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平成２７年第４回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  平成２７年６月１９日（金曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 住民福祉部長 菊 地 平一郎 

産業建設部長 舘 下 憲 一 教 育 部 長 佐々木 正 信 

総 務 課 長 押 山 正 弘 政策推進課長 中 沢 武 志 

税 務 課 長 熊 耳 倉 吉 住民生活課長 鈴 木 健 一 

産 業 課 長 菊 地   健 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 押 山 美奈子 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第４２号 大玉村税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求め 

            ることについて 

     議案第４３号 大玉村長期避難者生活拠点形成等基金条例の一部を改正する条 

            例の専決処分の承認を求めることについて 

     議案第４４号 平成２７年度大玉村一般会計補正予算（第１号）の専決処分の 

            承認を求めることについて 

     議案第４５号 平成２７年度大玉村一般会計補正予算（第２号）の専決処分の 

            承認を求めることについて 

     議案第４６号 大玉村税条例の一部を改正する条例について 

     議案第４７号 大玉村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

     議案第４８号 平成２３年東日本大震災による被災者に対する村民税、固定資

            産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する 

            条例について 

     議案第４９号 大玉村あだたらフレッシュ基金条例を廃止する条例について 
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     議案第５０号 あだたらの里おおたま観光レクリェーション施設設置条例の一 

            部を改正する条例について 

     議案第５１号 平成２７年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第５２号 平成２７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５３号 平成２７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５４号 大玉村教育委員会委員の任命について 

    委員会付託事件（請願・陳情）の委員長審査報告 

     審査報告に対する質疑・討論・採決 

    委員会閉会中の継続調査報告 

     （１）産業厚生常任委員会委員長報告 

    東日本大震災・原発事故対策特別委員会報告 

    閉会中の継続審査申出について 

     （１）議会運営委員会 

    追加日程議案審議 

     議員発議第５号 「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による就学支援事業 

             の継続を求める意見書について 

 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 矢崎由美、安田春好、渡辺雅彦 
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会 議 の 経 過 

 

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

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

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１、一般質問を行います。 

   ６番佐々木市夫君より通告ありました「大玉村の農業振興計画策定の必要性と意義

について」ほか１件の質問を許します。６番。 

○６番（佐々木市夫） おはようございます。６番佐々木でございます。 

   さきに通告しておきました一般質問、議長の許可を得ましたので、ただいまから進

めさせていただきます。 

   まず冒頭に、早いもので平成７年、大いなる意思で議会議員に挑戦してから、本年

９月ではや５期２０年を迎えるわけであります。まだまだその目的が達成されたとは

私は思っておりませんが、その意味でも私の政治行動理念であります、またステータ

スでもありますこの農業問題、そして教育問題に絞って今回質問を行いたいと思って

おります。その上で改めて、来る８月の議会選挙にも６度目に挑戦をすることを決意

していることを申し上げるものであります。でありますから５期２０年の集大成と考

え、そういう気概を持って質問を行ってまいりますので当局の説明をよろしくお願い

したいと思います。 

   まず前半は農業問題の質問を進めてまいります。 

   農なくして国なし。いわゆる農業が滅びれば国も危ういという信念から農業問題、

いわゆる食料問題は命の安全保障にかかわる重要な問題でもあります。 

   今盛んに国会で集団的自衛権、国の安全保障の法制化の問題で議論が交わされてお

る現況であります。そのことも大変重要なことだと思いますが、それと同時に大変重

要な問題であるという認識で、この農業問題を取り上げてまいります。 

   一方では今、昨今話題になっております地方創生、地方自治体の生き残りとか高齢

者の地方移動の問題がクローズアップされております。私に言わせれば、農業の再生

こそが地方の再生、いわゆる生き残るすべてであると考えております。 

   そして後半は教育問題に入ります。地域づくりは人づくりと申します。地域づくり

に欠かせない地域起こしとも申しますけれども、３つの要素があると申しております。

それはよそ者、そしてばか者、そして若者であると、この３つの要素が重要であると

ある識者は言っております。 

   私から言わせれば、それにつけ加えて女性をつけ加えて４つの要素が、この地域づ

くりには欠かせない要素であると考えております。その原点であります教育問題が何

より重要であるという観点から進めてまいります。 
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   それでは質問に入らせていただきます。 

   まず最初に、大玉村の農業振興計画策定の必要性と意義についてであります。 

   先日の村民の声を聞く会での来場者の方々からも質問が出されました。 

   終了後私は、前産業部長にそのことを問いただしましたところ、現在、農業振興計

画は策定されていないとのことでありました。それで、今回、一般質問に取り上げる

に当たり、改めて現産業部長に問い合わせをいたした経過がございます。そこで示さ

れましたのが、平成２６年９月に制定した農業経営基盤の強化の促進に関する基本的

な構想であるとの、そのことをそのとき知りました。そのことも知った上で、改めて

この質問を進めさせていただきます。 

   まず、現在までの大玉村農業振興計画の内容とその推移、及び実態について農業振

興計画にかかわる、また類した、それでも結構ですけれども、その実態についての検

証と今後の計画策定についての意義から、まず振興計画のその都度の変化、その成果

状況、さらにその反省点があるとすれば、その具体的な内容とか改善策についてまず

お伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ６番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   大玉村農業振興計画の件でございますが、大玉村農業振興計画といったものは今現

在ございません。先ほど質問の趣旨の中にもありましたとおり、農業経営基盤の強化

の促進に関する基本的な構想、こういったものがございます。 

   その都度、成果状況と反省点ということでございますが、この計画の中身としまし

ては、効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るために、育成すべき農業経営の目標、

これを明らかにしまして、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとす

る農業者に対しまして、農用地利用の集積、及びこれらの農業者の経営管理の合理化、

農業経営基盤の強化、これを促進するための措置を総合的に講じることを定めた法律、

これに基づきまして大玉村の農業の現状、農業構造の変化、農業経営基盤の強化促進

の基本的な方向、農業振興の方針につきまして、それぞれ目標を定めて農業経営基盤

を強化するための方策を記したものでございます。 

   あとは、成果状況と反省点ということでございますが、基本構想につきましては、

農業経営基盤を強化するのに好ましい形態の目標を立てるものでありまして、目標の

値は設定されておりません。成果状況等反省点として申し上げるものは今現在ござい

ません。 

   なお、農業経営の基盤の強化につきましては、住宅などが大変多くなってきており

まして、本来まとまった形での農地集積が望ましいところではございますが、現実的

には散在状態にあるというふうに認識をいたしております。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） そのとき私は、村民の声を聞いて、あんだよなと思いながら聞い

ていまして、ないということにはっきりいってびっくりしたということの経過ありま
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す。要するに以前から私自身も確かめていますけれども、こんな冊子でいろんなこと

が農業に関する振興計画らしきものはあったのだなと記憶はしています。でもそれは、

みずからつくったのでなくて、恐らく上位のほうで、国からあるいは県からの指示で

もってつくったことだったのかなと。ですからある意味では魂が入っていなかったか

もしれないなと思いながら、今反省をしながら今お聞きしております。 

   ご案内のとおり福島県ではふくしま農林水産業新生プラン、これを今策定しまして

３年目になるのかな、震災原発以降。県北、県中、県南、いろんな地方ごとにあるべ

き姿の農業の、福島県としての将来像という形でもう既に示されて、ホームページで

ごらんになった方もおると思いますけれども、いずれにしましても現状、まさにこの

危機的な状況にある中で、やはりいろんな角度からこれは必要かなという観点で、も

う少し進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   進めるとしても、いろんな反省点とかそういうことがないのであれば、改めてずっ

ととばしまして、改めてそういうことであれば、今現在、これからの大玉村の農業を

考えた場合、特に今回村長、いろんな危機的な農業の中で、いろんな支援策も考えて

いらっしゃいましたけれども、まずそういうことであれば、現時点での農業で今何が

必要か、まずそういう点でのこの大玉村振興計画らしきもの、これは別に名前はこれ

にこだわらなくてもいいと思いますけれども、あるべき姿、道しるべ、目標、そうい

うものを検討する、あるいは今後考えていくような考えがまず村長さん、あるかどう

か、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えを申し上げます。 

   まず、促進法の農業経営基盤強化促進法、平成２６年度に見直しをかけるというこ

とでございますので、その中で見直しをするというのが今現実的かなというふうに考

えていますが、役場には何十本も計画があります。その実効性のある計画をつくらな

いと意味がありませんので、振興計画にかわるものとして促進法による基本的な構想

で間に合うというか、内容を網羅しているのであれば、あえてまた新たな計画をつく

る必要はないのじゃないかなというふうに考えておりますし、総合振興計画の中にも

農業関係の後期５カ年計画の中でそれをうたっていくと。これは数値目標まで定めて

おりますので、余りいっぱい計画、計画というよりは、できるだけまとめて計画をす

るということと、今現在福島県、原発を含めての外的要因が大変わからない状態、国

の方針もころころ変わると。いきなり変わってくるということ。ＴＰＰの問題もあり

ますので、その辺を含めると、やはり今年１年十分に状況を見きわめながら、今ある

計画に盛り込んでいくのが現実的かなというふうに感じています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 村長、ちょっと認識が違っていると思いますので、改めてこの農

業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想、これらを見せてもらいますと、平成

６年１２月に初めてこれ、策定したということですね。現在今、役場の総務部長以下
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皆さんがお持ちというのは平成２６年９月に改定したもの。これを見ますと約４年、

５年と聞いたのですけれども、今初めてよくもう一回見ますと、４年か５年くらいに

ローリングで変更していくという形で、現在は２７年ですから、去年つくった基本的

な構想に基づいてやっていらっしゃるのだなという形で理解しておりますので、改め

てその辺の認識と。 

   問題はこの構想、係から聞きますと、例えば認定農業者を選定する際に目標とする

経営規模とか所得の概要とかが目標であって、決して農業、まして大玉村の農業者み

ずからがこういう方向でやりたいとかそういうふうなことを住民の声を聴取して、意

見をヒアリングしてやったという経過はまずないのであれば、まさに今、村長が目指

しているいろんな角度でそういうふうな声を吸い上げながら、ある程度、そんな具体

的でなくて、数値目標も含めて別なのであれば、もう少しやっぱり住民の多様な意見

を聞いてやはりそういうふうな話し合い、最低は話し合いをしながら、いろんな角度

で検討していくと。これ大変重要なことかなと思っておりますので、その辺はきょう

は具体的なお答えは聞けなくて結構ですから、まだ農業の対する認識もちょっと違う

ようですから、あくまでも今回私は非常に村長が支援策として、いろんな声は、あり

がたいとかいろいろ不満はあるにせよ、それらの英断を下したということに関しては

非常に評価しておりますので、それらをもう一回ずっと掘り下げて、いろんな角度か

ら農業の将来、まさに農業が大玉村の基幹産業、これからもいろんな意味で農業総所

得が全体の売り上げから、ＧＤＰからすれば決して高いものと私は思っておりません

けれども、まさにこの最も美しい村連合の基幹となるこの地域環境、それらを維持し

ていく大事な要素と一緒に、やはり後で出てきます教育問題もかなり重要なことがあ

るわけですから、ここはしっかりと耕作放棄地もだんだん多くなっていかないような、

いろんな角度からの知恵を、ほかのアドバイザーも結構ですけれども、まずは村民の

声、意識の高まりを喚起しながら、啓蒙しながら、そういうふうな構想づくりを進め

ていってほしいなということで要望しておきたいと思います。 

   次に移らせていただきます。 

   次の２番目ですね、今回村単独で、きのうからほとんどこのことは質問者もおっし

ゃっていますし、それらの答えも、傍聴者も農業者の方が多いせいか、かなり詳しく

話ししていただきましたので、私からすれば今さらと思いますけれども、あえて、あ

えて村長、この場所できのうも話したことですけれども、農業に対する思い、今回こ

れら支援策に至ったその考え、どういうことでこういうふうな形になっていったのか。

７人の大型経営者の農家から行政、村長あるいは議長宛てにも要望書が出て、それら

を踏まえていろいろ苦慮なさったのだなということは推測されますけれども、こうい

うふうな結果、一反歩当たり等しく作付した方には１０アール当たり２，０００円ず

つと。さらには今兼業農家も含めてある一定の条件を満たせば、村では財政いろいろ

大変な折、３分の１を助成してやるというような形で英断なさったそのいきさつ、さ

らに今後はどのような、それを踏まえてこの村の農業を考えているのかもあわせても

し、答えられるとすれば、そのことも含めてお答え願えれば思っていますので、よろ
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しくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） まず、最初の認識の違いという部分について再度お答えを申し上げ

たいと思いますが、この先ほど言った基本的構想の中には、農業の形態、経営の規模、

生産方式、経営管理の方法とか、農業従事の対応等に関する営農の類型ごとの効率か

つ安定的な農業経営の指標とか、今言われたものは全部網羅しておりますので、その

集積とか認定農業者の認定に関することだけではなくて、農業全般についてこの中で

見直しを行うと。ですので、それとまた別に別な計画をつくるということは屋上屋な

り、計画多くして実効性のないということになりかねないので、それを平成２６年度

は本来見直しの年でしたが、原発の関係とかいろいろ事務事業の煩雑さがあって、一

部文言の訂正で終わったということですので、２７年度に改めて見直しを行うという

ことでございますので、今議員さんが言われたものについては、この中で網羅するこ

とができるんでないかということと、振興計画の中に数値目標をはっきりと出したと

いう意味でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

   それから、農業に対する思いというのは、今回カメムシの農薬を助成させていただ

いたり、堆肥を３，５００円のものを２，０００円にさせていただいたり、それから

機械の支援、それから受託農家から受託農家のみ支援してくれという、議会のほうに

も、我々のほうにも来ましたが、２割程度の受諾受託ですので、全体約１，０００町

歩で考えますと、あとの８００町歩というのは零細農家なり兼業農家が支えていると

いうことでございますので、これは受託農家は、受託している分については受けるこ

とができますので、満足できるかどうかは別としても、やはり平準化して皆さんに米

価が下がった分について出すべきだろうということで、そういうふうに決めさせてい

ただいたということでございます。 

   農業について飼料米にしなさいとか、ナラシとか賠償とか、いろいろ今は何とかそ

ういうものでカバーできますが、来年度以降どういうふうになるかということがまた

見えないと。若干の米価が上がっても全国的なもので、福島県については据え置きに

なるかもしれないし、その辺のことは見えてまいりませんので、大変危惧をしている

ところですが、やはりきのうも申しましたが、事業主としての農業経営をどうするか

というのが、やはり個々に形態が違います。耕作面積も耕作形態も機械の状況、家族

構成、それぞれ違いますので、やはり農業も事業ですので、事業主として個々がどう

いうふうに事業展開をしていくかということはやはり考えていただいて、村としては、

それに対して側面から支援をしていくと。願うところはやはり耕作放棄地が出ないよ

うに、村の土地を守っていただいているという現実がございますので、できる限りの

支援をしていきたいというふうに考えての今回の支援でございます。 

   ただ、来年以降同じようにできるかということになりますと、今回も堆肥の分も含

めますともう５，０００万、５，５００万円という金額が出ておりますので、どこま

で出せるのかというのは、もう限界に近いものがございます。それも５年も１０年も

となりますと、かなり厳しいので、とりあえずは３年何とか踏ん張りたいと。見直し
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はありますが。そしてその後５年程度までは何らかの形で支援をしていきたいと。そ

の間に、転換をするなり、また経営形態をどうするかということを決めていっていた

だければというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 行政側の思いが村民に伝わって、意欲的にしかも将来を見据えて、

モデル的な農業者がどんどん出てくるのを期待するわけですけれども、今回の支援策

が本当にその効果があるかどうか、これらはまだ未知数ですので、その本気度、一緒

に村民の意欲も啓発しながら、そういうふうな案を出すというか説明も含めてやって

いかないと、ほかからは不満が出てきたりというような状況になりますので、ある意

味でやはりそういうことも強く示しながら、自発的に、自分たちの経営なのだから、

ほかの産業では当然のことながら自分の経営は自分でしているわけですから、農業ば

かりと私は言いませんけれども、農業はもっと国も含めて助成があるべきだと思って

いますから一方では、ですからそれは言いませんけれども、まさにこの大玉村、特に

自発的にみずから進んで改革していったり事業をしっかりしていくという、俗にいう

気概とか、そういうあれは、やや少ないのかなと感じている一人でありますから、こ

の際、行政もいろんな面で支援するのはありがたいことですけれども、それらを受け

て、それはしっかりと検証しながら次のステップに行けるようなことを、皆さんが頑

張れば行政は安定ばかりでなくて、行政が進む道しるべもやはりやるのも行政の一つ

の大きなやり方の一つであるというふうには変わりはありませんので、そこから先は

行政側の手法でもって変わるわけですから。 

   ただ私は村民の声を聞く会でこういう答弁させていただきました。これからは行政、

さらには議会も、さらには村民の皆さんも一緒に目的を共有しながらいろんな知恵を、

立場は違え、行政は行政、議会は議会の立場、役割があるわけですけれども、村民が

いろんな意見を足したような意見を出しながら、一緒にやっていくのがこれからの地

域のあり方ではないかなという話は、私は個人的な見解ですけれどもさせていただき

ました。ですので、そういう姿勢、方向性については村長も同じような考えであると

思いますので、それらをどのようにして導きしていきながら、力を出していって、ほ

かに負けないこの大玉村の地域づくりをしていくかと、これが大きな課題であります

ので、なお一層のご努力をお願いしたいと思います。 

   １つ質問が抜けましたので、戻りたいと思います。 

   天栄村にこの間研修に行ってまいりました。日本一の米大玉村、でも彼らは日本一

おいしい天栄村の米という形で自負しながら今いろいろと展開しています。今年は出

品するんだと村長さんも言っていますけれども、大阪の食味鑑定士協会で世界食味コ

ンクールが毎年開催しておりますけれども、今年は石川県の小松市で行う予定ですね。

ですので、大玉村からもぜひ出すのだというこの意気込みは大変ありがたいと思いま

す。 

   そこで天栄村は７年連続金賞、これがちょっと箔ついちゃって、メディアも報道し
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て、もう全国的に世界的に有名になっちゃって、ある日には何と電話が２，０００件、

鳴りっぱなし、行政側、公民館、商工会、という事実だったようです。 

   ですので、それらをそっくりまねするということは言いませんけれども、負けない

でやるのも一つですけれども、まずは大玉村の米、日本一の米と前村長も言っておら

れましたけれども、そのよりどころは何なのですかと聞いて、果たして消費者にきち

っとしたデータも含めてあるんでしょうか。風評被害も含めて、まさに今苦慮してい

ますけれども、そういう意味では、ここに出させていただきました大玉村独自の認証

制度、これらを少し検討したらどうかなということで、私らもあちこち勉強させても

らっていますので、現に野菜では東和村のＮＰＯ協議会で、元気な野菜というような

形でのある程度、これ申し合わせ事項になっていますけれども、そういうこともやっ

ていますので。あとあちこちに調べて、私は愛知県の豊川のコウノトリの産地なんか

も前に勉強させていただいた経過あります。ここでもいろんなランクづけをして、こ

ういうわけだからうまいんだよ。こういう指導していてこういう栽培だからこういう

ことなんだよねという形での売り方、それも一つの大きな、これからの農産物を販売

していく上でのブランド化を図る上での大きな視点かなと思って、ちょっとここに掲

げさせていただきました。 

   このことについて村長、どのように考えていますか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 質問者に注意しますが、１は終わっていまして、２に入ったのです

から、もとには戻られないということになっておりますので、これ、１，０００万円

の助成関係に入っているわけだから。 

○６番（佐々木市夫） 同じ農業問題で関連していますので。 

○議長（佐藤 悟） いや、関連してもここのところで一回次に入りますと言ってからは   

だから、本当は前に戻られない仕組みになっていますので、注意してやってください。

前に戻ることは原則としてできないわけだから、２番に入ってからは１番に戻られな

いわけだ。だから今言ったわけなんで。一応質問を続けてください。６番。 

○６番（佐々木市夫） 先ほどの、ですから認証制度の件は、通告書にありましたけれど

も飛ばしちゃったので、これはもう、だめだよという形で考えて質問できないという

ことで議長、よろしいでしょうか。 

   それまずお聞きしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 原則として、次に入ってからは一回ここで打ち切って次に入ります

ということでやっているわけだから、今までやったやつは結局前に戻るわけだから、

戻ることはできませんよと、こういうことです。 

○６番（佐々木市夫） じゃ、だめだということでご理解してその質問は取り下げます。

でも、いずれにしても農業問題で（１）（２）、この中でやっていることで、全く別

項目に移ったわけでないですから、そこまでだめだと言われるのであれば、これ、よ

く私のほうも精査しながら今後のことも考えていきたいと思いますけれども、よろし

くお願いしたいと思います。 

   それでは次に移らせていただきます。 
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   次に、教育問題であります。 

