を見

込んでおりますし、真ん中にあります屋内運動場の整備事業関係、これにつきまして

は、現在のところ工期末が２８年３月下旬に設定される見込みでございますので、事

業ごとに終期が違うということでご理解をいただければと思います。 

   ６３ページをごらんいただきたいと思います。 

   土地の買い戻し関係でございます。この内容につきましては、今回掲載させていた

だきました７５１万８，０００円の内訳としまして、当初の分譲契約書の締結日が平

成２２年８月１７日でございました。契約から申し上げますと、５年以内にみずから

居住する住宅を建てなければならないというのが契約の内容でございます。そういっ

た関係がございまして、購入されて現在所有されている方からの申し出によりまして、

家庭の事情によって５年以内にそういった契約を履行できないという申し出がござい

ましたので、村のほうで買い戻しをさせていただいて、速やかに再販売の手続をとり

たいという方針でございまして、今回買い戻しに係る費用を計上させていただいたと

ころでございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ７番議員さんの質問にお答えをさせていただきます。 

   １１ページでございます。 

   法人村民税関係の減額計上についての要因はというご質問でございます。企業につ

きましては１６３社ございますが、そのうち大体２割程度がいわゆる法人税割の納付

企業でございます。経理関係の中身にもよるかと思いますけれども、設備投資とか、

あと円安の影響、これによって資材が値上がりしているとか、あとは経理の内容、そ

ういったものもいろいろあると思いますけれども、７月から１１月、１２月までの全
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体的な法人税の納付状況、それらを推計しまして、村内企業全体的に収益が下がって

いるという内容のものでありまして、今回１，０００万の減額補正となったものでご

ざいます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   １５ページ、屋外広告物関係の申請の手数料でございますが、件数につきましては、

２３件分を見込み計上しております。中身につきましては、ほとんどが広告用の看板

ということになってございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ３１ページの件につきましては、これは農業関係の除染で、空間線量低下というよ

りは吸収抑制という予算項目になると思いますけれども、議員のほうからおっしゃっ

た０．２３の関係については、さまざまな計算式がございますが、政府が示した計算

式以上に下がっているというのは、最近新聞等々でも、いろんな研究機関で出されて

いるとおりで、今後の除染の方針に関してどうなんだというお尋ねだと思います。 

   ０．２３については、村のほうとしては、この数字は数字として維持していきたい。

これは将来的に０．２３を目指すということでありまして、現に除染後であっても、

ホットスポットと呼ばれるところは出ております。これらについては、当然

０．２３を基準にしながら再除染、いわゆるスポット除染というのはあり得るという

ことです。 

   また、今後大型商業施設あるいは住宅除染でも１７区については残っております。

これについて、詳細に１７区等については線量調査等をやっておりまして、やり方に

ついて、今後地元と０．２３の関係も含めて、どういう除染のやり方が適切なのか検

討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、まず、１９ページの青年就農給付金１１２万

５，０００円ですが、これの周知方法ということで、これ青年就農給付金につきまし

ては、新たに就農して、いわゆる単なる後継者でなくて新たな部門を始めた方で、な

おかつ人・農地プランに位置づけられたという、そういう制約もございますので、

３年前に人・農地プランが開始された時期に、全農家対象にこれら人・農地プランと

あわせてこのような制度を周知したところでございます。 

   続きまして、４１ページの米価下落対策交付金のいわゆる、今ほど７番議員さんか

らもありましたように、米価については、２７年以降上がるなかなか要素がないんじ

ゃないかということで、今回米価下落対策の交付金につきましては、いわゆる三十

数％、４０％弱ですが急激に下落して、再生産を促す意味での下落対策交付金という

ことで、考え方としては単年度ということでございまして、これは、制度上はナラシ
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対策で３月までの米価を見越して今後交付されますし、また、そういう制度の中で、

村の単独の補助事業等もいわゆる創設しまして、その中で農家の再生産をお願いした

いということで、米価下落対策交付金については、今回単年度限りということで現時

点では見込んでおるところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） どうもそれぞれ答弁ありがとうございます。 

   再度、マチュピチュと米価についてお尋ねしたいと思います。 

   村長の描く構想、理解はしておりますけれども、やはり私ある方とここ二、三日話

ししたんですけれども、これ当局から言えば、村長、議長含めて事務局と３人派遣し

ても、行ったり来たりすれば二、三百万の金が簡単にかかるそうなんです。そうした

場合、もし片道約６０万くらい、多くて６０万、宿泊含めてですけれども、やはりそ

ういった中で、その方が話ししたところによると、これ法人化、法人には医療法人と

か学校法人とか宗教法人とかありますけれども、社団法人化して、寄附だのも集める。 

   私も福島県の国際農友会の会員になって、これは完全に社団化なんです、社団法人

化になっている。そうすると寄附も集められるし、行政の金も追加してやるというこ

とできますので、そういった中で、この縛り名は継続性を持ってやるという一つ項目

あって、そういう村長が言ったように交流、子どもたちの交流でもいいし、ペルーあ

たりの大使館との交流は常にして、あとは行った来た村長が五、六年に１回というよ

うな構想もあるそうなので、社団化に向けての村長の考えを伺っておきたいと思いま

す。 

   あと、米。きのう私のところさ農協からの申し出で、飼料米を、えさ米を作付しよ

うというような取り組みを、説明会が近日にあるそうですけれども、今畜産農家がど

んどん減っていく中で、飼料米つくって一体どうするんだという素朴な疑問ですけれ

ども、出ているんです。 

   私ちょうど昭和４５年に農業高校卒業して北海道に実習に行ってきたんですけれど

も、その当時から減反の１割減反というのが始まったんです。本当にここ四十二、三

年翻弄しっ放し。本当正直者がばかみたんです。減反に協力して、それ１割だ、２割

だ、３割だ。今年は、この前も言ったけれども、４１．６％減反です。皆様給料かな

りとっていると思うんですけれども、半分になったらどうしますか、生活。この考え

からやっぱり入ってもらって。 

   私も畜産農家していたんですけれども、今果樹農家やっているんです。この前も高

校の友達等も含めて四十数年振りに会いました。もし減反がなければ米一本で来たと

思いますけれども、制度だからどうしようもない。さっき言ったように、正直者がば

かをみる。 

   八郎潟だって反対していなかった。ただ、八郎潟は減反率が当初から４９％だった、

北海道と八郎潟の。あの制度が始まって５年目くらいでこの減反が始まったんです。

それで反対、反対。半分くらいは作付しなかったんです。それで冬は、行ってみると、
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乗っている車はベンツ。ハワイに毎年行っている。 

   作付てください。八郎潟というのは平均１５ヘクタールです。北海道並み。だった

ら、秋田県の話しても始まりませんけれども、私も個人名は出しませんけれども、あ

る農家、もう３０万戸から４０万件の個人売買している。今秋田県の経済連、もとの

経済、今全農、秋田全農がその個人取引に乗りかかっている。乗ったんです。その取

引ベースでいかないと生活が成り立たない。これ価格高いんです。あきたこまち高い

んです、結構。今６０キロ相場では大体統一価格３万円している。それでも売れるん

です。 

   やっぱりそういった、かつて前村長日本一という言葉外したそうですけれども、日

本一うまい米、非常にこれ今放射能でちょっと低迷していますけれども、この大玉の

米やっぱり売り込んでいかなくちゃますます低迷しますので、その辺の補助事業は単

年度事業だと言いますけれども、補助がなくても生きていける施策、農業、個人、

我々も村民の近くで努力しているんだということでありますけれども、みんな努力し

ているんです。 

   その辺も含めて、村長、もし今年去年の価格だったらどうするんだかということは

含めながら、この米価の価格、また米作の今後について、この２点だけ伺いたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○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。 

   マチュピチュについては、今年一応予定としては５名、公式訪問団として最低５人

は出したいというふうに考えております。 

   それから、法人化ということについては、国内外交流推進会議という組織はつくり

たいとは考えていますが、社団法人等までは考えておりませんでしたので、少し調査

をさせていただいて、可能性について検討させていただきたいと思います。 

   それから、４１ページの米価下落対策でございます。この米価上乗せについては、

単年度で現時点では考えております。福島県で米価上乗せをしているのは５９市町村

で、鮫川、湯川、大玉、本宮も多分やるんだろうと思いますが、四、五町村でござい

ます。ですから、大玉だけで見ますと、もっともっと少ない少ないというふうに言わ

れていますが、福島県内では、大玉村がやっている米価対策というのは決して低いも

のではありませんので、総合的に堆肥とか、いろんなそういう面のカメムシとかもや

らせていただいているし、それから持続可能なものとしては、やはりコストを下げる

ために共同で機械を購入する場合の補助を新たに新設しました。 

   それから、あとハウスをつくって、米価から切りかえをするためのハウスの補助も

今回新たに創設するということで、それぞれ、ただ行政、皆さん予算を審議されてい

ておわかりだと思いますが、際限なく支出することはもう本当に不可能な状態でござ

います。１，８００万を持ってくるためにはどこを削ったかというと、投資的経費の

ところが、本当に住民の切なる願いの道路とか、そういうところがやはり削られてい

くということですので、これ際限なくというわけにはいきませんが、まず来年は、
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２７年産米については、状況を見ながらまた検討させていただきますが、基本的には

単年度で、この米価上乗せは終わるというふうに考えて、あとは機械等の補助で切り

かえを促していくということをやっていきたいと思っています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ここで、暫時休議いたします。再開は１１時１０分といたします。 

（午前１０時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１１時１０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 引き続き、議案第２２号の質疑を許します。２番。 

○２番（押山義則） 何点かお伺いします。 

   まず、歳入のほうで、１９ページの土地売払代金１，０１７万というのがございま

す。これ築舘団地の売払代金ということでありますが、中間から活用された事業、既

に販売が実施されているものを村が引き受けたというような内容でございます。この

団地関連、これまでいろんな形で計上されてきたんでありますが、この関連事業所と

の精算、これ通告もしてありますので詳しい内容伺います。 

   それから、歳出のほうに入ります。 

   ４１ページの先ほどもございました攻めの農業実践の米価下落対策交付金、これ県

内で４自治体だけやると言っておられます。私、非農家の議員の立場ですので、そう

いう観点から申し上げたいんですが、これに対して果たして必要性をある意味で、逆

な意味で訴えるものでありますが、今回のこの手法は申請主義でいかれるのか、それ

とも、９４０ヘクタール全てに対しての一律２，０００円ということで考えておられ

ますが、申請あった場合にするのか、それとも一律皆さんにお配りする考えなのか。

この事業の目的からいって、その辺の捉え方も必要であるかなと思っておりますので、

その辺伺います。 

   それから、４７ページ、ふくしま森林再生事業委託料あれは減額１，４６０万

９，０００円。何度も質問する財産区関連などで必要性を要求してきたんであります

が、これなぜ進展ないのかということなんです。 

   今回も、今年度の事業に繰り越しでやられる部分もありますが、歳入の中でも

１，１００万ほどの減額されております。仕事が、正直言いますと遅いという感覚持

っております。今回の事業全般、補正そのもので大きく言えることなんですが、事業

の減額、大変全般にわたっても多過ぎる。その辺がすごく疑問に思っておりますので、

その辺も含めまして、村長、捉え方について１点伺っておきます。 

   それから、４９ページ。先ほど全員協議会の中でもありました架替工事、その関連

なんでありますが、これやむを得ない事情ということで説明がございました。確認し

たい部分何点かあるんですが、多分これ工事完了、様子見ますと既に済んでいまして、

精算処理ということなんでありますが、これ当初のことについて、中身を知らないも
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のですからちょっと伺いたいんであります。 

