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平成２７年第３回大玉村議会臨時会会議録 

 

第１日  平成２７年３月２６日（木曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    なし 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

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

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 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    会議録署名議員の指名 

    会期の決定 

    諸般の報告 

    議案の一括上程 

    提案理由の説明 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第４２号 平成２６年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第４３号 平成２６年度大玉村屋内運動場改築工事（福島定住等緊急支援

            交付金事業）請負契約について 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

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

 

○議長（佐藤 悟） おはようございます。平成２７年第３回３月臨時会が招集されまし

たところ、出席ご苦労さまでございます。ただいまの出席議員は１２名全員でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２７年第３回大玉村議会臨時会を開会いたし

ます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） これより本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により７番佐藤誠一君、

８番遠藤文一君を指名いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   議会運営委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○議会運営委員長（佐々木市夫） おはようございます。 

   本臨時会の会期日程等について、去る３月２３日、午後１時３０分より第一委員会

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

ついて、以下ご報告を申し上げます。 

   委員会は、議長出席のもと全委員出席、さらに当局から総務部長兼総務課長、企画

財政課長の出席を求め、提出議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程等について

次のように決定をいたしました。 

   本臨時会に提出されます事件は、村長提出の議案２件で、その内容は、補正予算

１件、工事請負契約１件の合わせて２件であります。 

   よって、会期につきましては、本日１日間と決定いたしました。 

   なお、審議日程につきましては、本日３月２６日 本会議議案の一括上程、提案理

由の説明、議案審議という日程で行います。 

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

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

いします。 

○議長（佐藤 悟） ただいま、議会運営委員会委員長の報告が終わりました。 

   お諮りいたします。 

   会期日程については、ただいま議会運営委員会委員長報告のとおり決するにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 
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   よって、会期日程については、議会運営委員会委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   諸般の報告につきましては、配付いたしました報告書のとおりでありますので、配

付をもって報告にかえさせていただきます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第４２号から議案第４３号までを一括上程いたしま

す。 

   事務局職員に議案を朗読させます。事務局。 

○書記（安田春好） 別紙議案書により朗読。 

○議長（佐藤 悟） 事務局職員の朗読が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第５、村長より提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（押山利一） ご苦労さまでございます。 

   本日、第３回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方には何かと

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

   本臨時会における提出議案は、補正予算案１件、工事請負契約案１件の合わせて

２件であります。 

   それでは、議案第４２号、平成２６年度大玉村一般会計補正予算について申し上げ

ます。私からは概要のみご説明を申し上げ、詳細につきましては総務部長に説明をさ

せます。 

   補正予算書１ページをお開きいただきたいと思います。 

   今回の補正は、国における平成２６年度補正予算が本年２月３日に成立したことを

受け、交付金事業の対象となる地方創生関連予算の編成をしたものであります。 

   補正予算第１条では、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ４，３４９万

６，０００円を追加し、予算の総額を８２億３１８万９，０００円とするものであり

ます。 

   補正予算第２条では、３ページに記載のとおり、今回の補正予算に計上した５事業

を含め、年度末までに竣工の見込みがない７事業について繰越明許の手続をとるもの

であります。 

   次に、議案第４３号、平成２６年度大玉村屋内運動場改築工事（福島定住等緊急支

援交付金事業）請負契約について申し上げます。 

   この事業は、福島定住等緊急支援交付金事業の決定を受け、改善センター体育館の

建てかえを行うものであります。 

   入札につきましては、福島・安達地方・郡山市に本支店を置く入札参加資格業者

１３社を指名し、去る３月１８日に指名競争入札を実施したところであります。その

結果、本宮市長屋字征矢田６番地、菅野建設工業株式会社が３億９，４２０万で落札

し、同日付で仮契約を締結したものであります。 
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   建築概要は、鉄骨づくり、延べ床面積１，１２６．７３平米、うち人工芝アリーナ

面積９５３平米、トイレ男女各１カ所、更衣室男女各１カ所、倉庫２カ所、屋内消火

栓ポンプ機械室１カ所などを計画しており、現在の改善センター体育館並びに屋外ト

イレを取り壊し後に建築着工するものであります。 

   以上、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 

   以上のとおり提案理由の説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） 命により、議案第４２号「平成２６年度大玉村一般会計補正予

算について」ご説明申し上げます。 

   それでは、歳出よりご説明申し上げます。１０ページをお開き願います。 

   款２、総務費の地方創生費、事項①の大玉村総合戦略策定に要する経費は

１，０５０万の計上であります。 

   この経費では、総合戦略策定委員会委員２０人で会議３回分の報償３３万円のほか、

総合戦略の策定に当たり、住民を対象とした意識調査の実施と分析、検討会における

意見集約と総合戦略への反映、検討過程における助言などの各種支援、総合戦略決定

後の印刷製本費用など、策定業務全般にわたる業務委託料９７２万円を計上しており

ます。 

   事項②の大玉村観光力アップ事業に要する経費は７５０万円の計上であります。 

   この経費では、村内宿泊施設の従業員などを対象としたおもてなし研修会の講師謝

礼５０万円や、今後１０年間の村観光施策の指針となる観光振興計画策定業務委託料

３００万円、村内の観光資源の映像を村ホームページ等で配信するための観光資源映

像配信業務委託料１００万円、安達太良山といぐねの景観が美しく見えるビューポイ

ントを整備するための観光資源整備工事費１００万円、色使い等にも配慮し、景観等

にマッチした集合看板等を設置するための観光案内看板集合化工事費１００万円、馬

場桜案内板など既存の老朽化した観光名所案内板を修繕するための観光案内看板修繕

工事費１００万円をそれぞれ計上しております。 

   事項③の大玉村販路開拓支援事業に要する経費は、市場開拓を進めようとする村内

事業者への支援を行うための販路開拓支援事業補助金６６３万円の計上であります。 

   この経費では、農業・商業・工業を営む方を対象に、国内・国外を問わず展示会や

商談会などに出店する際の旅費、物品輸送費、出店料などを対象に２分の１以内の補

助を行うための経費を計上しております。 

   事項④の消費喚起プレミアム商品券発行事業に要する経費は１，８２０万円の計上

であります。 

   この経費では、プレミアム商品券の発行により地元消費の拡大と地域経済の活性化

を図ることを目的に、従来の２０％からプレミアム率を３０％に増額設定し、消費喚

起を図る計画であります。計画の概要は、１，０００円券１３枚を１単位として１万



 