   平成６年、私は教育委員をさせていただいておりました。その当時、今回のような

基本的な村の教育ということを申しましたけれども、残念ながら当時の風潮は、学校

の教育は学校長に任せておくべきだというような見解が圧倒的でした。長も含めてで

すけれども。長は教育長ですけれども。また、大玉中学校の夜間照明問題、コンピュ

ーター問題もありましたけれども、結果的にはこれらがこの問題が私を議会議員の挑

戦に駆り立てた大きな原因になったわけであります。 

   おかげさまで現在では村長、いわゆる当時教育長でありましたけれども、押山現村

長の英断もありまして、それに近い、これが決して普遍的だと私は申しませんけれど

も、以前よりは本当に大玉村らしい、そういう独自のコミュニティ・スクールを中心

とした教育の理念が、大黒柱が形成されつつあるのだなという実感はしております。

そういう意味でも、そのことを踏まえて今回質問させていただきます。 

   大玉村独自性と普遍的な教育理念の確立についてということであります。 

   １つ目として、コミュニティ・スクール事業の取り組みで、目的達成がこれらが可

能と考えておりますかどうか。これをまずお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   コミュニティ・スクールというのは、国が定めたシステム、制度なのですけれども、

これ自体が目的ではないのです。教育、まさに今大玉村で掲げております「みんなで

支えみんなで育ってみんなが育つ大玉村の教育」というこの教育基本目標に近づくた

めに、それを達成するための一つの手段と言ったらいいのでしょうか、ツールなので

す。ですから、コミュニティ・スクールを核としながら、総合的に教育の基本的な目

標に向かってこれから教育を進めていきたいと、そんなふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） あくまでもこの辺が理念でないというところは存じ上げておりま

すけれども、この書き方も含めて今、これは目的ではないという形ですけれども、内

容的には前にも申したとおり、いろんな地域の住民を巻き込んで、非常にすばらしい

活動で、そのことがひいては、ある意味では普遍的な、申しわけないですけれども、

学校長さんかわられても、大玉村はこうだよと、その教育理念が達成していくのかな

と、こう、期待を持っているということでお話しさせていただきましたので、その辺

も含めてよろしくお願いしたいと思います。 

   学校、地域、家庭での一体的な教育は昔では当たり前、これは当たり前といったら

ちょっと当たらないかと思いますけれども、私が現在ちょっと思っていることで残念

なことには、雨の日なんかはやはり子どもたち大変だから送っていくかなんて声かけ

ますと、乗りません。変なおじさんかと思って、変な顔で見られます。これが大玉村

のみならず全国的な風潮かなと思って理解はしております。でも、これでいいのかな

ということは疑問です。 

   もう一つ、最近うちのほうの子ども見守り隊、毎朝のように通学時、交差点で子ど
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もたちの安全を確保するための誘導をさせていただいておりますけれども、残念なが

らこういう声が聞こえてきました。何か、絶対ということはないんで、一生懸命誘導

して旗をおろしても、ばんとこう、きのうの質問した中にも、今うちのほうも４０キ

ロに今度なりましたけれども、ほとんど守られていないので、がんと、もしかして万

が一事故があった場合には、誰が責任とるのですか。だから俺、おっかなくて余りき

ちっとできないんだという声が聞こえてきまして、なるほどなと思いました。 

   でもこれは子ども見守り隊に限らず、我々地域支援保全会のそういう活動も含めて、

非常にそういうふうな問題が内在をしているのだなということは実感しております。

でもそのことをなくする、あるいはまたそれを避けるための方策というのは本当にあ

るのかなと思いながら、いろいろ考えたあげく、このことも今回質問に加えたという

のが実情であります。 

   ですから、これらについて、いろいろと課題とかあるのでしょうけれども、まず今

この質問の事項に関してのみの責任の所在はどこにあるのでしょうか。これをお答え

願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   登下校の安全、本当に多くの地域の方々にお世話になって子どもたちが通学してい

る状況、感謝をしております。学校支援地域本部等々でも、さまざまなボランティア

活動やっていただいているのですけれども、その多くが登下校の際の交通の指導とい

うふうなことで、改めて感謝申し上げたいと思います。 

   ご質問にあった件、非常に大事なことですので、警察に念のために確認いたしまし

た。そうしましたところ、補導をしてくださっている方が車をとめるとか何かと、そ

ういう権限は持っていないので、補導をしていただいている方に責任はないというよ

うな見解であります。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 今のことを聞いて、直接警察に聞いたほうが早かったのかなと思

いつつ聞きましたけれども、ほっと胸をなでおろした経過があります。でも現実的に

は例えば地域支援保全会なんかでも、やはりけがあった場合に誰が責任の所在だ。会

長に来たら大変だよなとか、いろんな、この間役員会で話題になりましたけれども、

いずれにしても、ここで私が言えることは、恐らくそういうふうな見守り隊ばかりで

なくて、いろんなボランティア団体も含めて、そのような類した行動、あるいはそう

いう危険的な行動を伴う場合に、行政がこれを主導してそういう講習会などをやるの

か、自発的にそういうグループが横の連絡を取り合ってやるのかはともかく、何らか

のやはり対策らしき、予知の、防災もいろいろ問題ありますけれども、そういうこと

は必要なのかなと感じておりますので、きょうのことを一つのきっかけとして、実態

をもう少し把握しながら、行政としてできることがもしあれば、我々そういう団体も、

自分みずからのこととしてはいろいろ勉強させてもらいながら、講習会を労働基準監

督署から来てやるかなんて話もしましたけれども、今の場合は行政としてもしそうい
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うふうな手助けができる面があれば、せっかくボランティアをやっていて、自分のほ

うに責任が、今の場合はないということですけれども、ある可能性もありますね、事

故の内容によっては。例えば渡れ渡れとやって、それがぼんと突っ込んできてしまっ

て、それでもないのかどうかも含めて、いろんな形でやはり交通法規、いろんな類し

た防犯の法律的なこともあるのでしょうけれども、そういう危惧される部分があると

いうことだけお知らせしておきたいなと思っております。 

   次に移りたいと思います。 

   先生、父兄、地域住民、運営委員会、コミュニティの運営委員会ですけれども、こ

れらの連携とか重要性については、今までもいろんなフォーラムとか何かでも教育長

さんの言葉からもお聞きしましたけれども、改めて議会ですので、コミュニティの実

態、そういうふうなことにつきまして、それらを教育長のほうからお願いできればと

思っていますけれども、よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   大玉村がコミュニティ・スクールの制度を導入したのが平成２３年４月からでした。

全ての幼稚園、小学校、中学校、５校全てです。そうした中で、当初の４年間が平成

２６年度で終わりました。４年間が終わった後どうするかというようなことで、私な

りにいろいろ考えましたし、それから教育委員会でも話し合いをいたしました。非常

にいい制度であって、これをまた続けていこうというようなことで、新たに本年度か

らまた４年間の指定をさせていただきました。 

   私はその中でずっと、今までの歴史というか経緯を見てきたのですけれども、非常

に委員の皆様方が最初はコミュニティ・スクールってなんだろうというようなことか

ら始まったのですけれども、学校支援地域本部等々と連携しながら、活動が地につい

てきたという言い方がいいんでしょうか、活性化してきまして、委員さん皆さんの手

づくりでフォーラムをやったり、それからコミュニティ・スクールの趣旨について広

く周知をしたりというふうなことで、多くの方々に、学校に地域も保護者も参画して

いくというその趣旨、それがじわじわと浸透してきているようなふうに思っておりま

す。 

   いろいろずっとひもといてみましたら、過去のことについてひもといてみましたら

ば、平成２３年、これは大震災があった年なのですけれども、そのときにコミュニテ

ィ・スクール委員会の中で、放射線から子どもたちをどう守ったらいいかというよう

なことについてさまざまな議論がされたという記録が残っておりました。 

   学校の先生方、校長先生もどうしていいかと非常に不安、さまざまな情報があって

非常に何が本当だかわからないような状況、そのときに、それぞれの立場から意見を

出し合って、そして例えば運動会について、やっていきましょうとか、あるいはまた

プールのことについて、これは教育委員会の考えも当然あったのですけれども、そん

なことで、本当にシステムが生かされていたという好事例なのかなということで、そ

んなふうに考えております。 
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   私は第１期という捉え方を昨年度まで、これから第２期というようなことで、平成

３０年度まで、またコミュニティ・スクールというようなことで再スタートしたわけ

ですが、委員さんも大幅にかわられました。２１人のうち１３人が新たな委員さんで

す。今までの課題等についても整理していって、多くの人たちに参画していただくと。

それから今まで委員さんにやっていただいた方はその経験を生かして、側面からまた

この趣旨に向かって支援していただきたいと、そういう思いがあって、２１名で再ス

タートしたところです。 

   課題もあるのですけれども、まずはコミュニティの趣旨についてさらに理解を深め

ていって、保護者の皆様、そして地域の方々に、もっともっと学校に関心を持ってい

ただいて学校経営に参画していただく、そういったツールにしていきたいなと、そん

なふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ４年目が過ぎて次の４年目に向けて、平成３０年に向けてまた

２期のスタートを切ろうとしているという形ですけれども、そういうことであれば私

の質問である目標達成年度、これらについてはなきがごとしかなと思っておりますし、

これは永遠に教育という課題は続くのだなというようなことでいいのかなと思ってい

ますけれども、いずれにしましても、ここに教育長がよこしてくれました日本教育新

聞、平成２７年６月１５日ですから４日前の新聞ですよね。学ぶの力で地方創生。人

口増の村にコミュニティ校という形で、非常にこのことの活動が評価されて、まさに

この大玉村の教育活動そのものが地方創生だよという形の言い方をしていらっしゃる

のだなと、こう思っております。 

   これでまた大玉村も一つまたグレードアップしたのかなと思っていますけれども、

いずれにしましても教育ですから、決して華々しくそして知名度を上げたからとかそ

ういう問題ではなくて、要は実をとる教育、生きる力という形が大事かなと思ってお

りますので、そのようなことも踏まえて、いろいろと課題も多いようですけれども、

まずその、また学校現場でも負担がなんていう話もちらっと出たりして、教育長に実

際、総務文教委員会に来てその辺のヒアリングをした経過もありますけれども、私か

ら言わせれば、大玉村の学校に行けば箔がついて、そしてまた逆に言えば行きたい、

ああいうところに行って勉強したい、活動したい、村民と一緒に交流したい、そうい

う先生がふえてきていただければありがたいし、また、そのようになっていくんだな

と、こう、実感としては期待しておりますので、改めて大玉村の普遍的な独自性のこ

の教育と絡めて、それらも一つの方向性として、私はずっと昔から大玉村の大玉風の

大黒柱の教育の柱とかという言葉を使って言ってきましたけれども、そんなことも頭

にちょっと置いていただければなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

   ２番に移ります。 

   新たな事業への取り組みについての考察について。 

   森の学校、森の幼稚園の内容と大玉村としての見解について。 
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   森の学校、私もあるとき初めて聞いた話であって、ちょっと不勉強な割にこれ質問

で申しわけないのですけれども、まずは行政として内容の把握とその感想についてお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   森の学校、森の幼稚園、１９５０年代にヨーロッパで生まれた取り組みだというふ

うにお聞きしております。そういった中で、今、子どもたちが直接体験すること、バ

ーチャルな世界にいますので、直接自然と触れ合うというような、そういった機会が

非常に少ないというようなこと、現状から考えたときに、報告書をちょっといただき

ましたけれども、見せていただきましたら、非常にいい事業であるなと、そんなふう

に見させていただきました。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 灯台もと暗しといいますか、実はフォレストパークの弦間さんと

はいろんな角度で交流していますけれども、そのときこんな話どうですかと言ったら

ば、うちのほうでもということで質問書に書いておきましたけれども、こういうこと

やっているのだということは、本当に灯台もと暗しで自分が恥ずかしいなという気が

しました。 

   震災以降、残念ながら当然、表で子どもたちを遊ばせるわけにはいかないので、森

林も同じことで、ちょっと今休んでいると。そろそろまた考えて検討したいというこ

とを言っていました。 

   であれば、大玉村、この私がこの智頭町ってＮＨＫの朝のラジオで聞いたのは、こ

れは毎日のようです。確認は私はしていませんけれども、私が聞いた範囲ではこれ毎

日、幼稚園とか保育所がそれらをかわりにやると。でもフォレストパークは月に一度

程度という形で、実績は資料をもらってきたのでお示ししましたけれども、そういう

ことのようです。 

   ですから、大玉村は地理的にフォレストパークと同じように大玉村のことですから、

自然史博物館の誘致なんていう問題もありますけれども、積極的にこういうことにか

かわる努力はしていただければなという視点で、これを書かせていただきましたので、

その辺も含めてよろしくお願いできればなと思っています。 

   そのほか、弦間さんとも意見交換しますと、これはここだけでなくて鳥取県智頭町

でなくて、全国的には結構こういうふうな市町村も多いみたいです。ですから、まさ

にこの大玉村は地形的には非常に恵まれた、そのようなことを実施するにしてもふれ

あい村民の森もありますし、ただ問題は、それらを指導するそういう指導員といいま

すか、先生といいますかボランティアといいますか、そこの辺だなということは薄々

感じています。 

   ですので、無理のない程度に、そういうことに対しての検討と参加、特にフォレス

トパークにもし参加するとすれば、そういうことを企画するとすれば、ある程度学校

もいろいろ事情があるでしょうけれども、参加する方向で検討していただければなと
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思っていますけれども、今までのそういう企画に参加した実績があるのかどうかと、

その辺のまた見解につきましても、改めて教育長、お願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   質問にありました智頭町のことなのですけれども、私の頭の中でちょっとイメージ

がつかめなかったのですよ。ちょっと照会しましたところ、ここには公立の幼稚園は

ないと。幼稚園という言葉は使っているのですけれども、この森の幼稚園はイベント

的なものですよね、夏休みとか何かということで。ですから、常時やっている幼稚園

という、いわゆる法律に基づく幼稚園とはちょっと中身が違うのかなということを前

提にしまして、活動そのものは非常にいい中身だと思っています。ですから、ただ幼

稚園の公教育といったらいいのでしょうか、村立の幼稚園の中で全てそれをするとい

うことは、幼稚園の基準等々に照らしたときに、いわゆる無理があるだろうと。 

   ですから、社会教育という範疇で参加できる方については奨励するとか、あるいは

また、こういった趣旨を幼稚園の教育課程の中で園外保育、園の外に出ていく活動と

いうのあるのですけれども、園外保育等でこういった趣旨のことについて取り入れる

ことがどうなのか、そんなことについては、最終的には園長が決める中身であります

けれども、検討していきたいなと、そんなふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 内容がちょっと精査が足りなくて、ちょっとそういう認識のずれ

があったようで大変申しわけありませんけれども、いずれにしましても、生きる力、

教育の原点、これらを育むのはどういうことがいいのか、まさにこの自然と親しむ。

今この我々の農村でも孫たち、子どもたちに意外と農作業体験させない農家も多くな

ってきています。帰ってきてから何しているかとここで言いませんけれども、親が勧

めて、一緒にやるんだぞというような親は少なくなってきておりますし、じいちゃん、

ばあちゃんも遠慮してなかなか孫を連れていかないとか、そういう実態がありますの

で、まさにこれは行政がやるべき、学校がやるべき問題じゃないと私は認識しており

ます。本当のことは。でもやはりそれから得る生きる力というのは、まさに否定する

わけじゃもちろんありませんけれども、非常にその効果は大きいと。 

   ある森に連れていってからは、指導者あるいは教員、全然口出しはしないと。子ど

もたちは自由に自分たちの能力で野山を駆けめぐったり木に登ったりしていると。絶

対高いところに登るなよなんて、そういうことは絶対言わない。でも子どもはちゃん

と自分の能力とか何か見きわめて、上まで登れる、わざとその気概のある子は上まで

登っていくし、ある子はそこでとまるとか、それも全部自分で判断しながら適応して

いくと。これがまさに社会に出てからの生きる力につながる大事な幼児期の一つの大

きな教育の柱かなと思っておりますので、改めて、ぜひこの大玉村につきましては、

ほかよりはずっと恵まれた環境にありますので、この環境を有効に利用しながら、そ

ういうような方向を検討していただきたい。今すぐやってくださいとは申しません。

ただ少なくともフォレストパークで、そういうことをまだ実施するとすれば、積極的
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に手を挙げる努力はしてほしいなということでお願いできればなと思っております。 

   それらについて、村長は、これは教育のことだから口出しはしないと常々申してお

りますけれども、もし感想がありましたら一言お願いできますでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 村長常々、教育問題は今回法律が一部変わったとしたってそれは

それ、それは教育長に任せておくんだと、これが村長の大きな信念ですので、私はそ

のことが非常に大事なことかなと思っておりますので、ここで改めて感想を強く言い

ながら聞く気持ちはありませんので、改めて大玉村、今までの問題を整理しますけれ

ども、農業問題、さらには教育問題、非常に相通ずるものがあります。命の教育、ま

さに食の問題、食育もありますけれども、さらに教育の原点、今申したような自然と

親しむ、これもまた大きな全てそれは賄えると申しませんけれども、それらも含めた、

非常に大玉村の今後の大きな力の入れよう、よりどころになるのかなと思っておりま

すので、改めてそれらのことを当局にお願い、要望を申し上げて、私の一般質問を終

わらせていただきます。 

   どうもありがとうございました。 

○議長（佐藤 悟） 以上で６番佐々木市夫君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は１１時５分といたします。 

（午前１０時４８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１１時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ８番遠藤文一君より通告ありました「教育における本村の実態とそ

の環境・状況について」ほか５件の質問を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） ８番遠藤文一です。 

   これより平成２７年６月定例議会における一般質問を行います。 

   初めに、教育における本村の実態とその環境・状況について伺います。 

   まず親の所得格差により、子どもに教育格差、学力格差を生み、それが学歴格差と

なり、所得格差を生むという負のスパイラルが時代を超えて継承され、延々と続いて

いて、教育格差による学力格差、学歴格差がかなりの影響を及ぼしているとの意見も

ありますが、教育長の見解を伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   文科省で教育白書というの出しているのですけれども、そういったようなものを見

るときに、今議員さんがご指摘にあったような教育格差というようなこと、それはそ

ういう状況にあるというように捉えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 
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○８番（遠藤文一） 一般的に教育格差が学歴格差を生み、学歴格差が所得格差を生み、

所得格差が教育格差を生むというように、世代を超えて継承される、その負のスパイ

ラルが繰り返し繰り返し続くということについて、教育長は否定いたしませんか。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 経済格差による学力格差、これはむしろ義務教育段階よりもそれ

を越したときに、かなり深刻な状況になっているのかなと思っております。ですから

負のスパイラルというような言葉を今使われましたけれども、まさしくそういう状況

が今生まれているのかなと、そんなように捉えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） ある新聞によりますと、文科省の全国学力・学習状況調査をもとに

した研究によれば、親の収入が高いほど子どもの正答率は上がる傾向にあるとも言っ

ております。都市部においては所得格差と教育格差はかなり顕著にあらわれるものと

思われますが、本村においての状況はどのように見ておられるか、教育長の答弁いた

だきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 学者によって捉え方がいろいろあります。ですから、学力・学習

状況調査とその所得の相関度の点につきましても、そのように相関度がかなり高いと

いう捉え方をされている学者もいますし、そうではなくて、地域によって必ずしもそ

ういったデータが得られないというような結果もありますので、一概に絶対そうであ

るというようなことに捉えることは難しいと、そんなふうに思っています。 

   それから、本村における格差ということなのですけれども、貧困率という言葉を使

われたと思うんですけれども、貧困率を出すデータがちょっと今ないものですから、

そこまで詳しく分析したデータは今持ち合わせておりません。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、本村における高校卒業後の大学等の進路状況について伺いま

す。 

   文科省の平成２６年度学校基本調査によると、本県高校卒業生の６，７３４名もの

方が県外の大学、短大へ進学してるそうであります。また、県外からの流入を差し引

いても４，８３６名の流出超過であります。大玉村の高校卒業生はどのような進路状

況なのか、伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   公になっているデータがあるのですけれども、それは高等学校の所在地における進

学率です。したがいまして、出身市町村ごとの数値というようなことについては把握

できないので、大玉村の進学率については把握できる状況にはありません。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） １５日のテレビでしたか、大都市の大学に進学した女性がそのまま

東京なら東京に就職してしまい、希望する職種がないと、働く場所がないとの理由で
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地方都市などに帰ってこないとのことでありました。 