   土質調査について、これ施工法の検討の中での土質調査が不十分というようなこと

でこういう結果になったというような説明もございました。それから、敷き鉄板、こ

れ当初計画になかったのか、それとも計上されていて追加設定になった中身なのかと

いうことであります。詳しい内容については、４１号議案の中でも伺いたいんであり

ますが、その点、最初の設定そのものにちょっと欠けていた部分があったのか、その

辺確認しておきます。 

   それから、５３ページ、防火水槽について。これ今回工事請負費、改善センターの

ところのもとのプール跡といいますか、そのあれが改善されるということを伺いまし

た。これ残地利用について伺いたいんでありますが、今度できる体育館の駐車場の確

保とか何かの関連はあるのか、その点伺っておきます。 

   とりあえず、その点伺います。 

○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申し上げます。 

   １９ページの土地売払代金の関係でございます。その中で、築舘住宅団地の収支に

ついてのご質問でございますけれども、まず収入のほうから申し上げます。土地売払

代金５区画分で、金額にしまして１，９３５万７，８００円でございます。これが全

ての収入になります。支出申し上げます。まず、事務費関係で印紙代２万円でござい

ます。委託料でございますが、これは分筆登記委託料として８万６，１００円でござ

います。続きまして、土地購入費６筆分になりますが、金額にしまして１，３３２万

４，９９３円でございます。そのほか整地、積みブロック再設置等の整備費関係で

９８万８，０５０円でございます。 

   以上、支出合計しまして１，４４１万９，１４３円でございます。これら差っ引き

をしますと、４９３万８，６５７円が余剰金としまして発生しております。 

   以上でございます。 

○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。 

   まず、４１ページの米価下落対策交付金のいわゆる交付金の出し方ですが、申請主

義か一律かということで、うちのほうで考えているのは、いわゆる生産調整に出して

いただいている水田計画書がございます。それらの２６年度の水田の作付面積に対し

て交付したいということで、２０年度のいわゆる水田作付面積は個人ごとにつかんで

おりますので、それらを各作付者、農家に周知しまして、それらの面積掛ける１０ア

ール当たり２，０００円という金額を各農家に通知しまして、あくまでも交付金、い

わゆる交付の請求書をいただかないと請求できないという会計上の問題もありますの

で、面積、金額を周知しまして、それらに基づいて交付の請求書並びに振込先の口座

を出していただいて、それらの書類が整い次第交付したいという事務を進めていると

ころでございます。 

   続きまして、４７ページの森林再生事業の関係で、今回の事業費の部分については、
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繰り越しするところでございますが、今回の減額については、次年度の計画とか積算

をする部分のソフト事業と、いわゆる路網整備なり間伐をするハードの部分というこ

とでそれぞれの積算をしまして、プラスの部分とマイナスの部分がございますが、そ

れらの積算のもとに１，４６０万９，０００円の減額ということで、ソフト部分につ

いては早急に発注し、またハード部分の間伐、路網整備についても、２７年の降雪前

には終了したいということで現在事務を進めているところでございます。 

   以上です。 

○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。 

   今回の補正で、事業の減額が多過ぎるのではないかというご質問でございます。今

回の事業について、それぞれ基本的には、３月につきましては、ご承知のように整理

予算ということで、未執行については、できるだけこれは減額するようにというよう

な私どもも指導をしておりまして、結果的にこういったものがあるという、そういっ

たことを踏まえて、中にはどうしても執行するに当たっては相手方がある事業もござ

いますし、それから、意外と調査とか委託というものが減額が多いわけですが、これ

も調査の段階で財源的なこと、それから引き続いて調査についても、２６年度は調査

したもの、それから次年度にまた調査を引き続きするというようなこともございます。 

   考え方としては、当然議会の皆さんに提案を申し上げて、予算を計上して議決され

たものでございますので、考え方としては、取り組むべき事業については、次年度以

降もしっかりと事業に取り組む必要があるんだというふうに考えてございます。重点

事業、それから事業優先順位、それから職員の計画的なやっぱり事務執行も含めて、

今後ともそのような考え方でやっ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） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ２番議員さんに、４９ページ、橋梁架替工事の関係でございま

す。当初の土質調査等いろいろあったんではないかということで、土質調査につき

ましては、くいの支持できる場所を調査するボーリング調査を設計の段階で行って

おりまして、今回その長さ、決めた長さをくいを打ったというようなことでございま

す。 

   今般の変更の盛り土関係につきましては、経費の中に業者が自主的に調査する土質

調査の経費が見られておりまして、それを使って調査した段階で、できていない土だ

ということの判断により要機械盛り土になったということでございます。 

   それから、進入路の鉄板につきましては、当初敷き砂利を計上しておりましたが、

ですから、進入路の分については、新たに鉄板が追加されたということで、当初計上

していたのは、村道の入り口の車両が転回するために数枚田んぼのほうに設置したも

のと下の作業ヤードの部分にのみ鉄板は計上しておりました。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。 
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   ５３ページ。防火水槽の工事でございますけれども、改善センターの体育館の南側

の防火水槽、旧プールだったところでございますが、２５メーターの１５メーター程

度ある大変大きなものですが、これは除染を行ったわけですけれども、それで土砂等

をきれいにした、そうしたらば水漏れがする。水を入れても漏ってしまうということ

で、当初全体的な補修を考えたわけですが、かなり大きなものですので、工事費もか

さんでしまうということで、現実問題として、防火水槽の基準である４０立米を確保

した防火水槽をプールの擁壁の内側につくったほうが将来的にも安価にできるという

ふうな考え方のもとで途中仕切りまして、４０立米の防火水槽をつくることといたし

ました。 

   残地につきましては、補正予算では対応をしておりませんので、その部分につきま

しては、２７年度、体育館等の工事もあるというような考えの中で、そのときに残土

等が発生するのではないかというようなこともありますので、その工事にあわせて残

り部分を整地したいなということで、当初予算にも反映はしておりませんけれども、

補正予算等で検討した中で、残地の利用もあわせて考え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） ２番。 

○２番（押山義則） 重ねて伺います。 

   攻めの農業実践、県内で４０自治体、その捉え方でありますが、この２，０００円

ずつ配る方、大型のもの、大規模経営している人には多少この金額でもある程度役に

立つ部分はあるのかなと思うんでありますが、実際１町歩以下の方とか、そういう兼

業農家の方たちには、１反歩２，０００円というのは必要がないと私は思うほうであ

ります。結局今の、昨今の社会状況から見て、もっと金の使い方は考えなきゃいけな

いのかなと。村民の反応もそれぞれというふうに思っております。村長、その辺の捉

え方、どのように考えているか１点伺います。 

   それから、もう一点、先ほどの５３ページの防火水槽について。４０立米を確保す

ればいいということであります。あの辺の、結局今度の体育館、子どもたちが利用す

るのが主だと思います。そういう中で、開放型の型でつくるよりも、できれば多少お

金はかかっても密閉型をして、あとの駐車場とか何かに残地の利用を図ったほうがす

ごく効率的じゃないかと考えるところでありますが、その辺も村長考え方、これは村

長の方針によると思うんでありますが、果たして開放型のままでいいのか。密閉型に

すれば、それなりのまずは土地利用もできますので、その辺の値段的な検討、やっぱ

り費用対効果、生意気なこと言って申しわけありませんが、その辺も比較して、将来

のこと、駐車場のこととか考えれば、大分その辺の検討がなされたのかどうかという

こと、あわせて伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   これは、農家にとっては非常にショックの大きい大幅下落ということでございます
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ので、やはり激変を少しでも緩和をしたいということでやります。逆に言うと、今

２番議員さん言われたように、非農家の方の考え方もあろうと思いますが、単年度と

いうところには、やはり予算の使い方という考え方も含めて、単年度にさせていただ

くということで、ただ、余りにも下落幅が大きいと、農家の耕作意欲が本当になくな

ってしまうということを少しでもやはり緩和したいということでございますので、

１町歩つくっていれば２万円、１反歩２，０００円ということではございますが、や

はり予算執行上は公平性というのを保たなければいけないということで、１町歩以下

はありませんよと言うと、１町歩以下はじゃ切り捨てるのか、農家じゃないのかとい

うことにもなりますので、行政としては、１反歩でもやはり大切な農地を守っていた

だいているということですので、同じように扱いをさせていただいたということでご

ざいます。 

   それから、５３ページ。防火水槽につきましては、内部でいろいろ検討しました。

取り壊しをしようという話も出ました。完全に壊して、今消火栓があるので、取り壊

したほうがいいんじゃないかと、安全面の面でという話もありましたが、やはりあそ

こに公共施設がありますので、せっかくあるものをゼロにしないで、半分でも残そう

ということで今回のことになりましたので、一番いいのは地下式にするのがいいんで

すが、非常に予算がかかります。 

   ですから、フェンスを回して安全性を確保するということで、これについては、村

内各所にそういう防火用水がありますので、全て地下化というのも難しいということ

もありますので、取り壊すよりはやはり次善の策としてということで今回の工事とい

うことになりましたので、ご理解をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございますか。８番。 

○８番（遠藤文一） １７ページお願いします。 

   ここに、上のほうに道路橋梁補助金、下のほうにきて総務管理費の補助金、災害対

策費補助金、それぞれ補助金が減額されておりますが、これ事業量がこの金額どおり

にあったとすれば、歳入の減額がなかったのかどうか、それとも歳入減によって事業

量を減らしたという経過なのか、それについて伺いたいと思います。 

   それから、４１ページ、下の段の負担金、補助及び交付金。攻めの農業実践研究に

ついては、これ本村では初めての項目かなと思うんですが、年度末になってこういう

新規事業が乗っかってくるというのが非常に不思議なんですが、何でこういうふうな

ことになっているのか。また、これ２７年度はどうなのか。県の補助金なんですが、

これ継続してやるのかどうか、それについて伺います。 

   歳入の分と一緒なんですが、４７ページの一番上のふくしま森林再生。これもし事

業量があったとすれば、この補助金がくるというふうに考えられる事業なのか。そし

て、もしそうだとすれば、この減額しないで別な場所、別な箇所を同じような内容で

できなかったのかどうか、それについて伺います。 

   それから、４９ページ。工事請負費の社会資本総合交付金、この６５６万載ってい
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ますが、後で出る議案書の中では２４１万７，０００円の増でありますが、その差額

