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平成２７年第６回大玉村議会臨時会会議録 

 

第１日  平成２７年７月２１日（火曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 鈴 木 幸 一 

産業建設部長 舘 下 憲 一 総 務 課 長 押 山 正 弘 

産 業 課 長 菊 地   健   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    会議録署名議員の指名 

    会期の決定 

    諸般の報告 

    議案の上程 

    提案理由の説明 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第５６号 平成２７年度大玉村一般会計補正予算について 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 作田純一、書記 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。平成２７年第６回７月臨時会が招集されまし

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

す。定足数に達しておりますので、平成２７年第６回大玉村議会臨時会を開会いたし

ます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） これより本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により２番押山義則君、

３番武田悦子君を指名いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   議会運営委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○議会運営委員長（佐々木市夫） おはようございます。 

   本臨時会の会期日程等について、去る７月１６日、午前１０時より第２委員会室に

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

て、以下ご報告を申し上げます。 

   委員会は、議長出席のもと全委員出席、さらに当局から総務部長及び総務課長の出

席を求め、提出議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程等について次のように決

定をいたしました。 

   本臨時会に提出されます事件は、村長提出の議案１件で、その内容は補正予算１件

であります。 

   よって、会期につきましては、本日１日間と決定いたしました。 

   なお、審議日程につきましては、本日７月２１日 本会議、議案の上程、提案理由

の説明、議案審議という日程で行います。 

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

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

いします。 

○議長（佐藤 悟） お諮りいたします。 

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

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、会期日程については、議会運営委員会委員長報告のとおり決しました。 



 

- 3 - 

 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第３、諸般の報告を行います。 

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

付をもって報告にかえさせていただきます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第５６号を上程いたします。 

   事務局職員に議案を朗読させます。事務局。 

○書記（安田春好） 別紙議案書により朗読。 

○議長（佐藤 悟） 事務局職員の朗読が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第５、村長より提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（押山利一） おはようございます。ご苦労さまでございます。 

   本日、第６回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様には何かとご

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

   本臨時会における提出議案は、補正予算案１件であります。 

   それでは、議案第５６号、平成２７年度大玉村一般会計補正予算について申し上げ

ます。 

   補正予算書１ページをお開きください。 

   今回の補正は、大玉村産業振興センターの直売所スペース等の拡充を目的とした新

築工事に係る設計業務委託料について予算の編成をしたものでありまして、既定の予

算の総額に歳入歳出それぞれ１，８００万円を追加し、予算の総額を６０億

９，５８６万１，０００円とするものであります。 

   それでは、歳出よりご説明申し上げます。 

   ８ページをお開きください。 

   款６農業水産業費の農業振興費事項⑥は、直売所新築工事設計業務委託料

１，８００万円の補正計上であり、村の玄関口に位置する産業振興センター直売所の

規模拡大を図り、東日本大震災等からの復興の一助とするものであります。 

   なお、今月１５日に発足したあだたらの里直売所建設協議会の第２回会議以降は、

設計業務を受託した業者に対し技術者等の派遣を依頼し、専門的なアドバイスを受け

ながら協議会委員の意見等を設計に反映させる計画であります。 

   続きまして、歳入について申し上げます。 

   ６ページをお開きください。 

   款１８繰入金は、直売所新築工事設計業務委託料に充当する大玉村復興基金取り崩

しで１，８００万円の計上であります。 

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

うお願い申し上げます。 

○議長（佐藤 悟） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第５６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） 今、村長の説明ですと、設計については理解しておりますけれども、