- 5 - 

 

円で販売し、販売総額を４，４００万円として、その３０％に当たる１，３２０万円

を発行元の村商工振興協同組合に補助するものであります。また、商品券印刷、販売

促進チラシ作製、使用済み商品券換金手数料などの発行業務に係る補助金５００万円

をあわせて計上しております。 

   １３ページにかけての事項⑤の妊婦応援商品券交付事業に要する経費は１１６万

６，０００円の計上であります。 

   この経費では、母子手帳を交付する際に村商品券を交付して、子育て世代の経済的

な負担軽減と地域経済の消費喚起を図ることを目的に、対象者を１００人に設定し、

母子手帳交付ごとに１万円の商品券を交付するための経費１００万円と、換金手数料

などの発行業務に係る補助金１６万６，０００円の計上であります。 

   予備費は、財源の調整のため５０万円の減額計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。８ページをお開き願います。 

   款１４、国庫支出金の総務費国庫補助金はいずれも１０分の１０の補助率であり、

大玉村総合戦略策定や市場開拓経費等に充当する地域住民生活等緊急支援交付金の地

方創生先行型で２，４１３万円、プレミアム商品券発行事業や妊婦応援商品券交付事

業に充当する同交付金の地域消費喚起・生活支援型で１，９３６万６，０００円と、

それぞれ計上するものであります。 

   以上のとおり、一般会計補正予算について提案理由の説明を申し上げました。 

○議長（佐藤 悟） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第４２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） ９ページと１０ページにそれぞれ、今回、目で記載されております

地方創生費なるものが、年度末にこのような高額がくるわけでございます。 

   特に私が聞きたいのは、国から交付される括弧書きの「地方創生先行型」というも

のはどういうものなのか。また、下段になりますけれども、地域消費喚起・生活支援

型というのはどういう性質のものか伺っておきます。 

   あと、プレミアム関係でございますけれども、プレミアムを利用する場合の商店等

の数はどの程度あるのか、まず伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   私のほうからは、地方創生関係の先行型と消費喚起型の内容でございます。 

   まず地方創生先行型でございますけれども、これにつきましては、主に地方版の総

合戦略の策定に係る費用について国が支援するというふうな内容になっております。

対象になります事業としましては、今お話しした地方創生版の戦略の策定経費、それ

と、その地方創生版総合戦略における仕事づくりなどの事業、そのメニューの一例と

しましては、創業支援でありましたり販路開拓などの事業に対する国からの交付金と
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いうふうな内容になっております。 

   もう一つの地域消費喚起・生活支援型でございますけれども、これにつきましては、

地域における消費喚起を短期間のうちに実施するというふうな国の姿勢がございまし

て、これらに直接効果を有する生活支援策を実施しなさいというふうな内容になって

おります。対象事業につきましては、現在補正予算でも計上させていただいておりま

すプレミアムつき商品券の発行事業、そのほか、多子世帯の支援策でありましたり、

子育て支援に係るもの、こういったものが事業のメニューになっております。 

   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） ７番議員さんに、１１ページのプレミアム商品券のいわゆる商

店の利用できる数ということでございますが、今回、商業振興協同組合で発行する従

来の商品券にプレミアムを付加するということでございますので、現在約１００店が

加盟しておりますが、それらで使用できるという内容でございます。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございました。 

   あえてこういった緊急措置の予算でございますので注文はつけたくありませんけれ

ども、１つだけ、１１ページの下段、妊婦応援についての商品券。やはり妊婦となり

ますと、生まれてくる子どもの紙おむつとかミルク代に変わるんであろうと思います

けれども、そういったものを支援するような、この商品券など使ってできるような店

舗があるのかないのかだけ伺っておきます。 

○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。 

   特にミルクを購入するあるいは紙おむつ等ですか、そういった子育てに直結する物

だけを対象にするものではありませんので、今回の商品券の交付に関しては、子育て

世帯の経済的な負担を緩和すると、何らかの形で効果を上げていただきながら、地域

経済、商品券を使うことによる、先ほどありました１００店舗の中でさまざまな物を

買っていただけるということでありますので、必ずしもミルクとかそういったものを

特定して支援するものではございません。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

   ８番。 

○８番（遠藤文一） この繰越明許費関係でございますが、一般会計で当初予算のときに

こうやって繰越明許費を出していましたよね。で、今回もまたこれだけの繰越明許を

するということでありますが、心配なのは、平成２７年度の当初予算の事業が順送り

におくれていくんじゃないのかなという心配がございます。 

   それについて、まさかこの時点でそうですねとは言わないと思いますが、そういう

ことのないようにするためにどのような手順を考えているのか。それについて伺いた

いと思います。 

   それから、１１ページでございますが、販路開拓支援事業補助金、販路開拓する補
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助金、この理由、内容はわかると思います。ただ、販路を開拓するような商品、村内

の商品、どんなものがあるような想定のもとにこういう支援をしようとしているのか。 

   だから、本当特定少数の業者だけでは、これもやはり問題かなというふうに思いま

すし、それだけの多くの商品が、産物が、物品があるというふうに認識されているの

か、どういうものを想定されているのか、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、一番最初の繰越明許が平成２７年度に繰り越

されて、平成２７年度当初の事業関係、これがおくれたりしないのかと、そういうふ

うなご指摘でございます。 

   確かに繰越明許の分もありますし当初予算の関係もありますが、これはそのそれぞ

れの課、部の中で、それぞれ計画性を持って着々と進めていかねばならないと思いま

すし、そのようなことは当然やっていきたいと考えております。 

   以上です。 

○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。 

   １１ページの販路開拓支援事業のいわゆる中身というか、いわゆる特定のという部

分もございますが、今回については提案理由の中でも説明があったとおり、農業・商

業・工業を含む、いわゆる営む方が国内とか国外を問わず販路を拡大するということ

で、村内の企業の方でいろいろ店舗等を拡大している部分もございますし、また、農

業部分でもいわゆる６次化等加工品等も開発している業者もありますので、そういっ

た部分も含めながら、農業・商業・工業の村内の企業の方の販路拡大を支援するとい

う内容でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） １１ページの①の中で報償費策定委員がありますが、この策定委員