については村単工事費なのか、あるいは別なところの工事費なのか、それについて伺

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、初めに、１７ページの除染対策交付金ですが、

これの減額につきましては、当初予算で農地等の除染ということで１，０００万計上

しましたが、それがいわゆる反転耕については実施しなかったということと減とあわ

せて牧草地の反転耕の面積が減少したということで減額したものでございます。 

   続きまして、４１ページの下段のほうにあります１９、攻めの農業実践緊急対策事

業補助金。これにつきましては、県の事業でいわゆる春先すぐ使いたい、直播の田植

え機といわゆるアタッチメントと、あとコーティング関係の機械一式を購入したいと

いうことで、新年度２７年度については、事業採択ではいわゆる春作業に間に合わな

いということで今回３月補正に計上して、新年度の作業に向け整備したいという内容

でございまして、これらにつきましては、新年度についても県のほうから継続すると

いうような事業内容になってございます。 

   続きまして、４７ページの森林再生事業の減額の関係で、いわゆる別の場所がなか

ったのか、別の場所を確保すれば減額しなかったのかという部分でございますが、こ

れらについては、ふくしま森林再生事業については民有林が実施されるということで、

いわゆる境界を測量したり同意を得るという部分では、やはり民地についてはなかな

か所有者がいっぱいございまして、それらに時間を要するということで、督促事業

対象とするのは公有林、財産区関係のその部分を進めて、いわゆる民地については

同意を要するのになかなか時間、確認等についても時間を要するということで、督

促、２６年度についてはそれらが時間的に難しいということで減額したものでござい

ます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   １７ページ一番下段だと思います。ふくしま保育元気アップ緊急支援事業費。これ

歳出につきましては、３９ページの中段のふくしま保育元気アップ緊急支援事業の関

連する経費でございます。これは、原発災害を受けて、子どもたち及び保護者の安

心・安全を確保するために看護師等の配置に対して補助金を受けられるということで

ございます。昨年配置予定で募集をかけてきました。残念ながら採用に至る申し込み

がなくて、落とさざるを得なかったということでございます。新年度においても引き

続きこの予算については計上させていただいて、看護師の確保について努力しており

ます。 

   ようやく新年度においては２名ほど確保できる見通しになってきまして、この事業

で保育士と保育士の人数に換算もできるということがございまして、お父さん、お母

さん方の不安解消と同時に子どもたちの安全のためにやっていきたい、今回について
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は、そのような採用に至る申し込みがなかったということでございまして減額です。 

○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申し上げます。 

   同じ１７ページでございます。総務管理費の補助金関係で、消費者行政活性化交付

金６６４万２，０００円減額でございます。このうち私どものほうでＰＲ映像のほう

の撮影、作成業務関係を行っております。事業の取り組みはしております。 

   ただし、当初消費者行政活性化交付金の補助金を受けてということでご説明を申し

上げておりましたが、最終的に県のほうの判断で、それは消費者行政交付金の交付に

はなじまないということで、補助金の決定がございませんでした。この関係をもちま

して減額をさせていただきまして、これにつきましては復興交付金のほうの対応をさ

せていただきましたので、これを減額したという理由でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんに、４９ページの下段になります社会資本整備総

合関係の橋梁の架替工事６５６万円でございますが、これにつきましては当初

５，５００万円の計上で、契約時点で既にこの６５６万円が少し不足しておりました。

同じ項目の中に舗装工事が５，８００万ほど計上してありましたので、補助の中身に

ついては十分対応できるということでございます。 

   それから、今回増額になる２４１万７，０００円につきましても、一応この補助の

中で計上できているというようなことでございますので、新たに今回２４７万を追加

しなくても、最初に持っていた舗装工事のほうの補助金を充てることができるという

ことで、今回は、当初の国のほうに補助金を出していた５，５００万から契約しまし

た６，１５６万円を引いた残りの６５０万円を新たにここで組みかえの計上したとい

うことでご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） ４１ページの攻めの農業の関係なんですが、これ俺が言いたいのは、

年度末でなぜこういう事業が出てくるんですかということなの。これは当初で当然わ

かっていたはず。だから、そういう情報をきちっと持ってこの政策遂行を意図してや

ろうとすれば、当初に出てきてもおかしくない話。 

   年度末になって新しい事業が出てくるというのは、これはどう見たっておかしいと

思う。だから、その辺の情報をきちっと把握して、必要なものはもう当初でとってし

まう、計画する、政策としてそれをきちっと村民に知らせる、そういう方法が必要か

なというふうに思いますので、来年度以降の考え方、ちょっと聞かせてください。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんに攻めの農業の関係でございますが、当初予算に

ということでございますが、今回につきましては、いわゆる先ほども申し上げました

が、２６年度の作付に向けて田植え、直播の田植え機、アタッチメントを含めたコー
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ティング機械を整備したいということで、いわゆる２７年度の当初予算で計上したの

では間に合わない。県のほうに照会したところ、２６年度の部分で事業費があるとい

うことで、今回３月補正になったところでございます。 

   そういった中で、各農家の、いろいろ機械の導入等の要望等もございますが、いわ

ゆる当初予算に計上すべきものはその時点で計上しますが、今回は当初２７年度の当

初予算に計上ということで予定をしておりましたが、それでは間に合わない。県のほ

うに照会したところ、２６年度の需用費の枠があるということで３月補正の計上とな

ったものでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。ありませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） ２９ページお願いします。ここで積立金のふるさと応援基金がござ

いますが、２，０００万ほど上がっております。これは教育費とか福祉とかいろいろ

使い道はあろうかと思うんですが、どういう使い道をなされるのか、まず伺っておき

たいと思います。 

   ３１ページでございますが、一番上段のほうの水力発電施設建設工事減額５万とあ

りますが、これ何かもう既に工事やられているんでしょうか。その辺についてお伺い

したいと思います。 

   それから、４３ページでございます。中段ほどの農業生産法人体制整備事業補助金

が１００万減額されております。これは、設立は何社ぐらいあったのか、またはゼロ

ということでなかったために計上されたのか、その辺についてお伺いいたします。 

   ４９ページ、除雪委託料。これ１，０００万上がっておりますが、これから雪降る

というのもちょっと考えにくいんですが、これというのはあれですか、専決されて今

回こういう計上されたのかどうか、その辺についてお尋ねいたします。 

   ６３ページ、第二住宅団地買戻金。先ほど２番議員さんの質問ございましたが、

７５１万、これは当初の計画がいわゆる５年以内に建築する要件に満たないというこ

とで買い戻したということですが、金額の変更、これがあったのかどうか、契約の中

身のそのままで買い戻したのかどうか、その辺についてまず伺っておきたいと思いま

す。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えを申し上げます。 

   まず、２９ページのふるさと応援基金の使い道関係でございますけれども、２６年

度中の支出はまずございません。今後２７年度以降でございますけれども、主に今回

の場合は台湾の中学生の派遣事業、そういった関係、主に子どもさん方のそういった

事務事業に関しましての支出を優先的にさせていただきたいということで、当初予算

のほうでも計上させていただいているところでございます。 

   続きまして、３１ページ。水力発電関連の工事費５万円の減額でございますけれど

も、今までもお話申し上げていましたとおり、水力発電事業につきましては着手をし

ておりませんので、経費につきまして全て減額補正をさせていただいたところでござ
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います。 

   続きまして、６３ページでございます。６３ページの第二住宅団地の買い戻し関係

でございますけれども、計上させていただいております額、これにつきましては、当

初売買をしまして、村のほうで販売をした金額を、そのままの金額をもって買い戻し

をさせていただく。これ契約書にもございますので、契約どおり履行をさせていただ

いたところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ５番議員さんに、４３ページの農業生産法人体制整備事業補助

金１００万円の減額の内容ですが、当初においては、２団体１００万円ということで

予算を措置したところでございますが、現在農業生産法人設立に向けて進めている地

区が１地区ございます。１地区話し合いを進めまして、現在人・農地プラン作成に向

けて進んでおるところでございまして、農業生産法人の設立までについては、今年度

に終了しないということで減額したところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ５番議員さんに、４９ページ、除雪費の補正の関係をご説明申

し上げます。 

   これにつきましては、１２月にも補正をいただきまして、鋭意除雪のほうを進めて

きたところでございますが、今年度は比較的間隔を置きながらの降雪ということで、

既に２月の段階でもう１，０００万近くの費用がかかってしまっているということで、

今回緊急に３月に１，０００万の補正を計上したところでございますが、ここ３月

１１から１３まで３日間また降雪がありまして、山間部について除雪のほうをしてお

りますので、何とかこの補正の金額以内でおさまってほしいという考えなので、今後

雪降らないことを願って、今回の１，０００万で何とか最終を迎えたいというふうに

考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） ふるさと納税について再度お尋ねしますが、今回は台湾への中学生

の派遣というふるさと応援基金の２００万、積立金、これの使途はそういう目的だと

いうことでございますが、やはり今後も、この金額もかなり入ってくるのかなという

期待しておるんですが、教育全般じゃなくて、やはり大玉村というふるさとを応援し

ようというその思いに対して、大玉村のやっぱりふるさと産品のＰＲ事業とか、また

はグリーンツーリズムとか、または新商品開発とか、そういうものにも多面的に利活

用したらどうなのかなという思いでございますので、教育一点張りというものではど

うなのかなという考えしておりますので、その辺について質問いたします。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 
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   ふるさと納税につきましては、いわゆる寄附者から申し込みいただいた時点でどの

ようにこの寄附を使ってほしいという３つの選択がございまして、いわゆる子どもた

ちの部分と、あと自然を守ってほしい、あと大玉まるごと応援、使途に限定しないと

いう３つの中で寄附をいただいておりますので、それら寄附の目的に合った形で、使

途については考えていきたい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。６番。 

○６番（佐々木市夫） ３点ほどお願いしたいと思います。 

   １５ページの堆肥センターのコンテナ使用料、これ１８万５，０００円の増額とい

う形で、これから見ると喜ばしいんですけれども、現実的には今年度非常に堆肥セン

ターの売りさばきが思わしくなくて、作業員の実態的な稼働時間も少ないとか、２ト

ンダンプも集配に出向かないとかいろんな事情があって、コンテナの事情に限って言

えば、逆に台数が少ないために早い者勝ち、いろんな意味で現場では混乱しているん

だなと思います。ですので、その辺の実態を当局で把握しているのかどうか、新年度

にそういうことを反映させる気があるかどうかも含めてお願いしたいと思います。 

   ２９ページです。今ほど隣の５番議員さんもお話ししましたけれども、水力発電に

ついてであります。何回も、このことについては１７０万が減額ですから、いろんな

事情でこのようになったということは理解しております。 

   ただ、新年度についても、いろんな調査費とか何かという形考えているようですけ

れども、私から言わせれば、水力発電、少なくとも大規模な、何億もかけて、補助が

来ないから諦めるとか、そういうパターンでなくて、大玉村というのは非常に水資源

の豊富なところであって、県からも私、指導受けていますけれども、あちこちに小水

力発電、ウン千万くらいできる方法も紹介してありますけれども、そんなことも含め

て、やっぱり実現に向けて、実現可能な方向で考えていくべきかなという観点で質問

したいと思いますので、その辺新年度に向けてどのような考えしているか、改めてお

願いしたいと思います。 

   最後になります。４９ページです。又兵衛山の団地のために道路が云々という形か

と思いますけれども、理解していない村民がおります。要するに、行きどまりのとこ

ろさ何であんな金かけてあそこらだけ多くしているんだということであります。 

   ですので、ここ議会ですので、しっかりと議事録に残す意味で、私自身は十分に理

解していますけれども、村民にもそのような説明はしておりますけれども、改めて当

局側として、なぜあそこにあれだけの金をかけてああいうふうな道路、橋とか直さな

きゃならないのか、その辺についてしっかりと説明をお願いできればと思っています。

よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答え申し上げます。 

   ３１ページの水力発電については、今議会でも何度かお話をさせていただきました

が、やめるという意思はありませんので、推進します。 
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   ただ、村が単独で設置をするということについて、今保留をして、違う道を探って