今後の運営についてお尋ねしたいと思います。 

   まず、運営のほうをどのようにするか。また、売り上げは昨年度は１億円を超えた

ということでございますけれども、規模は倍くらいになるということで、売り上げの

目標どのくらいに持っていくのかお尋ねいたします。 

○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。 

   運営につきましては、現在は直営で役場が運営をしているということになりますが、

役場が直営でやっている場合には、例えば出荷者以外のもの、農産物も含め、例えば

大玉でつくっていないもので直売所等で売るのに必要なもの、それから加工品とか、

それ以外の工芸品とか、どういうふうにするかはこれからですが、肉、魚等、やはり

拡大した場合には、それなりの収入を得るためには、仕入れをして売るということが

必要になっていきます。直営の場合には、それが難しいと。 

   ですから、ずっと視察したところで直営の直売所は１カ所もございません。農協な

り法人が経営をしていると。安達の場合には振興公社とか、今度、国見で道の駅、直

売所ができますが、これも振興公社が行うということで、行政直営の直売所というの

はございません。実際、制限がございますし、売り場を貸すだけの直売所の場合には、

やはり売り上げに限界がございますので、その辺については、あと実際これがオープ

ンするまでには来年の秋口ぐらいまでかかるのかなというふうに感じておりますので、

その中で受け皿をきちっと検討してまいりたいと、直営以外の方法を検討してまいり

たいというふうに考えております。 

   それから、売り上げ目標ですが、その経営主体によって、ある程度必要性とか目標

というのは変わってまいると思います。やはり自立して、そこで販売をして、法人等

が、経営主体が自立していくためには、今の１億円ではとても会社として法人として

は成り立ちませんので、最低でも倍の２億とか、そういうものに２億、３億というの

は目標だと思います。 

   ただ、顧客を、箱物が大きくなったから急にお客が倍になるとそれほど甘いもので

はないというふうに考えておりますので、それなりのイベント等と組み合わせる努力

を重ねながら売り上げを伸ばしていくということになろうと思います。目標ですから

高く掲げていこうということになりますが、まずは足元を固めるというところから、

それは出荷体制とかそういうものも固めていくということをこの建設期間中に皆さん

で検討してまいりたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかに。７番。 

○７番（佐藤誠一） 大体のことについては理解しておりますけれども、村長が言わんと
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する運営の方法について、ＪＡ、さらに法人、振興公社とあるそうですけれども、前

段に、前回のいろいろなことで、村民株式会社なる議論もしたわけでございます。村

長の中に、その村民株式会社の運営についてどのような体制をとっていくのか伺って

おきます。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   二本松とか振興公社をつくっているところは、行政と、それから地区の団体、農協

とか商工会とか、そういう各種経済団体が出資をして公社をつくって経営をしている

というところが多いです。これは俗に言う第三セクターということになります。社長

が市長だったり町長だったりという場合が多いということになります。ただ、これは

今言っているように、こういう収益事業については第三セクターではなくて公設民営

が望ましいというのは世の中の、国の方針もそうですし、世の流れがそういうふうに

もなってきているということもございますので、株式会社が望ましいのかなというふ

うに考えていますが、村民から出資を募るだけで会社が成立するかというと、なかな

かこれも信用の問題で難しいと。 

   ですから、役場が第三セクターにならない程度の出資をして、そして民間に経営を

やっていただくと。それが信用力の関係からいってもいいのかなというふうにも考え

ております。まず、今度はその立ち上げについては改めてまた協議をしたいというふ

うに考えております。これでなければだめだというふうに考えているわけではなくて、

村民株式会社ができて、少ない金額でも１株村民が出資をすれば、自分たちの会社が

経営する直売所であり、いろんな施設であるということで利用が促進されるだろうと。 

   第一に必要なことは、村から金を出さないということなんです。会社はいっぱいあ

りますので、会社に依頼するなら簡単にできます。農協でも何でもできます。ですが、

それは全て金が外に出ていってしまうということですので、私はやっぱり循環として

村から金を出さないと、村に金をおろしていただくと、そして外から金を呼び込むと

いうのがやはり財政的な自立の根本だというふうに考えておりますので、これからの

事業展開は、その観点のもとであらゆる事業を進め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） ２番。 

○２番（押山義則） 私のほうから、まずこの設計業務委託料の１，８００万、これの根

拠、なぜ１，８００万ということ、要するに全体工事費の事業規模の説明も必要であ

りますが、それからその建設工事にかかわる現在の進行状況と今後の日程について、

それを伺いたいと思います。 

   それから、運営の方法の改善は大変期待したいものでありますが、これ、ある程度

具体的に今までの協議会とか何かで話し合った中で方向性は示せるのか、それもあわ

せて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 



 