   男性もしかりだというふうに思っております。大玉村の若者たちの実態を知らなけ

れば手の打ちようがありませんと。要するに今大玉村の高校を卒業した人たちが、ど

ういうふうな進路を進んでいくか把握していないということは、それ以後の手を全く

打てないわけ。義務教育の中学まで教育すれば大玉村はそれでいいんだ。それじゃそ

の後はどうなのですか、誰がどうするのですかと、大玉村全く関係ないのですか。大

玉村の住人じゃないのですか。そういうときにわかりません、それでは済まないと思

うのですよ。 

   だから調べる気になれば調べられるの。何でそれをやらないかなんだよ。おかしい

と思わない。中学校からとにかく高校卒業するまで送り出すと。それぞれ希望の学校

に行ってください。送りました。ああこれでよかった、さようなら。あと高校は高校

で、それぞれの高校でそれぞれの県なら県の教育委員会で。高校卒業したらもう知り

ません。それはないと思うのですよ。 

   だから大玉村の人がどういうふうな経緯をたどって高校に行って、そして大学へ行

って、それでどういうふうな進路状況になっているかというのがわかったほうが、大

玉村のためになると思うのですよ。 

   例えば福島県は大学の進学率が全く低いというふうにいわれています。それと同程

度の大玉村なのか。いや、大玉村はもっともっとそれぞれ皆さん勉強していますよと

いうふうにいえるのか。何もわからないのでは何も言えないと思うのですよ。教育と

いうのは義務教育だけで俺はそれでいいんだと、それじゃないと思うのです。社会教

育もあるんだし。 

   だから、私はここで質問したときに、前もたしか質問したことあるのですよ。だか

らこれは、俺らの所掌範囲じゃないし、知る範囲じゃないよと言われたことあるので

すよ。でも調べる気なら調べられるの。教育委員会なら教育委員会、例えばどこどこ

の高校、大玉村の子どもはどこに、進路どうなっていますかと、そういう手続さえ踏

めばちゃんと教えると言っているんだから、聞く気がないだけなんだよ。そんなこと

でといいか悪いかなの、問題は。 

   教育長自身それはいいと思えばそれはそうですかと言うしかないけれども、俺から

言わせれば、大玉村の子ども、大玉村で生まれた子どもが高校卒業して、そしてその

後どうしたか。就職しました。それは県外に行ったのか県内にいるのか。村内にいる

のか。そこまでやはりわかっていたほうが教育全体の後の方針も立てられるし、打つ

手もあろうと思うのですよ。その点で私の考えはそうなのですが、教育長の答弁を伺

いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 把握できない状況にあることは確かです。ただ、高校等にも問い

合わせいたしました。ところが、やはり難しいと。個人情報等があって難しいという

ことで。だから組織的にどうするか。例えば教育委員会と教育長協議会等々でそうい

ったことが可能かどうか。高等学校の校長さんの会議がありますので、そういった組
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織と連携というか、情報が共有できるか、出してもらえるかどうかについて検討して

みたいと思いますが、今現在それはできない状況にあるというようなことについては

ご理解いただきたい。ただ、わかったほうがいいという今８番議員さんがお話しあっ

た点については、そのとおりだというふうに思っております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 教育長がわかったほうがいいとすれば、わかってください。わかれ

るの。教育委員会がそれだけの手続をすれば、それなりの情報公開します、教えます

と言っているんだから。だからわかるんだ。やる気があればできるの。教えますと言

っているんだ。ただ俺が言ったんでは教えないけれども、教育委員会なら教育委員会

としてのきちっとした手続をとれば教えますと言っているんだから、それはきちっと

やっていただきたいなというふうに思います。そのほうがいいと思いますよ、やはり。

お願いします。 

   次に、子どもの貧困率について伺いたいのですが、今ほど答弁もありましたが、新

聞によりますと２０１２年の子ども貧困率が１６．３％と過去最悪になったというふ

うに言われておりますが、本村の子どもの貧困率、今、わからないと言ったかもしれ

ないですけれども、もう一回答弁いただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   公的なデータで出すことはできません。システム上。ただ、傾向として一つつかん

でいるのは、準要保護という制度があります。それがかなりふえてきているなという

ような状況にあります。具体的な数を申し上げますと、２６年度、これは１１世帯で

当該、該当する子どもが１５名おりました。２７年度、本年度、既に、これ年度途中

の申請も可能ですので、それをもとにして審査しますので、現在１６世帯で２０名と

いうようなことで、増加の傾向にあるなと、そんなふうに捉えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 子どもの貧困対策の推進に関する法律によれば、子どもの将来がそ

の生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが

健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの

貧困対策に関し云々とあります。地方公共団体も子どもの貧困対策に関し、国と協力

しつつ当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとあります。 

   そこで、本村における具体的な取り組みについて説明をいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   就学援助準要保護の申請の手続、これは申請主義なのですけれども、その制度があ

るというようなことについて広く周知をするようにしました。入学の際にそういう制

度がありますよ。あるいはまた広報おおたま等で、そういった制度について周知する。

先ほどの数が増加ということは、そういったことも一つ起因しているのかなと思って

いますけれども、そんなことについて今取り組んでおります。 
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   それから、これは義務学校なのですけれども、小・中学校の特別支援学級に通って

一定の所得内にある世帯の子どもたちに対しまして、就学奨励費、これを支給を行っ

ています。 

   それからこれから検討したいなと思っていますのは、父母負担の軽減というような

ことで、そんなことについて他の自治体の動向等、そういったことを見ながら、父母

負担を極力軽減するようなことについても、当局と協議しながら検討していきたいな

と、そんなように考えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、教育の機会均等と学べる環境について伺います。 

   いつかも質問いたしましたが、現在本村の中に塾といわれる施設がどのような状況

か、その塾の数、小・中学生のそれぞれ収容可能人数と通塾率について伺いたいと思

います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   個々の通塾率については把握しておりません。ただ、前も８番議員さんから質問、

要望等ありました。できるだけそういったことに対して学べる環境づくりというよう

なことについては努めております。昨年度から開始した事業で、ともに学ぶ大玉の教

育というようなございまして、これは土曜日、それから夏休み等に希望する子どもで

ありますけれども、その子たちに大学生にお願いして学習の機会を提供しております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 塾なんかについては把握していませんか。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） どこまでを塾にという、その塾の定義等も含めて、ないというこ

とはないんです。ただ、幾つあるかというようなことについて明快に数を今お答えす

るまでの把握の状況には至っていません。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） これらについては何のことはない、塾自体をどこまで把握している

か、やはり把握することによって対応もできるというふうに思いますので、私は塾自

体はきちっと確認していただきたいなと思っています。子どもたちがどれだけの子ど

もさんがどこの地域に、あるいはどこの都市にどこの町にどこの市に、そういうこと

があろうかと思うので、やはりそういうことはきちっと把握しておいたほうが役に立

つというふうに思います。 

   教育の機会均等とか学べる環境でいうなら、大玉村の子どもたちはその環境に恵ま

れているというふうな認識かどうか。要するに大都会、あるいは地方都市、あるいは

大玉村と比較した場合、どのように大玉村の環境というのはどのような状況にあり、

どのように評価するか、それについて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 
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   塾等につきましては、他の近隣の自治体にある塾に通っている子どももいます。で

すから、必ずしも環境的にひどい状況にあるというふうには思っていませんが、都市

部等と比べたときに、かなりそういった点では低い状況にあるのかなと思っています。

そういったことを是正するために、先ほど申し上げましたように、いろいろと土曜日

に学ぶ機会を与えたりというようなことで努めておりますし、今後とも、そういった

ことについてさらに強めていきたいなと、そんなふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 新聞によると、週２回、子どもの学習をボランティアで支援してい

るとか、ＮＰＯ法人で小・中学生を対象にした無料学習会を始めたとか、小・中学生

の自主学習を支援する寺子屋郡山が開校したとの記事がありました。大玉村の子ども

たちが、いや応なしに高校受験という第一関門に臨むとき、経済的格差、教育環境的

格差があったとしても、それ以上の支援策をもってカバーできないか、今ほどいろん

な支援をやっているというふうな答弁でございましたが、改めてもう一回伺いたいと

思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   今、実施しております状況の成果、課題、そんなことを精査しながら、整理しなが

ら、さらに改善を図っていきたいと、そんなふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 経済的事情やその環境で将来の人生まで左右されることのないよう

に、全国各地で実施されているような、学びたい子どもたちが素直に学び、伸びる子

どもたちは思い切って伸ばしてやれる、放課後や土曜日の過ごし方の支援、これを切

望するものであります。 

   次に、道交法の改正と自転車の安全運転について伺います。 

   通告書に明記しておりませんが、１４歳以上が対象とのことなので、中学生に対し

ての質問とご理解いただきたいと思います。 

   平成２７年６月１日から、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者

には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられ、子どもでも１４歳以上は

対象とのことであります。交通の危険を生じさせる違反として１４項目、酒酔い運転

はないとしても１３項目あります。本村では、自転車による通学を許可した生徒に対

する学童用ヘルメットを支給しておることから、その責任も感じます。 

   そこで、中学校での自転車の安全運転の指導については、今までも実施してきたと

思いますが、このたびの自転車の交通ルールの改正に当たり、なお一層の指導が必要

と思いますが、どのように対応するのか、伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   ご指摘ありました道路交通法の改正、特に自転車乗りにつきましては、校長会等で

も話題にしております。具体的に、今中学校というようなことについてお尋ねがあり
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ましたが、中学校の取り組みについてお答えしたいと思います。 

   中学校では、まず入学する前、新１年生に対しまして自転車通学許可申請に係る審

査を行いまして、自転車点検等についてその安全性について点検をして中学１年生に

対応しております。 

   それから、今回の件におきましては、５月１日の日に大玉駐在所の方に講師として

おいでいただきまして、交通教室を実施しております。 

   改正のポイントについて説明をいただいたり、あるいはまたＤＶＤ等を見て、交通

安全に対する意識を再認識いたしました。 

   今後とも、改正の趣旨が子どもたちに徹底するように、また努めていきたいと、そ

んなふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 災いは忘れたころにやってくるということもありますので、引き続

きご指導よろしくお願いしたいと思います。 

   次に、選挙権年齢１８歳以上に対する対応について伺います。 

   来年の参議院選挙から適用されるとすると、現在１４歳以上の大玉村の中学生は、

４年後の村議会議員選挙に法改正後最初に選挙権を行使できることになります。身近

な最初の選挙で考えてみるとき、村長選は２年後ですから既に高校生になっておりま

す。 

   そんな話、高校生になってからで十分と言われそうでありますが、もし高校に進学

しなかったらとか、その授業をさぼったらとか、学校によっては通り一遍の国政選挙

だけの授業で終わってしまっては大変ではないのかなというふうに思います。特に、

最近の若者の選挙離れが指摘されております。そこで今まで以上に中学生のときから

政治参加や選挙権の意義などについての授業が必要と思いますが、教育長の見解を伺

うとともに、文科省からの何らかの通知等ありましたら伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   まず、文科省からの通知は今現在まだ届いておりません。把握しておりません。 

   それから、今ご指摘あった件につきましては、小学校の社会科におきまして、公民

の学習をやります、６年生なのですけれども。それから中学校でも当然公民の学習を

やっております。そんな中で選挙制度の大切さみたいなことについて今までも指導し

ておりましたし、こういった法改正を受けて、さらにそういったことについて重点的

に指導していくものと、そんなように捉えております。 

   それからもう一つは、大玉中学校におきましては、生徒会選挙という役員選挙があ

るのですけれども、これを実際に投票箱等をお借りしまして自分たちの生徒会、自分

たちの役員を自分たちで選ぶということを実際に体験しております。非常に効果があ

るなというふうに捉えております。 

   そういったことをしていくのですけれども、大事なことは、やはり大人の人が、既

に選挙権を持っている大人の人がやはり選挙、投票行動に移すということが、そして
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範を示すというようなことが大事なのかなと、そんなふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 大人たちはともかくも、とにかく中学生も、今中学生の最初の選挙

が４年後にもう投票できる選挙権を有しておりますので、子どもに対しても、やはり

その時期その時期にきちっと教育していただきたいなということでお願いをしておき

たいと思います。 

   次に、東日本大震災と原子力発電所の爆発事故の記録史について、その進捗状況を

伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） ８番議員さんにお答えいたします。 

   震災と原発事故の進捗状況でございますが、震災と原発事故の記録史編集につきま

しては、現在、あだたらホールの館長を中心として記録史の内容を調査し、編集に向

けた準備を進めているところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） これ、途中で立ち消えになるようなことはないとは思いますが、も

う一回、立ち消えにならないように実施できると、冊子を作成するということを確認

しておきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今、準備を進めているということで、２８年度の刊行に向けて各課等の記録がござ

いますので、それをすり合わせて刊行に向けて準備をしていくということで手続を考

えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、地方交付税法等の一部改正について伺います。 

   平成２７年４月１日施行されたその内容と本村に及ぼす影響についてであります。 

   新聞によりますと、自前の実施ではなく、安価な民間委託をしているとの前提で交

付税を計算する。コストダウンが進んでいる対象分野を順次広げていく方向。自治体

は一層の効率化を迫られることになるとありました。 

   地方交付税の総額の改正、特例とか、基準財政需要額、収入額の算定方法の改正、

特例など、どのようなことなのか、伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えを申し上げます。 

   今ほどのご質問関係でございますけれども、以前、５月３０日の新聞朝刊に、議員

さんおっしゃった内容につきまして記事として掲載がございます。これにつきまして

は、新聞内容をちょっと読み上げますと、総務省関係についての見解でございますけ

れども、２０１６年度から見直しをかけると。これは、平成に直しますと平成２８年
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度ということになるかと思います。 

   おっしゃいました内容につきましては、地方交付税算定方式の見直し、これにつき

ましてでございますけれども、学校給食、さらには公共施設の管理など、自治体直営

方式ではなく民間委託とした場合の前提で交付税を算定するといった情報だけでござ

います。 

   このため、見直しの対象がどの分野までわたるのか、さらに見直しとなる算定の方

法がどのように改正されるのか、こういった点が現在確認できない状況でございまし

て、影響額の試算につきましても行うことができないというような実態になっており

ます。 

   ただし、報道内容のような見直しが実施されるということになりますと、本村にと

りましても、交付税の減額というふうな影響は発生するというふうには考えておりま

す。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 政府の経済財政諮問会議の民間議員から提言された、地方自治体が

みずから無駄をなくすインセンティブの強化に対し、高市総務大臣は、交付税制度の

財源保証機能を適切に働かせ、住民生活の安心・安全を確保する。あわせて歳出の効

率化、地域の活性化、経営資源の有効活用などを推進する観点から、地方交付税の改

革に取り組むと言っております。 

   第２の質問の頑張る地方の取り組みを促す仕組みの重点シフトについては、まち・

ひと・しごと創生事業費１兆円、恒久財源確保して、今後少なくとも５年間は継続す

るとともに、地方交付税の算定におきまして地域の活性化の取り組みの成果を一層反

映するということにしている。 

   第３の質問の民間の大胆な活用による効率化については、行政サービスのオープン

化、アウトソーシング等の推進、自治体情報システムをクラウド化、ＰＰ、ＰＦＩの

拡大などの業務改革を推進するといわれております。つまり、国の政策にうまく乗れ

ば、うまく乗れれば、今以下にはならないというふうに思いますが、どうせ財源不足

額は交付税で交付されるんだからなんていったら大変であります。現在の政府の動向、

方向性からして村の具体的な対応、今から何か考えられないか、伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ８番議員さんに再度お答え申し上げたいと思います。 

   まず、今おっしゃられましたように、地方創生関連でそれらの経費の補塡といいま

すか、措置をするために１兆円の計上ということもございますけれども、現在２７年

４月１日現在で既に改正された部分につきましても、人口減少等特別対策事業費とい

うものを新設するというふうなことは、情報は入手しておりますが、これらにつきま

しても単位費用、これらの算入する際の単位費用等の明示がございません。このため

に、どのぐらいの影響というものは今現在計算することはできません。ただ、今ほど

おっしゃられたように、アウトソーシング、そういった部分につきましても今後順次

検討を重ねていきながら進めてまいりたいとは思っておりますし、先ほどの給食セン
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ター関連の民間委託、こういったものにつきましては、本村におきましては南達方式

で直営ということからではなく、そういった委託職員の方々の雇用をお願いしながら

既にそういった形式に切りかえておりますので、交付額全体からすれば若干減少とは

なりますが、歳出面から考えれば、それほど極端な影響はないというふうにも考えら

れるかと思います。 

   これから正式に国のほうから、どういったものを改正して、算定上どういう計算を

しなさいという数値が示されれば、影響額につきましても今後試算等の作業は進めて

まいりたいと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 情報は常に出ていると思います。常にそして確認していただきたい。

それを早く知るか遅いかで、情報が来てから対応するでは一歩おくれるのではないか

なというふうに考えるのが私の考えでございます。質問はそこでございます。よろし

くお願いしたいと思います。 

   次に、日本創成会議の提言について伺います。 

   今後１０年で東京圏の介護需要が４５％ふえて、施設と人材の不足が深刻になる。

対策として医療、介護の余力のある地方へ移住を提言したとありました。その中で、

東京圏の介護、介護職員５０万人の増員が必要、全国でも介護人材が３０万人不足と

のことであります。どこまで信用していいかわかりませんが、大変な話でございます。 

   とはいっても、政府は交付金で支援し、東京圏などからの高齢者の移住を推進する

ようであります。そこでこれらをよそごとと捉えるか、雇用創出のチャンスをとるか、

ただ手をこまねいて見ているということなのか、そういうふうな状況下にあっても本

村からの人材の流出にもなりかねないということであります。 

   ここで言いたいのは、たったこれ一つをとっても、本村からの人材の流出の環境に

あることを認識していただきたいのであります。 

   そこで村の介護保険事業計画からいえるのは、計画ほどの人口激減はないと思いま

すが、その数値そのままで予測すると、１０年後の高齢化率３１．９８％、高齢者の

要介護率を２７年、２９年平均値からして、要介護者約３３５人と推測できます。こ

のような状況を鑑み、高齢者の地方移住についての見解と本村の忌憚のない介護方針

を伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ８番議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

   日本創成会議、いわゆる政策発信機関、いわゆる政府とは直接関係のない機関とい

うことではありますが、その中でいろいろな人口減やら何やらということで発信して

いる中の一つでありますが、４つの検討すべき対応策ということで、今ほどの質問の

内容と若干かぶりますが、介護医療サービス、人材低下が懸念されていると。それを

受けて、地域医療介護体制の整備と高齢者の移住化といったもの、それからいわゆる

東京圏、１都３県の連携が必要だと。最後に移住ということでの４つの対応策、検討
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すべき対応策が示されました。 

   これに関しては、国のほうでも地方創生の絡みでいわゆる日本版ＣＣＲＣ、簡単に

いいますと高齢者が移り住んで健康のうちに移り住んで、その地方なり地域で生活拠

点を築いて、そこで社会参画もしながら高齢を迎えていくという考えでありますけれ

ども、国のほうの今のところのビジョンとしては、これらの検討というところにとど

まっております。現時点のところでは、提言がなされたばかりということでございま

すので、この移住に関しては今後の流れを注視していくといったところが現状であり

ます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） きのうの答弁ですと、村長はとんでもない、何言っているんだと、

こういうふうな言葉なのかなと聞いておりました。だからここで考えなければいけな

いのは、東京圏、関東圏で１０年後９０万人のマンパワーが必要だと、こういうふう

なことです。しかも地方でも３０万人の介護人員が不足すると、こういうふうな状況。 

   そのときに、その労働力、それが大玉村から出ていっては困るのです。しかし国内

では必要なの、間違いなく。そのときに大玉村でそれを引きとめるだけの環境をここ

に整わせることができるかどうか。それが一番なのです。ただ手をこまねいて見てい

たらば、どんどん労働力は流出していくのではないかなと。だって９０万人のマンパ

ワー必要だって、関東圏。例えば本当に必要だったら外国からも当然来てもらうとい

うこと考えるだろうと思いますけれども、あとはもう条件次第で集めるということも

考えられる。そのときにそれに対抗し得るだけのこの大玉村、そして福島県の環境が

あるかどうか、非常にそこが心配なところであります。ですからこういう質問したと

ころなのですが、そういうことも頭に置いていただきたいなというふうに思います。 

   次に、観光立国実現に向けたアクションプログラム２０１５について伺います。 

   先日の新聞に訪日客消費倍増４兆円、４０万人分雇用創出とありました。確かにテ

レビなどで外国人の爆買い等の報道もあり、円安による恩恵を受けているところもあ

ることは認識しておりましたが、人ごとと思っておりました。しかし、政府目標値と

して掲げるならまた別であります。 

   そこで、本村にとってこのアクションプログラム、プラスに作用するかマイナスに

作用するか、どのように思われるか、伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   観光立国実現に向けたアクションプログラム２０１５でございますが、これは、観

光庁が決定したということで、それぞれ今８番議員さんがおっしゃったとおり、政策

の大きい効果の割に予算をそれほど要せず、政治主導で進める規制改革の大きな成果

といえるというような内容となっているようでございます。 

   それぞれかなり大きな経済効果をもたらすというようなことで、この中の目標とし

てのくくりとしては、これからの観光政策、これについては今まで以上に稼ぐこと、
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これを明確に意識して推進していくんだと。それで観光を日本経済を牽引する基幹産