いるということですので、これは業者、そういう一般の企業等にお願いするか、もし

くは村が出費をして共同で運用をするかについて、今年度かけて検討させていただく。

ですから、決して水力発電をやめるということは考えておりませんので。 

   それから、アットホームの杉田川の上に砂防ダムがあります。あそこの施設を使っ

て、アットホームの脇に水力発電、小さなものですがつくって、水力発電ができない

かという検討、これはもう既に検討に入っております。その場合には補助金がつくん

です。売電だけ目的の場合はだめですが、そういうふうに施設に使うという場合には

補助金がつく可能性がありますので、あわせて２カ所推進するということで進めてま

いりたいというふうに考えています。 

   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、１５ページのコンテナ使用料の増額１８万

５，０００円でございますが、これにつきましては、当初予算で見込んでいたコンテ

ナ使用料の利用の増によって１８万５，０００円増額したという内容でございますが、

コンテナについては複数台ございますので、いわゆるトラックの荷台部分を畜舎脇に

置いて毎日運んでいる部分と、いわゆる数日置いて運ぶ部分とそれぞれ畜産農家の飼

養頭数の関係もございまして、そういう利用の運ぶ日にちについては各畜産農家の事

情によって違いますが、複数台ありますので、それら畜産農家の利用者の声を聞きな

がら、混乱の生じないような形で利用をしていただくように努めてまいりたいと思い

ます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   山口線といいますのは村道南町・山口線、これは２級村道に一部なっておりまして、

それから今現在の舗装工事等終わったところはその他の村道ということでございます

けれども、村が当初山口団地を開発する際に、県のほうからの指導ということで、そ

れぞれ幅広い村道に接続させなさいというようなことで指導がされておりました。 

   当然、用地交渉等地元の村民の方々といろいろ協議をして、やっとああいう形であ

りますけれども、用地のほう協力していただいて、やっともう少しで、道路のほうは

ほぼ完成しておりますが、橋があと３年かかれば全部完成するということで、それぞ

れ政策道路として陳情もいろいろ、ほかのところもたくさん出ているのはご存じだと

思いますが、陳情道路も十分整理しながら取り組んでおりますし、これにつきまして

は、政策道路ということでご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） まず、コンテナにつきましては、今部長から答弁ありましたけれ

ども、現実的には、実態からすれば早い者勝ちで、その方がもうずっと今のように使
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っていますと、実際使いたい方が使えないということも承知ですかということから質

問したと思いますので、コンテナの個数の増も含めて検討すべきかなという観点でご

ざいますので、これは答弁要りません。しっかりと現状把握して対処していただけれ

ばなと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   あと、後段の建設部長の今の答弁ですが、理解はしていますからというか、あえて

申しますと、これは、政策的に当時山口団地を造成する際に、県との協議で道路とか

確保しなさいというちゃんとした指摘事項があったにもかかわらず、村はなかなかち

ょうど、今地権者のいろんな賠償問題も含めてここまで来ちゃったんだなというよう

なことで理解していますので、その辺でよろしいかというようなことで、改めてその

辺だけもう一回答弁よろしく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番議員さんにお答えいたします。 

   そういった地権者との協議が長引いたことが一番の原因だというふうに考えており

ます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、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２２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） ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分とい

たします。 

（午前１１時５７分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第２３号「平成２６年度大玉村国民健康保険特別会

計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○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３、議案第２４号「平成２６年度アットホームおおたま特別

会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。１１番。 

○１１番（遠藤義夫） ８１ページなんですが、今の時世で、宿泊客も休憩料も入湯税も

全て下がっているわけなんです。これは風評被害も含めて、全体的にどこの旅館とか

施設も悪いのかなと思っていますが、村長が言うように、いずれ民営化にするような

形になっていけば、今からいろんな手を打っていかなくちゃならないかなと思うんで

すけれども、そのためには、具体的に人を集めるためにどのような施策をとっている

のか。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １１番さんにお答えします。 

   収入源ということでございますが、当初で２６年度当初を見込む際に、２５年度と

比較して増加するであろうと見込んだ部分もございますし、また２６年度１月末の数

字ですが、それらと前年を比較しますと、人、いわゆる利用者の部分については、総

体的に、若干でございますが、宿泊者、休憩室の利用者、入浴者を含めまして、特に

入浴者が１，９１７ほどふえておりますので、人数的には、総体的に去年の１月末の

数字と比べますと増加になっております。 

   ただ、いわゆる宿泊料金とか、あと休憩料、入浴料の金額ベースで見ると、それら

に伴って人がふえた部分で収入も増加になっておりますが、売店とか宴会、食堂の関

係で前年度と比較するといわゆる減になっているという部分で、総体的に収入が減に

なるという部分がございます。 

   あと、今ほどありました民営化の部分で今後取り組む内容としましては、督促これ

らの経営の状況について、いわゆる経営コンサルタント会社のほうに委託しまして、

現時点でのいわゆる経営の分析をしていただいて、民営化に向けた課題等について、

それらの調査結果を踏まえながら検討してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。 
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○７番（佐藤誠一） 今の前質問さんにも関連いたしますけれども、今やテレビを見てい

ますと、金沢ブームで客はもう金沢、富山等に引っ張られるんではないかということ

で、九州もしくは北海道、さらにはこの東北地方の観光地でもすごく目減り減、目減

りといえば減なんですけれども、予想されるんです。そういったことも含めながら進

めてもらいたいし、宿泊施設としては、やっぱり保養所の宿泊に当て込んだこれ補助

事業でつくっておる関係上、料金も高くもできない、安いんですけれども、高くでき

ないという面もあるんですけれども、やっぱり去年の４月以降の消費税の関係もあろ

うかと思いますけれども、どのくらいまでの上限、今ちょっと安くても人が来ないん

ですけれども、行ってみてよかったというような感じ、この限度額どのくらいまでが

とれるのか、その点２点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） ７番議員さんにお答えします。 

   今ほど１１番さんの質問内容ありますが、いわゆる収入減については、それら３月

補正を見込む時点での当初予算との比較の現状を把握しながら、過大にならないよう

にということで減額したということで、いわゆる観光面、先ほども７番議員さんから

ありました金沢の北陸新幹線の関係もあって、そちらのほうに観光、土曜日から開業

しまして、そちらに人の目が行くという部分もございますが、福島県は４月からデス

ティネーションキャンペーンがありますので、それらといわゆる連携した観光の部分

について取り組みを進めてまいりたいと思います。 

   あと、次の質問の中で、いわゆる宿泊料も含めた利用料の関係でございますが、宿

泊料金につきましては、宿泊料１部屋５名使用を基本として大人１人につき

５，０００円から１万２，０００円の間で別に定めるという内容で、条例上はこのよ

うな形でうたっておりまして、今回料金、いわゆる消費税のアップに伴う料金の改定

等について検討し、運営協議会の了承を得たところでございますが、４月からアップ

の部分については、現状で申し上げますと大人１泊２食で３名以上利用の場合は

６，７００円で、３月までですが、それを４月からは８００円アップしまして

７，５００円という内容で料金改定を行う予定でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 私も２月、３月、保養センターもアットホームも２回ほど日帰りで、

あと泊りは岳温泉ちょっと二、三回泊まってきたんですけれども、やっぱり岳温泉に

なると、宿泊になると２万円用意しなきゃならないですし、ある人の話では、アット

ホームで１泊したら５，０００円、五、六千円で上がった、俺６０歳以上だからとい

う、そういういい意味もあるんです。保養施設のやっぱり利点というのは、保養所に

行ってなるべく病院に行かないようにするという、これ大前提もあるわけですから、

やっぱりリピーター関係、もっともっと宣伝もしていかなければならないと常々私も

言っているんですけれども、そうすると、宣伝についてどのように村長考えているの

か、伺いたいと思います。 
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○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。 

   ＰＲはかねがね実施はしておりますが、やはり一般の旅館等と比べるとどうしても

弱いというのは感じております。 

   今度予算にも、当初予算にも上がっておりますが、４月からホームページのリニュ

ーアルの準備に入ります。リニューアルするのにやはり半年程度かかるんです。つく

りあげて、新たにつくり込んでいくのでかなり時間がかかる。そんなにかかるのかと

言ったら、従来の他市町村のリニューアルを見ますと、結構時間がかかってつくり込

んでいくということですので、あと半年近くは、今のままのホームページを使いなが

ら新たなリニューアルを進めていくということですが、そういう中では、やはり外部

に対する村のＰＲ、ふるさと納税とかアットホームとか、そういうものについて、デ

スティネーションキャンペーンにはちょっと間に合いませんが、ＰＲをしていきたい。 

   ましてや民営化をすれば、当然それが命になってまいりますので、ＰＲはもっとも

っとやっていくようになるだろというふうに考えていますが、やはり行政でやってい

る直営でございますので、前にも金泉閣とか民間の温泉のほうから、余り村ＰＲして

どんどんアットホームだけというのは行政としていかがなものかというような指摘も

あったようなこともありますので、やはりそういうことの枠を外すのにも、民営化と

いうのはそういうＰＲにも自由にやって競争していただくということになりますので、

いいのかなというふうにも考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） 私も、アットホームの経営運営についてはいろいろと心配している

ところなんですが、宿泊料、休息料、入浴料それぞれマイナス減になっています。売

店、料飲、食堂、いずれもそうでありますが、そういう中で、８５ページのいわゆる

原材料、仕入材料費が２２０万計上されました。３月、年度末間もなくなんですが、

そういう中で何をどのように買うのか、この２２０万の予算の中で。まず、その辺か

らお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ５番議員さんに、８５ページの賄い材料費、原材料費の

２２０万の補正増の内容でございますが、これ一番大きな要因としましては、いわゆ

る消費税の増税によりまして原材料費が不足するということで、内容ということです

が、通常のいわゆる仕入れ材料費が年度末には２２０万、予算編成時の計算で

２２０万不足するということで、あくまでも通常の賄い材料費の計上でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） 消費税対策だということらしいですが、それにしては大きいなとい