- 6 - 

 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えを申し上げます。 

   まず、根拠ということでございますが、これについては基本的に、本当の基本設計

をやっていただいて、たたき台としての基本設計をやっていただいて、約２億程度か

かるということの数字が出ておりますので、そこで時間がかかっているのは、２億と

いう金額をどういうふうに埋めていくかということで、その検討なり、補助金がない

かどうか等々も含めて十分検討しているのにも時間も大分かかったということでござ

いますが、それのことについては、この金額の２億の関係は、そういうことで後で副

村長のほうから、この２億程度の、１，８００万の根拠についてはお話をさせていた

だきます。 

   それから、進行状況と今後の日程については、担当部課長のほうから説明をさせま

す。 

   それから、運営の具体化、方向性については、方向性ははっきりしています、直営

はだめだという、直営ではやはり限界があると、仕入れができないと。今まで見てき

た直売所の半分、例えば３億売り上げしているところの半分、１億５，０００から

２億ぐらいは会社が仕入れてそこで売っていると、やはり出口ですので、直営でなく

て事業主体が法人なり公社だとすると、その金は当然、直売所から生み出す、もしく

は指定管理で村の施設等を総合的にやっていくというふうに考えておりますので、直

売所だけの運営権の移譲では会社は難しいだろうと考えていますので、その場合にあ

わせて、各施設の指定管理もあわせて検討していきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんに、１，８００万の算出根拠ということであります

が、先ほど村長申しましたとおり、概算事業として２億ということであります。それ

に対しての通常の設計管理が大体１割になるだろうと、そのうちの今回は設計のみと

いうことで７％から８％の間、プラス消費税ということで今回の数字を算出したもの

であります。 

○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をさせていただきます。 

   現在の進行状況という内容でございますが、７月１５日にあだたらの里直売所建設

協議会を開催させていただきました。そこで、たたき台としてポンチ絵を提示させて

いただきまして、おおむね大体１０月をめどに方向づけをしていきたいというふうに

考えてございます。 

   その後、都市計画区域の中でありますので、開発の許可申請も必要になっていきま

す。おおむね２７年度内に開発許可を取得しまして、２８年度建設に向けて取り組ん

でいきたいというふうに考えてございます。 

   今後の日程を含めてご説明を申し上げました。以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

   挙手をしてください。 
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○２番（押山義則） いろいろ伺いました。これまでの概要説明の中で、今後の建設工事、

２階建てとするということで、２階の内容についてはある程度の納得はしているので

すが、ただ、この２億円の事業費の中で、２階の設備がどういう形で整備されるのか、

目的もありますが、２億円の金額の中で２階がどういう整備できるのか、どれぐらい

のものを考え、どの内容を考えた２億円なのか、２階部分の、それもどういうのを考

えているのか、あわせて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   １階部分は当然、直売所になりますので、２階部分については、日本で最も美しい

村連合の一番安達太良が景観が美しく見える場所ですので、１階部分からは、やはり

いろんな建物があって高速道路等もありますので見ることができないということで、

新たに村内にそういう施設をというのもなかなか難しいので、２階にそういう施設を、

まず一つの目的としては景観を見ていただくと。 

   そして、ただ見るだけではあれですから、そこについてはテナントを入れるのか、

それとも自前で自販機等を置いてインフォメーションコーナーにするのか、それにつ

いては今度の建設委員会の中で検討していきたいというふうに考えています。ただ、

その２億の中でできるかというのも含めて検討させていただきます。本当に直売所機

能だけではなくて、道の駅のというのはスペース的にちょっと無理ですので、そうい

う多目的なスペースがあってもいいのかなということで検討しておりますが、そこか

ら金を生み出すということになると、テナントとか、それから喫茶店みたいな形にす

るのか等々も含めてこれから検討してまいりたい。 

   いずれにしても、２億にその上の部分が新たにかかるんだと、構造上、非常に難し

いということになれば、これについてはまた再検討。ですから、建設委員会の中で予

算と調整をしながら進めていきたいというふうに考えています。あってしかるべきで、

非常に欲しい施設ではありますが、財源的な問題もありますので、総合的に検討して

いきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ２点ほど伺いますが、今、提案理由の中で、説明の中でもありま