業に飛躍させ、２，０００万人が訪れる都市に、外国人観光客による旅行消費額４兆

円を目指すというような中身になっているようでございます。 

   その中で、訪日外国人による観光消費拡大、地域活性化プログラムというのが項目

があるようでございますが、その中で本村に該当するようなものとすれば、地方の農

林水産物の販売促進という項目がありまして、地域の集客機能を強化するため、道の

駅、そういったものを核として周辺の農林漁業者と連携しながら農林水産物、地域の

特色を生かして開発された６次化商品の販売を促進する、あとは、観光振興による被

災地の復興支援、これでは東北地方の祭りや景勝地、郷土食、地酒等、これら外国人

に十分知れ渡っていない観光資源、これらについて地域を代表する見るもの、食べる

もの、買い物、こういったものを選定して日本政府観光局、これが世界に向けて強力

に発信するというふうに書いてあります。 

   本村の取り組みとしましては、国内の有名な観光地、景勝地が数ある中、大玉村的

には弱いというふうに認識をしております。昨年浅草寺で実施しました観光物産ＰＲ

活動などを通しまして、大玉村のいぐねのある風景パネルとか、そういったものを展

示しまして、まず東北地方の福島県の大玉村を知ってもらうと。あと、大玉村につき

ましては、福島県を代表するような観光地、景勝地、これをつなぐルートの上に位置

する可能性もありますので、そういった移動途中の訪日観光客を呼び込むチャンスが

ないわけではないというふうにも考えております。 

   今後、県とか近隣の観光地、景勝地などのアクションを注視しながら、チャンスが

あれば乗らない手はないのかなというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） このアクションプランの中で、４０万人分の雇用創出ということで

あります。これらも本村から通勤できるような地域での雇用創出なら特別心配もない

かというふうには思いますが、本村からの労働力の流出の可能性は大であります。こ

のアクションプログラムでも福島県を気にしてか、風評被害払拭及び震災復興に資す

る事業を強力に支援することにより、国内外の観光客の福島への来訪を加速化させる。

鶴ヶ城、大内宿、喜多方の街並み、相馬の野馬追いといった歴史的・文化的資源や、

三春の滝桜、県内の豊富な温泉などの自然を観光資源として磨き上げ、テーマ性を持

った周遊モデルを提示するなど、観光コンテンツの充実を図るそうであります。 

   ここで指をくわえて見ているだけでなく、このプログラムをどのように生かして、

本村のためにすべきというふうに思いますが、何か心当たりありましたら伺いたいと

思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   先ほどお答えさせていただきましたが、観光地としては会津地方、あと、浜通りの

ほう、相馬ですね、あとは三春、そういった３点をつなぎますと、ちょうど中間のル
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ート上に位置すると。そういった可能性があるということで、本村にあっては今後計

画しています産業振興センター、いわゆる直売所、こういったものの充実強化を図る

ということにも踏み込んでいける部分ではなかろうかなと。 

   そういった意味でも、先ほどお話ししたとおり、浅草寺なんかではかなり外国人の

観光客がいるということで、そういったところで今進めております、村のこのよいい

ぐねのある風景をＤＶＤに今落としていますので、そういったものを見ていただきな

がら、大玉村のよさを知っていただいて、大玉村の景色を見て、福島県にはこういう

ところもあるんだなと、それと逆に鶴ヶ城とか、そういった移動にかなり時間を要す

る中での一つの休憩所、また、そこから何か新しいものを発見できるようなことが結

びつけられるようになれれば、それがいわゆるチャンスということで捉えています。 

   そういったものも考えながら、いろいろと案を出していければなというふうに考え

ております。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 先ほども言ったように、介護・看護職員の不足、観光立国行動計画

とかで４０万人の雇用創出、そしてまた、まち・ひと・しごと創生法においても、

２０２０年までに３０万人分の、地方において若者向けの雇用をつくるとあります。

これらの情報をいかに生かすか。仕事のないところに若者は集まりません。十分検討

していただきたい。要するに大玉村の労働力は出しっ放しにしてしまうのか、逆に大

玉村で、よそからの労働力を持ってきても活性化させていくというふうに考えられる

か。十分この辺は検討していただきたいと思いますので、これらの政策、国の政策の

雇用創出、労働力不足等々の環境を考えた場合、大玉村は今後どう対応していくのか、

伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答え申します。 

   人口の労働力の流出ということでございますが、先ほどの東京一極集中で、こちら

から介護職員がどんどん東京のほうに行くだろうという心配もされておりますが、現

実的には東京で今３年間で４０何カ所の特養をつくる予定でおりますが、そのうちの

半分は、地方の社会福祉法人が東京に施設をつくると、申請が。ですから国が地方に

持っていこうと思っても、実際、社会福祉法人は東京で事業を展開しようとというふ

うに考えておりますので、国のもくろみとそれは当然地方の倍の補助金が東京都では

出しているということですので、東京で事業展開するともうかるということですので、

国のもくろみと実際の民間の活動は真逆だというふうに考えていますので、今回のこ

ういう問題については、少し国の思うようにはいかないのではないかというふうにも

考えております。 

   ですから、労働力については、大玉村の高齢化率は２５％。ということは、大玉村

は今現在も大きな企業、工場はありませんが、労働力を提供していますが、住民は大

玉村で吸収していると、逆に。ですから近場に出して大玉に住んでいただいていると
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いう状況ですので、これから高齢化が進んで、介護職員が少なくなることは、もう当

然１０年、１５年後にはわかるわけですけれども、それについては先ほど言ったみた

いに、外国人の活用というものを国も真剣に考え始まっているというような状況でご

ざいますので、一方的にこちらから高齢化に向けて人材が流出するというふうには、

それほど大きな危機感は持ってはおりません。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、米政策について伺います。 

   平成３０年度、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定する需給見

通し等を踏まえつつ、生産業者や集荷業者、団体が中心となって円滑に需要に応じた

生産が行える状況になるよう、行政、生産者団体、現場が一体となって取り組むそう

であります。今後２年、２回の作付後にスムーズに移行できるか、伺いたいと思いま

す。 

○議長（佐藤 悟） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   ２６年のいわゆる民間の米の剰余といいますか、米余りの影響で、米価がかなり下

がっているというような中にあって、それぞれ生産目標が２６年末に、１０月に示さ

れまして、それをもとに２７年作付しているわけですが、こういう中で、きのうの答

弁の中でもお話しさせていただきましたが、２９年までは生産目標を掲げると。その

間にどういった米の動きが、米の値段の動きとか、数量の動きを見据えながら、農協

さん等と検討しながら、その後の国の目標とか、そういったものを見ながら、できる

ようにしていかなければならないと、そうしなければ米がどんどん下がっていってし

まうと。そういった中でやはり、きのうもお話ししましたとおり、経営所得安定対策

の方策に乗るとか、あとは食料米について飼料米に切りかえるとか、そういった調整

を図っていかなければならないような状況が来るということで、これは、３０年を迎

える２９年までには、必須の課題ではなかろうかというふうに考えておりますし、そ

のようにもっていかなければならないというふうに認識をしてございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 今でも耕作放棄地が見え始めている中、ＴＰＰの行方や生産数量目

標の配分がなくなった場合、どうしても耕作放棄地がより以上に発生してしまうので

はないかというふうに懸念するところであります。 

   現在の耕作放棄地の状況と、今後の見通しについて伺いたいと思います。これは水

田についてで結構でございます。 

○議長（佐藤 悟） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（押山美奈子） ８番議員さんのほうにお答えさせていただきます。 

   平成２１年に調査いたしました耕作放棄地というのが、１０５．２ヘクタールござ

いました。２６年度末までに解消した田んぼの耕作放棄地、解消の面積というのが
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２４．３ヘクタールございます。 

   田んぼの状況は以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 政府の規制改革会議は規制緩和策の答申の中で、意欲のある農家へ

の農地集約を進めるため、耕作放棄地に対し、課税強化を提言したとあります。こん

なこと一蹴して当然でありますが、どのようなことが予測できるか、固定資産税だけな

ら村の条例でそれを食いとめることができないか、それらについて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   これは今現在の国の考え、成文されておりませんので、条例化でこれを食いとめる

というのは、もし上位法ができてやった場合には上位法が優先しますので、条例でそ

れをとらないということは多分できないだろうというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 増税によって土地の流動化、要するに、人から人、その農耕地を流

動させようなんていうのは、私から言わせれば邪道であります。もっともっと根本的

なことを考えてやっていただかなければならないので、そういう機会、意見を述べる

ような機会、あるいはそういう運動をできる機会があったとすれば、このようなこと

は一蹴するような方策をとっていただきたいなというふうにお願いをしておきたいと

思います。 

   次に、食料・農業・農村基本計画の概要で、農業経営モデルの水田策を見ても、私

には理解できない数値であります。福島県の水田農業の振興策も同様、稲作中心の経

営提案モデル、理解が全くできません。大玉村ではこのモデルの内容を可能との認識な

のか、どのように見ているのか、これらを基本に推進されるのか、伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんの質問にお答えをさせていただきます。 

   今質問にあった計画について、大変申しわけございません、私のほうで掌握してご

ざいませんでした。内容について見させていただきまして、きょうちょっと間に合い

ませんので、後で見解等をお知らせさせていただきたいと思いますが、それでご勘弁

をいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） もっと細かく質問事項を書いておけば、当然答弁いただけるとは思

いますが、それをやっていたんでは、俺がここで質問している意味がなくなってしま

うんですね。ただ、ここで言いたいのは、農水省は、１点言うと、２５ヘクタールの

水田の耕地面積、これを家族２人で経営し、年間の臨時雇用労賃を年間２０万円とし

ているわけ。それでそこで農業所得を１，１９０万円を上げられますよと、こういう

ふうなモデルを設定しているわけ。 

   福島県ではどうかというと、戸別経営で１５ヘクタールの水田、農業所得６２３万
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円、この数値は米の直接支払交付金を加算して売ったと。３０年からそれがなくなる

んだから、また大変になってしまうと。農業就農保険制度が法制化されるようであり

ますが、このようなモデルを設定し、我々に提示しても全くそれをモデルにして経営

できるような内容なのかどうかということは、私個人としては全く考えられないと。

だから誰が考えたのかわからないけれども、以上を推察しても、それの積算根拠は出

していると。 

   それで、県はといったら、農水省の積算根拠をそのまま使って出しました。だから、

じゃそのモデルを出した人が本当にその数値で経営できるのかどうか、非常に私は疑

問を持つから、みんなでやはり考えて、こんな経営ができようがねえべと。できるわ

けないとすれば、モデルとして誰かがやれるような数値をきっちり出すべきでないの

かということを強く要望したいなということからの質問でございましたので、この点

についても頭に入れておいていただきたいなと思います。 

   今の農業の状況は、村の政策でどうこうなるものではないかもしれませんが、今だ

けでなく、経営が安定した農家が１農家でも１経営体でもふえ、人件費を確保し、他

産業並みの所得を得られるように村の政策的な面、ソフト面、ハード面、それらにつ

いて十分な支援をしていただきたいということをお願いしておきたいなというふうに

思っております。 

   長い間諸先輩や多くの方々、そしてこの議場におられる皆様方、大変お世話になり

ました。長い間ご指導、おつき合いいただきましたことに対し、心から御礼を申し上

げます。今後の大玉村のますますの発展と、皆々様方のご健勝、ご多幸、そして個々

人のためでなく村民のためのご活躍をお祈り申し上げ、一般質問を終わります。 

○議長（佐藤 悟） 以上で８番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分とい

たします。 

（午後０時０２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第４２号「大玉村税条例等の一部を改正する条例の

専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 村長の説明の資料ともに見ていただきたいと思います。 

   本体では６ページの９条の２、ふるさと納税関係なのでございますけれども、一部

私もちょっと疑問に思っておりますけれども、ふるさと納税をする方には、このよう

な寄付金の控除等が得られるわけでございまして、なおさら半分返しということで、

例えば１，０００万円に対して半分の５００万円返して、さらに送料、幾らかという
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のと、６００万円からは支出として出てくるというような、アンフェアなやり方と思

います。当初我が大玉村でも村長、副村長が新聞に大々的に掲載されたときは、大玉

村を知っていただくためには、このような制度もやむを得ないのだというふうに大拍

手を得たときもあったのですけれども、よく考えてみると、この納税された満額のお

金が全部使えるというふうな制度でないわけでございますので、そういったことも含

めて、どのような考えを持っているのか、伺いたいと思います。 

   あと、軽自動車税について若干伺います。 

   村長答弁ですと、この説明書の中では、平成２８年度の軽自動車税に限り、その環

境適合、燃費基準に応じて７５％から２５％軽減する（軽課）する特例を行うものと

しますけれども、これ、単年度だけなのですね。２７年度にこういうふうにしたとき

の。この２点だけまず伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんに、ふるさと納税の件についてお答えを申し上げます。 

   これについては、今まではふるさと納税をした場合には、納税者は自分の居住地の

確定申告をしないと減税にならなかったと。その場合には、所得税と村の方の場合に

は村県民税、もしくは都民税等の２，０００円控除した分、これは、いろいろ複雑な

計算がありますので、納税額によって決まってくるわけですけれども、２，０００円

を控除した額が所得税の場合には還付、それから地方税の場合には次の年度の税金か

ら差し引きされる、軽減されるという方法でしたが、これを国は２倍返しということ

ですから、今まで１０万円だと９万８，０００円戻りましたが、今回の場合にはそれ

が倍戻ると、倍戻るというか倍軽減されるというふうに、国のふるさと納税の制度が

変わったと。よりふるさと納税がしやすいというか、それを促進するための法律をつ

くったと。そして、一々確定申告をしなくても、行政間でそれを連絡をすることによ

って本人が手続をしなくても軽減されるというふうに法律が変わって、それを受けて

の税制改正でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ７番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   環境適合車に対する軽自動車税の軽減の件でございますが、現行法令上は２８年度

限りとなっておりまして、あと、なお、今後の税制の改正の検討の中で、自動車の環

境性能割という話が出ておりますので、その話との絡みで今後引き続き検討されると

考えております。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） もう一つなのですけれども、国の制度が変わったということは理解

しますけれども、本村においては半分返しというようなことでありますけれども、一

方で、こういった寄附金の控除をされながら、返納金半分、さらには送料含めると、

行政としては１，０００万円もらえれば約６００万円の支出が出るであろうというこ

とが想定される。実際に昨年から始まった制度ですから、そのような支出があります



 

- 115 - 

 

けれども、今後はどのようにするのですかということですから、その点だけ。 

   あとの軽自動車税において、なぜ２７年度の車の税金が２８年度だけそういう優遇

措置がされるというシステムの中では、いろいろ京都議定などいろいろな環境問題と

いうのがあるのはわかっておりますけれども、なぜこれ国は継続していかないか。地

方の職員に聞いてもわからないと思いますけれども、何でこれ、単年度事業で終わる

のか、私わかりませんので、その点を伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   ふるさと納税については、送料込みで半分ですので、１，０００万円いただければ

５００万円の範囲内で贈ると。ぴったりということありませんので、４８％とか

４７％とかという方法で返していくということになろうと思いますが、今後の方針、

方策ということについては、今までは５割以内でお返ししますということでしたが、

これからはやはり季節季節によって５割を超すような返礼もやはり考えなければいけ

ないだろうということで、今考えているのは３万円について米１俵、湯川村でやって

いますね。あれ１万５，０００円で買い上げをしている。３回とか４回送料は無料で

すよと。そうすると、トータルだとやはり５５％とか６０％の返礼ということになり

ますが、やはり季節限定の、今サクランボ限定でやりましたが、きのう私、サクラン

ボの状況、直売所のほうに聞きましたら、かなり返礼品として出ているということで、

そういうふうに米の季節は米、リンゴの季節はリンゴとかと、そういう通常ベース以

外にそういうものもやっていきたいなと。その場合には５割を超す場合もあるという

ふうに考えています。 

   ただ、これを６割、７割にしますと、国が言っているように過度な返礼なので好ま

しくないと言われますが、５割については問題ないだろうと。そして、逆にいうと、

これは風評払拭、福島県大玉村のものを安心・安全に食べていただくということです

ので、半分は村でいただきますが、半分は地元におろして、そして風評を払拭して、

そして逆にいえばまた村に来ていただくという意味合いもありますので、そういう形

で倍の返礼になったのは、非常に我々にとってはよかったなというふうに感じており

ます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ７番議員さんのご質問に再度お答えいたします。 

   軽自動車税の環境適合車の２８年度に限っての軽減措置なのですけれども、これは、

今年度２７年度中に新規、新車の登録をした車に関して２８年度に限りということで

ございます。あわせて、環境負荷ということを考えまして、あわせて同じ来年度から

なのですけれども、新車登録から１４年を経過した、性能がちょっと古いというよう

な車に関しまして、現行税率より重い税率をかける重課というような制度もスタート

するわけなのですけれども、それとあわせて環境影響の負荷の少ない車への移行とい

うことで、国のほうで進めていると考えております。 
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○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） 日程第３、議案第４３号「大玉村長期避難者生活拠点形成等基金条

例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて」を議題といたしま

す。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） これは特別区東日本大震災においての特例措置と、さらに時限立法

だと私は思うのですけれども、この基金が発生する、運用をする理由はどんなときに

この基金が運用されるのか、まず伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんのご質問にお答えをいたします。 

   今回ご提案させていただきました大玉村長期避難者生活拠点形成等基金条例の一部

改正でございますが、この基金の設置目的につきましては、昨年ご承認をいただきま

した災害公営住宅の建設のために造成した基金でございまして、国庫負担分のみをこ

の基金の中で管理をし、２年から３年をかけて支出をしていくというような基金の目

的でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「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。 
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   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） 日程第４、議案第４４号「平成２７年度大玉村一般会計補正予算

（第１号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） これは台湾の交流なのですけれども、かつて竹下総理大臣のふるさ

と創生に絡む予算がなくなって、このような目的でするのですけれども、まず初めに、

福島県電源地域振興財団からの補助金の交付が決定されたということでございますけ

れども、この財団からの資金の継続性はどのような、長期にわたって認められていく

のか、また、この台湾との交流ですけれども、我が村の中学生を初め行くわけでござ

いますけれども、引き受けについての、向こうから来るについての計画としてはどの

ように持っているのか、伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ７番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   財団からの補助に関しての継続性ということでありますが、補助の申請の際に将来

に向けての友好姉妹都市もしくは姉妹校といったことも目的として挙げてはあります。

ただし、この事業そのものが継続的に補助金の対象になるかどうかというところは要

綱等には記載ございませんので、これは未定でございますが、こちらとしましては、

継続的に次年度も可能であれば申請していくといったところの構えといいますか、心

構えであります。 

   それから、今後の見通しでありますけれども、これらについても特定の学校、地区

に限定することによって交流を広めていきたいと。来年度来る、来ないについてはま

だ未定でございますが、こちらとしては行く行くはというところで、あちらからも来

ていただくことも念頭に事業を進めていくといったところの予定でございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 伺います。これは台湾に訪問して協議されたと思いますが、この協

議の内容の説明、詳細を伺いたいと思います。 

   それから今回台湾に派遣される生徒の数、これは、どのように推移しているか、そ

れもあわせて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。 
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   台湾との交流ということの目的で、４月末に私と教育長、それから副議長というよ

うな形で台湾の桃園市を訪れました。桃園市については、台湾大使館とそれまでに数

度いろいろお話をして、台湾大使館で推奨される都市を２つ、３つ挙げていただいて、

その中で最も桃園市が台北市にも近いし交通の便もいいし、一番いいのではないかと

いうような形でそういうふうなアドバイスも受けましたので桃園市。あと、いろいろ

郡山市等にありますそういう識者のほうから、桃園市の中では大竹中学校がいいです

よというふうな話がありました。それらも踏まえて台湾大使館と数度の打ち合わせを

しながら今回桃園市の中の蘆竹区、大竹中学校というような形で的を絞って３名プラ

ス随行職員４名で４月の末に訪問いたしました。 

   蘆竹区の区役所、蘆竹区というのは面積が大玉村とほぼ同じぐらいの面積で人口が

１５万人ぐらいの結構、会津若松市より少し大きいかなというような感じの市であり

ます。その蘆竹区の区役所の区長と訪問団、かなりの時間をいただきまして協議をし、

大玉村の考え方、それから大玉村の希望と蘆竹区の区長の考え方をいろいろ聞きなが

ら、昼食もごちそうになりながら、これからお互いの交流を深めていきたいというよ

うな話をさせていただいたところであります。 

   それから、大竹中学校、蘆竹区から２～３キロ離れていましょうか。大竹中学校に

行ったときには桃園市の教育委員会のほうのそういう桃園市の市役所の職員も含めた

大竹中学校総出の中でのいろいろな協議の中、させていただきました。それぞれの中

学校の紹介とかそういうものも含めて、学校の中もくまなく見させていただいたり、

中学校長の福島県に対する思い、そういう思いもいろいろお聞きしながら、これなら

ば大玉中学校とも友好な関係が結べるなというような形、そういうのをお互いに訪問

団の中でそれぞれ、そういう意を強くしながら訪問をして７月末にもう一度、正式な

訪問団が来るということを約束しながら今回行ってまいりました。 

   その後の状況等に、今回の訪問団等については担当課長のほうから説明させます。 

○議長（佐藤 悟） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   数の推移ということでございました。昨年度の数ですが、正確な数字は持っており