うふうに感じております。それはそれで、じゃいいでしょう。 

   アットホームの方針なんですけれども、いわゆる大玉村の国民保養施設的な考え方
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なところであるから価格は安いんだと。片や一方、一般の宿泊も受け入れているとい

うことになれば、当然競争というものが発生してくるわけです。リピーターをふやし

てお客様に来てもらう、再度来てもらうというような仕組みにするには、やはりグレ

ードアップしていかないといけない。それは料理においてもサービスにおいても、あ

らゆる面でそうだと思うんです。 

   問題はウエートの仕方なんです。どちらにウエートを置いて経営をなされるのかと

いうことなんです。だから、その辺が明確じゃないんです。やっぱり半端なんです。 

   今後の方針としては、やはりきちっと大玉村のアットホームの料理とかサービスと

かすばらしいぞ、また行くべというような、そういうものにシフトしていくのか。ま

た、従来的なやっぱり高齢者とか、そういう保養所的な考えで物事考えていくのか。

やっぱりきちっとこれしないと、いつまでたってもだめだと思うんです。ですから、

そういうことにおいてのお答えをひとつお願いします。 

   それから、原材料費の２２０万については、消費税だというから、それは結構でし

ょうけれども、経営は在庫を持たないというのが基本なんです。ここへきて在庫を持

つということはいかがなものかという観点から質問したわけで、それはないというこ

とですから、それはそれでいいです。じゃ、よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   経営の方針という内容の質問でございますが、アットホームの設置条例につきまし

ては、いわゆる設置の趣旨という部分、第１条にありますが、住民の保養及び健康の

増進とあわせて一般観光客の利用に供するため保養施設を設置するということで、こ

の設置条例の内容を見ますと、いわゆる村民の健康増進とあわせて観光面と、両方う

たわれている内容でございます。 

   それらで、現状では、いわゆる今回収入減になって、賄い材料費が消費税の影響等

もありまして増額したという内容でございますので、これらについても、今後民営化

する時点でどのようなものがどのような改善点とか、いわゆるそういうものも含めて

専門の経営コンサルタントにお願いして課題等の洗い出しをしておりますので、それ

らの調査結果を踏まえて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） ２番。 

○２番（押山義則） ただいまの原材料費の流れのことも含めまして、最近のアットホー

ム利用の中から、一緒に行った仲間あたりから言われていることを、気になったこと

をちょっと述べたいと思うんです。 

   １つはお酒。アットホームのお酒、皆さんおいしいという方一人もいない。銘柄と

か何か伺いました。榮川、猪苗代の酒とか何か使ってらっしゃるというようなことで

ございました。なぜ、値段の関係とか何かでそういうことになっているんだかもしれ

ませんが、私が飲んでみてもまずまずいです。何でアットホームでこういうお酒使う

のかということを少し疑問に思いました。これは私的なことでもありますが、ただ、
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その辺はどういう形で選定されているのか。 

   もちろん同じようなこと、ウイスキーでも何でも思います。前は角置いてあったん

ですが、最近角置いてありません。これも大変気になっています。そういうもろもろ

のところから、そういうものの選定、やっぱりお客のニーズというものを的確に捉え

た運営をしていただきたい。それがちょっと１点でございます。 

   それから、別の観点から。私アットホームのお風呂、苦手で入れないんです。なぜ

かというと、入った瞬間ぴりっとくるんです。最近キャンプ場のお湯がよくなったか

ら入ってみてと言われて行ってきました。いや、まろやかだったです。やわらかい。

私は入れなかったんだけれども、ゆったり入れるようになりました。 

   だから、それは多分ボイラーの関係、その関係だと思うんですが、大変気になって

きた。アットホームもこれ必要なのかなと。ボイラーの寿命とか、そういうことの関

連もございます。それから、今の木質バイオマス、それが人に優しいというか、多分

そういう微妙な影響もあるんではないかと思っておりますので、その辺の検討につい

て、村長あたりどういうニュアンスで受け取っておられるか。多分酒のまずさは誰か

らも言われるんでないかなと思っていますので、その点１点伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんに、仕入れのシステムについては、後で部長のほうか

らお話をします。お酒については、よくわからないです。おいしいともまずいとも余

り感じたことなくて、あんなものかなと思って飲んではいますが、後で仕入れの関係

については、部長のほうから答弁させます。 

   お風呂に関しては、私は県民の森のほうと入ったことないものですからよくわかり

ませんが、確かにご飯と同じように木で炊いた場合と、それから重油で炊いたり電気

でやった場合に違うというふうには聞いておりますが、あとボイラーについては少し

古くなってきて、もうそろそろ交換の時期にきているということはありますが、ちょ

っとその辺については何とも難しいので、県民の森は、木質バイオマスにしてよくな

ったというふうに言っているのかどうかについては、後で部長のほうで問い合わせを

します。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。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。 

   仕入れの関係で、酒の関係で、今ほどあったように酒がおいしくないというお話を

いただきましたが、酒はいわゆる小売卸の関係で、以前は村内の酒屋から購入してい

た部分がありますが、現在は大量に卸していただくということで、メーカーも酒卸の

ほうから購入してございます。 

   今ほど２番さんからありましたようにおいしくないという部分、意見、声もありま

したので、今後利用者の意見を聞きながら、仕入に反映できる部分については検討し

てまいりたいと思います。 

   以上です。 
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○議長（佐藤 悟） ほかにございますか。６番。 

○６番（佐々木市夫） ８１ページの収入のほうから、総体的に、先ほど質問ありました

とおり、宿泊料も休憩も入浴料も減額というような形で、なかなか一生懸命やってい

るんだけれども大変だなという感じです。 

   それらに付随して申しますと、アットホームおおたま、ご案内のとおり２０周年に

もなるということで、かなり施設も老朽化しているし、いろんな村民の要望からすれ

ば、トイレがない部屋では仕方ないなとか、トイレあったとしたって今どきウォシュ

レットでないのが何ぼかあるとか、いろいろと現実的にはお金がなくてない袖は振れ

ないので大変だなと思いつつ、村民の声はまちまちですから、勝手にいろんなことを

要求しますから、当然のことだと思いますけれども、苦慮しているんだなと思います。

そのほかもろもろの要望もあるのも存じています。 

   ただ、今私が申したいのは、一方では公設民営化、前にもここで話ししましたけれ

ども、公設民営化がひとり歩きしているようです。ですから、ある意味では、現時点

で誰がやるのか、今の状況でやるやついるのかとか、やれるやついんめいあたいどこ

でなんていう形とか、いろんな勝手にそういうことがどんどん出てきます。 

   ですから、村長就任これ公約ですから、今そろそろ２年目ですので、中間ではこう

いう方向で考えているとか、広報紙などを利用してやっぱりある程度住民に周知徹底

すべきかなと思っていますので、その辺は村長の考えをお伺いしたいと思います。 

   あと、８５ページのこの今申したとおり仕入材料の増、当然のことながら消費税ア

ップですから料金も据え置きしたし、いろんな経営的には苦しいんだなという形で考

えています。今回宿泊料は料金値上げになるようですけれども、材料は当然のことな

がらそういうアップで、なかなか以前から申している村内の業者、酒云々したと先ほ

ど出ましたけれども、なかなかそういうものは予算の関係で、仕入れの関係で、入札

負けるからとかという理由で、なかなか使ってもらえない。残念だなと思います。そ

ういうことも含めてどうやって改善していくのか、課題は多いと思います。 

   申し上げたいのは、ここの中で何ぼ探しても出てこないんですけれども、現場のほ

うの声ですと、２００万くらい電気料が多くなって赤字だという形です。それが実態

として本当に燃料費、電気料だから燃料費なんてどこさ入っているんだかわかりませ

んけれども、そういうことなのか、それを改良するためにそういう施策を考えている

のか。 

   先ほど村長、小水力のほうからちょっとアイデア出てきましたけれども、一方では、

あそこは太陽光でも上げれば、ちょっと場所的に問題ですけれども、売電はできない

けれども、あそこで使う分くらいはとか、あるいは先ほどまた別な角度から小水力が

出たり、一方ではフォレストパークでのバイオマス、これいろいろ問題あるにしても

すぐ近くでああいうふうにやっているわけですから、そういうようなのも研究してと

いう形も含めて、何はともあれ、２００万というくらいの電気料が多くかかって大変

なんだということに関してはどのように理解していますかどうか、ちょっとお教えい

ただければ。 
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   あと、最後になります。料理長阿部さんがやめるようです。このことについても村

民いろいろ心配しています。差し支えなければ、議会ですので、現時点でどのような

ことを考えていますか、あわせてお知らせ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） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   公設民営は、その方向でやるということで、トイレのない部屋を改築したりという

ことで当初おりましたが、やはり簡単な見積もりいただくと大変なお金がかかるとい

うことで、今年の予算の状況を見ると、それに手をつけることは難しいということも

ありますので、何年までに公設民営をするというものが今少し難しくなってきている

ということもありますが、まず、見通しとしては、実際問題直売所ができて、農家レ

ストランができるのにやっぱり２年以上かかるだろうと、最終的にです。 

   ですから、その辺をめどにまず準備の株式会社をつくる。それしかなければ、いろ

んな第三セクターとか公社で第三セクターをやるとかいろんな選択肢があろうと思い

ますが、そういうものでなくてやりたい。村民主体の株式会社をやりたい。 

   前に言いましたように、村で幾らかの出資をして、村が出資しないと会社の信用の

問題もありますので、商工会等に趣旨を仰ぎながら、村の第３セクターにならない範

囲内で、準備についてはそろそろ入りたいなと考えておりますが、具体的には小水力

の発電のことも含めて、平成２７年度の地方創生計画には全てそれを織り込みたいと

いうふうに考えています。 

   ですから、会社を設立するのに国のほうから補助金が出れば、それをいただきなが

ら会社をつくっていくということも考えたいというふうになっていますので、本当に

村づくりは２７年度の事業計画の中でトータルで考えていきたい。アットホームの改

修についても、こういうことで地域おこし、復興のためにということで改修計画もそ

の計画の中に織り込んでいきたい。 

   今懸案になっている全てのものを、もしくはこれからやりたいというものを全てそ

の中に含めて、５年、１０年後の姿をそこで明らかにしたいというふうに考えており

ます。 

   あと、それ以外のものについては部長のほうから答弁させます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   まず、施設の維持管理で電気料の関係でございますが、施設の維持管理用で当初予

算で電気料１，０００万ほど計上しておりますが、確かに光熱水費の増額の中でアッ

プになっている部分はございますが、施設、いわゆる省エネの関係も徹底させながら、

今回は当初予算の額については増額はしていないという内容でございます。 

   あと、もう一点、調理人の関係でございますが、調理人につきましては、１名年齢

によりまして３月いっぱいで退職ということで申し出がありましたので、新たに１名

が変更となって、４月から１名が替わった体制で行うという内容でございます。 
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   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２４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２５号「平成２６年度大玉村農業集落排水事業特

