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平成２７年第８回大玉村議会定例会会議録 

 

第９日  平成２７年９月１５日（火曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 松 本   昇   ２番 遠 藤 勇 雄   ３番 本 多 保 夫 

    ４番 鈴 木 康 広   ５番 押 山 義 則   ６番 武 田 悦 子 

    ７番 鈴 木 宇 一   ８番 佐々木 市 夫   ９番 佐 原 吉太郎 

   １０番 須 藤 軍 蔵  １１番 菊 地 利 勝  １２番 遠 藤 義 夫 

 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 

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 健康福祉課長 遠 藤 高 志 

再生復興課長 武 田 孝 一 産 業 課 長 菊 地   健 

建 設 課 長 伊 藤 寿 夫 
会計管理者兼 
出 納 室 長 溝 五 久美子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 押 山 美奈子 生涯学習課長 菅 野 昭 裕 

代表監査委員 甲野藤 健 一   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第５８号 大玉村個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

     議案第５９号 大玉村手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

     議案第６０号 大玉村農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例につい 

            て 

     議案第７０号 平成２７年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第７１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７２号 平成２７年度大玉村玉五財産区特別会計補正予算について 

     議案第７３号 平成２７年度アットホームおおたま特別会計補正予算について 

     議案第７４号 平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計補正予算につい

            て 
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     議案第７５号 平成２７年度大玉村土地取得特別会計補正予算について 

     議案第７６号 平成２７年度大玉村介護保険特別会計補正予算について 

     議案第７７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７８号 平成２７年度大玉村水道事業会計補正予算について 

     議案第７９号 村道路線の認定について 

    委員会付託事件（平成２６年度歳入歳出決算認定議案）の委員長審査報告 

     委員会委員長審査報告に対する質疑 

    議案の討論・採決 

     議案第６１号から議案第６９号まで 

     ①議案第６１号 平成２６年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について 

     ②議案第６２号 平成２６年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

     ③議案第６３号 平成２６年度大玉村玉五財産区特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

     ④議案第６４号 平成２６年度アットホームおおたま特別会計歳入歳出決算認 

             定について 

     ⑤議案第６５号 平成２６年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

             認定について 

     ⑥議案第６６号 平成２６年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

     ⑦議案第６７号 平成２６年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

     ⑧議案第６８号 平成２６年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

             定について 

     ⑨議案第６９号 平成２６年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定について 

    常任委員会付託事件（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 

    閉会中の継続調査申出について 

     （１）議会運営委員会 

    追加議案審議 

     議員発議第６号 大玉村議会会議規則の一部を改正する規則について 

     議員発議第７号 議会広報編集特別委員会設置に関する決議について 

     議員発議第８号 政府による米価対策を求める意見書について 

     議員発議第９号 ＴＰＰ交渉に関する意見書について 

     議員派遣の件について 

     閉会中の継続審査申出について 

      （１）総務文教常任委員会 

     閉会中の継続調査申出について 
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      （１）総務文教常任委員会 

      （２）産業厚生常任委員会 

      （３）議会運営委員会 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 作田純一、書記 矢崎由美、渡辺雅彦、佐藤雅俊 
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会 議 の 経 過 

 

○議長（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） なお、教育総務課長、武田幸子君から、家族看護のため欠席する旨

の届け出がありましたので、ご報告申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、議案第５８号「大玉村個人情報保護条例の一部を改正す

る条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） このマイナンバー関係は相当な、いろいろありますので、３回に

分けて質問したいと思います。 

   一昨日の新聞報道でもこの問題について、各全国の市町村にいろいろアンケートし

た結果、約６割くらいのところがいろんな意味でセキュリティーの問題、それから進

み具合等々含めて、なかなか不安があるというような回答もされておりますし、また、

県内の５９市町村についてもそれぞれの答え等々が出されてきておりまして、不安が

ある、あるいは大いに不安がある等々も含めると、問題はないと言っているのが３割

くらい、あとはいろいろ問題があるんだなというふうに言われているんですけれども、

まずその問題について大玉村では順調にいっているというふうに思っているのか、そ

こら辺の関係についてまず最初にお尋ねいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） １０番議員さんのご質問にお答えをいたします。 

   今のご質問の内容ですと、共同通信社のアンケートの内容かと思います。これにつ

きましては、本村において回答した内容でございますけれども、まずこれは６月議会

のほうで、一般質問でもございました。「自治体のセキュリティー対策の準備は進ん

でいますか」という質問に対しては、本村においては「その他」で回答しております。

進んでいるといったそういったことではなく「その他」のほうで、マイナンバー情報

を扱う基幹系のシステムにつきましては既にクラウド化済みだというふうに回答をさ

せていただいております。 

   あと、問２のほうですが、「不安がある」、「大いに不安がある」、「わからな

い」、「その他」、そういった質問に関しましては、設問にもありますセキュリティ

ー対策に対する予算が不足しているというふうな回答をしております。 

   あと問３におきましては、インターネットにつながる、「基幹系システムと情報系

のシステム、これについての接続はどうか」ということに関しましては、現在の状況
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は分離していないと。１つのパソコンでそれぞれのシステムを運用しているというふ

うな回答をしております。 

   こういった中で、最後の質問でございますが、「セキュリティー対策の費用をどの

程度試算していますか」という質問に対しましては、現時点においては試算はしてご

ざいませんので、試算していないというふうな回答をしているところでございます。 

   これらのセキュリティーの対策につきましては、既に基幹系、マイナンバーを主に

扱う基幹系システム、これはシステムの内容を申し上げますと住民基本台帳システム

でありましたり、税情報システム、介護保険システム、こういったシステムを基幹系

システムというふうに扱いますが、これらにつきましては、本村は既に株式会社ＴＫ

Ｃのデータセンターのほうに全てのデータを移行している関係で、クラウド化が実施

をされております。こういった関係からシステムのセキュリティーについては、かな

り強固なシステムになっているというふうなことがございます。 

   ただし、総務省のほうで、お盆明け以降、これらの基幹系と情報系システムを完全

分離するようにというふうな指導がございました関係から、それらの構築にかかる費

用については株式会社ＴＫＣとＮＴＴ東日本ですか、情報系を扱うＮＴＴ東日本、こ

れらのほうに費用の積算について依頼をしているところでございます。概算としまし

ては３，０００万から４，０００万というふうな数字も今現在出ておりますが、こう

いった費用の捻出については全て自治体負担ということになってきておりますので、

それらについての予算は不足しているというふうな回答をしたところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういうセキュリティー関係のあれは自治体負担ということで、

これ大変な中身だなということがまず１つ。 

   それから、これは上位法ですから、やらなきゃないということでやっているんだ、

はっきり言うと。管理するほうからすると楽な話で、今言ったことにいろんなもっと

もっと情報を一元化する、それは大変に管理するほうではいいことです。逆に言うと、

それをいただく商売ができてこそ、だからこそ年金機構のあれみたいに流出する、そ

ういう商売が成り立つわけだから、一元化する便利さと危うさが表裏一体になってい

るというか、そういう面で問題だなと。そして、住民にとって何の利益があるんだと

いうことになると、ほとんどないのかなと私は思うんですけども。それはそれとして。 

   その条文の中で、条文の２ページの８の２で、「前項の規定にかかわらず」という、

その下ずっとあって、「生命、身体、財産が危うくなった場合については」云々と書

いてあるんですけど、財産については何となく想定できるんですけれど、このカード

によって生命、身体が危うくなった場合はどうだっていうふうなのは、どういうこと

を想定した中身なのかがまず１つ。 

   それからもう一つは、情報公開審査会の意見をという項目がどこだかにありました

ね。６、情報公開審査委員会の意見をもとにというようなことになっているんですけ

れど、それらはどのような構成なり内容になっているかというようなことについて、
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簡単にで結構ですのでお示しをいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、２ページの８条の２関係でございます。その中で、「人の生命、身体又は財