ません。記憶で恐縮でございますが、３３名だったと記憶してございます。本年度に

つきましては、中学生１６名、引率４名、合計２０名でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） この予算書の増額になったその根拠について伺います。 

   それから、時間外勤務手当がありますが、これは、どこの場所での時間外勤務なの

か、伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   補正増の理由でございますが、まずここにプラスの数字で書いてありますように、

１２万６，０００円の超過勤務、それから、６４４万８，０００円の補助金というこ

とでございます。 
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   中でも６４４万８，０００円の補助金の中には渡航費用が入ってございます。渡航

費用が当初見込みよりも増額になったことと、それから、今回出ました超過勤務手当

が増額になっております。 

   なお、後段の質問でございますが、超過勤務手当につきましては、事務等の費用と

いうことでございまして、現地ではなく、こちらでの費用ということでございます。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） この台湾との交流事業でありますが、補助金が継続性がわからない

というお話がございました。しかしながら、中学生のこの交流事業はずっと継続して

続けていきたいというお話でもありました。補助金がなくても必ず続けていくという

考えでよろしいのでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 必ず続けてまいります。３番議員さんに。 

   ただ、今内部検討は、今回１６名というふうに少ない理由は、部活とか、友達同士

が行かないからとか、少し値段を上げたものですから、自己負担を。それが原因かな

と思ったら１万円下げてみたら、そうでもないということで、やはり、交流をするた

めには少し不安だと。不安定だと、そういうふうに、毎年希望者を募るというのは。

ということで、何年後になるか、来年か再来年か３年後になるかわかりませんが、で

きれば中学３年生の修学旅行で全員が行けば、７月、８月だと相手も夏休みなもので

すから、修学旅行として行けば、本当の意味であっちも交流等ができるのではないか

ということで、これについては修学旅行で行くためには積み立てをしておりますので、

その不足分を村が補うというと、今の同じぐらいの予算が必要になってくると。とい

うことは、同じような予算で全員出すことができるということにもなりますので、教

育長のほうには、それも含めて検討ということでお話をしております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） この台湾交流事業、お金がかかるということでございますが、私は

お金がどうのこうのと言うつもりは全くございません。大切なことは、この交流によ

っての成果、狙いというものはどこにあるのかなと。当然ながら学習効果、地理的、

緯度的、気候も違うわけでございますから、そういうことかなと思います。また、国

際人を育てるのだと、そういう狙いもあるのかなというふうに考えておりますが、こ

れを継続してやるということになれば、双方向の交流、こういう大きな問題になると

思います。 

   そこで改めてお尋ねします。この交流の一番効果的な狙いというものはどこにある

のか、ひとつ、お答え願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） 今回の事業の効果の目的ということでありますが、中学生

と、いわゆる現時点では２年生でございますが、これらの方々を派遣し、今後のあち

らから来るということでの交流ということで、一番は国際感覚の醸成といいますか、
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涵養といいますか、外国を知って日本を知るというところと、それから気候風土、そ

れから人柄、同じ人種でありますが、言語も違えば考え方も違うといったところの学

びの点は多々あるのかなというところが、今第一番に挙げられる点かなと思っており

ます。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） 今言ったようなことだと思います。そして、私はもう一つ大切なこ

とを忘れているのじゃないかなと思います。それは、我がふるさと大玉村これを国際

的にどこに行っても、日本各地に飛んでも世界各国どこに行っても、このふるさと大

玉を常に頭に描くと、思い出すというような、こういう愛村心というものも、一つ非

常に大事な要素だろうというふうに思っていますので、再度お答え願います。 

○議長（佐藤 悟） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） 再度５番議員さんにお答えいたします。 

   愛村心。申しわけありません。私も言われてみるとそのとおりかなということはご

ざいますので、外国に行って、日本、そして大玉村を改めて問い直し、自己の存在、

自己愛といいますか、大玉村愛といったものを再度掘り起こすというのも目的に、先

ほどの答弁につけ加えさせていただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） １点だけ確認申し上げたいのですが、先ほど村長から１万円引き下

げたとかそういう話がございました。昨年の経費と今年の負担の割合、経費も含めて

昨年と今年の違いを教えていただけませんか。 

○議長（佐藤 悟） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   経費の面でのというご質問でございました。昨年度は２万円の負担金で事業を実施

してまいりました。今年度は当初４万円ということでの募集でございまして、当然の

ごとく昨年度とは財政的な状況が違っておりまして、一般財源で支出しなければなら

ないといった理由から負担金を引き上げたという経過がございます。ただ、ここに来

て補助金が見込めるということで、割かし率のいい補助金でございましたので、ただ、

その中で従来どおり下げた場合に、先ほど来の質問にもありましたが、次年度以降の

補助金はちょっと不透明だといったところもありましたので、とりあえず当初のまま

で最初の募集をした経過がございます。歳入のほうでそういった負担を上げたかわり

にではないのですけれども、当初の予算編成時は若干事業費を圧縮した事業費で計算

しておりました。それが、今回先ほどの補助金が得られる見込みが出たということで、

事業費的にも増額をしたということは金額を見ても５００万円を減額にして６４０万

円に上げたというところでの説明となります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 先ほどの説明ですと、中学生、引率含めて２０名ということでござ

います。６４４万円の内訳、詳しくわかりませんけれども、２０名における補助金と
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してこれだけ支出しなければならない。将来中学生全員の修学旅行となった場合、例

えば１２０名が行った場合、この数字から起こしたら、例えば、６倍、３，６００万

円、４，０００万円という金額になります。そういう財源確保がきちっとできるのか

どうか、非常に私は疑問に思うのですが、財源確保はどうなのでしょうか。これは補

助金あったから今年は１人負担は幾らですよと。次の年は何もなかったから上げまし

た。そういう話ではないと思うのですよ。それだけの財源確保をきちっとできるのか

どうか、確認したいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今回の予算額、総額で７４６万６，０００円ということになりますが、これを全て

２０名で賄うわけではございません。この予算を編成した時点といいますか、募集時

点は４０名の想定でございましたので、当然人数が下がりましたから執行額はこれよ

りも下がるということになるかと思います。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   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４４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５、議案第４５号「平成２７年度大玉村一般会計補正予算

（第２号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「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。 
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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） 日程第６、議案第４６号「大玉村税条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 今回、もうじき個人番号、マイナンバー制になるわけでございます

けれども、残念ながら私は住基ネットは加入しておりませんでしたので、この、個人

に渡す、もしかして印鑑証明のようなカード、そのようなカードを出すのですか、こ

れ、手続する場合は。そうでしょう、これは、個人番号または法人番号の規定に伴い

ということで、印鑑証明のような個人に持たせるカード等が出るのか出ないのか、ま

ず伺いたい。 

○議長（佐藤 悟） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ７番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   今回、この提案しておりますこの税条例改正の中でのこの個人番号についてなので

すけれども、今年の１０月から個人の住所の所在のところに書留で届くと、番号が届

くと。あとそれ以降、来年の１月以降、カードの申請をするということなのですけれ

ども、今回こちらの税条例の中で盛り込んでおりますのは、この税関係の申し出書、

届出書、あるいは申請書といったものに、従来ですと住所、氏名、連絡先ですか、そ

の程度の記載をして提出しておりましたけれども、来年１月以降から提出していただ

く届出書関係につきましては、その通知されたマイナンバーを記載していただくよう

になるということでございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 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４６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第４７号「大玉村国民健康保険税条例の一部を改正



 

- 123 - 

 

する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。３番。 

○３番（武田悦子） 国民健康保険税の按分率、今年も変わりまして、変わるという提案

になっておりまして、２６年度と比較して１人当たり３．７５％ふえると。１世帯当

たり０．９９％ふえるという提案でございますが、昨年来の米価の下落等々を鑑みま

したときに、ふやしていいのかというふうに考えるわけであります。 

   補正予算の中ではございますが、かなり繰越金もあると、そのような中で、ふやさ

ない、引き上げない、そのような判断ができなかったのかどうかというところをまず

伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   按分率ということで本年度、おっしゃるように１人当たり３．７５％、それから世

帯当たり０．９９％の増額ということになっております。 

   この増額については、近隣町村もどの程度の水準にあるかというようなことも調査

いたしております。一つの近隣市においては、昨年、６％増額しておりまして、本年

については据え置きと。もう一つの近隣市におきましては、４．６５％の増額、これ

は今年度ということで、ただ大玉村の平均水準を見ますと、県北地方の中でも水準的

には低い、８市町村の中では低いほうから３番目ということで、平均の金額には達し

ていない。近隣市に比べても１万２，０００円以上の開きがある。安いという中です

ので、今後、平成３０年度から県の統一化が図られるわけですが、そういった中で平

均の、１人当たりの負担額が平均に達していないという中で、急激な増額というよう

なことがないように、わずかというのもちょっとあれなのですけれども、下げるわけ

にもいかない中で、少し負担を、もう少し負担をいただいて、平均に近づけていかな

いと、なかなか今後の増額、これが大幅になってしまうのかなというようなそういっ

た経過も含めた中で、検討させていただいた結果でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） 県一本化になる方向は決まっておりまして、その一本化になる見通

しというんですか、この保険税も含めた見通しというのは全然わからない状況なので

しょうか。県でも国でもお金は入ってくるわけですよね、そこの中には。そういうも

のの見通し。あと保険税の、どのぐらいの水準になるのか、引き上がるのか、引き下

がるということはあり得ないかとは思いますが、どの程度の水準まで引き上がる予想

をしているのか、その辺も含めてお願いいたします。 

○議長（佐藤 悟） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   ３０年度から県一本化ということで、国でも国保税の保険税の上がらないようにす

るための圧縮というようなことで、国からのてこ入れもあるという中でございますが

現在、当面１，７００億で、一本化が始まれば３，４００億ということで、被保険者
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１人当たりにすると１万円程度の抑制効果があるのではというふうな見解はあるわけ

ですが、それがじゃ、大玉村にとってどの程度の効果があるかというのは、そういう

個々の補助の仕方によって変わってくるということもありますので、また、今後の国

保の財政がどういった方向で推移するかというのも、なかなか見通しがしづらいとこ

ろですが、当面は効果はあろうかというふうに思いますが、これが国保の被保険者の

状況によっては、将来的になかなか難しい部分もあるのではというふうには考えてお

ります。 

   ただ、当面、じゃ、大玉村で保険税が一本化になったから急に上がるかというもの

はないというふうに見ております。ただ、それぞれの市町村で標準税率を決定すると

いうふうにはなっておりますけれども、県で、結局統一した県一本化になるわけです

から、いずれこれは被保険者の数とか、あと財政規模とか、あとその医療費のかかり

具合とか、そういったものを総合的に判断して、標準的な税率というのは決定されて

くるというふうに思います。 

   当面は激変緩和措置がとられるので、そういった急激な増額というふうなものはな

いかというふうには考えておりますが、いずれ、県の標準的な保険税にすべきではな

いかというふうに、担当としては考えておるところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。 

○７番（佐藤誠一） 村長の説明では、応能５０％、応益５０％となりますと、応能です

から収入に応じた分が５０％、いろいろ資産割だのの算定の中に入りますけれども、

収入が大したことないなと思っても、我々農家ですとかなりの面積を持っていますと、

あっという間に支払いしなさいというふうな通知が来ます。 

   例えば、一般分当たりの調定額は１０万８，３６５円となりますけれども、この一

般分の１人当たりということは、どの程度の収入がある人が当てはまるのか、まず伺

いますし、１世帯当たり１７万８，０４４円ということなのですけれども、この１世

帯当たりというのは、家族が何人で収入が幾ら幾らなればこの１７万８，０４４円な

のか、この２つの数字、どの程度に当てはまるか、伺います。といいますのも、昨年

度のこの大玉村の１世帯当たりの最高限度額は８１万です。４月、５月は徴収しなく

て、６月に端数の１万足すと１１万。あと残り７月から来年の３月までは１０万円ず

つでちょうど８１万円なのです。今年の最高限度額はどの程度になっているか、この

３つ伺います。 

○議長（佐藤 悟） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ここでいう１人当たり１０万８，３６５円、それから世帯割の１７万８，０４４円

というものにつきましては、モデル的な所得とかそういうものでなくて、全体的な、

被保険者数、それから世帯数の中の平均ということになりますので、家族、子どもが

２人とか、そういう部分の平均ということではなくて、全体的な被保険者数と世帯数

の平均ということになります。 
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   被保険者の中でも扶養者、子ども２人とか３人という中でいます。あと、ある程度

の所得、平均的に所得が２５０万円とか３００万円とか、そういった所得の方であれ

ば軽減措置がございます。７割軽減、５割軽減、２割軽減というような軽減措置があ

るわけですが、低所得者については、そういった軽減措置が受けられると。今回、扶

養者というか、子どもに対する軽減措置も２４万５，０００円から２６万円にアップ

というようなことで、そういった軽減措置も増額になっているというようなことがご

ざいますので、それらの軽減措置を受けられる方は、被保険者の全体の中では４割強

の方が２割軽減、７割、５割、２割のいずれかの軽減が受けられるということになり

ますので、そういった意味では、軽減者にとってはこの平均の増額には当たらないと

いうことになります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 最高限度額につきましては、サラリーマンの給与等を参

考にすれば、９００万円以上の方が限度額に該当するような状況になります。ですか

ら、今回限度額アップになりますけれども、４万円上がって８５万円、全て合計しま

すと限度額が８５万円になりますが、サラリーマンの所得からすれば９００万円程度

の所得のある方がそちらに該当してくるということになろうかと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） いろいろ数字並べられても我々、その数字を読み取る力ある人とな

い人がいて、これは差別があるわけでございますけれども、今の部長が示されたサラ

リーマンで換算すると９００万円以上の所得がある人が８５万円の限度額だというこ

とでございますけれども、ちなみに我々、ここ議会ですので、８５万円の限度額を納

める世帯数はどの程度あるのか、お示しください。 

○議長（佐藤 悟） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   現在手元に詳細な資料はございませんが、人数的にはわずかだと、２０名程度かな

というふうに思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） この広域に３０年度からそのようになるというふうな今部長の説明

でございました。確認したいのですが、３０年、広域になった場合に、県内の加入者

はそれぞれ同じ税率で計算されるということでよろしいですね。 

○議長（佐藤 悟） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） お答えいたします。 

   県内の全ての被保険者が同じ税率ということではなくて、それぞれ市町村で税率を

決定すると。ですから大玉村は大玉村としての税率を決定すると。ほかの市町村もほ

かの市町村でそれぞれの税率を決定するということになります。 
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○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） そうすると、部長の説明ですと、今年値上げする提案している内容

について、要するに、激変緩和のためにというような感じで受け取ったのですよね。

今後はといったら、国なり県なりの激変緩和措置があるであろうからそんなに上がら

ないと、こういうふうな説明だよね。 

   要するに、事務的なものは県一本で広域でやると。ただ税率については各市町村が

決めるのだと。であれば、この国保そのものについては、村がどのようにして税を上

げなく、そして、要するに健康な人が多くいるような方策をとるということでいいの

かなというふうに思いますので、これは、あくまでも税率のほうは上げるとか下げる

とかについては、村が一つの事業によって上げ下げのことはできるということでよろ

しいのですね。 

○議長（佐藤 悟） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） お答えいたします。 

   税率そのものは当面、３０年度に県が統一になったから、じゃ県で標準的な税率を

それぞれの市町村にこうですよというふうな、そういう決め方はしないというふうに

言っています。 

   ですから、基本的には村で税率を決定するということにはなりますが、県で一本化

するという将来継続できるその国保財政を確保するためには、将来的には被保者数と

か総医療費の関係とか、そういうものを含めて、ある程度各市町村に、あなたのとこ

ろはこういう規模でこのくらいの医療費がかかっているので、標準的な税率はこうで

すよというふうに、いずれこれはあるだろうというふうに私は予想しているわけなの

ですけれども、そういう中で、県北の中でも低位にある。高いところからすれば１万

２，０００円以上の平均的な開きがあるという中ですので、本当に私としても心苦し

いところではありますが、平均レベルには達していないと将来的に逆に大変になると

いうふうなところもございます。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） 国保税、毎年上がっている経過でございます。先ほど来何回も説明

がありますが、それでもこの地域は県北地方でも安いのだという考え方だと思います

が、我が村のいわゆる定住人口促進云々から大きく見れば、やはり税金の安いところ

に住みたがるというのも一つですね。ですから、上がるのもやむを得ないのだばかり

では、いろいろな面に支障を来すというように考えております。その点は一つ頭に入

れておいていただきたいと。 

   それから、応能応益については、かねがね５２、４８というような経過できました。

ようやく５０、５０になったわけでございますが、その中でも応益は３３と１７に分

かれているわけですね。その中でも、じゃ、３３は何だというと、均等割なのだと。

そして平等割は１７なのだということだと思いますが、そしてまたその下の細かく分

かれている中での２分の１特定世帯と４分の３の特定継続世帯と。なかなかこれは私

も理解できないのですが、どういう世帯を指しているのか。この点についてお尋ねを
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願いたいと。 

○議長（佐藤 悟） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） お答えいたします。 

   特定世帯につきましては、国保世帯であった中から後期高齢者に移行した方、

７５歳に達して後期高齢者医療保険に加入された方が特定世帯ということになります。 

   特定世帯の当初５年間については、特定世帯で５年過ぎた方については継続世帯と

いうような形になります。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。（不規則発言あり）質問はさっきの続きな

のか。村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   当然、地価が安い、税金が安いというところは選択肢に入るだろうというように考

えていますので、税金を下げるために村は４，０００万円の税分を一般会計から国保

に繰り入れていると。そしてこの数値を今のところ抑えているということですが、本

来は、被保険者が全て税金で支払うべきところですが、やはり上げないようにという

努力をさせていただいているということです。 

   それから、今入ってきている方は、ほとんど若い人たちですので、社会保険加入者

ということで、やはり国保に加入される方というのは自営業とか、かなりなかなかそ

ういう転入が望めない、来ていただければ大変いいのですが。そういうことかなとい

うふうに感じております。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） この応能応益割の中の応益の部分でございますが、この均等割、平

等割の世帯数、人数を見ますと、１世帯当たり２人にならない、１．８人弱というよ

うな数字だと思うのです。そうしたときに、１人世帯でも世帯割分が加算される、何

人の世帯でも１世帯分の世帯割の計算になるということだと思うのですが、この１人

世帯の方にとっては、かなり負担の大きい部分になるかと思うのですが、ここの考え

方というのは、これ以上世帯割を下げていくとか、という考え方にはならないのでし

ょうかね。将来的にどのようなふうに考えるのか。 

○議長（佐藤 悟） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   平等割、世帯割についても、できるだけ低く抑えたということではございますが、

この部分については７割、５割、２割の軽減措置がございますので、低所得者の方に

ついては、この部分で軽減措置ができるということでございますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

○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） 
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○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４７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８、議案第４８号「平成２３年東日本大震災による被災者に

対する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第９、議案第４９号「大玉村あだたらフレッシュ基金条例を廃

止する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第５０号「あだたらの里おおたま観光レクリェー

ション施設設置条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） これは、コテージ関係でございまして、コテージは７棟あるうち、
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５棟はそのまま継続して使用し、カメムシ等が出るために２棟はやむなく休止すると

いうことでございます。 

   今のこの利用状況についてまず伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   平成２６年度の利用状況を申し上げますが、コテージ、宿泊については延べ

３０６棟、人数にして１，７３７人の利用でした。休憩については年間延べ２５棟、

人数については１９９人の利用でございました。２６年度の利用でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） あわせて収入も伺いたいと思いますけれども、やはりもはやこうな

った以上は利用者が余りいないということもいえるし、私はやはりアットホームと離

れているという、決定的な欠点もあると思うのですよ。こっちも利用する人はいます

けれども。やはりこのようなこれについての村長の意見として、今後この５棟につい

てどのような考えを持っているのか、廃止するのか、継続するのか、含めて収入等を

含めてね。 

○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。 

   収入については後で課長のほうから答弁させますが、今後については、７棟のうち

今改修をしておりますので、５棟については前に述べましたように、エアコンをつけ

たり、整備をしているということですので、５棟については引き続き利用していきた

いと。それから２棟については、物置等が必要になってきます。いろいろ道具を入れ

たり何かするのに必要になってきますので、改修をしないでそういう形で日当たりの

よくないほうになりますけれども、そちらについてはそういう利用を図っていきたい

というふうに考えております。 

   交流人口、これから先ほど言いましたように、グリーンツーリズムとかいろいろな

皆さんが大玉村に入れ込んで来ていただくときの拠点としては、やはり多様な宿泊施

設が必要になるというふうになりますので、そういうことで利用率を上げていきたい

と考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） 使用料についてでございますが、これも２６年度の使用料のト