したように、この復興基金を繰り入れてやると。それには、これ大至急やらないと次

の工程で間に合わないというような今のお話ありましたが、一般的な村の銭でやると

丸々、今言うようにたたき台のたたき台で２億だということになればその差額も大き

いわけですけれども、その国からの一定程度の歳入の見通しというものは、かなりの

確率で高いのかどうかそこら辺の見通し、いやそれ考えてみたら、よくあれしたら、

それはだめだったわいと言われたのでは、そこら辺の関係が１つ。 

   それから、その建物の、これもやはり概算の概算といいますか、大まかでの見取り

図といいますか、そういうものが示されているわけですけれども、現場の声を反映す

る、あるいは建設委員の声も反映させるというようなことに提案ありますが、現場の

声ということになりますと、直売所の会長さんも入っているので、そこの会長がちゃ
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んとその会員の皆さんに語っているかどうかということで、それが反映されていると

いうふうに整理をして進めるということで、そういう認識かどうかお尋ねしていきま

す。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 復興基金関係の補助金関係については、副村長のほうから答弁をさ

せます。 

   現場の声が通るかということでございますが、直売所から５人も６人も入ってきて

いただいてというわけにもまいりませんので、やはり組織がありますので会長に来て

いただくと。それから、商工会とか、果樹組合のほうとか、畜産団体等々も含めて、

直売所ができれば当然商工会も大きくかかわっていただく、肉の畜産関係も大きくか

かわっていただくということで、どっちかというと、今、直売会は野菜関係、米関係

ですので、直売所が、直売会が全部というよりは、あるパートになります、今度の場

合は、大きくなれば。 

   ですから、その部分については、トレーサビリティーの件とか何かも含めて、産業

のほうで、役場のほうで主導で、出荷者についてのその出荷の仕方とか、それからあ

と要望も含めて、ある程度聞き取るようになるだろうというふうには感じていますが、

当然、会長として出てきますので、当然の責務として自分の所属する、代表する団体

の声は聞いてしかるべきだというふうに考えていますので、そのように求めてもまい

りたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。 

   財源の見通しということでありますが、復興基金でこの建設費の半分近くは賄いた

いというふうに考えております。残りの半分でございますが、補助あるいは起債とい

う道があるかと思います。その補助につきましては、この辺の各ＪＡでも申請をして

いるというようなこともお聞きしておりますし、なかなか補助の採択になるのにはそ

れなりの条件を満たさなければならないとそういう制約もございます。その制約をう

ちの今回つくろうとしている直売所が補助要件を満たすかどうか、その辺も十分建設

協議会の中で出し合っていただいて、それに合うとすれば、当然それは補助の要件を

満たすということで申請をいたしますが、なかなか補助採択の可能の件数も農水省の

ほうで少ないというふうに聞いておりますが、その道に向けて、これからの建設協議

会を踏まえて対応してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐々木市夫） 直売所の拡充云々という形、株式会社云々、２年前から検討委員

会を立ち上げて、いろいろ検討した経過で、やっと具体的に進むんだなという感がし

ております。いずれにしましても、今ずっと話聞きますと、やはり一番のキーポイン

トはやっぱり財源、俗に言う資金繰りかなと思っておりますので、その辺のしっかり

とした道筋をまずお願いしたいということが１つです。 
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   あと、検討委員会の中で特に提案されている中で、やはり直売所だけではなかなか