産の保護のために必要がある場合」と、この中で生命、身体関係でございます。これ

らにつきましては、番号法第９条の規定で定められておりまして、例としましては、

防災対策、災害発生時の緊急時の対応について、個人情報である、その中でも個人番

号を付された情報、こういったものを緊急に使用する場合ですね。例えば行方不明に

なられた方がいらっしゃるとか。緊急時の避難がなされて、例えば金銭等をお持ちで

ない方の一時的な金融機関からの引き出し、そういった場合に、行政機関のほうでそ

ういった情報を本人の承諾がある場合、または承諾が得られないような場合、そうい

った場合に使用するというのがここの８条の２の規定にされているところでございます。 

   もう１点の、これは１ページのほうにございます。６条の２関係に出てまいります。

特定個人情報保護評価、これにつきましては、これも番号法の第２７条の規定により

定められておりますけれども、評価実施機関である行政機関の長、村長でございます

が、個人番号等を含む個人特定情報ファイルの取り扱いについて評価書を作成するよ

うになりますが、その評価はみずから行うということにはなりますが、その際に大玉

村情報公開等審査会の意見を聞いて、その評価を仕上げると。最終的にできた評価書

につきましては、国の特定保護委員会のほうに提出をした後にそれらの評価書を公表

するというふうな流れになりますので、その位置づけとして村の審査会が機関として

存在するというふうな条例の規定でございます。 

   審査会の構成でございますが、５人で構成をされております。お一人は弁護士、も

うお一人が福島大学の教授でございます。あと３名の方につきましては村内の識見を

有する方、以上５名で構成をされております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） この中身はまだまだいろいろありますけれども、とにかくいっぱ

いいるんだから、３回ということなので。 

   個人番号によってさまざまな情報を一元化してということで、それはそれで利便性

はそっちではあるんでしょうけども、これに基づいて財務省は今度消費税の還付にも

使うというわけですね。消費税の還付を受けるときもこのカードでということになる

と、これを持っていないと還付も受けられなくなる。きょうの新聞では、自動販売機

もそれに対応できる販売機にするだとかと、ゆうべの段階では自動販売機で買ったら

どうするかという話をしたばかりなんだけど、そういう対応する機械を業者もセット

しなくちゃならないですね。あと、紛失したらおまえの自分の責任だという話もある

んですけれども、それも難しい話で。つまり小さい店屋なり弱小の店屋ではそういう

機械は対応できないと思うのね。そうするといわゆる弱者と言われる者は容易でなく

なる、消費税の還付も受けられなくなるということにもなる。これは自分で言うのも
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おかしいんですけれども、この議案と関係あるかと言われると困るからだけれども、

密接につながっているんですね。 

   したがって、そういうものを財務省はやるということで進めているわけですから、

そういうものをきっちり対応を、今言ったように、さっき話があったような負担の問

題も含めて自治体が第一義的責任を負うという、この前の６月の議会では答弁があっ

たように責任が発生するわけですから、責任だけ村で負わせられてということもある

と思うのね。そういうことをしっかり、これを進める上ではそういうセキュリティー、

それから住民が負担になってはならん、不公平があってはならんということについて

強く、進める場合やっぱりきちっと申していく必要があるだろうというふうに思いま

すけれども、その辺のことについてまとめとして伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   まず制度自体が非常に、決まっていないという部分がありまして、今になって分離

しろと。自分たちの年金機構、関係機関が漏えいした責任が全て地方自治体のほうに、

短い期間で１０月５日までに対策をしなければ、１００万ばかりなんですけれどくれ

ないぞとか。そういうむちゃくちゃなものが最近非常に多い、これにかかわらず。期

間がない、いつまでにやれという、なかなか対応の難しいような要求、これもそうで

ございます。マイナンバーについても途中で漏えいが出たので、ただしどうしてもや

っぱりスケジュールどおりにいきたいということで、かなり無理があるというふうに

感じております。 

   このままいくと不安があるかないかという部分については、運用が始まったらさま

ざまな問題が噴出するだろうというふうには危惧をしておりますが、村の人たちが被

害が出ないように、やはり現時点では、これは国に対しても県に対してもお願いをし

ています。負担を自治体がするのはおかしいだろうと。国の法律でやることですから。

言っているんですがやはりセキュリティー対策、管理関係というシステム、電算シス

テムは各自治体の責任で運用しているもので、セキュリティーも各自治体の責任でや

りなさいと。私はやらなくてもいいよと言って、問題が出たら国の責任だとは言った

のですが、実際はそうもいかないので、きちっとして、お金かかってもセキュリティ

ーはやらざるを得ないというふうに考えています。 

   消費税関係についてはまだ決まっていないというか、毎日違うことが新聞に出てま

いりますので。あと、還付方式に無理があるのかなという感じもしているところです

が、今尐し流動的な状態です。これについては、マイナンバーについては住民に問題

が起きないように、不利益が起きないように、きちっと準備をしてやっていきたいと

思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） このマイナンバー法、今テレビ新聞等で非常ににぎわっております

が、前の質問者のとおりセキュリティー関係、この問題が非常に今クローズアップさ
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れております。 

   このマイナンバー、いわゆる個人とそれからこれ外国人も含むそうですね。その個

人番号と、それから株式会社、行政、国、社団法人とか、この機関においても番号が

つけられるということで、２つの方法で進むようなのですが、１０月から仮稼働と申

しますか通知が発送されまして、来年１月から個人番号が提出されるというような仕

組みかと思います。 

   この条例でもうたっておりますが、わからないことがいっぱいあるんです。例えば

収集とか制限とか、これは制限は制限なんだろうけども、そういう用語の中身なんで

すが、いわゆる提供、収集、それから利用ということがありますね。８条関係でもあ

りますが、この利用というのはどの程度の利用、例えば企業間で部署内でやるのが利

用、それから一般の他企業から集めたりファイルをつくったりするのが収集だと言わ

れておるのですが、その辺の詳しいことについてまずお尋ねしておきたいと思います。 

   それから、このネットワーク、恐らく先ほどのお話によりますとＴＫＣとかいうと

ころでやっているから費用はかからないというようなことだったのですが、情報提供

ネットワークというのが構築されると思うんですよね。その場合の費用というものは

かなりの額になると思うんです。その辺の関係についてもお尋ねしておきたいと思い

ます。 

   それから、８条の３関係、「実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当す

る場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない」とありますが、第１９条の

各号というのはどういう文言なのか、お尋ねしておきたいと思います。 

   とりあえずその３点からお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、提供、収集、利用ということで、各条にそれぞれ文言が取り込まれておりま

す。ここでは、まず８条、１ページの８条になります。それぞれ利用及び提供の制限

関係の規定がございます。 

   ここでは、まずはその従来からの番号法を利用しない情報につきましては、従来ど

おり個人情報という整理がなされます。番号法が施行されます１０月５日以降、これ

につきまして番号法が取り込まれた情報につきましては特定個人情報という形で、

２つの名称がそれぞれ存在するようになります。ここで言います特定個人情報以外の

個人情報の利用及び提供の制限というところにつきましては、この整理をしまして、

特定個人情報を除く情報については８条の２からの記載ということでまずは整理をさ

せていただきます。 

   利用の制限関係で、まずは住民基本台帳事務と個人住民税関係事務と固定資産税関

係事務、軽自動車税関係事務など２１の事務でそれぞれ特定個人情報を取り扱うとい

うふうな内容でございます。まずは利用関係については今あるそういった２１の事務

でそれぞれ情報を取り扱うという形が利用になってまいります。 

   さらに収集関係につきましては、一義的には本人からの申し出または代理人からの
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申し出によって、その個人番号を含む情報を収集するというのが基本になります。た