ータルで申し上げます。３７４万２，８００円というふうになってございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） この値上げの時期についてでありますが、２８年１月１日からとい

うふうになっておりますが、これは改修しました、きれいになりました、お金がかか

りました、だから値上げしますというのなら、何となくすんなり値上げも受け入れら
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れる状況。ところがそれ終わって予約があったから６カ月間後にしますというよりは、

値上げするチャンスとしてはやはり改修しましたら上げますよというほうがストレー

トにいくかなというふうに思います。 

   ですから、今予約客が、どれだけの予約になっているか知りませんが、その予約の、

これから予約をとるものについては、もう、値上がりになりましたといったような値

上げの方法がいいのかなというふうに思います。 

   もう一つは、値上げして幾らかでもペイするっぺというふうに思うと、値上げした

ために来なかったということで、逆効果もあろうかと思います。その辺をどのように

考えての値上げなのか、伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   値上げの時期でございますが、記載のとおり２８年１月１日から施行するというふ

うにさせていただきました。これにつきましては、やはり利用のピークが夏休みに集

中しているところがございます。また、秋とか年末、正月をコテージで迎えるといっ

た方もいらっしゃるようでございます。 

   予約状況が半年前にできるということでありまして、もう既に申し込みをされた方

については旧料金ですよと。今議会で改正した分についての以降の予約については上

がった分ですよということになりますと、例えば、５月に、夏休みに利用したいとい

うことで予約された方と、６月末にぎりぎり夏休みの予定がとれたのでコテージ使い

ますかといった場合は、同じ時期に利用する方でそれぞれの料金が違うといった、こ

ういう不都合が出てきますので、基本的にはこの辺を提案させていただきまして、

７月からの受け付けに際しましては、統一して２８年１月１日からは値上がりした料

金でさせていただきますというような内容でこのようにさせていただきました。 

   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５０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。 
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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） 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３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後２時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１１、議案第５１号「平成２７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） １７ページお願いしたいと思います。 

   ⑦ちょっと中段なります老人福祉に関してのこの認知症についてでございますけれ

ども、括弧書きで認知症総合支援事業の実施に向け、地域包括ケアシステムの構築を

図るというようなこれからの事業、新規でこれ、補正ですけれども１４４万

４，０００円計上されております。 

   認知症は、かつてもあったのでしょうけれども、なかなか本人がどうのこうのとい

うことでわかりづらい病気でもありますけれども、これらについての１４４万の計上

した理由と、今後どのような方向を持っていくことが、この括弧書きになっているの

か、伺っておきます。 

   さらに１９ページからになります⑤の再生可能エネルギーについて伺います。 

   これは恐らく太陽光だと思うのですけれども、今の太陽光は、きのうあたりも一般

質問も出ましたけれども、やるのはいいのですけれども、やはり季節性、２４時間で

の時間を含めると、とても費用対効果のとれる事業ではない。これは補助事業がつい

ているから公共事業でどんどんやっておりますけれども、個人でいざやっているかと

なると、農地、雑地とかは、宅地並みの課税にかかるということでなかなか踏み切れ

ない。せめて自分の自宅の２階とか納屋の２階に上げるのが関の山で、しかも一昨年

より昨年は５円ほど買い上げ電気料が安くなったというのもありまして、なかなかこ

れはやりづらい事業だと思うのですけれども、村長に伺いますけれども、やはり再生

自然エネルギーの中では、一番安定しているのは地熱だそうです。安倍総理大臣も

２週間ほど前に柳津に来まして、あの辺のを見ていったそうです。 

   次には、ちょっといろいろな問題点、コンクリートだから云々ということで、水力

発電のダムの利用などしないほうがいいというような長野県のかつての知事もいたよ

うでございますけれども、やはり安定的にできるのは次には水力発電だといわれてい

るのです。 

   よって、補助がつくから太陽光、公共事業で補助もらうから売電はできない。売電

できないから、蓄電池それ買ったと、屋根に上げた太陽光と蓄電のバッテリーが高い

ということで、これはいろいろ考えてみると、非常にバランスのとれた事業ではない
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と私は反対しておりますので、その点、今後このような事業があってもこういった再

生エネルギーの方向でいくのか、私が言った、ここで地熱をやれといっても難しいで

すけれども、やはり自然に近いのは水力発電だと思うんです。その水力発電の方向で

いくのか、伺っておきます。 

   あとは２１ページをお願いします。 

   ２１ページのちょうど中段になりますね。緊急雇用なのですけれども、予算のほう

で下段にあるやつ、８ページ、９ページで労働費県補助金、これが不採択になったと

いうのですけれども、この不採択になったために三角になったということで、これの

不採択になった理由について説明を求めたいと思います。 

   あと、次の農業振興費の中のビニールハウスの関係で１００万円ほど予算化されて

おります。この前、ちらっと村長にさっとお話ししたのですけれども、やはりここは、

大玉村は安達太良おろしという非常に風の強い地帯で、なかなかビニールハウスが定

着しないのですよね。それで、やはりビニールハウスにはどうしてもこの暴風ネット

が必要だと思って、私自身も今年１００メートルほどの暴風ネットを設置したのです

けれども、やはり、この暴風ネットとのあわせとなっている補助事業でないと、なか

なか年中ビニールハウスを張っておくというのは、よほどでない限り不可能でありま

すので、その点について今後どのような対応をしていくのか、伺いたいと思います。 

   あと２３ページ、ちょうど中段の畜産関係でございます。きのうも私、一般質問の

中でお話ししたのですけれども、今回この倉庫をつくって、粉砕機を仕つけるのだと

いうことでございますけれども、きのう私が言ったように、米というか、玄米自体に

は米ぬかというのが、米ぬかの中には油が入っていて、これ自体、食べられるのは動

物はニワトリだけなのですね、このまま食べられるのは。皮をむいて、それのもみ殻

と分けながらハイフードシステムという、蒸し器の機械にかけないと、乳牛だのは食

べられない構造になっているのです、穀物自体が。生で食べられるのは麦とかトウモ

ロコシはそのまま粉砕で食べられるのですけれども、ただこれ、倉庫だけつくるのか、

私が言っているハイフードシステム、蒸し器なのです。早い話はパン焼き器みたいな

蒸し器なのです。そのようなものを含めての予算なのか、２６０万９，０００円ね。

この４つ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１９ページの再生可能エネルギーの利用促進に要す

る経費の太陽光発電でございます。 

   まず、水力発電。地熱発電はここでは無理です。それから水力発電は今やろうとし

ていますが、非常にコストが高いということ、それから、太陽光発電については、私

も上げましたが、学校に上がっているのはそれほど大きなものではありません。そし

て、ただし条件としては売電ができないと。そのかわり蓄電池を入れるということで、

少しでも再生可能エネルギー推進宣言の村ですから、トータルでやっていきたい。水

力、太陽光。ただ、風力については大玉村は強いときはむやみに強いのですけれども、

年間を通してはやはりちょっと無理だということですので、やれるのは、再生可能エ
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ネルギーを取り組めるのは、やはり太陽光と水力ということですので、学校を中心と

して整備をして、しかも全額国で出すということですので、コストからいうと当面は

かからないと。ただいずれ蓄電池とか交換の時期が来ますので、その時点でコストはか

かりますが、新たに一から設置するよりは、これはほとんどかからないと同じですので。 

   それからあと、子どもたちに対する再生可能エネルギーの学習としての効果も大い

に期待ができますので、トータルで。ただこれが最後になるのかな、今の国庫補助の

関係からいうと。あとはまた新たなものが出てこないと設置できないと。国の補助金

だと３分の１しか出ませんので、非常にいいときに設置ができたなというふうに感じ

ております。 

   今後についてはそういうことで、なかなか難しくなるというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。 

   １７ページ、地域包括ケアシステム構築推進事業の中の認知症総合支援事業という

ことですが、この事業につきましては、認知症の初期対応ということで、これは医療

的な専門的な技術とか知識が必要な分野でございますので、現在進めておりますのは、

本宮市と大玉村では東北病院を中心とした、東北病院の先生、それから専門医の方で

チームをつくっていただきまして、認知症の初期の対応、これを委託すると。専門的

なアドバイス、それから認知症が進行しないようなアドバイス、それから家庭、家族

への助言等を含めまして、初期対応というような中での予算計上となっておりますの

で、医師とか専門医の派遣、委託料等々事務費等を計上させていただいているところ

でございます。 

   それから、再生可能エネルギー関係につきましては、先ほど村長からお話ありまし

たが、あくまでもこれは全体の電力使用量からすれば１５％弱ぐらいの発電能力とい

うことでございますが、これは非常事態、災害があった場合の非常事態に備えての蓄

電池ということもございますので、何かあった場合に照明、避難所になった場合の照

明等に活用できるというような意味合いもございますので、ご理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業課長。 

○産業課長（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。 

   ２１ページでございます。 

   中段の緊急雇用創出基金事業の１，１００万３，０００円の減額についての理由と

いうことでございますが、当初、このほかに道路の維持ということでの緊急雇用も要

望していたわけなのですが、道路に関しては当初からその部分については次年度あり

ませんよということで、２７年は計上しなかったものでございまして、この耕作放棄

地解消事業につきましては、なるかもしれないということで要望はしておったという

ふうに聞いております。結果、その決定の段階で県のほうの認定から外れたというよ
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うなことをお聞きしておりますが、具体的に何で外れたのかということまでは承知し

ておりません。ご了承いただきたいと思います。 

   あとは、下段の農業振興に要する共通経費のビニールハウス設置事業補助金関係で

ございます。暴風ネットが必要ではないかというようなことでございますが、補助要

綱につきましては、新設ビニールハウスのみならず、これに準ずる被覆施設というこ

とで、いわゆる風の強いところで被覆施設が必要だということであれば、それらも含

めての事業申請は取り扱いはできるようにしてございます。ただし、資材費について

は、２分の１で２０万円限度、建て込み費については５万円が限度という事業になっ

ておりますので、いずれもその範囲内ということの補助決定になりますので、ご了承

賜りたいというふうに思っております。 

   あと、２３ページの中段、畜産振興に要する共通経費の補助金関係でございますが、

これにつきましては、倉庫の建設のみでございます。事業者に聞いたところ、２６年

中は玄米じゃなくて、もみの状態で粉砕して給餌していたというような内容でござい

ますが、いわゆる量の割には目方が少ないといいますか、搾乳でございますので、や

はり食べた分だけしか出ないということで、今回その倉庫を建設するに際しては、玄

米の状態で潰して給餌するという内容でございます。 

   なお、ぬかがどうしても悪影響があるというようなご指摘でございますが、話を聞

いてみますれば、最初から一遍にくれれば当然、極端な話、牛が死んでしまう場合も

あると。最初は少なく、５００グラムとか１キロくらいから徐々にならしていけば、

牛のおなかの中で、それに対応した菌が繁殖してくるのだと。極論からいえば、木の

皮だけ食っても乳は出るというようにお聞きしてございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 認知症について再度伺いますけれども、もし、これらについてはこ

の制度の発足に当たっての予算措置というふうに認識しておりますけれども、今後、

こういった病気の方、減らずともふえると思うのですけれども、これらについての例

えば透析している人だと車の輸送代とか運賃等の助成とか、あと、透析の人は最悪の

場合は信号機の中でも駐車しても違反にならないというようなマークがついているわ

けですね。それは極端な話でございますけれども、これらについてのこの病気は進む

進度をとめることはできますけれども、治るというのは山中先生が発明したあの再生

的な方法でないと絶対的にできないというふうなことも言われておりますし、この治

療に対しての今後の対応はどのようになっていくのか、伺いたいと思います。 

   あとは、ビニールハウス関係でございますけれども、２分の１で限度額２０万円と

なると、倍の４０万円の事業なりますと、本当にわずかな施設切りできないというこ

とです。今の鉄骨ビニール棟の関係は、輸入するものって非常に高いのですね。輸出

する人はもうかっているんです、円安で。それで、総額工事費４０万円のビニールハ

ウス、皆さんどの程度に感じているかわかりませんけれども、ごくごくわずかな施設

だと思うのです。やはり農家で意欲を持って年中野菜を直売所に出せというのだった
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ら、あの辺に施設ありますけれども、もうあの辺の大きい施設は恐らく片手の丸々と

いうことは５００万円。そのくらいかかるのです、黙って。大きいものになれば

１，０００万円。 

   私、機械の話でも言ったのですけれども、ちょっと頭の認識の改革してください、

本当に。やはり我々に上がってくる収入は少ないのですけれども、資材等は絶対値下

がりしない、上がっているんですよ。機械もそう、資材もそう。ですから、村長、こ

の予算でなくてこの３倍、４倍つけてください。黙って。ポケットマネーとは言わな

いですから、そのくらいつけてもらわないと、思い切った農業の経営の改革は絶対で

きませんから。 

   今、きのう言ったように、減反率が４１．数％になっている、半分減反ですよ。ど

こに移行するかと。やはり野菜なのです、収益性からいうと。そうすると何かという

と、年中つくれるのはやはり施設園芸、これしかないのです。そのために、ビニール

ハウスの３倍と言わず１０倍くらいつけてください。そうしないと、これぞという

１年間の収入は湧いてきません。やはり１年間の収入によって生活するわけですから、

その点、村長に伺っておきますので、英断、ここで英断をしていただきたいというふ

うに思っていますので、よろしくお願いします。 

   あと倉庫関係、課長答弁ですと少しずつ食うということでございます。私もこれに

ついてはプロですから言わせてもらいますけれども、牛はルーメン発酵という発酵す

るのですね。きのう言ったように胃が４つあって反芻して。このルーメン発酵という

のは、１日ずつ餌を変えてはいけないのです。半年くらいかけて同じものを食べさせ

て同じく、もし、搾乳だったら搾乳するというのがプロの仕事なんです。きょうは豆

腐カツがうまいから豆腐カツ食ったり、あしたは青草いいから青草にすると、必ず下

痢をすると。私も北海道で実習ありますけれども、北海道は冬までは乾草、夏になる

と放牧ですから青草。そうすると１カ月くらいは毎日下痢する。これとめることはで

きないんです。それはルーメン発酵がしていないという証拠なのです。 

   それでやはり、それは多分プロ、私もやる人を知っているのですけれども、プロ中

のプロですけれども、これは私が言う、生で玄米でいくのだったら発酵してください、

発酵。皮をむくなら蒸してください、ハイフードシステムで。これでないと絶対だめ

です。幾ら少しずつ食うでやって、私はこれはプロ中のプロですから、それは言わせ

てください。倉庫をつくったからいいものじゃない。ものを保管しているからいいじ

ゃない。玄米、これを生でいくのだったら発酵させてください。そうするとルーメン

発酵に一番近いんです。もみ殻を抜くのだったらハイフードシステム。それくらいの

施設でないと、いや、予算が来たからこれでいいべと、そういうものではない。絶対

失敗します、私の経験上。だから、ここは予算の見直し、あとつくるのだったらこの

３倍も４倍もやって２本にしてください。そしたら酪農家はかならず飛びつきます。

これはもう課長にでなくて村長にお尋ねしておきますので、よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） お答えを申し上げます。 
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   ２１ページのビニールハウス、この１００万円については、直売所の冬期間の品薄

になるもののテスト的なものですので、お試し的なものでございます。やはり冬期間

の棚を埋めるためにはどういうものをつくるかと。大規模なものをつくるのには、か

なりの経済的な負担と覚悟が要ります。そうではなくて、この程度の小さいものをま

ずつくって、自分がどういうものに挑戦できるかということをこれでやりやすいよう

に。これで直売所があと２年ぐらいでできますので、その時点で本格的に、もしやる

のであれば、この下にある農業機械等、この「等」がビニールハウスに入っています。

今回１件申請が出ております。２００万円でビニールハウスを立てて、その３分の

１を助成していますので、本格的にやる方はこちらを利用していただければいいとい

うことでございます。 

   それから、今の２３ページの畜産の振興に関する経費は、これは個人が建築するも

のでございますので、トンネル、村で受けて、個人に交付をするということですので、

個人の事業展開に村のほうでこれはだめ、あれはだめということではないので、ご理

解をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんに再度お答えいたします。 

   １７ページの認知症総合支援事業の中ですが、治療等ということにつきましては、

先ほどお話ありましたように、認知症は今のところ有効に回復するというものではな

いというふうに認識しておりますけれども、早期に発見して進行をおくらせるという

のが大切かなというふうに思っております。 

   それで、この事業の中では、認知症の周知、こういうものが認知症に当たるのです

よ、早期に発見して、先ほど申し上げました専門のチームに初期対応を指導いただく

というような中で進行をおくらせると。あわせて、予防、そういった啓発のチラシ等

も作成して、周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 

   また、認知症の対応につきましては、先日も隣市で行方不明等がございましたけれ

ども、そういう地域での協力、専門チーム以外、地域での協力、そういったものも大

変重要になってくるということで、今後、そういった協力が得られる体制を構築して

まいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐々木市夫） １点だけ質問させていただきます。 

   ２１ページです。前任者も質問しました緊急雇用事業が不採択というようなことで

す。理由はわからないということであれば聞くのも野暮で、ほかは採択したところが

あるのかなというようなことも含めて考えたのですけれども、まずそれはそれとして、

これは過去何年間にわたって継続的に耕作放棄地をなくしたいと大きな願いでやって

きた経過があります。 

   当時、補助事業が来たからやったのか、あるいは政策的に前村長が意欲的にやった
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のか、私は定かではありません。いずれにしても、継続的にやってきたものを今回私

が言いたいのは、県の補助事業がないから、やめてしまうのですかというような問題

の発想です。ということであれば、改めて当局にお聞きしますけれども、現在まで耕

作放棄地を解消してきた面積と、実際は予定して本当は解消したい面積との差はどう

なっているのか、さらにその有効利用はどう図られたのか。さらに今回、継続的な視

点ということで何かいい方法はないのかということであります。それ言ってしまうと

２番目の質問できなくなってしまいますので、まずはその実態についてお伺いしたい

と思います。 

○議長（佐藤 悟） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（押山美奈子） ６番議員さんのほうにお答えさせていただきます。 

   まず耕作放棄地解消事業なのですが、平成２１年に調査しまして、畑が５４．２ヘ

クタール、田んぼ５１ヘクタールの１０５．２ヘクタールを対象にして開始いたしま

した。平成２６年度末で４８．６ヘクタールの再生が終了しております。こちらの内

訳は、畑が２４．２ヘクタール、田んぼが２４．５ヘクタールとなっております。こ

ちらの利用状況なのですが、牧草、ソバ、菜種等を栽培していただいております。た

だ、この再生した中でも、１３．５ヘクタールにつきましては、まだなかなか栽培の

耕作のめどが立っていないという形で、今後の課題になっております。 

   今後どのような形でというような、有効利用というようなお話もいただきましたが、

再生した農地は所有者の方に活用していただくのが一番よいのですけれども、後継者

不足等の問題でなかなか耕作が困難な部分もあります。担い手への集積を促すために、

遊休農地等課税強化の動きもあるようなのですが、今後とも再生地の有効活用、いろ

いろな他の市町村での事業事例も発表されております。また、農地の貸し付け等の情

報を農業者の方に提供しながら、今後とも耕作放棄地の解消、それから、農地を守っ

ていくというような形で努力していきたいというふうに現在は考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 概要はそのようなことかなと思って理解しております。でも現実

的には村内、最も美しい村連合に加盟して、そういう荒らした田んぼをつくっていい

のかな、なんていうことも含めた今回、大型農業をやっている方々からもそういう要

望書が出ていますけれども、まさにその辺が大きな課題かなと思っております。 

   村の財政もなかなか大変なわけですから、ただ地域資源ということを考えれば、地

域にはいろいろな資格を持った経験者がいっぱいいます。私どもの資源保全会でもか

なり有資格者、元建設会社の現場監督、さらには型枠もできる人、いろいろな方がお

ります。ですので、予算的にはそんなに出してやれないけれども、工夫すれば、例え

ば大いなる田舎倶楽部の事業みたいに、ああいうふうな形の変則的な活用をしながら、

やはり地域のそういうふうな、あるいは自分たちで守るのだという意識を植えつけな

がら、資源保全会のらしきものの活用も含めて、やはりそういうことを検討すべきか

なとは思っています。ですので、その辺も含めて村長の考えがあればお聞かせいただ



 

- 138 - 

 

きたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   １，１００万円という金額になるのは、どうしても１人、２人では再生ができない