大変だろうなと。今、村長の答弁で、道の駅らしきもの、多目的な２階云々も出まし

たけれども、いずれにしても周辺、どのような形で考えていくのかなということも大

きな直売所、産業振興センターを生かす大きなキーワードかなと思っております。 

   ところで、うわさでは民と民が西側のほうに云々、これは知り得る情報が、もし皆

さんにお知らせできれば、できなければ結構です、特に私が言いたいのは、東側、村

道の東側芝生化の部分ですけれども、商工会ではあずまやを寄附したくて、あそこに

建設ということで、実際的には農振除外だったかな、していないので、結果的には建

築確認おりなくて、ああいうふうな形のあずまやでなくて、藤棚らしきものという形

になっちゃったということです。今後、あの部分は、ああいうふうな形で施設は絶対

つくらないという考えでいくのか、さらにそういうことも踏まえて少し前向きな検討

をして考えていくのか、あわせてその周辺の検討も含めて、現在何かあればお知らせ

いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ６番議員さんにお答えいたします。 

   まず、資金繰りの話ですが、先ほども申しましたように、まず半分程度は復興基金

を充当したい。残り半分について、先ほど申しましたように、起債あるいは補助の道

についてできる限りの対応をしていきたいというふうに考えております。 

   それから、周辺の整備でございますが、あそこには、向かい側にはプラント５があ

るし、大玉村の直売所、その西側というような形もいろいろお話も散見されますが、

あの辺一帯がそういう形で直売所、プラント、もう一つのそういう会社等ができれば、

相乗効果相まって、大玉村の玄関口にふさわしいような整備が図れるものというふう

に考えております。 

   それから、広場につきましては、あそこの６，０００平米弱については都市計画法

に基づく開発をしなければならないというような形で、今の芝生の部分については、

これから予定建築物をつくるということについては都計の開発をもう一回改めて出さ

なければならない。出せば、当然そういう形での建築物は可能というふうに考えてお

ります。あの中に入っている村道で分断された今回の今の直売所と、その西側のもの

について、また別なエリアの開発という形になります。その辺も踏まえて、広場は広

場として、それから直売所、産業振興センター、もう一つできるかどうか、まだ今断

言はできませんが、そういう会社、プラント、あの辺相まって周辺相乗効果となって、

大玉村がほかの地域から迎える本当に玄関口としてあの辺が整備できるような形で対

応してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。９番。 

○９番（佐原吉太郎） 私は１点ほどお聞きしたいと思っています。 

   実はこれ、専門的なアドバイスを受けながら、協議委員会の意見等を設計に反映さ

せる計画であるということでありますが、４号線は、台数はわからないのですが、ま
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ず１日当たりどのくらい交通量があるのか私もわからないので、まず１つお聞きした

いと思います。 

   と同時に、例えば、今まで行政がつくったものというものは、大概赤字でも仕方な

いわという大体発想があるのですよね。それはやはりこれだけの場所的には最高の場

所なわけですよね、安達太良を背景にしながら。そういうことで、これを将来的に美

しい村との整合性、それらも含めた中で、この建物の専門的なそういった設計とか何

か、ただ単なる要するに建物では、やっぱり４号線の印象ではちょっとまずいのでは

ないかと。徹底した今までの発想の転換をして、やはり人を引きつける、もちろん品

物も大事でありますが、そういう建物から安達太良等含めた中でそういった印象の強

い建物をつくらないと、これはなかなか呼び込むことはできないんですよね。 

   そういうことを慎重に考えながら、要するに専門的なそういった商法というのは何

かという、基本的にそういうものも含めまして、建物も含め全体的にやはりそれらを

総合的に人を引きつけるだけの魅力、それらを含めて考えているのかどうか、その設

計の中で。それらを含めて１つずつご意見を、回答をお願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ９番議員さんにお答えを申し上げます。 