だし、業務上、例えば先ほどの行政のネットワークシステム、こういったものを活用

する上で、例えば県からの情報、他市町村からの転入情報、そういったものにつきま

しては、行政ネットワークを利用した形でそれぞれの地方公共団体機関の収集もある

というのが、この収集の大きな２つの要因になってまいります。 

   提供関係につきましては、１つは本人からの申し出によってその番号を含む、例を

申し上げますと、住民基本台帳からの出力によりまして住民票の交付、そういった場

合の提供、あとは、先ほど申し上げました行政機関同士のネットワークを利用しまし

て本人の申請、今までは住民票でありましたり、あと税情報ですか、こういったもの

を紙として行政機関からとったものを提出を受けていろんな資料に添付をしていただ

いておりました。これを本人からの申し出、カードとかの申し出によって申請書類に

そういった証明書類を添付することなく、行政機関からそれを入手して所得判定をし

たり住所の確認をしたりというふうな利用にもなってまいります。それが提供の中の

２つの大きな要因になってくるということになります。 

   それと、ネットワークの利用の８条の３各号でございますけれども、これにつきま

しては番号法第１９条の規定でございます。１４項目に分かれております。 

   1 つ目が、地方税の特別徴収のために市町村が給与支払い者に対し、特別徴収税額

を通知する場合。 

   ２つ目が、事業主が従業員の厚生年金被保険者資格取得に関する届け出を年金事務

所に提出する場合。 

   ３つ目が、個人番号利用事務を処理するため、地方公共団体情報システム機構から

特定個人情報が提供される場合。 

   ４つ目が、住民票の写しの交付。 

   ５つ目が、情報提供ネットワークシステムを使用して情報提供を行う場合。 

   ６つ目が、国税と地方税間の情報を正確かつ効率的にやり取りする場合。 

   ７つ目が、同一地方公共団体内部のほかの機関間において、事務処理に必要な限度

で特定個人情報を提供する場合。この例としましては、村長部局から教育委員会部局

への連携ということになります。 

   ８つ目が、株主の個人番号を振替制度を用いて入手する場合。 

   ９つ目が、特定個人情報保護委員会から情報提供の求めがあった場合。 

   次が、衆議院及び参議院審査等その他公益上の必要がある場合。 

   １１が、生命、身体または財産の保護のため必要があり、本人の同意があるかまた

は同意を得ることが困難である場合。 

   次が、条例に基づき個人番号を利用している事務に個人番号を提供する場合。 

   次が、本人または代理人が市町村等の個人番号利用事務実施者に提供する場合。 

   最後になりますが、合併その他の事由により、事業の継承に伴い提供するとき。 

   以上、１４項目が１９条の規定でございます。 

   以上でございます。 
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○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） まさに８条の３の番号法第１９条、今１４項目、やっぱりここが一

番心配なされている点だと思います。以前、年金情報が漏れたというのも、まさにこ

ういうことが外部に漏れて大問題になっている状況であります。 

   そこで、今言った地方税、事業主年金またはいろいろございましたが、いわゆる番

号キーを、点在したものを追跡することによって、突き合せすることによって個人の、

今言った病院の以前にかかった病気の問題とか、資産管理の問題とか、いろんな問題

が出てきちゃうんですね。ここが一番今騒がれている心配点だと思うんです。ここは

しっかりやっていただきたいというふうに思っております。この程度のことで防げる

のかどうかはともかく、防いでもらわなくちゃいかんというふうには思っております。 

   それと、これからの個人番号の流れとして、村民の皆さんがいわゆる通知カードを

持って申請されると思うのですが、その場合に、やっぱり写真を撮ったり申請書を書

いたり窓口に持ってきたりというのはかなり村民の負担になろうかと思うんですが、

この辺の通知系も今後どのようになされるのか。 

   それから、申請は必ずしも強制でないのかどうか、私はやりたくないという場合は

どうなるのか。この辺についてもお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   １０月１日から番号が付番になって、それぞれの皆さんに番号が通知されると。そ

の番号をもとに来年１月から今度は申請手続を行うということで、なかなかお年寄り

から役場に来られないというような事情の方もいらっしゃるというふうには考えてお

りますので、その部分につきましては代理で来るというような方もございますので、

そういう場合には身元確認等が必要になってくるというようなこともございますけれ

ども、なかなか対応するには難しい部分があるのかなというふうには思いますので、

今後、広報等を通じてこういった場合にはどういう措置がとれるというような部分で、

広報による周知を図ってまいりたいというふうに思います。 

   申請自体は、基本的には住民票登録のある方については全て番号付番になりますの

で、申請していただくということになりますが、強制ではありません。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 今皆さんから、るる心配されることがございました。私からは、端

的なことちょっと伺っておきます。 

   このシステム、制度利用で村が今後負担しなければならない、そのシステム利用で、

その内容について把握している範囲でお願いします。 

   それから、今課長のほうから答弁ありました代理、代理が可能な部分というのは、

現在明確になっている部分、もう制度がスタートするわけですが、代理が可能な部分

だけわかっているものもありましたら、示していただきます。あと、これはだめなん

だという部分と。 

   可能な部分とだめな部分と、これきちんとお願いします。 



 

- 155 - 

 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   原則的には本人の申請ということになりますが、身体的な事由等で本人が申請でき

ないというような場合が主なものだというふうに、申請に来られないというような場

合かというふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えいたします。 

   今後の、後年度負担の関係かと思います。現在、システム運用に関しましては、基

本的な部分につきましては、番号法施行前と施行後、それぞれ今のシステムの状態で

すと変わりはございません。ただし、これからセキュリティーの強化、こういったも

のがどのぐらいの費用として算出されるか。先ほど初期投資につきましては構築費用

として３，０００万から４，０００万というふうに申し上げましたが、これは正確な

数字ではございません。これから２社による構築の設計があって、それに対して費用

が幾らかかりますという見積もりが出てまいります。構築費用だけでは当然済みませ

んので、後年度負担としては、それらのメンテナンス費用でありましたり、システム

の改築、そういったものも当然出てまいります。これにつきましては今現在まだ見積

もりが出ておりませんので、出次第、皆様のほうには、当然補正予算という形で計上

する形になりますので、その際にはご報告申し上げたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   本人申請が原則、身体的な事由があった場合のみ代理人が許されるということであ

りますが、こういうものの証明とか何かとか、家族とかそういうものについては、例

えば代理人はどこまで可能なのかとか、その辺とか何かは、現在スタートするわけで

すがどういうふうに掌握されておりますか。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えいたします。 

   先ほど部長のほうから答弁はさせていただいておりますが、６ページごらんをいた

だきたいと思います。 

   上から（１）、（２）とございます。（２）の開示請求関係も、これは全て請求関

係にもかかわってくる部分でございますけれども、これにつきましては、基本的に現

行の、未成年者または成年被後見人の法定代理人という形を定めております。この総

括として代理人というふうな改め方をさせていただいているところでございます。し

たがって、未成年者または成年被後見人の法定代理人が基本的には代理人という形に

なってまいります。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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。 
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   質疑を打ち切るにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案については討論を省略し、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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第５８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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 日程第２、議案第５９号「大玉村手数料徴収条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） １点だけお伺いします。 