別会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 村長に伺いますけれども、前村長は、農業集落排水の事業について

は凍結と言った記憶がございますけれども、当分の間凍結する。村長は、今これ住宅

もちょっとふえているようでございますけれども、どのような考えに立っているのか、

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をいたします。 

   大山第一と玉井第二、それから計画としては１３区に農集排をつくるということの

原案を見ましたが、それを凍結したということですが、今既にもうかなりの建物が、

住宅が建っておりますので、これから農集排をやろうとすると、今度玉井第二と同じ

ように入る方がいなくなるということで、もっとひどい状態になるだろうというふう

に考えていますので、このまま農集排を３番目を取り組むということは、今のところ

は考えておりません。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第２６号「平成２６年度大玉村土地取得特別会計補

正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第２７号「平成２６年度大玉村介護保険特別会計補

正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第２８号「平成２６年度大玉村後期高齢者医療特別

会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第２９号「平成２６年度大玉村水道事業会計補正予
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算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（鈴木宇一） 水道関係１２３ページでございますが、一番下の段の固定資産除却

費８９万６，０００円上がっております。この固定資産、いわゆる除却費、除却益と

除却損というのがありますが、これは利益が出たということですよね。この固定資産

は何をどのように売ったのか、その件についてお尋ねしておきます。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   １２３ページ一番下段の有形固定資産除却費でございますが、これにつきましては、

当初既定額１２万５，０００円を予算計上しておりましたが、配水管が３９万

８，０００円、それから滅菌装置２万５，０００円、揚水ポンプ５６万１，０００円、

計量器３万７，０００円ということで、合計１０２万１，０００円が必要額となった

ために８９万６，０００円の補正計上でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○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３９号「村道路線の認定について」を議題といた

します。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第４０号「人権擁護委員候補者の推薦について」

を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 
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○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１１、議案第３０号「平成２７年度大玉村一般会計予算につ

いて」から議案第３８号「平成２７年度大玉村水道事業会計予算について」までを一

括議題といたします。 

   これより、付託した予算審査特別委員会委員長から審査結果の報告を求めます。

７番。 

○予算審査特別委員長（佐藤誠一） 予算審査特別委員会報告書。 

   議長の命によりまして、予算審査特別委員会に付託されました案件の審査結果を報

告いたします。 

   特別委員会に付託されました平成２７年度予算議案を審査するため、３月９日に議

場において特別委員会を開催し、全委員出席のもと、総務文教分科会、産業厚生分科

会の２分科会を設置して審査することといたしました。分科会では、所管する予算項

目、特別会計について、慎重審議がなされました。 

   また、３月１３日には予算審査特別委員会を開催し、分科会座長から報告を受け、

報告に対する質疑応答が行われました。以下、分科会ごとの審査結果を報告します。 

   総務文教分科会において、３月１０日、１１、１２日と３日間、第２委員会室にお

いて全委員出席し、さらに付託事件について説明を受けるため、総務部長兼総務課長、

企画財政課長、住民税務部長兼住民生活課長、税務課長、生涯学習課長、教育総務係

長兼学校教育係長、出納室長に出席を求め、分科会を開催いたしました、 

   当分科会に付託されました平成２７年度大玉村一般会計予算について、歳入全般、

歳出について、総務部、住民税務部、出納室及び教育委員会の所管に関する予算並び

に他の分科会の所管に属さない事項の予算、平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計

予算、平成２７年度大玉村土地取得特別会計予算、平成２７年度国民健康保険特別会

計予算、平成２７年度後期高齢者医療特別会計予算について、慎重なる審査を行いま

した。 

   その結果、総務部については、関東あだたら大玉の会の会員増強のためさらなる施

策の拡充を図ること、職員研修先及び内容等を検討され、職員相互の資質の向上に努

めること、マチュピチュ交流事業について、実情を正確に把握の上、慎重を期するこ

と、ふるさとコミュニティ施設整備事業並びにふるさとづくり助成事業において、補

助率の減少となったが、地方創生に向け補助率等も含め施策の充実を検討されること。

住民税務部については、医療費縮小のため健康づくり事業の充実を図ること。教育部

については、総合的な学習事業において、伝統芸能継承活動について継承可能な方策
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を検討されること。 

   以上、その対応を慎重に検討されることをつけ加え、全委員一致をもって原案のと

おり可決するべきと決定したと報告されました。 

   産業厚生分科会において、３月９日の本会議において、予算審査特別委員会産業厚

生分科会に付託されました平成２７年度予算議案について審査するため、第１委員会

室において、３月１０日から１２日までの３日間、全委員出席、さらに当局から付託

事件に対する説明を受けるため、産業部長兼農政課長、建設部長兼建設課長、福祉環

境部長兼健康福祉課長、農業委員会事務局長、産業振興課長兼支配人の出席を求め、

分科会を開催いたしました。 

   当分科会に付託された平成２７年度大玉村一般会計予算について、歳出のうち産業

部、建設部、福祉環境部及び農業委員会の所管に関する予算、平成２７年度アットホ

ームおおたま特別会計予算、平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算、平

成２７年度大玉村介護保険特別会計予算、平成２７年度大玉村水道事業会計予算につ

いて、慎重に審議いたしました。 

   産業部については、基幹産業である農業を継続できるように行政として最大の努力

を願いたい。また、平成２８年度６次化に向けた新たな施設建設に当たっては、運営

体制強化、生産組織強化を行政の取り組みとして力を発揮願いたい。福祉環境部につ

いては、子育て支援と複雑化する高齢者支援により一層の充実を図られたい。 

   また、引き続き、再生可能エネルギーの活用については努力されることとし、付託

された全ての案件について、全委員一致をもって原案のとおり可決するべきと決定し

たと報告されました。 

   これら報告を受け、各分科会座長に対し質疑応答を行いましたが、質疑はありませ

んでした。 

   以上、予算審査特別委員会において、慎重審議の結果、付託された全ての案件につ

いて、全委員一致をもって原案のとおり可決するべきものと決定いたしました。 

   以上のとおり、予算審査特別委員会に付託されました平成２７年度予算議案につい

て、審査結果を報告いたします。 

    平成２７年３月１６日 

                   予算審査特別委員会委員長 佐 藤 誠 一 

   大玉村議会議長 佐 藤   悟 殿 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 以上で、予算審査特別委員会委員長の報告が終わりました。 

   特別委員会委員長報告に対する質疑につきましては、議会の運営に関する基準第

９７の規定に基づき、特別委員会委員長に対する質疑を省略することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、特別委員会委員長に対する質疑を省略することにいたします。 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１２、議案第３０号から議案第３８号までの各議案について、

順次討論並びに採決を行います。 

   議案第３０号「平成２７年度大玉村一般会計予算について」をお諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   これより議案第３０号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別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、本案は原案のとおり可決されました。 

   議案第３１号「平成２７年度大玉村国民健康保険特別会計予算について」をお諮り

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。 

   これより議案第３１号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長の報告のとおりに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。 

   議案第３２号「平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計予算について」をお諮りい

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。 

   これより議案第３２号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   議案第３３号「平成２７年度アットホームおおたま特別会計予算について」をお諮

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。 

   これより議案第３３号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別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、本案は原案のとおり可決されました。 

   議案第３４号「平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算について」をお

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。 

   これより議案第３４号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長の報告ど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。 

   議案第３５号「平成２７年度大玉村土地取得特別会計予算について」をお諮りいた

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。 

   これより議案第３５号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別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、本案は原案のとおり可決されました。 

   議案第３６号「平成２７年度大玉村介護保険特別会計予算について」をお諮りいた

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。 

   これより議案第３６号を採決いたします。 

   本案について、特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別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。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   議案第３７号「平成２７年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算について」をお諮

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。 

   これより議案第３７号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別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、本案は原案のとおり可決されました。 

   議案第３８号「平成２７年度大玉村水道事業会計予算について」をお諮りいたしま

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。 

   これより議案第３８号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおりに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、継続審査事件であります請願第５号並びに本定例会に

付託いたしました陳情第１号から陳情第４号を一括議題といたします。 

   これより、付託した各常任委員会の委員長から審査結果の報告を求めます。 

   総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。２番。 

○総務文教常任委員長（押山義則） 報告いたします。 

   総務文教常任委員会報告書。 

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

   去る１２月４日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました請願第

５号、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、立法化しないことを求める意見書

の提出については、前議会において継続審査すべきものとして決定、報告しておりま

したが、再審査のため平成２７年３月３日午後３時より、大玉村役場第２委員会室に

おいて委員全員出席のもと委員会を開催いたしました。 
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   この間、衆議院選の結果や国会審議の内容などを踏まえ、慎重審議の結果、武力行

使、後方支援などについて疑問は残るものの、政府方針への信頼のもと検討されるべ

きことと全員一致し、上記意見書については不採択と決定いたしました。 

   以上のとおり、総務文教常任委員会に付託されました請願についての審査結果を報

告いたします。 

    平成２７年３月１６日 

                   総務文教常任委員会委員長 押 山 義 則 

   大玉村議会議長 佐 藤   悟 殿 

   よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 総務文教常任委員会委員長の報告が終わりました。 

   委員長報告に対する質疑を許します。 

   質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、総務文教常任委員会委員長に対する質疑

を打ち切ります。 

   請願第５号「集団的自衛権容認の閣議決定を撤回し、立法化しないことを求める意

見書提出について」を採決いたします。 

   本請願に対する委員長の報告は不採択です。 

   お諮りいたします。 

   本請願について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議あり」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議がありますので、これから討論を行います。 

   継続審査であります請願第５号「集団的自衛権容認の閣議決定を撤回し、立法化し

ないことを求める意見書提出について」、委員長報告は不採択でありますので、請願

第５号に賛成者の発言を許します。３番。 

○３番（武田悦子） 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、立法化しないことを求

める意見書提出を求める請願に関して、請願を採択すべきとの立場から討論を行いま

す。 

   安倍内閣はアベノミクスの信任を求めるとして突如衆議院を解散し、解散前の勢力

を維持したことで安倍政権の全てが承認されたかのように勝手に解釈し、集団的自衛

権行使容認など、憲法の手続も国会の承認もなく、自衛隊を戦地にまで派遣し、武器

の使用も基準を拡大し可能にする法案成立を図ろうとしております。集団的自衛権の

行使をするためには、現行の安全保障法制を抜本から見直さなければなりません。 

   政府は去る１３日、安全保障法制に関する第１６回与党協議で、新たな海外派兵法

の概要を提示しました。その内容は、ＰＫＯ協力法改定では自己防衛に限定していた

武器使用を任務遂行まで拡大し、周辺事態法では、後方支援に限定し、戦闘地域には

行かないといった従来の派兵法の歯どめを完全に撤廃。戦地派兵を明確にし、さらに

海外派兵恒久法では、イラク特措法やテロ特措法で定めていた非戦闘地域の概念を撤
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廃、戦地派兵を可能にします。これらが成立すれば、実際に自衛隊が派遣され、自衛