をいつもある何々委員会、何々委員会の中の、大体出てくる人たちが同じような委員

を想定しているのか。それともこれはこれで全く観点を違く考えての委員なのか、そ

の辺について伺いたいと思います。 

   それから、このプレミアム商品券でございますが、これはただ現金で使わないでこ

の商品券で使うというだけでは全く意味がないんじゃないかと思います。これだけ出

したとしても。本当は現金で使うんだけれども、そのプレミアム商品券があるからそ

れ使うというだけでは、潤う何物もないというふうに思うんですが。 

   そしてまた、３０％のプレミアムをつけるということ自体、どうなのかなと思って。

これはだから、誰だってこれは必要というか、どうせ使うんだからといってみんなで

やったら、これだけで間に合わないような気がしますよね。じゃ、早い者勝ちがとい

うと、結果的にそうなってしまうのかなと。だから、本当にそれでいいのかと。それ

が経済活性化につながっていくのかどうか非常に疑問に思うんですが。もし３割のプ

レミアムつけて足りなくなるというふうな状況を考えるなら、これをやはり２０％に
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するなりということも考えてしかるべきかなと思うんですが、その辺についてどうい

うふうに考えているのか。それについて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ８番議員さんに、①の総合戦略の中の策定委員、この構成関係

でございますが、これについては国のほうでも考え方がありまして、この推進組織の

中ではいろいろな方をその組織の中のメンバーに入れるという考え方があります。 

   住民代表とか産業界、行政機構、大学、金融機関、労働団体、そういった産官学勤

労、こういった中での構成をしてほしいというような考え方もありまして、それに沿

って、できるだけこの皆さんの意見が反映できるような形で考えてございます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんに、１１ページのプレミアム商品券ですが、今回、

消費の喚起ということで、いわゆる現金で配るという部分では村外とか大型店舗で使

うという部分もございますので、あくまでも、今回については村内の商店等で使って

いただく、その消費を喚起するという意味でございますので、従来の商品券に３割を

増して発行するというものでございます。 

   また、現在の商業振興協同組合の加入店舗数でございますが、これは約１００社ほ

どございますが、商業振興協同組合ともいろいろ、いわゆる加入店舗の加入の促進と

いう部分についても今後協議してまいりたいと思います。 

   また、今回は、商品券の発行については、事前に予約して商品券と取りかえるとい

う部分もございますので、今８番議員さんがおっしゃった足りなくなるのではないか

という、３割でございますので、どれぐらい皆さんに、村内の方に購入していただけ

るのかというのが全く予測できない部分もございますが、事前に予約をして発行に、

いわゆる予算の限りもありますので、１人当たり３０万という部分で周知してまいり

ますが、それが予算額を上回った場合は、ある程度それを縮小した形で、一律に縮小

した形で商品を配るという、そういう部分についても、予約をとった時点での対応を

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。 

   ６番。 

○６番（佐々木市夫） 何点か質問させていただきたいと思います。 

   まず、今回、国の直接交付金１０分の１０というような形での４，３００万云々。

非常にこれはありがたいお金ということと、これをいかにどう生かすかということで

大きな課題があるのかなと思っております。 

   それぞれ当局で、行政の皆さん方が知恵を絞ってこのような具体的な案を示してく

れたんだなということを思いますけれども、これをどう活性化に結びつけるか大きな

課題が残っているなという気がして、その点で質問させていただきます。 

   いずれにしましても、まず、おもてなし研修会の講師料５０万円。これは、以前私、

一般質問で言いましたけれども、研修施設ばかりじゃなくてやっぱり長部局全員やる
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べきだなという観点から、村長の考えをお伺いしたいと思います。 

   今でも、皆さん電話を受け取ってわかるとおり、まちまちです。もう少しやっぱり

電話の受け答えも含めて、この長部局も含めてやっぱりおもてなしというのは大事か

なと思う観点から、ぜひそれは５０万円も払うんであれば、もっと、宿泊施設ばかり

じゃなくて、皆さん職員全員も含めてお願いできればなと思って考えております。そ

の辺についてお願いしたいと思います。 

   観光施設の指針となる観光云々、委託料３００万。非常に大きな金で、今後１０年

間の村観光施設、もうそういうことでなくても、今すぐやるべきこと、５年後、

１０年後という形でやっていただけるのかどうか。 

   きのうの観光協会でも私は発言しましたけれども、たまたま村の案内人ということ

があったのでそれに関連しますけれども、当然これから、観光事業の今調査とかやっ

ていますけれども、既にそういう段階が終わって、もう既にパンフレットをつくりな

がら、どんどん誘客交流事業人口に結びつく努力をしてほしいということであれば、

この予算の中でやっぱり観光案内人、いわゆるボランティアガイドも含めて養成して

ほしいなという観点から、どういうふうに、内容的なことも含めてお願いしたいと思

います。 

   さらにもう一つ、事項③のその販路開拓支援事業、この類に関することは当然のこ

とながら県も一緒にいろんなメニューがあります。ですので、県と一緒にダブって申

請できるのかどうか。これだけの予算を半分支援して、果たしてメニューが消化でき

るのかどうかちょっと疑問ですので、どういうことを、先ほど総務部長の話がありま

したけれども、どういう対象にして具体的な戦略でやっていかないと、せっかくの金

を使い切れなかったというのはもったいないので、その２点。県と一緒にあわせて支

援を受けられるかという問題です。 

   最後になりますこのプレミアム券、今、同僚議員も質問しましたけれども、現時点

で１，０００万云々出しても、なかなか村民からは余り評判よくありません。要する

に使い勝手が悪い。ＪＡもスタンドも使えなくなっちゃった。 

   ですので、改めてお願いしたいことは、この商品券、まして今回は３０％プレミア

ムですから非常にありがたいという反面、なかなか使い勝手が悪いという形は否めな

いので、もっと積極的に商工会と話し合って、使える相手の商店ももう一回工夫して、

ＪＡにも当たるなり、プラントで使えるなんていうことにはいかないですから、商店

街がそれでは困っちゃいますので。その辺を工夫しながら、もっとやっぱり有効にこ

の金を使って、村内の商工業の発展につなげていただきたいなと思っておりますので、

その辺、ちょっと延びましたけれども、よろしくお願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。 

   最初の講師謝礼５０万、おもてなし研修の件でございますが、先ほどの説明では宿

泊施設、そういった従業員の方を中心にということでございますが、今６番議員さん

がおっしゃいましたように、それだけでなく、もっと広く我々も考えてございます。
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そういったことで、それら職員の中にも当然そういった研修は必要でございますので、