   住民基本台帳カードの交付、１件５００円。番号法に基づくこの住民基本台帳カー

ドというのは、今まで発行されておりました住民基本台帳との違いはどのように、前

の部分は廃止されて新しいものが発行されるということで理解してよろしいのでしょ

うか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   ただいまの質問どおり、住民基本台帳カードにかえたということでございます。住

民基本台帳カードそのものは廃止になって、マイナンバーカードになるということで

ございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案については討論を省略し、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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第５９号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決するにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 日程第３、議案第６０号「大玉村農業集落排水処理施設条例の一部

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（遠藤義夫） 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。 

   本案については討論を省略し、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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） ここで、暫時休議いたします。再開は午前１０時５５分といたしま

す。 

（午前１０時３７分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１０時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第４、議案第７０号「平成２７年度大玉村一般会計補正予算に

ついて」と議題といたします。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 幾つかお尋ねをいたします。 

   まず、３０ページの款７の観光、名倉山登山の整備ということで、その意義なり積

極的に打ち出してきておりますので、今回について前向きにこれは捉えますけれども、

しかし、これ以降いろんな要望が、トイレどうするんだ、駐車場はどうするんだ、安

全策は大丈夫かとかとさまざまに出てくると思うのね。それが際限なく広がることで、

それはそれとしていいんだが、財源との関係からするとどうなのかなと。一つ歯どめ

がきちんと必要ではないかと。それはこういうことでしかじかこうだということを、

きちっとするべきではないかということが１点。 

   それから２つ目は、ページ３４の款９の消防費での防災無線で、今回減災基金での

６４０万円ということでのデジタル化に向けた予算でありますれども、これに基づい

て事業を構築するということですけれども、それが出てこなければ確たることはわか

らないのですけれども、一体大まかに見てどのぐらい予算がかかるのか。 

   それから、その財源としては、引き続き減災基金というものが何回にもわたって小
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口で使えるのかどうか。さらにはそれ３．５％ということですけれども、その期限な

りあるいは、例えば１０年スパンとか１５年スパン、あるいはまた、国の財政的とい

いますか、そういう裏づけとか、何かいい有利なものになるのかどうか、そこら辺の

中身も含めて、このデジタル化に向けた取り組みについての方向性などについてもお

尋ねをしたいと思います。 

   それから、ページ３８の教育関係、歴史文化基本構想にかかわってでありますけれ

ども、２６年からも進めてきたというようなお話でありますが、大玉村としてのこれ

らについての特徴点なり、大玉村ならではのそういうものを考えているかどうかなり、

あるいは後世に等々も含めて、現時点での状況についても伺っておきたいと思います。 

   とりあえずその３点。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えします。 

   ３０ページ、名倉山登山の整備の工事費の補正と、今後トイレと駐車場等はどうす

るというような質問等は前にもございました。これにつきましては、今後道路の整備

等も含めて十分検討していかなくてはいけないというふうに考えてございますので、

それら総合的なものを費用等十分検討しながら進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ３４ページの防災無線デジタル化関係でございますけれども、防災無線の費用とい

うか予算については補正予算で実施設計を依頼するということですので、実施設計で

はっきりした金額が出るということにはなりますが、数億円というふうな、そういう

概算での予算もございます。 

   それから、財源関係については、緊急防災減災事業債ということで、これも実施設

計から利用するわけですが、事業に当たってもこの事業債が一番今のところ有利だと

いうことで、これを利用して事業を進めたいというふうに考えております。 

   それから、期限、これは事業債の償還期限でよろしかったでしょうか。償還期限に

ついては１０年ということで、２年据え置きの１０年間で返済するというような事業

債になります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） １０番議員さんに、歴史文化基本構想策定事業についてご

説明を申し上げます。 

   お示しのように、平成２６年度から策定作業を進めているものでありまして、これ

につきましては、村内に存在する文化財あるいはそれら取り巻く環境等も含めて指定

されているもの、未指定のものを含めて掘り起こして見直しを行いまして、系統的な

保護・保全と、それから歴史文化を生かしたまちづくりを進めるための利活用計画を
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策定していくということを目的に実施をしているものでございます。 

   策定体制につきましては、策定委員会を設置いたしまして、これは委員１９名で、

内訳といたしましては、文化財保護審委員、それから村内の各種団体の代表者、公募

による委員、それから行政からの委員というふうな構成で組織してございます。 

   現在の状況でありますけれども、平成２６年度に委員会を２回行いまして、これら

歴史文化基本構想の柱となる部分について協議をいただいております。今年度につき

ましては、委員会を１度開催いたしましてこれらの柱立ての確認をし、その中の調査

を行うために専門委員会を設置いたしまして、この専門委員会による協議を１回開催

してございます。 

   特徴点といたしましては、大玉村の歴史文化を語る上で安達太良山という存在を欠

くわけにはいかないとふうな、安達太良山の恵みのもと、歴史遺産、自然遺産、産業

遺産、民族、生活というふうな６つの柱を立てまして、それらを中心に歴史文化基本

構想の策定作業を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれご答弁をいただきまして、ありがとうございます。 

   この防災無線関係ですけれども、現在使われているものについては、一応製造等々

については今年だか来年いっぱいで終わりだと聞いたのですけれども、それの状況の

中で一定程度の年月をかけて進めるということでありますから、それはどういうこと

でこの移行期間を進めていくのか。あるいは戸別受信機もその下で求めるようになっ

ているので、それとの関係でどういうふうに進めていくのかということが１点。 

   それから、減災基金というのが有利だということだからそれで使っていきたいとい

うふうに考えているんだと、それは一体何で有利なんだということもちゃんと言って、

皆さんにもわかってもらうようにして、じゃその銭でやるかと、こういうことになる

ようにやっぱりお願いします。 

   それから、３０ページの名倉山の関係については、一つの歯どめが必要だろうとい

う観点でお尋ねをして、総合的に判断してもっと進めると、財政的なものも含めて総

合的ということの答弁だったのかどうか。これがどんどん広がっていくと、ほかの、

今まで今議会でも議論されたようなことについても予算がない、なかなか大変になっ

てくるんじゃないかなということを心配してのお尋ねだったので、もう一度お願いを

いたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １０番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   先ほど総合的ということで、当然財政の部分も含めての検討ということでございま

すが、現時点では駐車場が尐し未整備な部分がありますので、敷き砂利等により余り

費用のかからない状況で駐車場等を整備したいというふうに考えてございます。 

   トイレという質問等もございましたので、それら利用の状況を十分把握しながら検

討していきたいというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えいたします。 

   防災無線の事業の進め方ということでございますけれども、本年度実施設計しまし

て来年度には事業に着手したいということで、２年間をめどに整備を進めてまいりた

いということでございますけれども、整備の考え方としては防災を主に考えておりま

す。また広報等は当然ございますけれども、今あるパンザマスト３５基でございます

けれども、これらの点検を行いまして、使用できるものは使って、使用に耐えがたい

ものについては交換をするというような中身で進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

   ２年間という中ですので、まず操作卓を最初に更新しまして、デジタル波とアナロ

グ波両方の電波を出せるような状況で、戸別受信機等も含めて更新を図っていきたい

というふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   デジタル化事業の財源の関係でございます。財源につきましては２つの方法がござ