   再三申し上げました、なぜ大きくしなきゃいけないのかということでございます。

民間のベレッシュとか、それから今度たまたまですが、後でなりましたが、農協が今

度、宮脇書店のところで拡大をすると、こらんしょ市を何倍にもするというような情

勢は今どんどん、そして安達の道の駅も下り線ができたという中で、今の規模で直売

所をやっていった場合には人件費も出ません、はっきり言って。先ほど言ったように、

赤字持ち出しになります。ですから、これはやはり先ほど言ったように、村の金を出

さない、そして逆にふやすということを考えていく場合には、やはり直売所は大きく

しないとだめだということでございます。大きくして、今の直売所を今度、農家食堂

とか一部加工所とかというふうに、これもこれから検討させていただきますが、そう

いうことで、当然に黒字化をするためにどうすればいいのかと、それはやはり直営で

やっているのが無理があるということで、法人で仕入れをして売るということ、売り

上げの半分程度は法人が仕入れて売るというものがないと、これは黒字化はとても無

理ですので、そういうことは進めていかなきゃいけないというふうに考えております。 

   それからあと、農家の方、米作がこういう状況になることは目に見えておりました

ので、米作農家、米だけではなくてやはり農家の出口、これから法人化を間もなくさ

れる団体もありますので、法人化は年間を通して野菜をつくったり米以外のものに取

り組まないと法人化は成り立ちませんので、そういうものの出口を系統だけではなく

て直売所もその中に加えていただくと、直売所で生活ができる出荷者が何軒かできる

ように、我々としてもそういうことを念頭にしながら直売所をつくっていきたいとい

うふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ９番。 
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（「交通量、ちょっと」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） ちょっと待ってください。 

（「はい、わかりました」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ９番議員さんにお答えいたします。 

   ４号線の交通量ということでございますが、手元に資料がございませんので、後ほ

ど調査して報告したいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） 村長、るる述べていただきましたが、まず私考えるに、やはりあ

の直売所お金かけて、先ほど言ったとおり利益を得るということが大事だと思うんで

す、もちろんその生産者も含めてですが、やはり人を引き寄せるというのは、子ども

も含めて、周辺があれだけあるのだから、例えばハウスとか建てて、イチゴ園とかそ

ういった節節でいつでも、要するに子どもたちも含めて遊び場所とかそういうのも提

供するような、そういうことでないとやっぱりこの直売所というのは繁栄しないと思

うんですよ、大人だけでは、子ども連れでみんなして楽しむと。その間に食事したり、

それから新鮮なものをそこで食べたり、そういうことも含めての中で、その専門的な

アドバイスの中で、そういうものを協議されたのかどうか。 

   今回は建物のようでありますが、全て総合的にやっぱりそうやって、人を寄せて子

どもたちが印象つけて、もう一回その直売所に行きたいんだとそういうものを含めて

やらないと、今までと同じことをやったのではやはりなかなか伸びないと思うんです

よね。あれだけの場所でありますから、そういうものを含めてやっぱり慎重に設計の

中にもそういうものを全て総合的に取り入れられて、あそこに何回も行きたいと、そ

ういう場所を提供することが大事だと思うんですよ。そういうことも含めてひとつ、

もう一回お答え願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   集客の手段としては、今言われたようなことを十分に検討しないと、お客様が来る

のを待っているということになると、そんな急激に人をふやすというのは難しい点で、

やはり一番有効なのは今言ったみたいに親子連れとか、ファミリーとか、いろんな層

に対してのイベントをやはり仕掛けていくということが大切だと思いますが、これは

運営主体をこれから早急に検討して固めてまいります。 

   来年の早い時期にはそういうものが固まらないと検討にも入れませんので、そうい

う中で、運営主体が固まった中で、具体的な事業等について、イベント等についても

協議をして進めていただくようになろうというふうに考えております。建物が大きく

なったから客がすぐ倍になるということはありませんので、そういう今度はふやす努

力が大変必要になってくるだろうと。１カ月、２カ月では無理ですので、ある程度半

年、１年というレベルでＰＲをどんどんやっていかないと、徐々に人をふやしていく
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と。交通量は…… 

（「後で」という声あり） 

○村長（押山利一） 後で、ちょっとあれなんで。ただし、あれだけの車がいつも走って

いるわけですから、条件としては非常にいい条件だというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） 今回のこの事業予算、いろいろお聞きしますと、前々から言われて