村の研修の一環としても取り入れていきたいと考えてございます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんに、１１ページのまず観光振興計画の関係でござ

いますが、いわゆる今後１０年間の観光の振興の計画を策定ということで、今ほど

６番議員さんからあったように、１０年間の中でも即できることですか、そういった

ことも含めて、いわゆる本村の観光振興をどのように図っていくかという部分で計画

を策定してまいりたいという内容でございます。 

   続きまして、販路拡大の関係でございますが、販路を拡大するためのいわゆる旅費

とか、あと輸送費とか出店料とかそういうものも含めて助成するということで、今ほ

どおっしゃった県の補助事業関係がどの部分で該当するか、その辺を県の事業ともマ

ッチングさせながら対応してまいりたいと思います。 

   続きまして、プレミアム商品券３０％の関係で、いわゆる使い勝手という部分もご

ざいますが、これも先ほど答弁で申しましたように、現在、商業振興協同組合に加入

しているところが使用できるということで、いわゆる商業振興協同組合の加入の促進

ですか、それらも含めて組合のほうと協議して、店舗数の拡大等についても今後検討

してまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） これは追加質問でなくて、ちょっと答弁漏れという形で改めてお

願いしたいと思います。 

   先ほどの業務委託料３００万の中でということは言いませんけれども、総体的に観

光振興を図る上で今大事なものの一つに、やっぱりボランティアガイド、要するに案

内人、今から養成していかないと間に合わないと思います。ですので、そういうふう

な予算の配分ができるのかどうかという問題と、そういう気があるかどうかという問

題で、これは村長、できればご答弁お願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します。 

   案内人の事業がこれに入れられるかどうかについては部長のほうから答弁をさせま

すが、きのう観光協会の総会に参加いただいたのでおわかりだと思いますが、観光協

会で案内人を養成しますということで、観光協会の事業に既に案内人養成はおわかり

のとおりのっておりますので、こちらのほうと整合性についてはとっていかなければ

いけませんが、計画はあるということですのでご理解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） ６番議員さんの、いわゆる観光案内人、ボランティアガイドの

関係でございますが、今後、本村の観光振興をするためのボランティアガイドの育成

等々についての計画も含めて策定してまいりたいと思います。 

   以上でございます。 
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○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

   ２番。 

○２番（押山義則） まず、総合戦略策定について伺いたいんですが、私は一般質問でも

申し上げたことなんですが、やっぱりある程度、委員を選定するに当たっても、報酬

を決定してというか、ある程度の方向性を示した形で、ある意味でプロフェッショナ

ルのような方の、そういう方の力をかりるような、よそに負けないようなそういう策

定をしていただきたいと思いますので。村長にそういう方向性をどのように捉えてい

るのか、改めて伺っておきます。 

   それから、販路開拓支援事業、これは販路開拓の支援事業の……、今まで例だと、

結局販売会とか、あとは既に事業を生産しているものの、多分それに対する援助支援

という形になるんだと思いますが、新しいものにどういう形で取り組んでいったらい

いのかというのがこの一番の使命だと思うんです。 

   結局、農業者関係あたりだと、私なんか今地域の中で、生産者農家である程度生産

計画とか販売計画を立てて今年から農業に取り組もうと思っているんですが、結局、

具体的に申し上げますと、ある店舗とキャベツを年間の利用します。そういう形の販

路とかになかなかその助成がなくて苦しんでいるのが現状です。だから、そういうも

のにまで利用できるのかということであります。その点伺います。 

   それから、このプレミアム商品券でございます。この施策は商工会なんかでも何度

か話しておりますが、現状を理解していない施策と私はそう思っております。結局、

商工会の話し合いなんかでも私は申し上げたことがあるんですが、例えば今回３０％、

そういう形だと、例えば米とか何かに特化したような販売、直売所とか何かを利用し

て、そして米を持っていない村内の非農家の方に村の米をうまく利用してもらう。そ

れで直売所あたりがその３０％だと、大分その宣伝がいけばこのプレミアム商品券に

飛びつく方が大分多いと思うんです。だから、そういう施策まで、直売所あたりの運

営と重ね合わせた取り組みをしていただけないかということであります。 

   それに関するそれ次の妊婦応援商品券、これも商品券だと本当に使う場所がないと

思います。例えば、直売所あたりでそれに関する物を、ある程度直売所なら仕入れも

可能だと思うんです。そういうもので、直売所ならこういうもの、妊婦の方たちを応

援できるこういう品物を扱っていますというような、そういう形で直売所の運営の方

にも結びつけていただければいいと思うんですが、その辺ちょっと難しいかもしれま

せんが、あわせて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんに、総合戦略の方向性、プロの起用ということですが、

当然前にも議会で申し上げましたように、アドバイザーというか委託を専門業者には

していかないと、少し職員でいろんな絵柄を入れたり、そういうつくり上げていくの

には難しいので、依頼するつもりです。 

   それから、国のほうの役人が、県のほうもあるんですが、大玉村なら大玉村の相談

ということでコンシェルジュという、何で横文字使うのかわかりませんが、官僚をコ



 

- 12 - 

 

ンジェルジュとして各市町村に張りつけますと、窓口としてということもありますの

で、国の役人と官僚とも窓口としていろいろ相談をしながら、あとプロの力もかりな

がらつくり上げていきたい。 

   方向性については村が決めます。業者にお願いするんではなくて、村が方向性を決

めてそれを整えていただくと。国のものが通過できるように整えると。そのために村

民から金融関係、マスコミ、大学等の委員会、これには国のほうは議会の関与も強く

求めておりますので、この前全員協議会でお話ししたように、今のところは議長、副

議長に参画をいただくというようなことも含めて、方向性は村のほうで主体的につく

っていき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） ２番議員さんに、販路開拓支援の関係で、いわゆる農産物の生