います。１つ目が、国庫補助を活用した事業の展開の方法です。この場合、国庫の補

助率が２分の１になります。残り２分の１につきましては、一般財源として、起債の

発行は認められておりません。 

   もう一つが、今回の補正予算のほうに計上させていただきました緊急防災減災事業

債起債の発行でございます。これにつきましては、事業費の１００％が発行を認めら

れております。さらに事業費の７割につきましては交付税措置がされると、１０年間

にわたって返済額の７割が交付税措置されるということで、有利なほうを今回選択を

しまして、予算のほうに計上させていただいたところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） まず最初、１７ページの法人設立に要する経費ということで、この

考えていらっしゃる対象事業、それから法人設立、どういう形、理想の形態ですか、

この方向性をどういうふうな形で持っていきたいと考える中で検討されるのか、それ

を伺っておきます。 

   それから、１９ページ、除染対策事業の中で、各地域の仮置き場とか中間処理施設

とか、名前は違うかもしれませんが、それぞれの地域の中で行っております進捗状況

の詳細を伺っておきます。 

   それから、同じく１９ページで、答礼式典業務委託料、これマチュピチュ関係なん

ですが、この１５万の委託内容について伺いたいと思います。 

   ２３ページ、戦没者追悼式、これは初めて民間施設利用となったわけでありますが、

これを利用となった経緯を伺っておきます。 
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   それから、同じく２３ページで障がい者福祉費、生活介護事業所建設補助金の大地

に関する補助率の割合を伺っておきます。 

   ２７ページ、土地環境整備事業補助金の、これも同じく補助率について伺います。 

   それから、３３ページ、土地利用規制方策検討業務委託料、これはいろんな、４号

線沿線の指定解除とか何かの見直しも含めたことだと思いますが、これの委託先と委

託料の根拠、どういう形でこういう数字になるのか伺っておきます。 

   それから、先ほども質問ありましたが、３９ページの歴史文化基本構想策定の中で、

地域遺産を活かした地域活性化事業費ということで、国の補助でやれる事業なんであ

りますが、これは今後の見通しというか継続、どういう形でされていくのか、この見

通し、継続年数と言ったほうがいいのか、何年度事業ぐらいでこれをやられる考えか、

伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず１７ページ、法人設立に関する費用ということで、現時点で検討している内容

でございますが、指定管理による管理、それから経営権、運営権を移譲もしくは委託

するスタイルでの経営ということを念頭に置きまして、理想ということでございます

が、これにつきましては村長が日ごろ申しておりますとおり、お金、資本、村内での

循環ということでございますので、村民出資による村民株式会社というものが理想で

あるというふうな現在の考えでございます。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず１９ページ、除染関係の仮置き場、積み込みヤードの進捗状況についてのお尋

ねについてでございます。 

   現在につきましては、行政区、住宅除染の関係が主だと思いますけれども、玉五６、

７、９、１０については既に仮置き場の確保はできております。現在、玉五３区を中

心に周辺、我々としては１から４も含めた形で仮置き場を、積み込みヤードを決めて

いきたいと。議会終了後、あすから大山地区の調査に入りながら暫時場所を決める作

業を進めてまいりたいというふうに思っています。全体的に言えば玉五先行で大山の

ほうがおくれているというふうになってございます。 

   それから、２７ページの墓地関係の補助率でございます。村の補助金交付要綱に基

づきまして墓地環境整備事業に関しても、この間、補助金の交付要綱を定めてまいり

ました。これらについて大まかに申し上げますと、墓地の新設あるいは参道の整備、

水道の布設等々につきましては２分の１、それから例えば舗装の打ちかえであるとか、

そういう改修につきましては４分の１というような要綱を定めてやっております。 

   今回につきましては、それらを合わせた２分の１の補助の事業もある、４分の１の

補助の事業もあるという内容になってございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 
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○政策推進課長（中沢武志） 一部抜けがございましたので、改めて答弁させていただき

ます。５番議員さんにお答えいたします。 

   まず１７ページ、対象事業という部分が抜けてございました。対象事業としまして

は、収益を伴うというところで現時点で考え得るものということで、アットホームお

おたま、直売所、堆肥センター、復興公営住宅、プールが現時点での対象事業という

ふうに考えてございます。 

   続きまして、１９ページでございますが、内容といたしましては、いわゆる外交的

なものということで、非常に答礼、お互いに礼を尽くして食事等の招待が多いという

ことでございまして、当初予定しておりました金額では不足を生じるということで、

現時点で想定しておりますのは、２６日、マチュピチュ村での答礼、それから２７日、

リマ市内での答礼ということで、２つを考えてございます。 

   内容といたしましては、マチュピチュ村内ではマチュピチュ関係者を中心に、それ

からリマ市内のほうでは、大使館、それから県人会、それから日系人会という団体が

ございますので、そちらへ現在オファー中でございまして、調整中ということでござ

います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２３ページの戦没者追悼式の会場が変わった経緯という

ようなことでございますけれども、これにつきましては、私は大山遺族会の事務局を

務めさせていただいております。また、玉五遺族会の事務局については、教育委員会

の菅野課長が事務局を務めているという中で、遺族会役員さんにつきましても年々高

齢化が進んでいると。戦没者追悼式そのものは２年に１回ということではございます

けれども、前日から役員の皆さんに出席いただいて会場等の準備、祭壇等の設置等を

行っているところでございます。追悼式が終了した後も、片づけ等をお願いして行っ

ていると。 

   そういう中で、段々負担が大きいということも話に出ておりましたので、何とか現

在の費用でもう尐し皆さんに負担がかからないようにしたいなということで、今年度

初めての試みではございますけれども、村内の斎場も祭壇は当然既にあるという中で、

現在の経費はほとんどが現物を、花とか供物を購入するような予算しかございません。

そういう中で現行予算の範囲内で何とか皆さんの負担を軽減できる方法がないかとい

うことで、村内に１カ所斎場がございます。大玉村の追悼式でございますのでぜひ村

内で行いたいというような考え方もございまして、今回初めての試みとして、ほうり

ん大山で実施をしたいということで、準備を進めたところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志）２３ページの生活介護事業所建設費に伴う補助率でございま

すけれども、総事業費に対しましての３分の１の補助でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 
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○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ３３ページの中段になります。都市計画の管理事務関係で委託料３００万でござい

ます。これにつきましては、国道４号線の都市計画関係の見直しをしたいということ

でございますが、あの地区につきましては農業振興地域の区域にも入ってございます。

それらの両方の計画を見直していかなくちゃならないということでございますので、

このような土地利用規制法の検討業務という名前をつけさせていただきましたのでご

理解いただきたいと思います。 

   発注先につきましては、そういった都市計関係のコンサル担当に発注したいと考え

てございますので、入札をして発注したいというふうに考えています。金額の根拠に

つきましては、これは概算でございますが、予算の範囲内で入札をして、適正に執行

したいというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） ５番議員さんの歴史文化基本構想の策定作業の今後の見通

しについてのお尋ねでございます。現在、平成２７年度におきましては、さきの議員

さんにもお答えをいたしましたが、各柱立ての中で調査を進めているところでござい

ます。これらの取りまとめを２７年度で行いまして、２８年度にこれらの調査結果を

もとに利活用計画を含めた基本構想全体の取りまとめ、策定作業、２８年度中を目途

に進めたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） １点だけ重ねてお伺いします。 

   法人設立に要する経費の中で、いろんな形でいろんな事業所の名前が上がりました

が、村民株式会社、現実に捉えていただいて、実現の可能性は考えられるのか、これ

を改めて村長に伺いたいのでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。 

   今回の法人設立の準備委員会、これについて委員の構成を１２名程度と捉えながら、

福大の教授、それから中小企業診断士協会からの派遣、さらには金融機関、あとは村

の農業経営者あるいは商業経営者、そういう方たちを想定しております。こういうメ

ンバーの中で、まず株式会社として、公設民営をどうするか、そういう形での会社の

形態、体裁を整えるという形での今回検討会、調査検討を行うということでの予算措

置であります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） もう一点重ねてお伺いしたいのですが、今説明ございましたが、い