隊員が海外で殺し、殺される戦争状態に直面する危険性が現実味を帯びてきました。 

   集団的自衛権を行使するため、まさに今回議論になっている周辺事態法改定、海外

派兵恒久法、ＰＫＯ法改定の３分野は、日本の将来のありようを決定する重要な法律

であり、国民の信を受けないままに成立させることはあってはなりません。今私たち

に課せられた責任は、我が子はもちろん、隣の子どもや大玉村の子どもたちの将来に

責任を持つことです。 

   憲法９条の力で世界に貢献することが日本の役割ではないでしょうか。敵か味方か、

白か黒かの外交ではなく、９条を武器にした外交こそ日本の国際貢献にふさわしいと

考えます。 

   皆さん、決断は今です。今賢明な決断をすることが我が子、我が孫、隣の子や隣の

孫を守れる唯一の道です。集団的自衛権行使を認めることは、将来子どもたちを戦場

に送り出すことにつながります。 

   日本が経験した過去の戦争がどんな悲惨な状況を招き、日本がどんな誓いで再出発

したのか。過去の歴史に目を閉ざすことなく賢明な選択をすることを訴えて、私の討

論といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 悟） 次に、請願第５号に反対者の発言を許します。 

   委員長報告の不採択に賛成するという立場の発言であります。６番。 

○６番（佐々木市夫） 請願に対する反対の立場から反対討論を行いたいと思います。 

   まず、集団的自衛権の行使容認の必要性という観点で、日本中で今さまざまな議論

が起きております。その多くは、集団的自衛権の行使が我が国を戦争国家に変貌させ

てしまうというような極端なものが多いわけであります。でも、それは本当かと私は

疑問を持っております。 

   毎日のように日本の領海を脅かす中国の存在、そして世界のパワーバランスが変わ

りつつある状況を見定めれば、日本の安全保障政策が集団的自衛権の行使を容認した

のは必然だと思っております。戦争を未然に防ぎ、世界の平和に積極的に貢献してい

く、それが集団的自衛権の本質であります。 

   集団的自衛権の行使に対する障害は、１、そもそも憲法違反である。平和憲法第

９条に違反している。日本国憲法は世界遺産のものである。２番目、アメリカの戦争

につき合わせるんじゃないか。これが戦争だ、お前もつき合えと言われれば、それは

ちょっとと言えないんじゃないか。３つ目、戦争回避は政治、外交でできるはずであ

る。だから、集団的自衛権の必要はないというような考えです。 

   でも、積極的平和主義の推進、他国、特に中国、北朝鮮、韓国などからの横暴に辟

易している現状を見れば、ましてやアメリカの傘の下でノーと言えない日本なんて過

去にも言われております。自助の精神が日本人の中から失われておる現況であります。

国家なくして個人なし。家族、同胞を守りふるさとを救う、国のために何か貢献した

いと思わない忠孝者がふえている現況であります。 

   私の好きな藤原正彦さんの本からの引用でお知らせしておきます。藤原正彦氏はお
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茶の水女子大学の名誉教授でもありますし、新田次郎、藤原てい夫妻の二男坊であり

ます。著書に、私も２冊読破しておりますけれども、国家の品格、最近では、日本人

の誇り。日本人の伝統である精神として、個より公、金より徳、戦争より和を重んじ

る日本国民の精神性は、文明史上世界に冠たるとうときものだったはずでありますが、

しかし、戦後日本はその自信をなぜ失ったのか。 

   祖国への誇り、家族愛、郷土愛、祖国愛、人間の基本を成すのがこの３つの愛であ

ります。これは私が言っているのではなくて藤原正彦さんが言っております。日本人

が個より公を重んじるのは、恥ずかしいことではなく誇らしいことである。 

   ここでいろんな問題があります。それは、国会の真摯な議論を経て、やはり戦争国

家にならないような歯どめをしっかり国会の法律でもってつくっていただきながら、

我々は、基本的には自分の国は自分で守る。これが今日本が一番大事な判断のときか

と思っておりますので、反対の立場から討論させていただきました。よろしくお願い

します。 

○議長（佐藤 悟） ほかに請願第５号に対する賛成の討論をする方はおりませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 次に、５号に反対する意見の討論もない。 

   それでは、これで討論を終わります。 

   これから、請願第５号「集団的自衛権の行使容認の閣議決定を撤回し、立法化しな

いことを求める意見書の提出について」を採決いたします。 

   この採決は起立によって行います。 

   請願第５号に対する委員長の報告は不採択です。 

   請願第５号を採択することに賛成の方は起立願います。これは５号に対する文面に

賛成の方でございます。 

（起立少数） 

○議長（佐藤 悟） 起立は少数です。 

   よって、請願第５号は不採択することに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後２時５０分といたします。 

（午後２時３２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後２時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。１０番。 

○産業厚生常任委員長（須藤軍蔵） 議長の命によりまして、産業厚生常任委員会の審査

結果についてご報告いたします。 

   去る３月３日及び３月９日の本会議において、産業厚生常任委員会に付託されまし

た陳情４件について審議するため、３月３日午後３時１０分及び３月６日午後４時か
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ら、第１委員会室において全委員出席、さらに付託事件に対する参考意見聴取のため

建設部長兼建設課長、産業部長兼農政課長の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   陳情第１号、村道反田・舘線側溝整備に関する陳情書、陳情第２号、村道舘線側溝

整備に関する陳情書について現地確認を行い、慎重審議の結果、全委員一致をもって

採択とし、執行については当局一任と決定をいたしました。 

   次に、陳情第３号、米価下落対応策に関する陳情書について、慎重審議の結果、全

委員一致をもって趣旨採択とするものと決定いたしました。 

   次に、陳情第４号、ＪＡグループの自己改革の実現に向けた要請書について、慎重

審議の結果、全委員一致をもって採択すべきものと決定いたしました。 

   以上のとおり、産業厚生常任委員会に付託されました陳情４件についての審査結果

を報告いたします。 

    平成２７年３月１６日 

                   産業厚生常任委員会委員長 須 藤 軍 蔵 

   大玉村議会議長 佐 藤   悟 殿 

   以上であります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤 悟） ただいま委員長報告が終わりました。 

   委員長報告に対する質疑を許します。６番。 

○６番（佐々木市夫） 何号だかちょっとあれですけれども、７人の方が議長宛てに陳情

書という形の件ですけれども、いずれにしても７人というのは、ある意味では将来を

担うこの大玉村の中核農家というような形で私も考えています。 

   以前からいろいろ意見交換していますけれども、今回の場合は慎重に審議をした結

果、趣旨採択というようなことでしたけれども、慎重に審議したということについて

の意見なり、委員長のほうから報告していただければありがたいというようなことで、

基本的には自分たちだけの予算云々であれば、これは問題かなと私思っておりますけ

れども、一方では、やっぱりこれからそういうふうなことも踏まえて、どのような慎

重審議したのかをお聞かせ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） １０番。 

○産業厚生常任委員長（須藤軍蔵） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今お尋ねのとおりでありまして、我が委員会全員、それらのことについて十分頭も

痛め、議論も深めたところでありまして、ただこの中で、じゃ出資って何だというこ

とは、皆さん言わんとしていることはもっともだと、もっともそのとおりだというこ

とではみんな同じでした。 

   ただその中で、受託面積対するところの２万円というのは、それというのはやっぱ

り全体のことから考えるとちょっと無理じゃないのかなという、その気持ちはわかる

と。 

   それから、もう一つは、２つ目ではその次の年、つまり２７年度についても下落し

たら引き続きやってくれないかと、こういうことで、それもまた気持ちはわかるんだ

けれども、これというのは大玉村の予算でやっていかれるのかということを考えた場
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合、気持ちはわかるけれどもそうはいかないよなというのが委員会としてのまとまり

でした。 

   したがって、言わんとしていることは十分わかるということでの考え方で、きちっ

とやられなかったところは申しわけないんですけれども、ご了解いただきたいという

ふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、産業厚生常任委員会委員長に対する質疑

を打ち切ります。 

   陳情第１号「村道反田・舘線側溝整備に関する陳情書」について採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第２号「村道舘線側溝整備に関する陳情書」について採決いたします。 

   本陳情に対する委員長報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第３号「米価下落対応策に関する陳情書」について採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第４号「ＪＡグループの自己改革の実現に向けた要請書」について採決いたし

ます。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１４、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

   議会運営委員会委員長から、会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたし

ました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

   議会運営委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 次に、追加議事日程を配布いたします。（追加議事日程 配付） 

   配付漏れございませんか。（なし） 

   ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議案第４１号「平成２６年度南町・山

口線（外）橋梁架替工事（Ⅰ期）請負変更契約について」、議員発議第１号「大玉村

議会委員会条例の一部を改正する条例について」、議員発議第２号「東京電力福島第

一原子力発電所の事故による営業損害賠償の継続を求める意見書について」、議員発

議第３号「ＪＡグループの自己改革の実現に向けた意見書について」並びに議員派遣

の件について及び産業厚生常任委員会委員長から閉会中の継続調査申出が提出されま

した。 

   お諮りいたします。 

   議案第４１号並びに議員発議第１号、議員発議第２号及び議員発議第３号並びに議

員派遣の件について及び産業厚生常任委員会委員長からの閉会中の継続調査申出をそ

れぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１から追加日程第６とし、議題としたいと思

います。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第４１号並びに議員発議第１号、議員発議第２号及び議員発議第３号

並びに議員派遣の件について及び産業厚生常任委員会委員長からの閉会中の継続調査

申出をそれぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１から追加日程第６として議題とす

ることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第１、議案第４１号「平成２６年度南町・山口線（外）橋

梁架替工事（Ⅰ期）請負変更契約について」を議題といたします。 

   これより村長の提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（押山利一） 議案第４１号、平成２６年度南町・山口線（外）橋梁架替工事（Ⅰ
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期）請負変更契約について提案理由の説明を申し上げます。 

   平成２６年９月１２日議決の当該請負契約の主な変更内容としまして、クレーン作

業時の地盤について、当初現場から出る土を利用し、作業所、作業場所全体に引きな

らし工事を進める計画でありましたが、計画以上に土質が悪く、地耐力不足が見込ま

れるため、作業の安全確保から、予定していた土を入れかえることが必要となりまし

た。 

   また、村道から作業現場への入り口の幅員が狭く矮小で、大型車両の通行が困難で

あること、さらには進入路の幅員は３．５メーターと狭く、当初予定の敷き砂利では

路肩が破損する危険性があることから、仮設の敷き鉄板をふやし、安全な作業を確保

する必要が生じました。 

   このため、当初請負契約金額６，１５６万円を６，３９７万７，０４０円に変更し、

２４１万７，０４０円を増額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す。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） 村長の提案理由の説明が終わりました。 