産計画によってキャベツ等も含めた販路拡大は可能かということで、これは農業・商

業・工業を含めた販路拡大でございますので、今ほど農産物についても対応は可能か

と思います。 

   続きまして、プレミアム商品券の関係で、３０％ということで、いわゆる直売所の

お話が出ましたが、１加入店舗だけに特化したような、村でそういう周知はなかなか

できませんが、加入店舗の中でそういった中でセールを行うとか、そういう部分では

皆さん事前にこの加入店舗に、発行前にそういう部分で周知しまして、それぞれ加入

店舗が工夫を凝らしたいわゆるセール等々についても周知してまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ２番さんにお答えいたします。 

   妊婦関係の商品券に関しても触れられましたが、やっぱり地方創生の今回の鍵は、

経済の好循環をどうつくっていくかということだと思います。 

   それで、おっしゃった直売所の関係とか出てきましたが、いずれにしても、この地

域内経済の循環をつくっていくその呼び水になればということがやっぱり一つの鍵だ

と思います。直売所でももちろん商品券は活用できますので、そういったことも含め

た一般の３０％のプレミアムと合わせて、どういうふうに好循環というか地域内の循

環が図られるかというのは、全体的に協議しながらうまく活用できるように考えるべ

きだというふうに思います。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） まず、地方創生絡みの国からの交付金が四千何百万ですか。もと

もとのその数字、それはどういう計算式のもとに来ているのか。それから今後はどう

いう展開になっていって、原資はどれだけ見込めるのかということがあるし、今、そ

れによってのこの次の展開になると思うんですけど、ここに書いてあるのは総合戦略

の中身の予算でも何でもないんですよ、これははっきり言って。出たものを督促来た

からこういうふうにやっただけであって、はっきり言うと。 



 

- 13 - 

 

   そして、今ほどお話あったように消費喚起型だから、それは喚起すればいいんです

よ。今の妊婦に何々と言うけれども、それは妊婦の皆さんにより活用していただくた

めの商品券だから、どこで使ってもそんなことは関係ないんです。要は活性化のため

の。 

   だとすれば、上の先行型については、この間の一般質問でも言ったけれども、今潜

在的にあるような観光資源なり、これから大玉村をどういうふうに発展させていくか

という、そういうものを練っていく、そういうものをつくっていくためのというのが

私は戦略というふうに思うんだけれども。そういうところに使うお金というのは今後

どう保障されていくのかというようなことについて、どのように考えられているかお

尋ねいたします。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えを申し上げます。 

   それぞれ地方創生先行型と消費喚起型の交付金の算出関係でございますけれども、

これにつきましては、全て国のほうで額の決定はされております。 

   積算方法につきましては、まず平成２２年度の国勢調査人口が基準になっておりま

す。この人口に対しまして、それぞれの市町村の財政力指数、さらに平成２４年の経

済センサスにおけます小売業年間販売額、またサービス業の個人事業収入額、さらに

平成２５年の毎月勤労統計調査というのがございますが、その調査に基づく事業所規

模５人以上の現金給与総額、それらの係数を掛けまして国が算出しまして、交付限度

額という形で市町村に示されてきております。今回、その限度額いっぱいいっぱいを

活用しまして、補正予算のほうに計上させていただいたところでございます。 

   今後につきましては全く白紙でございます。平成２７年度の国の予算につきまして

は現在まだ可決になっておりませんけれども、その中に一部地方創生関連の予算は計

上されておるようでございますけれども、この予算がどういったメニューで市町村が

活用できるか、こういった提示は全くございません。したがいまして、先ほど白紙と

申し上げましたが、市町村に対する平成２７年度予算の交付の内容については、まだ

示されていないというふうな現状でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） その経過、その積算はわかりました。 

   それから、じゃその先はどうだというと、全くないというのが実態だということに

なると、大分大々的にテレビだの新聞でも言っている、手挙げ方式でうんといいアイ

デアを出したところにうんと出すからなんていうお話はがんがんやっているんだけれ

ども、一体その話はどこにいくのかな。その話、お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 今回、先行型というふうな名を言っていますのは、どちらかという

と、繰越明許になるようなことは事前にわかっていながら２月ですから、平成２７年

度分については計画期間なので、とりあえず計画をつくっている間の分として、平成
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２６年度分がこれが繰り越しになると。ですから、きょう補正に上がっているのは、

どちらかというと平成２７年度分の事業と。そして、平成２７年度中に、できれば

１０月までというふうに国では言っています。１０月までに１次審査をして、約３割

ぐらいは国のおめがねにかなうだろうと。国はもう既に３割という数字を言っている

んです。それで、あと７割については年度末までに審査をしていくと。それで国のお

めがねにかなわないと補助も支援もありませんよということなんです。これが現状な

んです。 

   ですから、我々も本当に村を挙げて議会を挙げてこの計画をつくり上げていかない

と来年からの予算は来ないと。これがおめがねにかなって１０月までに通れば、３割

に入れれば、当初予算、平成２８年度予算に多分のせますよということだろうという

ふうに想像しています。国はそこまではっきりは言いませんが、できれば１０月まで

に１次審査をしたいと言っていますので、半年勝負ということで。これが各市町村の

浮沈がかかっているというのは、だめな計画の場合には国は支援しませんよというふ

うにはっきり言っています。支援をいただかないと市町村はやっていけませんので、

どこかにくっつけということにもなりかねないと、国の考え方です。 

   そうならないためにも、やはりきちっとした計画をつくっていかなければ。その計

画を見てどういう支援をするか、人的支援をするか財政支援をするかについては、そ

の結果で国が示しますということなので、白紙というのは、そういう形で定まってい

ないということになります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） 今ほどいろんな意見が出されまして、私もその件について質問した