ろんな施設ございました、アットホームとか直売所とかプールとか。それを例えばさ

まざまなそれぞれの形で考えていらっしゃるのか、大きな意味で村民株式会社、今の
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説明だとまとまった形のような説明しかありませんでしたので、その辺をどういうふ

うに捉えているのかも改めて。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） 再度お答えいたします。 

   村民株式会社、その形態も踏まえて現在これから検討に入るわけでありますが、

１つの案としては、例えば直売所の部門は１つの独立採算というような形になろうか

と思います。アットホームも独立採算というような形になろうかと思います。そうい

う独立採算の株式会社を統括するのが村民株式会社というようなことになろうかと思

いますが、こういう形態については今後この調査検討の中でそういうものがいいのか、

１つの大きいもののほうがいいのか、個別のものがいいのか、あるいはいきなり株式

会社にするものがいいのか、公設民営のほうがいいのか、公社がいいのか。それらを

総合的に含めて調査検討これから実施していきたいということであります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） ３３ページ、５番さんの質問と重複しますが、都市計画管理事務に

要する経費ということで３００万ほど、今の質問にもありました。これは４号線沿線

のいわゆる第一種農地からの見直しということで、準工業地というような前にもお話

がありました。それで、既に大玉村第４次総合振興計画の中では５年経過しまして、

ローリング方式ということで、今後の５年間見直し作業があろうかと思いますが、そ

こらの整合性、そして将来のデザインというものをどのように描こうとしているのか、

まずお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   村では既に都市計画区域が設定はされておりますが、線引きがされていないという

ような状況でございます。それで、今回はその線引きをしたいという考えで変更する

というような状況になってございますが、線引きが全くされていない状況でございま

すので、新たに都市計画を設定すると同じぐらいの時間とか費用がかかるというよう

な、そういう話がございます。それでかなりの期間がかかるというような状況に今な

っているのかなと。 

   そういう中で、第一種農地を除外しなくちゃならないということで、そちらのほう

の協議も相当な時間が要するのではないかというような。今の段階ではまだ確定では

ございませんが、そういうような話の中身でございますので、そういったものを早く

進めるために今回補正を計上させてもらいました。 

   振興計画のほうも、当然今後５年間見直しになります。それらも十分整合性を図っ

ていきたいと思いますが、これは決定ではございませんが、都市計画の４号線に線引

きをするということになれば、大玉村全体的な見直しをしなさいというような話にも

なるのではないかというような状況も考えられますので、そういった大玉村全体の都

市計画の線引きということになれば、当然振興計画と整合性を持っていかないと、こ

れは別々の計画になってしまいますので、そういったことのないように十分振興計画
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のほうの中身を精査して都市計画のほうに反映していきたいと。 

   都市計画のほうが、この調査によって、もしかするとその農業振興の地域の計画の

変更だけで４号線のほうが除外できるような方法が全くゼロではございませんので、

そういったものもこの業務のほうで模索をしながらいければ、大きな都市計画、長期

間をかけての変更というような手続にならなくても、もしかしてそういう可能性もご

ざいますので、可能性を探りながらやっていくという業務でございますので、ご理解

いただきたいと思いますが、当然振興計画のほうとの整合性は図っていくというふう

に考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 今期議会、決算議会でありました。そういう中で監査委員の方から

もお話があったように、いわゆる自主財源、これの確保というのが今後の大玉村、非

常に大事な点かなと思っております。０．３４３、依然として尐ない、依存財源に頼

らざるを得ないという状況かと思っております。 

   そういう中で、この４号線沿線沿いのいわゆる見直しというのは、今後の大玉村に

非常に大事なことだと思っています。それから、住宅政策、このことによって財源も

確保する、企業誘致によって財源を確保する、これが大事だと思っております。それ

にはやはり、この４号線沿線の農振対象を早く見直して企業誘致、雇用の場という観

点からもぜひとも進めていただきたい、そういうふうに思っております。相当の時間、

費用がかかるということでございますが、何とか早くここに全力を注いでいただきた

いと思っております。 

   それから、二本松市、本宮との調整とかいろいろあろうかと思いますが、その辺の

観点についてもお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ７番議員さんに再度お答えいたします。 

   時間がかかるということで、これは手続上の、公告であったり、いろんなそういっ

た日にちが当然かかりますので、そういったものも含め、協議の時間等も含めて時間

がかかるということで答弁しましたが、今まで言うようにいろんな方法がまだ考えら

れる状況にありますので、なるべく早い、時間がかからないような状況での計画の見

直しを進めていきたいというふうに考えてございます。 

   それから、現在の都市計画は何回も見直しされまして、本宮と二本松、大玉、この

３市村が合わさっての都市計画ということになってございます。これの見直しについ

ては当然県のほうとの協議等も必要になってきますし、そのときにそれぞれの市のほ

うに協議して進めるという形になりますので、大玉だけがこういうふうにしたいと計

画を立てても、それぞれの市の計画がございますので、それらが総合的に見合った判

断であれば進められるということになりますから、そういった部分では十分に協議し

て進めていきたいというふうに考えてございます。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） １７ページ、一番下の法人設立に要する経費の部分でご質問いたし

ます。 

   村民株式会社という話が出て随分時間を経過してきたなというふうに思っておりま

すが、この村民株式会社、本当にできるのかどうかという部分、この間村民の皆さん

もかなりいろいろ、村民株式会社という話だけが先行してきているという部分もござ

いますし、今回、法人設立準備委員会というのをつくってどのぐらいの期間というか、

ここまでは、この部分は絶対やりたいというふうな見通しなり計画なりというのをも

ちろん持っていらっしゃると思いますので、その部分をお伺いいたします。 

   続いて３５ページ、３５ページ上段の防災行政無線デジタル化についてそれぞれ説

明いただきましたが、このデジタル化になれば新しい受信機をそれぞれの世帯、戸別

受信機をまた入れるということでよろしいのでしょうか。全世帯ということでよろし

いのかどうか。現在ですと防災無線を放送する時間、緊急時の放送が防災無線ですの

で原則だとは思いますが、そういうことを聞き取れない状況、仕事等で聞き取れない

状況にあった場合、そういう方もいらっしゃると思うんです。そういう方向けにとい

うことでもないですが、村のホームページにそういう緊急の情報を即流す、そういう

対応というのはできているのかどうかという部分を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １７ページの法人化に対しての問題でございます。これにつきまし

ては、私の公約で村民株式会社ということを述べてまいりました。これは会社がどん

どん先に進んでできていくというよりは、施設とかどういう施設をつくるのか、アッ

トホームをどうするのかという、株式会社ができたときにそれをどう機能させるのか

ということのほうが先ですので、それで直売所のほうを増設するということをまず決

めさせていただいたと。 

   アットホームについてもいろいろ問題があります。２階のトイレがないとか、いつ

もあそこが予約が埋まらないというようなことで、それを改築すれば予約が入ってく

るということも明らかですが、鉄筋コンクリートのためになかなか工事費がかかって、

今無理をしてそれをやるのはというような状態もありました。 

   いろいろ庁内でも意見を聞いて検討してまいりましたので、そういう施設をどうす

るのかということをはっきりしないと、会社を立ち上げても事業がないということに

なりますので、そういう流れの中でやってきまして、いよいよ直売所が来年度建築に

入る予定ということですので、今回の補正をして、そして今年度中にできれば株式会

社なり公社なりの形態を決めたいというふうに考えております。そして来年度早々に

立ち上げる準備をして、直売所がオープンしたときには会社が立ち上がっているとい

うことが目標でございます。とりあえず大きくなって、直売所のほうも法人化をして、

仕入れをして販売をするというような形態にならないと直売所が維持できませんので、

人を雇うこともできませんので、立ち上げと同時が一番理想かなというふうに考えて

おります。 



 