   議案第４１号の質疑を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） この橋になる部分の下流側の北側、この図面で見ますと黒く塗られ

ている部分、これについては工事中は使用しておったと思うんですが、今後どのよう

にするのか。今現在の状況から見ると、継続して工事作業に使用するような状況に見

えるのでありますが、そのようになっているとすれば、それらの賃借料についてはこ

の工事費に入っていくのか。そして、工事費が幾らの補助率かわかりませんが、それ

らの賃借料についても同じ率の補助率になっていくのか、それについて伺います。 

   それから、完成が２９年１２月予定だそうでありますが、これ事実だとすれば、

１年ぐらい当然早めるような方策を考えてしかるべきかなというふうに思います。 

   私が言うまでもなく、あそこの橋ばっかりじゃなくて、その上についてもかなり利

用しようとしている、利用されている人からも、何でああいうような複雑な道路にな

ってしまったんだということで話を受けましたが、私は地元の人の意見なんかも取り

入れた結果かなというふうに説明しておりましたが、私自身説明のつかないような状

況でありました。 

   ですから、そういうことも踏まえると、これも３年後に完成するなんて言ったら、

それこそまた村民の不満というのははかり知れないものがあるのかなというふうに思

いますので、本当に２９年１２月予定だとすれば、早めるだけの方策、きちっととっ

てしかるべきかなというふうに思いますので、それらについても伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず、地代の関係でございます。これにつきましては、新年度も予算を計上してお

りますが、早期に工事を発注するということになれば、当然ここまた使用して、工事

のほう進めるということになります。 
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   賃借料につきましては、補助の対象としましては、補助金は１０分の６になります

ので、それで一応計上しておりますが、時期的なものが不明確な部分があるので、単

独費もあわせて計上してございますので、できるだけ補助のほうで対応していきたい

というふうに考えております。 

   それから、橋の工事が３年かかるということで、非常に地元の方、それから利用さ

れる方にご迷惑かけるということで、もっと早くならないかということでございます

ので、引き続き県のほうに補助金の増額等を強く要望して、もう設計はできておりま

すので、そういった部分で早期に完成できるように努力してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 今、部長、工事の早期に進めるためには県のほうともということで

すが、当然県との協議は必要かと思いますが、これ財源そのものは国から来て、県を

通ってくるというふうに理解していいのかどうか。 

   だとすれば、やはり中間の県だけでは、これはもう間に合わない話で、話が進まな

いということになると思いますので、最終的にもちろん国の予算であろうと思います

が、どこまで村が協議すれば何とかなるというふうに理解するのかどうか、その辺に

ついて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   大変申しわけございませんでした。国庫補助も当然入っておりますので、国のほう

にも強く要望しないと、今年度も、２６年度もそのように補助の枠等が決められると

いうような状況もありますので、そういった部分で少しでも工事が進めるような状況

になれるよう国・県に強く要望してまいりたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第４１号を採決いたします。 

   本案は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。 
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   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第２、議員発議第１号「大玉村議会委員会条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。２番。 

○２番（押山義則） 議員発議第１号、大玉村議会委員会条例の一部を改正する条例につ

いて。 

   上記議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

    平成２７年３月１６日 

     大玉村議会議長 佐藤 悟 殿 

                    提出者 大玉村議会議員 押 山 義 則 

                    賛成者 大玉村議会議員 佐 藤 誠 一 

   大玉村議会委員会条例の一部を改正する条例 

   大玉村議会委員会条例（平成８年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

   改正後のみ申し上げます。 

   改正後、常任委員会の名称、委員定数及びその所管。第２条、常任委員会の名称、

委員定数及びその所管は、次のとおりとする。 

   （１）総務文教常任委員会６人。総務部出納室及び教育委員会の所管に関する事項

並びに他の常任委員会の所管に属さない事項。 

   （２）産業厚生常任委員会６人。産業建設部、住民福祉部及び農業委員会の所管に

関する事項。 

   出席説明の要求。第１８条、委員会は、審査又は調査のため村長、教育委員会の教

育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく

委員会の代表者又は委員並びにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出

席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。 

   附則１、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。２、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の一部を改正する法律（２６年法律第７６号）附則第２条第

１項の場合においては、この条例による改正後の第１８条の規定は適用せず、この条

例による改正前の第１８条の規定は、なおその効力を有する。 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 議員発議第１号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 次に、追加日程第３、議員発議第２号「東京電力福島第一原子力発

電所事故による営業損害賠償の継続を求める意見書について」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 議員発議第２号、東京電力福島第一原子力発電所事故による営業

損害賠償の継続を求める意見書について。 

   地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書（案）を会議

規則第１４条第１項の規定により提出します。 

    平成２７年３月１６日 

     大玉村議会議長 佐藤 悟 殿 

                    提出者 大玉村議会議員 須 藤 軍 蔵 

                    賛成者 大玉村議会議員 菊 地 利 勝 

   提出先 内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、環境大臣、復興大臣 

   意見書（案）の朗読をもって提案説明にかえさせていただきます。 

   東京電力福島第一原子力発電所事故による営業損害賠償の継続を求める意見書

（案） 

   経済産業省資源エネルギー庁と東京電力は、平成２６年１２月２５日、福島県商工

会連合会への説明会で、東京電力福島第一原子力発電所事故による営業損害賠償につ

いて、事故から５年となる平成２８年２月分で終了するとの「素案」を明らかにしま

した。 

   しかしながら、原子力発電所事故に伴う営業損害の終期の判断については、中間指

針第２次追補において「基本的には被害者が従来と同じ又は同等の営業活動を営むこ

とが可能となった日を終期とすることが合理的である」とされており、また、風評被

害に対しても、中間指針において「客観的な統計データ等を参照にしつつ、取引数

量・価格の状況、具体的な買い控え等の発生状況、当該商品又はサービスの特性等を

勘案し、個々の事業において合理的に判断することが適当である」と示した上で、そ

の終期については一律に示すことは困難であるとしている。 

   さらに、原発事故現場には、現在も高濃度放射線のために核燃料がどのような状況

にあるかさえもつかめず、事故の収束にはほど遠い状況にあることから、廃炉に向け

た作業は、長期間困難が伴うものとなることは十分に想定され、福島県内の各産業に

一定期間、風評被害が継続することは明らかである。 

   そうした状況にあるにもかかわらず、今回示された「素案」では、事業環境の回復

が確認できる業種・業態があることを理由に農林漁業者を除く商工業者等への損害賠

償を打ち切る考えが示された。１年以内に風評被害が皆無になる見通しが全く立たな

いにもかかわらず、損害賠償を打ち切ることは到底納得のいくものではない。 

   よって、政府においては、平成２８年２月分をもって、損害賠償を終了するという
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方針を示した「素案」を撤回し、個々の事業者の実態に見合った営業損害賠償を引き

続き継続することを強く求める。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

    平成２７年３月１６日 

                        福島県大玉村議会議長 佐藤 悟 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 議員発議第２号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 次に、追加日程第４、議員発議第３号「ＪＡグループの自己改革の

実現に向けた意見書について」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。１１番。 

○１１番（遠藤義夫） 意見書を提出するため、別紙意見書（案）を会議規則第１４条第

１項の規定により提出します。 

    平成２７年３月１６日 

     大玉村議会議長 佐藤 悟 殿 

                    提出者 大玉村議会議員 遠 藤 義 夫 

                    賛成者 大玉村議会議員 鈴 木 宇 一 

   提出先 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、農林水産大臣 

   意見書の朗読をいたします。 

   ＪＡグループの自己改革の実現に向けた意見書（案） 

   政府の「農林水産業・地域の活力創造プラン」を踏まえ、今通常国会で農協法の改

正が予定されています。 

   ＪＡグループの自己改革の基本方向では、農業者の職能組合と地域組合の性格をあ

わせ持つ「食と農を基軸として地域に根差した協同組合」として、「持続可能な農

業」と「豊かで暮らしやすい地域社会」の実現を目指して、総合事業を展開し、農業

者の所得増大、農業生産の拡大、地域の活性化に貢献していくことがＪＡの重要な役

割としており、ＪＡグループ福島も農業所得向上や食料自給率の向上、本県農業の復

興促進等に最大限の役割を発揮すべく平成２８年３月の４ＪＡの合併構想実現を基本

に自己改革に取り組んでおります。 

   しかし、法改正の骨格では、規制改革会議の提案に沿った中央会の組織と監査制度
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の変更や准組合員の利用制限のありかた検討などが示され、生産現場からは「農業所

得の増大にどう結び付くのか」という疑問や、「政府が進める『地方創生』に逆行し、

誰のための改革なのか」との声が多く上がっています。 

   ＪＡの地域インフラとしての機能は、地方経済・社会・コミュニティを維持・発展

させ、「地方創生」を実現するための重要な役割をはたしており、ＪＡグループの農

業振興と地域振興が一体化となった取り組みは今後も必要不可欠であり、こうした方

向での自主的改革を支援することが必要です。 

   よって、今通常国会における農協法改正案の審議にあたっては、農協改革が真に農

業振興や地域振興につながるものとなるよう、ＪＡグループの自己改革実現に向け、

次の事項が確実に反映されるよう強く要望します。 

記 

   １．准組合員は農業・地域経済の発展をともに支える農業者のパートナーとして

「地方創生」にとっても重要であり、今後とも利用制限は行わないこと。 

   ２．新たな中央会は、引き続きＪＡの自己責任経営の確立を支援することが重要な

任務であり、代表機能、総合調整機能、経営相談・監査機能が十分に発揮できるよう

農協法上に措置すること。また、ＪＡが監査法人による会計監査をうけるにあたって

は、負担増とならないよう担保すること。 

   ３．ＪＡ・連合会の事業方式やガバナンス制度、法人形態は、組合員・会員の意思

に基づき決定されるべきものであり、これを尊重すること。 

   ４．ＪＡの総合事業は、農業・地域社会全体を守るために最も効果的な事業方式で

あることから、信用事業・共済事業の分離は強制しないこと。 

   ５．農協法の目的や組合員の事業目的に、農業振興に加えて地域振興や地域の多面

的機能発揮に果たす農協の役割を明記すること。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

    平成２７年３月１６日 

                        福島県大玉村議会議長 佐藤 悟 

   以上であります。 

○議長（佐藤 悟） 提出者の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第５、議員派遣の件についてを議題といたします。 
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   お諮りいたします。 

   本件につきましては、お手元に配付の議員派遣の件についてのとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案はお手元に配付の議員派遣の件についてのとおり決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第６、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

   お手元にお配りいたしましたとおり、産業厚生常任委員会委員長から、所管事務の

うち、会議規則第７５条の規定に基づき、所管事務の調査事項について継続調査の申

し出があります。 

   お諮りいたします。 

   産業厚生常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、産業厚生常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 以上で、今期定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたし

ました。 

   これをもって本日の会議を閉じ、平成２７年第２回大玉村議会定例会を閉会といた

します。ご苦労さまでした。 

（午後３時２６分） 

 