いと思います。 

   報償費の３３万円、２０人ということでございます。そして、その下の委託料、製

本料ですね。今までにおいてもいろんな策定企画関係、総合振興計画でもそうですが、

カラー刷りの立派なものができるんです。今回もこういうカラーですばらしいものが

できると思うんですが、問題は中身なんです。 

   先ほど村長の答弁でちょっと安心したんですが、いわゆる全国的な、押しなべて同

じような金太郎あめみたいなことはやらないと。あくまでも委員の案を十分に吸い上

げて入れると。大切なのはそこなんです。大玉ならではのものをやっていかないと、

大玉なるほどこれだなというものをやっていかないと恐らく審査も何も通らない。そ

して、具体性が大切なんです。例えば、日本一美しい村においてもかなり厳しい審査

がありました。あれも具体性のある事業、民話とかいろんなこと、そばとかもありま

したが、ことごとく大切な具体性がないと審査は通らないんです。そこがやっぱり国

が今求めているところだと思うんです。 

   ですから、村長もしっかり今やろうという意気込みは十分伝わりましたんですが、

もう一度その辺の取り組み、決意を述べていただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 
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○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今、取り組み、村には何十本といういろんな計画がございますが、印刷されて立派

な製本された段階、それがどのぐらい開かれながら、行政もそうですが、村全体でも

そういうものをどれだけ開きながら事業が展開しているかということについては、や

はり反省すべき点があるというふうには考えてはいますが、今回の場合には本当に村

の浮沈がかかっております。 

   ただ、国がどれほど本気度を持ってこれを、村の浮沈、地方自治体の浮沈にかかわ

るよというふうにやっているのか少し見えないところはありますが、やはり我々とし

ては、これが村の浮沈にかかわることだというふうに考えておりますので、それぞれ

意見を聞きながら、そして基本的には、先ほど言ったように村の主体性でこういう村

をつくりたいということを、意見を伺いながら、こちらの意見も出しながらつくり上

げていきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

   １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ３回目ね。 

   今いろいろありましたが、先行型の戦略会議で練り上げるというやつのその中身が、

先ほど私質問した、あるものの資源とかを改めて検討する、あるいはそういうものを

やると。 

   それから、国の、先ほど何か横文字のは忘れましたけれども、その話ね。それは要

はアドバイザーみたいな相談員みたいな、そういうものを粘すということをやるとい

うことですね。この予算の中に入っているということですか。そのように解釈してい

いですね。やらないでは困るからね。はい、わかりました。 

○議長（佐藤 悟） これは質問なんですか、要望なんですか。どうなんですか。 

   総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） １０番議員さんにお答えします。 

   今、１０番議員さんがおっしゃったように、当然そういったコンシェル、そういっ

たことも、コンシェルジュ、失礼しました。こういったことも当然この中で含めて考

えていきます。 

   よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） いろいろ聞かせてもらいましたけれども、きのう実は我がの、大玉

１３区の老人クラブに招待されながら、役付になってしまったんですけれども、この

バッジ何ですかと言われたんです。上のバッジは皆さんわかると思いますけれども、

このバッジは美しい村に加盟した、連合に加盟したバッジなんですと言ったら、いぐ

ねの話が出ました。 

   これポケットパークをつくって、そこに休憩所をつくるんだというような予算化も

されておりますけれども、やはりうちらはこれを「いぐね」、「いぐね」とは言って
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いるんですけれども、たまたま新潟生まれの人がいまして「いぐねって何だい」と言

われて。標準語では防風林だと思うんですけれども、やっぱりこの辺では通じる言葉

なんですけれども、なかなかこれは全国的に通じないこともありますので、その辺も

含めながら、やっぱりパンフレット系等にはそういったものを刷ってもらいたいし。 

   やっぱりもう一つ言いたいのは、私も一般質問しておりますけれども、美しい村連

合に加盟していながら、あの４号線の開発はどうなんだということもありますので、

そういったものは総合的戦略にはやっぱり含まれてくるのは当然だと思いますけれど

も、その点どのような方向になっていくか、村長でも総務部長でもいいですけれども、

この１０年、１０年というスパンも見えてきましたし、５年、１０年のスパン、どの

ように２つを整合させていくのか、伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   美しい村連合に加盟したときのネックとなったのが、やはり４号国道沿い。それか

ら非常に便利であるという、村にとっては非常にいい部分なんですが、その美しい村

の理念からすると相反するものがあるということですが、その中で認めていただいた

のは、やはりいぐねのある風景、昔の風景とか、景観だけではなくて、スポーツ、文

化、歴史、それから産業経済、村民のコミュニケーション、そういうものがトータル

でまだ残っていると。 

   こういう開発されて、これほど開けて便利になっているにもかかわらず、昔の農村

のそういうものが残されているということも決定的なものでしたので、決して整合性

がないわけではなくて、当然国道利用計画上は、国道４号線は村の発展のために開発

すべきエリアということは、もう既に２０年も前からそういう設定がされております

ので、これからはやはり将来に向かって、国道４号線は開発できる地域に手続をして

いきたいと。それは、あくまでも美しい村に指定していただいたときにも了解をいた

だいて、これはそういう計画なんですということはお話をさせていただきました。 

   ですから、今ある昔の農村の原風景みたいなもの、いぐねとか今あるコミュニケー

ションみたいなものをなくさないでくださいというのが１つ。５年後にそういうもの

がなくなっていると、指定が取り消しになってしまうということですので、いぐねの

ある風景だけではなくて、一番大切なのは住民のコミュニケーションとかそういうも

のが大切だということですので、整合性にとっては問題な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。 

（「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。 
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   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４２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。再開は午前１１時１０分といたします。 

（午前１０時５７分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１１時１０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第４３号「平成２６年度大玉村屋内運動場改築工事

（福島定住等緊急支援交付金事業）請負契約について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 今のご時世柄、入札に至った、それから落札に至ったということに

ついて、多分当局は安堵していると思います。今なぜこのような公共事業等の落札が

できないかというのは、間近に控えている東京オリンピック、あとこの震災後のいろ

いろな事業が重なっているためにリスクのある仕事はしないというのが、恐らく業者

の考えだと思うんです。 

   本当に落札についてはこのような結果でございますけれども、しかしながら８社が

失格という形をとっておりますし、それは予定価格超過のためということになってい

ます。あと２社が辞退ということでございますけれども、これらについての、失格と

辞退についての説明を当局に求めたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   事務局としましても、落札に至っておりますことを安心したというふうな気持ちで