と。機械を扱ったり、なかなか人手が要りますので。これを１，１００万円を村が継

続して支出していくというのはかなり難しいということで、やむなく今回、落とした

わけでございます。 

   きのう言いましたように、自民党の県議団が全県下を聴取して歩いている中で、共

通の課題としてこれが出されているそうです。やはり大玉さんもそうですかというよ

うなお話がありました。各市町村からこれを何で落としたのだと、復活してくれとい

う強い要望が出たというふうに県議が言っておりましたので、我々としても再度、県

議にこれを復活するようにしてくれないかというお願いをしました。期待していると

ころでございます。 

   ただ、耕作放棄地が飛躍的に伸びていく中で、１，１００万円はやはり焼け石に水

というふうにもなりかねませんので、耕作放棄地については景観作物とか、それから

集約、やはり最終的には農地の集約を集積を進めるのの一端過渡的な時期として、優

良農地が耕作放棄地になるというのに直接手出しができない状態なので、その辺、集

積に向けて村としても状況を把握し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） ５番。 

○５番（鈴木宇一） ２７ページの伝統芸能継承活動用備品とございます。大山小学校で

ございますが。多分、神原田の十二神楽関係だと思いますが、主な備品、これは何と

何に１２０万円使用になられる予定でしょうか。まず伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ２７ページの１８備品購入費でございますが、大山小学生、おっしゃるとおり、総

合的学習の中でやっております神原田十二神楽の衣裳代がメーンとなります。当初

１００万円とってありますが、今回、地域づくり総合支援、地域創生総合支援事業に

認められたものですから、全員分の衣裳代、あと並びに、木のお面は残念ながらちょ

っと予算的に無理でありまして、張り子のお面ということで全員分をそろえられるよ

うになりました。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） あとございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） 衣裳代、それから張り子の面だということでございますが、この歳

入、９ページを見ますと、地方創生絡みの４分の３、事業費の５６２万５，０００円

入っておりますが、過般新聞等で見ると、４分の３ですから約７００万円地方創生で

入ったというふうに私は記憶しているのですね。しからば、あとの給付額はどのよう

な使い道になるのか。 
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   これはいろいろな応用も可能だということだろうと思いますが、できるならば、こ

の伝統継承というのは、息の長い、いわゆる小学４年生に伝えていくことが非常に大

事だと思うのですよ。単年度でどうのこうのではないとは思うのですが、立派な衣裳

もつくるわけですから。ただそれにしても予算というものは継続しなくてはいかん。

できるならば、この５６２万円は他用途に利用するのではなくて、基金等をつくりな

がら何年かにわたってやっていくべきだなというふうに考えておりますが、その辺の

使い道についてお願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ５番議員さんの質問にお答えいたします。 

   事業がまたがっておりまして、この地方創生総合支援事業、従来の名称が県でやっ

ているサポート事業を活用してございます。これについては、市町村枠の区分の中で

応募したものであって、内容としては大きくいえば、村ホームページを活用とした伝

統芸能継承、村観光資源ＰＲ事業ということで、抱き合わせ的な、パッケージ化した

ような事業になっております。要は、廃れつつあるというか、途絶える危機にある伝

統芸能を動画で村ホームページを使って配信していって、観光にも生かす、それから

伝統芸能の継承にも今後にも生かすということでの今回の収入の７５０万円の４分の

３ということで５６２万５，０００円の事業ということになっております。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） まず１５ページのホームページにある業務委託料、２００万円補正

されていますが、今ホームページの話がちょっと出ましたが、どのようなリニューア

ル、全体計画、どういうふうに考えておられるのか、なぜ２００万円の補正が必要な

のか、それを伺っておきます。 

   それから、同じく１５ページの再生エネルギー事業可能性調査業務委託料、この事

業、また前も百日川の調査した結果がございます。百日川の際の反省を踏まえて、結

局踏み込んだ全体計画を立てた中で、それでまた同じようなことにならないように考

えて入り込んでほしいと思うのが考えであります。前に  していて、また同じよう

なことがあったのでは、それこそ笑われます。その辺もありますので、計画の全体像、

少し示されれば本当はありがたいのですが。示せれば示してください。 

   それから、同じく１５ページのマチュピチュ交流事業の中で、今回一般参加を考え

ているということで、約２０名参加の１５人で５万ということは、個人当たりの助成

ですか、それを考えておりますが、一般参加になりますと、ペルー、マチュピチュに

なるとかなり高山でありますので、その辺の健康チェックとか何かも必要なこともあ

ると思います。１０月ごろに訪問するということを伺っていますので、いつごろから

募集を考えているのか、その辺もあわせまして、この一般参加への対応を伺っておき

ます。 

   それから、２１ページの中でこの玄そば選別機購入事業補助金でありますが、これ

は伺いたいことは、ソバ栽培の実態をどう認識されておられるのかということでござ

います。参加農家数とか、それから栽培面積、それから生産高、もちろん事業高も含
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めまして、この妥当性の検証はされて、これまでもいろいろな形でこのソバの事業に

対しては事業補助をされておられます。その辺の検証はきちんとされて、今回も助成

に踏み込んだのかということでございます。 

   それから、もう一点だけお願いします。 

   ２３ページの、先ほどもいろいろお話がございました。畜産競争力強化対策整備事

業補助金、これは今回は個人の申請、トンネルということでありますが、飼料米、今

後、普及させるための施策、これは考えていかなければならないと思っております。

今回、畜産業者の利用の拡大を図るためにも、この一般質問でもありましたが、共同

利用に移行させるような考え、そういうものも考えた上での計画遂行にならないのか

と考えているところであります。その辺、よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。 

   私のほうから１５ページの再生可能エネルギー関係でありますが、かつて可能性調

査として当時百日川、それから杉田川、七瀬川、この３河川について可能性調査を行

いました。それぞれ可能性はありますけれども、いろいろなクリアするハードルが高

いと。一番低いのが百日川だろうということで、百日川について詳細設計まで行った

ところであります。 

   今回の可能性調査につきましては、杉田川の砂防ダム、これの放水管、この放水管

から出ている水を利用して、その現地に水車を回して発電機を設置すると。その発電

機について売電をするか、アットホームで自家消費するか。現在その辺について環境

省、森林管理署、東北電力、福島県、そういう形の方と協議をしていると。今回は前

回に比べて丸一つふえて５００万円というような数字であります。この中で当然、設

計的なものも含めて、可能性調査の中でより具体的な調査をしていきたいというふう

に考えて、今回予算計上したものであります。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんに、今の１５ページの  という言葉が出ましたので、

訂正をしていただきたいと思います。 

   これは、当然その時点では国・県の金をいただいて、実施すべく実施設計をしたわ

けですが、実際２億かかるということで、リスクもあると。それから、行政が工事を

やる場合には、管理費等が非常に高くなりますので、民間がやるよりも大分高くなる

と。それから、売電目的でやった場合にはどうしても、復興大臣までお願いしました

が、国中調べても助成金なり一銭もないということもありまして、慎重に見直しを行

って、それを使って、昨日副村長が答弁したように、民間と共同でできないかと。そ

っくりやっていただくか、それとも村がある程度応分の負担をしてやるか、その辺に

ついても今動き出して、その業者がみずからもう一度その成否について検討しますと

いうことで動き始まっている段階でございますので、決して  ではないというふう

に考えていますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 
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○議長（佐藤 悟） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） それでは、２番議員さんにお答えさせていたします。 

   １５ページのホームページ２００万円の計上でございますが、これは当初予算から

の３００万円もございまして、合わせて５００万円の事業ということになります。ホ

ームページの構築については、今後これが承認されれば多分プロポーザルになるのか

なと考えてはおりますが、いずれにせよ、構築、リニューアルに関してホームページ

そのものを真っさらな状態から立ち上げるということで、お金のかけようというとこ

ろにはなりますので、今後の成り行きに多少は左右されると思うのですが、およそこ

のぐらいの金額があれば、こちらが思っているような使い勝手のよい、また見やすい

ホームページがつくれるものというふうに考えてございます。 

   次に、マチュピチュ関係の事業の中身でございますが、想定される一般参加者、日

程からすると当然平日でもありますし、１０日間程度ということで想定しております

ので、比較的お金のある、ある程度年齢のいった方が想定されております。ご指摘の

とおり、大変標高の高いところにも行かなければいけないということになりますので、

その辺は十分に配慮しながら行きたいというふうに考えております。現時点は１０月

２０日を想定しておりますことを申し上げたいと思っております。 

○議長（佐藤 悟） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えさせていただきます。 

   ２１ページ玄そば選別機についてのご質問ですが、農家数には、今ちょっと手元に

資料がございませんので明確にお答えできません。なお、栽培規模、いわゆる面積に

ついてはおおむね２５～２６ヘクタールという内容でございます。 

   この選別機に関しましては、経営所得安定対策のげた分、いわゆる、ソバにつきま

しては選別をした上で等級検査が必要になります。等級検査をした上で、１・２級が

げたの対象になりまして、その他については、げたの対象にならないということで、

いわゆる玄ソバとして収穫したものを振り分けをした上で検査を受けないと、げた分

の対策が受けられないということを受けての農協さんに対する２分の１の補助となっ

てございます。 

   あと、２３ページの畜産の振興関係でございますが、これにつきましては、倉庫

１６０平米程度の建設の部分に対するトンネル補助でございます。実際、酪農家で昨

年も飼料米、自分のところでとっていた米を飼料米として給餌をしていた農家でござ

います。今回はクラスター事業に該当して、いわゆる倉庫をつくるというような中身

でございますが、今後の農業の展開としまして、米のダブつき、そういった部分で、

いわゆる主食米から飼料用米の転換を図るような国の政策、あと農協が全量買い上げ

するというような中身の中で、当然今後、飼料用米として作付した部分を農協で買い

上げた場合、それらの保管とか加工とか、そういった流通に関しましては、今年度、

今後具体的に計画を立てるような形になってくるのではなかろうかなというふうに考

えているところでございます。 

   以上でございます。 
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○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則）   という言葉、大変失礼いたしました。わびておきます。 

   この中で今の副村長から説明ありましたが、売電が可能かどうか、それから、アッ

トホームに使えるかどうか。多分、敷地の違いとか何かいろいろあって、いろいろ条

件整備が大変なのだと思います。そういったものも含めまして、そういうものの調査

の上に取りかかって、やはりこの５００万円という大金を投じるわけですから、その

辺を可能性を確認した上で進めてほしいというのが私の要望でございました、改めて。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。 

   そのとおりに実施したいというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 先ほどの質疑の中で、村長からは取り下げてほしいという言葉が

出てまいりました。当然のことだと思います。ですので、これは本会議の運営上、議

会基本条例にもありますけれども、村長は反問権をできるわけです。ですから、改め

て村長がそのような意思でなくて言ったことであれば、そのままで今みたいに謝って

それでいいということだと思います。 

   ですけれども、これは議事録に残りますから、それを村長がだめだよというのであ

れば、これはきちっとした形で抹消するための会議はしなければならないということ

になります。ですので、その辺を確認しながら議事録から抹消するのであれば、２番

議員の当然、了解も必要になりますので、その辺を改めて協議をいただければなと思

います。これは以前にもいろいろありまして、そういうことは今回初めてでありませ

んので、改めてその辺の見解を含めてご協議願えればと思っていますのでよろしくお

願いします。 

○議長（佐藤 悟） それでは暫時休議いたします。 

（午後３時３７分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後３時４４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ただいま６番議員から動議が出されましたが、２番議員の不穏当な

発言がありましたので、それで発言を取り消しまして、一応、この議場で、あとはあ

れだということで、謝罪の言葉を一言いただくということで決着つけたいと思います

が、異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   それでは、２番議員、ひとつよろしくお願いいたします。２番。 

○２番（押山義則） 先ほどの私の再生可能エネルギー事業可能性調査業務委託料の質問

の中で、百日川の際の反省を踏まえてこの事業が  であったのでないかというよう
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な発言をいたしました。正確に把握してございませんでした。  という言葉を取り

下げまして、改めておわび申し上げたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 以上で、２番議員の謝罪が終わりましたので、この問題は一応決着

ということにいたします。７番。 

○７番（佐藤誠一） １５ページのマチュピチュと、あと２７ページの伝統芸能について

伺います。 

   このマチュピチュとの交流、私も村長のこの意欲を持って、この事業については何

も文句言う必要はございませんけれども、やはりこの時代、たまたま、野内与吉さん

が現地の村長になったということで有名になりましたけれども、この時代を顧みます

と、ペルー初めブラジル、アメリカ本土、ハワイ、さらにフィリピン島にこの時代、

移住しているのですね。私の母方の父も２番議員のおばさんと兄弟で、２番議員のお

ばさんはアメリカの本土のオールドサクラメントのほうと、私のおじいさんはフィリ

ピンのミンダナオ島で、それぞれ成功したかしないかはわかりませんですけれども、

うちのおじいちゃんは成功したほうだと。戦争前に帰ってきた。残念ながらフィリピ

ンは第２次世界大戦に巻き込まれまして、残った方々は当時のいろいろなもの没収さ

れたということで、残念ながら裸で帰ってきたのが事実なのですね。 

   そういったことでひもとくと、玉井にはハワイがあるように、玉井の町はハワイで

すね。あと、我々の記憶の中では、大山の三ッ森とか岩ヶ作はペルー及びブラジルに

行った。あとうちらの近所ではフィリピン島に行ったと。やはりこれらのマチュピチ

ュが出たから言うのではないですけれども、資料館に行けばわかるというふうでござ

いますけれども、特に村長は教育委員会が長かったものですから、その辺の資料含め

ながら、マチュピチュだけをこれを表明するのでなくて、総合的に、そのような資料

づくりを再度していくような方向づけと、マチュピチュの交流、当然向こうからもこ

っちに来る必要性があると思うので、その辺のお互いの交流について今後どのような

ものを持っているのか、伺います。 

   さらには２７ページの伝統芸能で、私はなるだけ触れないようにしようかなと思っ

たのですけれども、前質問者がしましたので、私の思うことだけ述べておきます。村

長とは話しして、教育長とも話ししておきましたけれども、残念ながらこの郷土芸能

については、４年生に教えるということは大変難しい。多分きょうは第２回目の講習

日で私の仲間も行っているはずでございますけれども、本来であれば５年生、６年生

でやってほしい。ただ、６年生になると時間的余裕がない。５年生も少し余裕がない。

４年生が妥当だろうと。前回は２０名弱だった。今回３２名ほどいるそうですけれど

も、２０名弱でも本当に覚えてくれたのは、太鼓は男だったからやっていますけれど

も、笛１名、踊りが半分くらいです。我々がこれを知らず知らずにかつて盆踊りであ

って、盆踊りのような感じで来てもらっては困ってしまうのですね。 

   やはり、私たちは産業部長と同じ集落ですから、我々は意欲を持ってかつて３カ月、

熱海の高司神社に通って、踊りなり笛なり太鼓も、本気になって覚えてきた。たった

３カ月。それで復活させた。そういったところからいくと、残念ながら今回は１１月
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の発表もあるということで期間は長いのですけれども、ほとんど授業の中での過程で

すからやってくれる人がいない。本当の先生がいて、補助の先生は我々が行くと遠慮

して声すら出さない、手も出さない。ただ時間を待っているだけ。あと何もしない。

これは建設部長の名前を出して申しわけないですけれども、建設部長も何度か仕事の

合間に行っていただいたわけで、私も半分くらいは行きましたけれども。 

   そういった中でのカリキュラムの組み方。私もいろいろこういう立場で話しします

けれども、やればいいというものではないです。これだけ予算つけるのだったら。最

終的に３００万円ほどつけるそうですね。それで、面倒なことは言いませんけれども、

これらの継承については、本来であれば私たちの子どもが継ぐわけなのですけれども、

今そういう時代でなくて、もう、私たちの集落でも半数以上うちにいないとかよそに

いるとか転勤族だとなかなか継承できないですから、私が言っていたものは継承でき

る、このような文化的な時間が欲しいのですね。その教えた人が次の授業のときに先

生として来られるとか、あと、大人になったときに堂々と我々の伝統芸能を継承して

いくと、これが本来の姿であると思う。ただ時間過ごして予算つけて衣裳着せて、本

当に踊れるのかといったら踊れない。我々の神楽は、そもそも十二神楽といって、十

二とはありませんけれども、十三ザクラ、十四ほどあるのです。それのたった一つで

すね。五人舞という踊りを踊るのですけれども５人、これですら…… 

○議長（佐藤 悟） ７番さん、ちょっと端的に言ってください。演説ではありませんの

で、一応どういうふうにしたほうがいいとか、そういう端的に質問してください。 

○７番（佐藤誠一） わかりました。じゃ、すぐします。 

   教育長なり村長でいいですから、今後どのような方向に持っていくのか、これは、

まだ３００万円に達しておりませんので、残っている予算をどのような措置をしてい

くのか、お伺いしておきます。 

○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。 

   マチュピチュ関係、明治時代から、大玉村からは約２００名の方が海外に行ってお

ります。ドイツにも行っていますし、当然ハワイ、アメリカ、フィリピン、インドネ

シア、全世界に行っております。このマチュピチュとの交流をすることによって、そ

ういう移民の歴史とか、海外に出て活躍をし、苦労してやった先人の皆さんの努力に

光が当たるだろうということなので、これを機会に、そういうことについても村民の

皆さんに知っていただけるような機会になるだろうと。ふるさとホール等もあります

ので、これはもう既に調査はしてありますので、誰がどこにいつ行って、どういうと

いうことは大分前に一人一人、一世帯一世帯調査をしておりますので、資料は存在し

ますので、それについてはいい機会だというふうに考えております。 

   あと、民俗芸能については教育委員会所管ですので、教育長のほうから答弁をさせ

ます。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ７番議員さんにお答えいたします。 
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   ご指摘があった件ですけれども、４年生では難しいというお話、それは始まるとき

から話があったと思います。そういった中で、何とかして、玉井小学校には本揃田植

え踊りがあったと。それが地域のものになって学校の活動に入ったということで、大

山小というようなことでやってきた経緯があると思います。 

   学校には計画がありまして、総合的な学習の時間、これは３月議会でも多分お話し

したと思いますけれども、その狙いがありますので、その中で、いわゆる教育課程と

いうのですけれども、学校の教育活動、これは全ての子どもたちが参加するという中

で今やっていますので、そういった中で後継者を育成するというようなことがなかな

か進まないという現状、今お話しあったことは承知しております。 

   ただ、子どもたちに、そういったことに関心を持たせていって、そしてなおかつそ

れを大山小での一つの総合の時間の一つの伝統というか、そういった形で継続してい

くことに意義があると思いますので、地域の方々、本当にお世話になっておりますけ

れども、子どもたちの興味、関心を高めながら、そして、過度という言葉がいいかど

うかわかりませんが、過重な期待ということが、もしかしたらその活動を停滞するも

のになってしまいやしないかというようなこともちょっと懸念されますことから、私

も教育活動の中身、ちょっと観察してみたいと思いますけれども、いいものを子ども

たちに伝承したいという気持ちはよくわかりますけれども、授業の中で行っていると

いうようなことのご理解をいただきたいと思います。 

   それから、どうしてもというようなことになれば、今度は学校の教育活動の全部で

はなくて希望する子どもたちに、例えば土曜学習とかそういった中でやる方法も選択

肢の中にはあると思いますので、これから、せっかくここまでたどり着いたわけです

から、大事にしながらぜひ継続、大山小の伝統的な活動にしていきたいというふうに

思っていますので、今後ともご指導よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございますか。８番。 

   ここで議長からお諮りいたします。 

   議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。８番。 

○８番（遠藤文一） このマチュピチュ関係でもございますが、先ほど台湾もありました。

これは、基本的にどういうふうな考えでやろうとしているのか、まだ見えてこないの

ですが、要するに、相互訪問をしながら交流を深めましょうということなのか、一方

的に我々大玉だけが交流したいから行きます、お願いしますなのか、その辺を明確に

伺っておきたいなと思います。今、議案書には台湾はございませんが、台湾も含めて

答弁いただければありがたいなと思います。 

○議長（佐藤 悟） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） それでは、８番議員さんにお答えしたいと思います。 

   今回の補正予算に関してはマチュピチュのみでございますので、とりあえずマチュ
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ピチュのみでお答えさせていただければと思っております。 

   これに関しましては、以前からマチュピチュ村、正式にはアグアスカリエンテスと

いう行政区だそうですが、俗称マチュピチュで通させていただきますが、そちらから

の打診等がありました。過去に手紙のやりとり、それから約３年ほど前には村の、公

式ではございませんが、訪問団が行かれたと。これは広報紙にも載っておりますし、

ご記憶にあるかと思うのですけれども、そういったやりとりの中で、そういった情勢

が煮詰まってまいりまして、マチュピチュ側のほうから大玉村に行きたいと。当初は

お話がございました。その後、情勢が変わって、できれば大玉のほうから来ていただ

きたいという旨の文書が参ったものでございます。 

   こちらとしては、当初、昨年あたりからのお話があったかと思うのですが、６月ご

ろにマチュピチュのほうで来て、それを受けて応える形で年度末に近い形になるかと

いうことで、行ければというような大ざっぱな想定でおりましたが、今のような連絡

といいますか、手紙が来た関係で、これは、いつまでも置くと、また時期を逃してし

まうということがありましたので、とりあえずはマチュピチュにこちらから行って区

切りをつけて、あとはあちらの出方といいますか、あちらもあちらの事情がございま

すので、来る来ない、こちらからどうこうできるものではございませんので、とりあ

えず区切りをつける形で行って、友好都市締結を結べればといったところが今までの

この予算を編成するに至った経過でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） そうすると、今の段階では姉妹都市を結ぼうというようなところま