おった約２億前後だろうということでございます。この基金についても復興基金から

充当するということでございます。 

   いろいろお話を承ると、大きくする、倍にするとかということで、売り上げを伸ば

すということなんですが、大切なのは、大きければ客が来てということじゃなくて、

ワンフロア、いわゆる１坪当たりの売上単価というものが経営に物すごく左右される

んです。だから大きければいいというものでもないので、そういうことも緻密な計算

を、今後これから設計の段階もいろいろあるんだろうと思いますが、ぜひそういうも

のも加味しながらやっていただきたいと。 

   そして、集客するのには、まずお客様が来やすいスタイルと申しますか、単なる食

品、野菜を売るだけじゃなくて、そこに遊びの空間を設けるとか、いろんな空間を設

けながら集客に結びつけるんだというのが非常に大事な要素だろうというふうに思っ

ております。今後、検討委員会等で設計に反映させるということでございますから、

その辺は期待したいと思います。 

   もう一つ、この予算規模１，８００万、２億ということで、単純ではございますが、

計算しますと約９％です。これが高いか安いかということなんですが、民間ベースで

言いますと約５％が通常なんです。ですから１，０００万ぐらいなのかなという感じ

はしております。しかし、公共事業ということで、先ほど村長の説明だと７％、８％、

管理までまぜるとこのぐらいになるんだということございますが、この金額、概算で

ございますからとやかく言えませんが、契約時点においては十分精査して契約、金額

的にも安く結びつけてほしいなというのが私の願いなんですよ。その点についてご答

弁を願います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   基金を使用する、それから１坪当たりの売上単価というのを、当然これは必要なも

のになりますので、ただ、直売所の場合には、食堂とか何かの場合にはある程度決ま

ったものですけれども、直売所の場合にはどういうものが出てくるかという部分とか

多様性がありますので、その辺については走りながら、動きながら展示というか、場

所を変えていくとか、そういうことも必要になってきますので、その辺については今

後検討しながら進めてまいりたいと思います。 

   基金については、２８年度に使わないとこれ国のほうにそっくりお返しするような

話で、子育て支援施設に使えないのかといったら、それはメニューにないからだめで
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すとかという、これ６次化関係なのでその基金が使えるということですので、遅くと

も２８年度にはやらないとそっくりお返しするようになると。金があるから始めると

いうよりも、逆にどうしても直売所が大きくするときに、どういう金が使えるかとい

う中で基金が使えるということがわかって、ゴーサインが出たという部分も当然ござ

います。 

   あと、農水省については、１市町村、１自治体、１カ所の直売所については、補助

対象になります。ただし、年間幾らというふうに決まっているんです。ですから、そ

れが今年申請をして成るかどうかというのは、これからまた国のほうにも出向いてい

って、農水省のほうに行ってお願いをしてみたいというふうにも考えていますので、

財源的にはそういうふうにしていきたいと。 

   それから、集客スタイルについてどういうふうにするかと。それが遊びの部分とい

うか、いろんな面に使えるのが、先ほど言った２階の部分なんです。２階と食堂部門

が、そういう集客のためにフレキシブルに自由に使えるスペースというのがあっても

しかるべきかなというのが、その２階をつくりたいと、景色を眺めながらいろんなイ

ベント等についても屋内である程度できるということなので、そういうこともあって

２階、ただこれは予算の関係になります。 

   それからあと、１，８００万、９％、これは民間と行政との差がありますので、ど

うしても建物も３割とか高くなってしまう、これは何ともやむを得ないのですが、た

だ、通常の設計だと、４カ月なら４カ月で設計が終わってしまいます。今度の場合に

は、検討を重ね、開発許可が入ってとなると、通常の設計期間の倍ぐらいの長さにな

ります。視察にも当然一緒に設計のほうも行っていただいたりということで、ともに

進んでいくということで、大変長期間になりますので、そういう点でも十分この

１，８００万という数字は高いものではないなというふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。 

○２番（押山義則） すみません、１点だけ確認したいため質問を申し上げます。 

   先ほど質問者の中でも景観に合った外観という、そういうもののお話がございまし

た。答弁がなかったから、確認のため伺いたいのですが、この外観についていろんな

形で、今オリンピックなんかでも大変な騒ぎしていますが、この検討を協議会に任せ

るような方向でいくのか、それとも村当局としてある程度の方向性を示されて、お考

えがあって、こういうものをこういう形でしたい、それまるっきり未知数なのか、そ

の辺１点、確認のため質問申し上げます。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 外観については地元、できれば時間的な問題とかコストの問題で、