- 167 - 

 

   この法人化については大学の先生とか、大学の先生についてはこういう法人化立ち

上げの専門の先生がおられます。そういうことでメンバーを定めながら、どういう形

態の法人にするかと、いろいろ株式会社ということを打ち上げていろんな方からいろ

んな意見をお聞きしてきました。これは村民株式会社、村民から１００％出資を募っ

てやれれば理想だというふうに考えてはおりますが、不安を感じる方もおりますし、

村がかかわるべきだという意見の方もおりますので、村がかかわる場合どういうふう

に、２５％以上出資しますと第三セクターになります。天下り先にという、言いにく

いことがありますが、どうしても職員の次の職場になりがちだというようなこともほ

かを見ますとございますので、理想は村民による会社を立ち上げる。 

   自分の出資した会社がアットホームを運営したり、直売所を運営したりすれば、自

分が出資者ですから私の施設だということで、買っていただく、利用していただく、

これがお金の循環に結びつくだろうと、大きな効果があるというふうに考えておりま

す。例えば５００世帯の方が株主になった場合、その尐なくとも５００世帯の方は自

分の出資した会社が運営しているところには関心を持って利用していただけるだろう

ということですので、そういう効果も期待ができると。 

   ただ、やはりそれだけでは不安を感じる方もかなりおられますので、村がかかわる

べきだろうという声も多く寄せられておりますので、私の方針はお伝えしますが、そ

の委員会を設立をして、どういうものが大玉にふさわしいのか、当面どういう方法で

運営するのがいいのかについて検討していただくと。 

   将来的には、先ほど課長が言ったように何を委託するのかということについては、

今年度中に、早い時期に庁内の会議を開いてはっきりとさせたいと。これについては

過去に庁内検討は終わっております。アットホームとかいろいろ、堆肥センターとか

プールとかについては民間に、公設民営にすべきという結論が役場の中では出ており

ます。職員の中での検討。 

   ただ、状況が、大分時間がたって変わりましたので、施設も変わりましたから、そ

れを含めて総合的にある程度早い時期にこれとこれとこれを指定管理にするとか、運

営権を移譲するとかいう形で決定していきたいというふうに考えています。スケジュ

ール的にはそういうことで考えていきたい。最終的にはその意見を聞きながら今年度

中に定めていきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   防災無線関係でございますけれども、戸別受信機につきましては全世帯に配置を予

定しております。また、聞き取れない人への対応ということで、当然災害時の避難勧

告であるとかについては、防災無線で聞き取れない場合には消防車両による広報、あ

るいはひとり暮らし等については個別の訪問等もあわせて行うというのが防災計画の

中でもございますけれども、そのほかに通常の行事と連絡事項等につきましては、現

在ホームページには掲載されておりませんけれども、ホームページで見られるような
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形も検討してまいりたいというふうに思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。９番。 

○９番（佐原吉太郎） ３１ページの名倉山の登山道の整備工事についてちょっとお伺い

をしたいと存じます。 

   村長にはるるこの件については説明がございましたが、やはりこの大玉村の、日本

一美しい村との関係で、要するに砂利とり場というか、崖っ縁になって、非常に危険

度も高いわけでありますが、そこに、逆にそれを利用して、藤、しだれ藤とかという

のがあるんだそうですね、こう下がるやつ。そういうもろもろのをこれから考えて、

やはりこの美しい村との整合性をきちんと計画されて、この間マチュピチュの関係で

私も出席いたしましたが、野内隆夫さんでありますが、実は私、ちょこっとやる前に

お会いいたしまして、あそこに桜などをきれいに植えて、そして、ただ登山道だけで

は大した意味もないと思うんです。 

   やはりあの名倉山を最大限に、観光としてはなかなか結びつくかどうかはわからな

いのですが、そういう花いっぱいとかと村長も言いましたが、やはり植物というのは

海抜によってみんな生息が違うんです。そういう観点から、山野草とかあらゆるもの

を植えることによって、若い人たちもそこに関心がいくとか、そういうものも含めて

これから検討して、やはりこれだけ手を挙げて予算を組んだんでありますから、これ

を最大限に生かすことがいろんな面で、経済面でも、日本一美しい村との結びつきが

ついてくると私は思うんです。 

   そういうことから、やはりいろんな学者に、山をどうやれば印象を、観光なりに利

用できるかどうかも含めまして、これは検討としてそういった専門的な分野において

あの山を調査して、そしてよいところはそれを最大限に利用して、生かすということ

も含めまして、ひとつその点どういうふうに、将来的にこれを生かしていくかという

ことも含めまして、ひとつお答えを願いたいと思います。村長、よろしいですか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ９番議員さんに、３１ページの名倉山の今後についてということで

ございます。 

   前にもお話をしましたが、市毛良枝さんを迎えて村民のボランティアで桜を植えた

り、いろんな木を植えたりしてきました。ただ、やはりカモシカとかが出没をして、

下２０センチぐらいの枝は残っているんですが、上は芯だけになってしまったという

ことで、全部葉っぱを食べられてしまうと。今のままで植えていっても多分同じよう

な状況が起きるのかなということがありますので、将来的には、今いろんな提案がご

ざいました。花木を植えて大玉の自然を破壊してしまったという事実は残りますので、

そこを花いっぱいにしたいと。 

   前の浅和村長のときからそういうことで花を植えたい、桜を植えたいということで

何年かにわたってやってきましたので、それについてはやはりカモシカが入らないよ

うな簡単な柵を、お金のかからないロープでも何でもいいんですが、そういうものを
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やって、今年は春と秋に登山をして皆さんで行って、その帰りに花木を植えるという

ことで行って、この場所というふうに決めて、そこに花木を植えてある程度の保護を

すると。そうしないと植えた次からどんどん食べられてしまうという現実もあります

ので、そういうことで大変時間はかかりますが、かなりの時間はかかりますけれども、

やはり花木を植えていきたい。 

   それから、地盤が岩なので、アカシアなんかは強いので大丈夫なんですが、やはり

花木を植えるとすると場所によっては無理な場所もありますので、そういうところを

選定しながら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（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） それぞれいろんな質疑があったので、私からは３１ページに限っ