ございます。 

   失格につきましては、ここに記載のとおり予定価格超過のためというふうなことで

ございますけれども、これにつきましては、私たちの当初の考えですとやはり４億円

前後が多いのかなというふうな想定はございました。ただ、４億円を超えた業者はい

らっしゃらなかったということで、大分設計関係についても精査の上やっていただい

たということで、その辺については十分な設計ができていたというふうな感じは持っ

ております。 
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   そのほかの辞退関係でございますけれども、これにつきましてはご存じのとおり、

１社については災害公営住宅関係の造成工事のほうを現在行っている業者さんでござ

いますし、もう１社につきましても、他の事務事業関係に従事をされているというこ

とで辞退というふうな結果に至っているような内容でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 理解できる部分は理解しましたけれども、今後のスケジュール等に

ついて伺いたいと思います。今このようなご時世で、下段の会社についてはそれぞれ

の事業で辞退している。当然これ落札した上段の会社も、恐らく地元の除染等をやっ

ている会社だと思いますけれども、今後の完成までに至ってのスケジュールと、今、

相当工事費というのは値上がりしているそうなんですよね。そう見た場合、民間の場

合だったら何とかという、業者が落札すればそれなりにおしまいだと思いますけれど

も、やっぱりその辺のある程度の考えも持っていなければならないと私は見ているん

ですけれども、当局としてどのような見方をしているのか、この２つを伺いたいと思

います。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ７番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   まず、これからの工程関係でございますけれども、工程につきましては、議会の議

決をいただきました後に本契約の締結をさせていただきます。その後、現在の改善セ

ンターの体育館並びに屋外トイレ、これらを取り壊す作業に着手をしてまいります。

おおむね２カ月程度を見込んでおりますので、５月ないし６月からは建てかえの新築

の着工に入れるというふうな見通しをもっております。 

   現在のところ、この規模の工事につきます標準工期というのがございますけれども、

これにつきましては１２カ月というふうな見込みをもっております。このために工期

末につきましては、平成２８年３月という形を現在のところは考えているところでご

ざいます。 

   今回の契約の流れにつきましては、あくまでも年度という捉え方をしますと、４月

に始まって３月３１日に終わるというのが会計年度でございます。このため今回締結

します契約につきましては、平成２７年３月３１日まで一旦契約を締結させていただ

きます。その後、４月１日に入りましてから工期についてのみ変更契約を行うという

ふうな流れで事務のほうは進めてまいりたいと思っております。 

   もう１点につきましての今後の事業費関係でございますけれども、議員さんおっし

ゃるとおり、１カ月といわず資材の高騰が続いております。当然、工事費についても

増額ということは想定はしておりますけれども、復興庁の基本的な考え方としまして

は、当初計画、当初の契約額、これについて基本的には変更はないでしょうというふ

うな、これは国の基本的な考えでございます。ただ、現状としましてはそういったわ

けにはいかないというのは想定されますので、今後、復興庁とそういった場合の増額、

補助金・交付金の増額、こういったものについては十分協議を重ねながら対応をして
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まいりたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

   ６番。 

○６番（佐々木市夫） 今度のこの屋内運動場改築工事に当たっては、事前に２回ほど、

今現在この屋内体育館を使っている各種スポーツ団体とかあるいは今後予想される団

体の長あるいは代表者にそういう説明会なりそういうふうな要望なりを聞いたという

ことは、非常にありがたいことだなと思います。きょう議会で議決されて本契約後は

速やかにやっぱりそういう団体の長あるいはそういう周知徹底をして、やっぱり皆さ

んいつ壊すんだべな、いつできるんだべなということであれですので、速やかにそう

いうふうな連絡をしてほしいということを思いますけれども、それについての考え方

をお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ６番議員さんにお答えいたします。 

   各種団体への周知徹底、完成に係る周知徹底でございますけれども、現在使用され

ている団体、またこれから予想される団体あると思いますけれども、その点について

周知徹底は完全に努めてまいりたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。 

   ８番。 

○８番（遠藤文一） この体育館につきましては、繰越明許で４億１，５０７万ほど記載

されておりました。落札額がこの金額でございますので、繰越金額の差額として

２，０８７万ほどある勘定になります。この３つの数字からして、補助金交付金が現

在のところ幾らになっているのか。そして村の自主財源としての一般会計からの予算

額としてどのぐらいを見込んでいるのか。この繰り越された金額をオーバーすること

のないようなその予算計画なのか。それについて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えを申し上げます。 

   まず国からの交付金関係でございますけれども、現在決定をいただいております福

島定住等緊急支援交付金につきましては２億１，７２０万６，０００円でございます。

これにつきましては、工事費が２億１，５０５万６，０００円。そのほか事務費とし

まして２１５万円ほどついてございます。そのほか工事費の２分の１が震災復興特別

交付税で措置されておりまして、既に３月２０日に決定通知をいただいておりますが、

工事費の２分の１と同額でございまして２億１，５０５万６，０００円が交付税措置

をされております。 

   このほか村の一般財源関係でございますけれども、備品購入関係で当初予算関係で

２００万ほど取らせていただきましたし、今回、補正予算のほうでも人件費関係と事

務費の一部ということで５０万円を計上をさせていただいておるところでございます。
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３００万弱の金額が一般財源措置をさせていただいております。 

   これにつきましては、備品につきましてはあくまでも国庫の補助対象外ということ

でございますので、運動施設内で使います各種の備品関係、サッカーのゴールであり

ましたりそういったものに充当するために予算措置をさせていただいておるところで

ございます。 

   今回、繰越明許ということでございますので、基本的にはこの予算の範囲内で事業

を進めるというふうな形になりますが、先ほどのご質問ありましたとおり、資材高騰

等の理由によりまして増額になった場合、これらにつきましてはあくまでも村の一般

財源を充当するということがないように、復興庁のほうとそういった交付金の増額に

ついての協議は進めてまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

   １１番。 

○１１番（遠藤義夫） 先ほどの６番さんにちょっと関連するわけなんですが、これは期

待して皆も待っているわけなんで、相当使い勝手がよくなるんじゃないかと思って完

成を待っているわけなんで。恐らく使用をめぐってはいろんな混乱も起きるんじゃな

いかと。優先順位もあったり。また、体育協会の入っている関係もあると思います。

その辺の整理分けはどのようになっていますか。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） １１番議員さんにお答えいたします。 