では行っていないと。要するに、向こうの事情は全く今のところはつかんでいないけ

れども、とにかくこちらから訪問するということの今の現在の状況なのか、それをも

う一回伺います。 

○議長（佐藤 悟） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） 再度８番議員さんにお答えいたします。 

   その件に関しましては、日本にあるペルー大使館のほうと現在やりとりを進めてお

りまして、こちらからマチュピチュ側のほうに行きたいのだけれども、どうであろう

かというような文書を大使館経由で送ってございます。現時点としてはその返事待ち

の状態であります。翻訳等々で時間がかかっていると思われます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答え申し上げます。 

   正式ルート、今までは個人を介して、というのは、野内与吉さんのお孫さんを通し

てマチュピチュ村とやりとりをしておりました。公式文書では、ウルバンバ川という

川が氾濫をして、予定していた予算が災害のほうの復旧に向けなければならなくなっ

てしまって、すぐに行くことができなくなってしまったので、大玉のほうで来てくれ

ないかという手紙が参りました。それで、検討の結果、こちらのほうから、じゃ、出

向こうかと。補助の道もあったということですので、そういう経過で。個人を中に入
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れて進めてまいりましたが、今度正式に副村長がまず最初にペルー大使館に行って、

お話をして、了解をいただいて、今度私が行って、ペルー大使館のほうにお話をして、

ペルー大使館としてはオフィシャルというか、公式な依頼というふうになりまして、

よろしいのですねということで、ペルー大使館からペルー外務省に今話が行っている

はずです。 

   外務省からクスコというマチュピチュがある県にペルーの外務省の出先機関がある

と。そこに文書が最終的には行きますと。そこで全ての段取りをマチュピチュ村と連

絡をとって、全ての段取りをして返事を寄こしますということですので、今それを待

っているというところでございます。ただいつまでも待っていると、来たときにぎり

ぎり出発できないのでも困るので、とりあえず予算を準備し、そして１０月２０日と

いうことで準備をして返事を待つということでございます。ですから確定したわけで

はないということなので、まだ募集には入れないということでございます。 

   手紙では、マチュピチュ村の村長からの手紙だと、今回ぜひ大玉のほうで来て姉妹

都市締結をしたいということですので、マチュピチュ遺跡の真ん中で姉妹都市締結式

を行いたいので、ぜひそのつもりで来ていただきたいということですので、ペルー大

使館のほうにはその旨、姉妹都市を結ぶ目的で訪問するということで進めているとこ

ろでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「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５１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１２、議案第５２号「平成２７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。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 先ほど来もこれにかかわる条例の改正等々について議論もござい



 

- 148 - 

 

ました。端的に伺いますが、この１７日の議案調査日にも部長、課長、村長ともいろ

いろ申し上げましたが、要するに、７５０万円程度のお金があれば今度３，０００万

円を積み立てするというお金から取り崩すと、２，２５０万円に減るのですけれども、

前に今まで残っているお金と足すと、８，０００万ぐらいになるのかな、

９，０００万円、トータルで。だとすれば、そういう組み替えがしていただけないか

というのが無理なお願いかどうか。私はそうでないというふうに思って言っているの

ですけれども、そのことによって今年のいろいろな、前段で話あったそうした担税能

力といいますか、そういうものが大変なときにそれがカバーできるのではないかとい

うようなことがあるので、るるそうできないのだの話は承りましたけれども、無理な

話を言っているのかどうか、そこら辺の考え方についてまず最初、お尋ねします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えを申し上げます。 

   言われている趣旨、本当に十分に理解しておりますし、そういうふうにできれば被

保険者の負担も軽減されるということを十分理解の上で、按分率を据え置いた場合、

それから、上げた場合等々のケースについて検討をいたしましたが、やはり平成

２６年度の医療費がかなりのペースで高くなって、村のほうから６，０００万円ぐら

い繰り入れしないと多分赤字になるだろうという予測で年度末まで来たときに、年度

末の段階で医療費が落ちついて、予想以上に繰越金が出たということでございますの

で、それをそっくりまた医療費の、税金の軽減に向けますと、平成２７年に同じよう

な形で上げ続けた場合に、本当に基金を取り崩すか、今税金を軽減するために

４，０００万円、村から一般財源で繰り入れているものを、またさらにふやすような

ことにもなりかねないということで、基金を、担当としては安定的に運用するために、

医療費の２カ月分について持っていたいと。町村によってはもっともっと持っている

ところもありますが、担当としては２カ月分の基金を持って安定的に、例えば不測の

事態が出たときに税金を急に上げないような緩和ができるということでありましたの

で、本当は村が出している４，０００万円、これは一般財源でございますので、これ

を、３，０００万円とは言わないですが、２，０００万円ぐらい返してくれないかと

いう部分もあるのはあるのですが、やはりそれをそっくり充当するかわり、

３，０００万円については後々のために基金として積ませていただくと。これ以上、

積み増しする必要はないだろうと考えていますし、基金自体は村の金ではなくて被保

険者の皆さんのお金ですので、最終的にはその皆さんの税負担の平準化に利用すると

いうことですので、ご理解をいただ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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 安定的に国保の運営に携わると、これは当然我々もそのように思

いますが、ただ今のお話のように、安定的にということになれば、来年極端に上がる

ような状況にもないのではないかというような、さっきのお話もありましたから、仮

に今回のがそういうものでやったとすれば、来年は上がらないということですね。例
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えば、近隣のお話もありました。二本松市では去年上げたんですね。今年は据え置き。

こちらのほうではぐっと上がったんですね、実際は。それはそれぞれの市町村の事情

によってやったのだけれども、今度頑張って、今先ほど来村長さんがお話ししたよう

に、そういうふうに積み増しする必要はそうないであろうというようなお話でありま

したので、来年は上がらないというふうに。 

   それからもう一つ、先ほど一般財源から出したやつだから、返してもらいたいとい

うのはやまやまだというお話、それもごもっともですけれども、これは、そういう一

回特別会計に出したものを、はい、ということにできないことはご承知で、それは、

心情的なお話だというふうに思いますけれども、そこら辺もあわせて。来年はまず大

丈夫だということかどうかを確認します。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   まず、一般会計から出したものについては、会計上は繰り戻しをすることは可能で

す。これは、老人医療費なんかの場合は、６月でいつもお返しをいただいていたとい

うことがございますので、これを戻すことは問題はないと。 

   それから来年について、また同じように３％、４％と上げるということについては

想定はしていないので、本当に限りなく上げたくないというのは、これは我々予算編

成する、事業運営するほうの考えということなのですが、ただ、被保険者の少ない事

業主体ほど病気の内容、重度の方が数名出た場合に影響を受けやすいということで、

これはスケールメリットからいうと、小さいのはかなりきついと、国保の場合には、

ということでありますので、伸びないことを願うことと、伸びないような施策を人間

ドックの問題とか、今担当のほうにも指示をしておりますが、人間ドックを６５で今

終わっていますので、これをもう少し６８とか、６９とかでもう一回できることがで

きないかとか、がん検診が２割しか受けていないということですので、これをもう少

し上げることはできないかとか、定期的にある年齢に達したら安い金額でＰＥＴを南

東北で受けることができないかとか、いろいろ医療費を抑える、これは、ほとんどが

社会保険以外の国保の方が対象になりますので、そういう形で重度になる前に予防す

る方法はないかどうか、職員に検討をさせて、できるものであれば、財源的な問題も

含めて来年度からできるものから実施していきたいというふうにも考えておりますの

で、そういう面でただ、医療費が上がらないことを願うだけではなくて、それを防ぐ

手だても一緒に考え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。 

（「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５２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１３、議案第５３号「平成２７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１４、議案第５４号「大玉村教育委員会委員の任命につい

て」を議題といたします。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １０番でございますが、教育委員の任命に関する人事案件ですが、

審議に入る前に、村長から答弁をいただきたいことございます。 

   これまで押山村長のもとで開かれた議会においては、提案されてきた人事案件につ

いては全て全会一致で同意がされてきているところでありますが、今時、この教育委

員の任命に関する人事案件ですが、６月議会初日の１６日に任命同意に関する議案が

提出されました。それで、この議案提出前の６月１３日に、村長がこの今回同意を求

める人事案件の当事者である方のご子息の結婚式に出席されまして、この高島さんに

教育委員に任命する旨のお話を、村民多数を含む多くのご来賓の前で主賓として挨拶

の中で触れられたと、このように私は聞き及んでおるのですが、非常に人事案件とい

うのはデリケートな問題で、私どもも提案されましたけれども、まだきょうに至るも

誰にも私はそういうことがあったという話はしていません。そのように、やはり非常

に、全部の任命権は村長さんにあるのですけれども、この議案のように同意を求める

わけですから、そういうお話があったことは事実なのかどうか。さらに事実ならば議

会の関係でその発言というのは適切な発言だったのかどうか。その点についてお話を
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ご答弁をいただきたいというふうに思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えを申し上げます。 

   その１３日の日に結婚式で挨拶をさせていただいて、高島貞さんが教育委員だった

と、おじいちゃんですね。そういうことで、今度、家族の紹介を大玉村のＰＲと家族

の紹介をするという中で、その話をさせていただきました。それは内容的には議運が

終わって、全議員に議案が配付された後だということもありましたので、お話として

は、今回の６月議会に上程をさせていただくのだと。そして議会の承認が得られれば

７月から教育委員として活躍をいただくようになるのだということで、なる予定であ

るというよりは、承認があればというふうに言わせていただきましたので、大玉村以

外の方もおられましたので、そういうふうに村の中で社会教育、教育行政に貢献をい

ただいている家族であるということを紹介をさせていただいたところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういうお話でありますが、要は、一つのリップサービスの発言

かなと私は思いますが、議会との関係でいえば、やはりそれは議会に対する、私は軽

視に当たらないかというふうに思うわけで、そこら辺の関係についての慎重な対応と

いうのが必要であろうというふうに思うので、改めて村長の見解を承ります。 

○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。 

   挨拶の事前にそのことについて少し考えました。議運の前等であれば、これはまさ

かお話をすることができないということではございましたが、議運が終わっていたの

で、議会が承認されればということでお話をさせていただきました。皆さん、そうい

うこともあろうかなという気持ちは事前にはございましたが、議員の皆様が例えば、

そのことについてはやはり軽率だぞということであれば、少し危惧しているところは

ありつつお話をしました。そういう指摘があろうかなということはありましたが、さ

っき言ったみたいに、リップサービスというよりは、そういうふうに活躍をしていた

だいている家庭なのだということを、参加者に紹介をしたいという気持ちのほうが強

かったので、そういう紹介をさせていただきました。以後、気をつけたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。 

○７番（佐藤誠一） ６月３０日をもって辞職される方の辞職の理由について説明願いた

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申し上げます。 

   一身上の都合ということで辞職願が出されましたので、それについて教育委員会及

び村長がそれについて了解をすれば辞職が認められるということの手続をとったとい

うところでございます。 
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   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。９番。 

○９番（佐原吉太郎） 今の人事案件の件なのですが、要するにこれ、昭和３１年法律第

１６２号第４条第２項の規定によりと。そして議会の同意を求めるということであり

ますから、本来であれば、さっき陳謝したからこれ以上言う必要はないのだが、しか

しやはり、我々に出す前にそういった式場の中で、たとえどういうことであろうと、

やはり幾ら人事権が村長にあるといえども、やはり法律があるわけですから、我々に

同意を求めるわけですから、その同意をやはり尊重して、やはり今回は余り控えたほ

うがいいんではないかなと。それは村長のためであります、今後ね。そういう意思を

持って、やはり常に言うはやすしなんですが、簡単に出してしまうとなかなかもとに

戻らないですよね。ということでありますから、今後とも気をつけてひとつやってい

ただきたいなと、このように思う一人であります。そういうことです。それに答弁し

ろとは言いません。 

○議長（佐藤 悟） マイクを消してください。 

   そのほかにはございませんか。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） 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１５、請願第１号を議題といたします。 

   これより、付託した常任委員会の委員長から審査結果の報告を求めます。２番。 

○総務文教常任委員長（押山義則） 総務文教常任委員会報告書。 

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

   去る６月１６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

１号、「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による就学支援事業の継続を求める請

願書を審議するため、６月１６日午後１時３０分より大玉村役場第２委員会室におい

て、佐藤悟委員が欠席、ほか委員全員が出席し、さらに参考意見の聴取のため、住民

福祉部長、教育部長に出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   請願第１号、「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による就学支援事業の継続を

求める請願書について慎重審議の上、採決を行った結果、この請願を採択すべきもの

と決定いたしました。 

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

告いたします。 

    平成２７年６月１９日 
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                   総務文教常任委員会委員長 押 山 義 則 

   大玉村議会議長 佐 藤   悟 殿 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） ただいま総務文教常任委員会委員長からの報告が終わりました。 

   総務文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   請願第１号「「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による就学支援事業の継続を

求める請願書」を採決いたします。 

   本請願に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本請願は委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１６、委員会閉会中の継続調査報告を行います。 

   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） 去る３月定例会において、閉会中の継続審査の申し

出を行った直売所運営に関する研究のための結果についてご報告いたします。 

   この件について、平成２７年３月３１日、改善センター研修室において午後１時

３０分より意見交換会を開催いたしました。出席者は産業厚生常任委員会委員全員、

直売所関係者３０名で、遠藤副議長より挨拶を兼ねて、今回の趣旨を説明。その後、

直売会会長より挨拶をいただき、菊地委員の座長により自己紹介をいただいてから、

直売所の新築と６次化への取り組みについて意見交換を行いました。 

   意見交換の中では、積極的な意見や消極的な意見など、さまざまな意見、要望が出

されました。これを踏まえ、６月１６日の本会議終了後、全委員出席により産業厚生

常任委員会を開催し、慎重に意見の取りまとめを行いました。本委員会においては、

消費者のニーズに応えるため、市場調査等を実施し、費用対効果についても十分検討

した上で、法人化も視野に入れた取り組みとしていく必要があり、そのためには行政

の役割が大変重要であり、直売会の運営を行っていく責任者の育成、確保も必要であ

ると考え、今後とも行政と直売所との間において連絡体制を強化し、行政と直売会が

連携を持って取り組んでいく必要があると考えます。 

   以上のとおり、報告いたします。 

    平成２７年６月１９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。 
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○議長（佐藤 悟） 委員会閉会中の継続調査報告が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１７、東日本大震災・原発事故対策特別委員会報告を行いま

す。 

   東日本大震災・原発事故対策特別委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○東日本大震災・原発事故対策特別委員長（佐々木市夫） 東日本大震災・原発事故対策

特別委員会報告書。 

   議長の命によりまして、閉会中の継続調査となっております東日本大震災・原発事

故対策特別委員会の調査について最終報告をいたします。 

   当特別委員会は、平成２３年９月定例会において設置されました。以来、平成

２３年１０月１２日の第１回委員会から本年５月までに１５回の委員会を開催し、情

報の収集や災害対策の要求、国・県への意見書や、東京電力への要望など、鋭意活動

をしてまいりました。一昨年の平成２５年６月定例会において中間報告を実施したと

ころであります。引き続き現在まで積極的に問題点の把握や状況などについて委員会

活動を実施してまいりましたが、その活動経過と課題、そして問題点を整理し、報告

をいたします。 

   大玉村は災害復旧については一定程度の対処策が進捗し、一応の収束に向かってお

りますが、残念ながら原発事故はいまだに収束にほど遠く、損害賠償問題をはじめ、

農作物や観光における風評被害等、まだまだ課題は山積しております。放射線の除染

問題をはじめとし、東電や政府の情報公開に対する不信感、汚染対策や廃炉問題等、

懸念材料にはいとまがありません。 

   本年１月には東京電力福島原子力発電所原発事故現場及び富岡町の被害状況などの

調査を目的に、現地調査を実施しました。 

   廃炉、汚染水対策など、原発事故からの復旧・復興の難しさ、さらに避難を余儀な

くされた被災地、避難者の思いやその苦悩などを目の当たりにし、改めて事故の悲惨

さを痛感してまいりました。 

   先月には、飯舘村の菅野典雄村長をお迎えし、今まで築き上げた村の伝統や暮らし

が突然の災害、原発事故で一変した状況、そのための苦悩、そして復興に向けての願

いや闘いや決意をお聞きしました。 

   大玉村は被害の程度こそ異なりますが、何よりも困難に負けないその心持ち、希望

を捨てない頑強な意志、そして改めて再認識したきずなの大切さなどなど、今後の復

興に向けて大変有意義な講演会でありました。 

   また、村当局に対しては、震災、原発事故以降の公共施設や一般住宅除染、仮置き

場の確保状況、さらには中間貯蔵施設への搬出の課題と問題点、仮設住宅建設と最近

における災害公営住宅建設の進捗状況など、また、当局としての損害賠償の請求と回

収の実態、村民を健康被害から守る各種の対策、そして学校や幼稚園、保育施設の被

害対策実施内容や課題についても調査依頼を実施して、現況と問題点の把握に努めた

ところであります。 
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   村に対しては、引き続き復興の課題と向き合うとともに、他に先駆けて宣言した再

生可能エネルギー利用推進の村実現のため、積極的に取り組むこと、また、各方面と

協力して安心して住み続けられる村を目指しての活動を継続することを念願するもの

であります。 

   復興は道半ばでありますが、本特別委員会の設置目的もひとまず達成されたことか

ら、平成２７年５月２１日の特別委員会において、本特別委員会については終了する

ことといたしました。特別委員会を終了するに当たり、委員の皆様には多大なるご協

力を賜りましたことに対しまして、改めてこの場をおかりして厚く御礼を申し上げる

次第であります。ありがとうございました。 

   以上、東日本大震災・原発事故対策特別委員会の最終報告といたします。 

    平成２７年６月１９日 

           東日本大震災・原発事故対策特別委員会委員長 佐々木 市 夫 

   大玉村議会議長 佐 藤   悟 殿 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） ただいま東日本大震災・原発事故対策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、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は省略することにいたします。 

   お諮りいたします。 

   東日本大震災・原発事故対策特別委員会委員長報告を承認し、今回をもって調査終

了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、今回をもって調査終了することに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１８、閉会中の継続調査申出を議題といたします。 

   議会運営委員会委員長から、会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたし

ました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

   議会運営委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 
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○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５号「「被災児童生徒就学

支援等事業交付金」による就学支援事業の継続を求める意見書について」が提出され

ました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第５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５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５号「「被災児童生徒就学支援等事業交

付金」による就学支援事業の継続を求める意見書について」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。２番。 

○２番（押山義則） 議員発議第５号、「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による就

学支援事業の継続を求める意見書について。 

   地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書案を会議規則

第１４条第１項の規定により提出します。 

    平成２７年６月１９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 

   提出先 復興大臣、文部科学大臣、総務大臣、財務大臣 

   「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による就学支援事業の継続を求める意見書

（案） 

   東日本大震災から４年が経過しました。平成２３年度に創設された「被災児童生徒

就学支援等臨時特例交付金」は、平成２７年度から「被災児童生徒就学支援等事業交

付金」となり、被災した子どもたちには学校で学ぶための諸経費及び通学費（スクー

ルバスの諸経費を含む）等の補助が行われ、極めて有効な支援事業として機能してい

ます。 

   現在も多くの子どもたちが福島県内外で避難生活を送り、避難先のそれぞれの学校

で学んでいます。未だにふるさとに帰還することもできず、経済的な支援を今後も必

要とする子どもが多くいます。特に、仮設住宅及び借り上げ住宅に暮らす子どもたち

は、大変厳しい環境の中で生活し学んでいます。スクールバスで通学していたり、保

護者の送迎により通学したりしている子どもも多くいます。 

   また福島県だけでなく、宮城県、岩手県などの広範囲の被災地でも、被災した多く
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の子どもの就学支援が行われています。「被災児童生徒就学支援等事業交付金」によ

る就学支援は非常に重要であり、平成２８年度以降も特例交付金制度が継続され、必

要な財政措置を行い、被災した子どもたちに継続した就学支援事業を実施できるよう

にする必要があります。 

   このような理由から、下記の事項の実現について、意見書を提出します。 

                    記 

   １、東日本大震災によって経済的に困窮している家庭の子どもたちの就学・修学を

保障するため、引き続き、平成２８年度以降も全額国費で支援する「被災児童生徒就

学支援等事業交付金」を継続すること。 

   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６月１９日 

                        福島県大玉村議会議長 佐藤 悟 

○議長（佐藤 悟） 議員発議第５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） 局長。 

○議会事務局長（作田純一） 今ほどの意見書の括弧案、以上、地方自治法第９９条の規

定により、既ではなく規で訂正させていただきます。 

   失礼いたしました。 

○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４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４時４０分） 