できれば村の地元材を使ってやりたい、これが一つの直売所の売りになりますので、

やりたいというふうに考えております。 

   それから、外観的には木でやりたいというふうに考えていますが、施設には余り金

をかけたくないというのが正直なところでございます。建物からは金は生み出さない
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という、よくあれがありますが、レストランとかそういうものの意匠がよくて人が集

まる場合と、中にあるものがよくて人が集まる場合とありますので、建物に大きな金

をかけてもという気持ちもありますので、建物はできるだけ金をかけないで、そして

地元の材を使えればいいと、これは設計者と話ししないと、なかなか素人考えでは難

しいところありますので、その辺はやっていきたいと。 

   それからあと、この建設委員会というのはあくまでも提案をしていただくというこ

とですので、最終的には企画調整委員会という役場の中に組織がありますので、職員

の意見を聞きながら、財政的な問題も含め、運営的なものも含めて、企画調整委員会

の中で最終的には決定をしたいということに持っていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） 今のそれぞれ答弁聞いていました。国の今騒いでいるやつ、何か同

じじゃないかなと思って今聞いておったのですが、２８年度に使わないとどうのこう

のという話、何一つ確定したもの全くなくてこれを協議しているということ、非常に

私は無意味じゃないのかなと。つくるといつ決まったんですか、これ。議決していな

いんですよね。議決したときにこれ、つくりませんといったときに、じゃこの委託契

約どうなるのとこういう話。まず、みんながつくっぺと、よしやっぺと、予算もこれ

これだと当初予算できちっと出てきて、その予算に基づいて、じゃ設計はこうしまし

ょう、ああしましょう、じゃ運営母体はこうしましょう、ああしましょうとなってく

るんだったら話わかるけれども、今、何も確定していないんですよ。ただ、設計だけ

委託しますからと。１，８００万は何だといったら、いや２億だと、その２億、誰決

めたの、誰がそれを了解したの。そういう中でこういう予算出されて、みんなしてあ

あだこうだ言ったって、全く俺、意味ないんじゃないかと思うんだな。 

   とにかくどうせやるのなら、当初予算やってばしっと予算出して、この予算で建物

つくりますと、それに基づいてということであれば、これは議決した上での予算計上

であり、これは真剣に議論もできるかと思いますが、ただここで設計だけどうですか

と言われて、じゃこの設計の中身はどうなのと。さっきの金銭的な根拠は言われまし

た、２億だからと。でも、じゃその２億の内容はどうなのと。担当部長、持ってきて

ないかい、この１，８００万出す根拠として、前にこういうのありましたというよう

な図面あるんじゃないの。建坪がどうのとか、２階だから平家だよと。そういうもの

を基づいて、せめてこの委託料出しましたというのは、これもまだ多少は議論の余地

はある。でも、何にもなくて、大体財源の確保さえ明確じゃないんだと。それ２８年

度中に使わなきゃならないからといったって、それはないと思うんだけどな。だから、

こういう仕事をやって活性化していくべ、やっぺっ、それはいいけれども、でもその

手順だと思うんだ。 

   １，８００万が本当に妥当かどうかというのは、さっき言ったように建物が２億だ

からでしょ。建物が例えば１億でいいといったときに、１億になったならじゃこれ

９００万にしますからとそれできるんですか。例えば３億になっちゃった、じゃ
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１，８００万しか払えないよ、それでいいのか、それでいいということになるのかど

うか。だから、そういう全く今議論している中で、確たるものは何にもなくてこれ議

論しているわけよ。 

   最後の最後だから言わせてもらうけれども、もうちょっとこれ、当初予算できちっ

と基本的なことを提案して、それに基づいて必要になったからといって補正予算を出

してくるという議論の仕方して、やはりもっときちっとした確たるものを根拠にして

議論できるような予算計上してもらいたいということを要望しておきます。 

（「要望だべ」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 要求ですので、答弁はいいです。 

   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） 質疑はないようですので、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５６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 以上で今臨時会に付議されました案件の審議は全部終了いたしまし

た。 

   これをもって本日の会議を閉じ、平成２７年第６回大玉村議会臨時会を閉会といた

します。ご苦労さまでした。 

（午前１０時５０分） 

 