   まず、利用者であります。利用者につきましては現在とほぼ同じであります。全て

の団体、個人が利用可能ということであります。従来どおり、公共的団体、スポーツ

クラブ、体育協会加盟団体やスポーツ少年団、その他の団体等の利用を考えておりま

す。 

   その利用の優先順位等でありますけれども、まず具体的な利用手続でありますけれ

ども、使用の予定日の７日前までに教育委員会に申請書を提出して使用許可を受ける。

体育協会、スポーツ少年団加盟団体については３カ月前まで、登録団体、その他の団

体は１カ月までの申請が可能ということで、基本的には現在利用されているものとほ

ぼ同じようなことを現在では考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ただいまの質問ですけれども、私から言わせれば、各種団体の申

請を待っているんでなくて、１回やっぱり希望調査して、そしてどういうふうな形で

全体が使いたいか、そして今度は調整をしながらやっていくと。これが一番いい方法

なのかなと思って今あえて質問しましたので、そういうふうな考えがあるかどうかち

ょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ６番議員さんに再度お答えいたします。 
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   現時点での考えを申し上げました。完成までには約１年間ございますので、今議員

さんのおっしゃられるとおり、そのような形で今後進めて検討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。 

   ２番。 

○２番（押山義則） 今回、大玉村屋内運動場ということで名称になっております。よそ

も同じような定住緊急支援事業交付金を受けておりますが、それぞれいろんな名前を

つけている自治体がございますが、大玉村としてはどういうことを、今後この名称に

ついてどのように考えているか伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） それでは、２番議員さん、お答えします。 

   まだどういう名前にするかは決めてございません。あくまでもこれは国の事業とし

て屋内運動場としてやりますので、これからどういった名前がよいのか皆さんと相談

しながら決めていきたいというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） 今回、こういう子ども関係の体育館、切望されておったということ

で、そしてまた国の補助満額というようなことで、つくる上においてはいいことだな

というふうに考えております。 

   ただ、公共施設というものは今後のこともやっぱり考えておかなくちゃいかんなと

思うんです。やっぱり２０年、３０年という中において、維持管理費、例えば電気料

とか浄化槽関連の費用、または機械警備または管理人等、こういうものに対して補助

交付があるのかどうか。そして、いかほどの年間使用料の負担があるのか、一応お聞

きし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、使用料関係ということでございますが、電気につきまして、照明関係につき

ましては全てＬＥＤということで省電力化を図っております。さらに、屋根の構造に

つきましても、１メートルおきぐらいに３０センチメートルぐらいの透明のアクリル

板を設置をしまして、極力日中の照明を使わない使用が可能なような施設体系に現在

は計画をしているところでございます。 

   そのほか、例えば下水の使用料でありましたり、そういったものにつきます国・県

の補助というものはございません。これにつきましては、あくまでも村の単独費用で

ございますけれども、現在の計画ですと、農業集落排水に接続する計画ではございま

すけれども、新設ということではございません。現在のふるさとホールの接続、そち

らのほうに接続合流させるというふうな計画でございますので、新たに基本料金が発

生するということはございません。人数の増はあるかもしれませんが、そういった負
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担で済むということの現在の計画の内容でございます。 

   管理人につきましては、教育委員会のほうで、管理側で答弁をお願いしたいと思い

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。 

   管理人についてのご質問であります。今回、施設の建築に当たりまして、施設内に

防犯カメラ３台、火災報知機、インターホンの設置、モニターを改善センターの事務

室等に設置するという予定でありますので、管理人さんについては今のところ配置は

しないという考えでおります。 

   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） ５番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   機械警備関係につきましては、これは当然建物本体工事には工事費として算入する

ことはできません。これにつきましては、今後の方針になるかとは思いますが、現在

のところ、社会体育施設について機械警備の加入といいますか設置のほうはございま

せん。 

   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４３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） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程 配付） 

   配付漏れございませんか。（なし） 

   ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議員発議第４号「東京電力福島第一原

子力発電所の汚染水流出に断固抗議する決議について」が提出されました。 

   お諮りいたします。 
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   議員発議第４号を日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、議員発議第４号を日程に追加し、追加日程第１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、議員発議第４号「東京電力福島第一原子力発電所の

汚染水流出に断固抗議する決議について」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。６番。 

○６番（佐々木市夫） 議員発議第４号「東京電力福島第一原子力発電所の汚染水流出に

断固抗議する決議について」 

   上記議案を別紙のとおり会議規則第１４条第１項の規定により提出します。 

    平成２７年３月２６日 

     大玉村議会議長 佐藤 悟 殿 

提出者 大玉村議会議員 佐々木 市 夫  

賛成者 大玉村議会議員 遠 藤 義 夫  

   それでは、案文を朗読させていただきます。 

   東京電力福島第一原子力発電所の汚染水流出に断固抗議する決議（案） 

   東京電力株式会社は、２月２２日に東京電力福島第一原子力発電所において構内の

排水路から高濃度放射性物質を含む汚染水が港湾へ流出していたこと、また、２４日

には、２号機原子炉建屋の屋上にたまった高濃度放射性物質を含む雨水が構内の排水

路を経由して港湾外へ流出していたことを公表した。さらに２４日公表した箇所にお

ける汚染水の流出については、昨年４月に把握していたにもかかわらずこれまで明ら

かにしていなかった。汚染水を始めとする原子力発電所の安全確保は、本県復興の前

提となる最重要課題であり県民の切なる願いでもある。 

   本村議会も東日本大震災・原発事故対策特別委員会で過日東京電力福島第一原子力

発電所を視察、研修を実施し、改めてあらゆるリスクを想定し安全かつ確実な対応を

求めてきたところである。しかしながら今回このような事態を招いたことは誠に遺憾

である。 

   よって本議会は東京電力に対して、断固抗議するとともに、原因究明及び再発防止

策を徹底し、我々県民に対して迅速かつ十分な情報提供・公開を行うとともに、東京

電力福島第一原子力発電所で働く作業員の更なる安全確保を強く求めるものである。 

   以上、決議する。 

    平成２７年３月２６日 

大玉村議会  

   以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 悟） 議員発議第４号の趣旨説明が終わりました。 
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   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 以上で今期臨時会に付議されました臨時議案について、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３回大玉村議会臨時会を閉会といた

します。ご苦労さまでした。 

（午前１１時３６分） 

 