て質問いたしたいと思います。 

   まず上からずっといきますと、１３番の委託料、観光物産ＰＲ事業委託料１０５万

ですか。村長、行政報告か何かでも話の中にあったと思いますが、なかなかこれ成果

が上がらないと思います。１００％補助事業だからやっているんだなという気はしま

すけれども、過去にも東京中心に世田谷区とか物産ＰＲやって、なかなか成果が上が

らないので、ふれあい広場の直売所だけでやるんだという形の方針から、今回、震災

復興も兼ねてこうやっているわけですけれども、いろいろ工夫しなくちゃならないな

と、いろいろ考えています。 

   ところで、この関係からすれば、今ホームページリニューアルしていますね。

１０月オープンという形で、この間ちょっと課に行って尐し状況確認させていただき

ましたけれども、いずれにしましても、もう尐しここから結びつくような方法という

のは何なのかなということを考えいただきたいと思います。ホームページ活用も大き

なはずなんですけど、その辺も考えているのかどうか。私の調査ではあまり考えてい

ないような雰囲気でありましたので、改めてその辺をお願いしたい。 

   今のホームページを見てわかるとおり、特産品コーナー、特に大玉村は寂しいです。

売りたいという意欲が全然そこから見えてきません。行政だから、企業系ではないで

すから、売りたいという形は出しにくいこともありますけれども、民間とのホームペ

ージをリンクしてそこに飛ばしてやるとか、いろいろやっぱり工夫して実利に結びつ

くような、そんな考え方をまず持ってほしいという形でのご答弁をお願いしたいと思

います。 

   その次は名倉山。先ほど来いろんな方がたからお話があります。結論からすると、

一般質問でもありましたけれども、これだけのことをつくるのであれば地元の人とも

っと協議してほしかったなということが上げられます。ただ、現時点ではそれはそれ

として、今後のことの大きな課題として考えていただければと思いますけれども。 

   まず先ほど佐原議員からもありました植栽関係。これは吉野じゃ当然だめですから

山桜だよねと彼とも話しましたけれども、基本的には先に土をつくりながら次の植栽

に移って、何年かかけて、阿蘇山が噴火していますけれども、そこから何が生えてく
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るかいう形態を見れば必ずわかるんですけれども、そういうことを学びながらやって

いかないと、ただ植えたてからといって、今までも植えてほとんどカモシカにやられ

たり、なかなか根づかなかったりということがありますので、まずは土をつくるには

どうしたらいいか。大きく穴掘ってそこに客土するのか、それは大変なことだと思い

ますけれども、そんなことも尐し勉強していただければと考えております。 

   いずれにしても、桜とか何かを植えるのであれば、山桜を植えるのであれば、関東

あだたら大玉会も含めてオーナー制度でやってほしいなと考えております。 

   登山道につきましては、途中の歩道、村内の方でやはり膝が悪くて、フォレストパ

ークまで一生懸命歩いているのね、何でですかと言ったら、膝が悪いということを後

から聞いてわけですけれども。いずれにしてもプールもいいんだよという話はしまし

たけれども、そんなことももし考えていただけるのであれば、尐し急なところもある

ようですけれども、チップでもって歩けば健康にもいいんだよ、膝とか何か悪い人は

特に来てくださいねとかも、一つの考え方かなと思って、今そんな意見を申しており

ます。 

   あと、最後になりますけれども、先ほどに戻りますけれども、村民を巻き込んでと

いうことからすれば、特に地元の方についてはそういう結果でしたけれども、これか

らもしやれること、この登山道どういう名前つけるかわかりませんけど、村民に呼び

かけて愛称でも募集して、やっぱりみんなでこの登山道を愛したり、そこに行ったり、

そして関心を持ったり、いろんな角度から広めていってほしいなと思っていますので、

愛称名、これをもし検討できればありがたいなと思っております。 

   その次が委託料、大玉村ＰＲ映像作成業務委託料１００万。聞いた範囲では新しい

ＤＶＤを作成するんだなということでありました。もっとも今、全般に行きわたって

いないわけですから。ただ、この間の運動会でも、鈴木さん一生懸命ビデオ撮りして

くれていたので、もしかしたら別なことも含めてこれやっているのかなと考えました。

その辺も含めて、この１００万の内訳と活用の方法を改めてお伺いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   まず委託料の関係で、先ほど外でやらないというふうに受け取られてしまいました

が、要するに駅前でやっているような通り一遍のものについては絞っていくというこ

とですので、これは効果がないわけではありません。やはり大玉村のＰＲになってお

りますので、ただこれがかなり職員の負担にもなっているし、もう尐し違う方法がな

いかなということで検討させていただくということで、やめるわけではありませんの

で。 

   それからあと、効果のある、例えば世田谷に行っているものについては非常に効果

があります。今回も世田谷から来ます。北沢法人会で来ますので。これはできれば災

害協定を結んで大玉の米を日常的に、野菜、農産物を買っていただきたいということ

を今度お願いをしたいと思っております。そういうふうに継続して物を買っていただ
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けるようなつながりを中心として物販をやっていきたいなというふうに考えておりま

す。 

   それから、二本松と本宮と浅草なんかは一緒に県と４者でやっているものについて

は、大玉だけがやめますというわけにもまいりませんので、売上高の問題もいろいろ

ありますが、やはりこういうものについては他との関係もありますので、続けるとい

うものも含まれるというふうに考えております。 

   それからあと、名倉山のほうの、細かいことは担当のほうでお話をさせていただき

ますが、地元の協議、これについては名倉山の登山道をやるというふうに決めたとき

に、決めたというその方針のときに、小姓内地区と神明地区の２カ所別々に組、部落

の地区の懇談会をやらせていただいたときに、名倉山の登山道の話をさせていただい

て、皆さん、集まった方には登山道の整備をしますよということをお話をさせていた

だいて、特に地元から異論があったわけでもありませんし、これについてはご理解い

ただいているというふうに感じております。 

   ただ、時間もたちましたので、この前の一般質問の質問にもございましたので、ま

ず区長とか組長とかに事業の詳細について説明をしましょうと、必要があれば地元の

人たちということもやはり必要かなということで、それについては指示をしたところ

でございます。村全体の事業ですから、やる、やらないというのは全体的に判断をす

るわけですが、やはり地元を通りますので、改めてのそういうお話は着工前にできれ

ばしたいなというふうに考えております。 

   それ以外の内容については、担当のほうから答弁させます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   植栽関係でございますが、確かにあそこは岩場でございますので、余り土がないと

いうことで、当然土づくり等を進めていかないとなかなか花木も生育できないという

状況にあるかと思いますので、いろんな方面からの指導をいただきながら進めていき

たいなと。それから、桜のオーナー制度等も、今後植栽の計画をする際にいろいろ検

討していきたいと考えております。 

   チップの利用でございますが、今回の工事では現場で出た土を使うということで設

計になってございますので、その利用については、今後改めていろいろ利用状況を見

ながら検討していきたい。 

   あと、登山道の愛称ということでございますので、それらも今後庁内で協議して、

公募するかどうか検討しながら進めていきたいというふうに考えております。 

   ＰＲ映像の関係でございますが、こちらは担当の課長のほうから答弁させますので、

よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   ＰＲ映像委託料ということで１００万円、現時点では４，０００枚作成ということ

での予定でございます。 
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○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。３番。 

○３番（本多保夫） 名倉山登山道の件について１点だけお聞きしたいと思います。 

   これは一般質問でも５番議員さんからあったように質問されておるわけですが、・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・ 

   名倉山登山道に対しては何ら異議はないのですが、それにつけましても名倉山登山

道に行くまでの村道、これが亓里田、中道、神明、かなり狭い道路でございます。そ

の辺も改良というのを村長は考えているかどうか、お聞きしたい。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   まずは道路を開設して、行くまでのアクセスを広げてから登山道というのは、尐し

予算の関係もありますので、難しいものがありますので、やはり登山道をまず整備す

ると。そして花木を植えたりして山全体、あれは村山ですので村の所有地ですので、

先ほど言ったように土を入れかえてとなると大変な膨大な金がかかりますから、土の

いいところを選びながらまずは花木を植えていくということで、活用としては小学生、

我々が小学校のときにこちらから登って登山をしたというような経験もありますので、

そういう形で、学校とか村民のイベント等で登っていただいて、そして結果、やはり

かなりの人が登っていくということになって、地元の道路が狭いぞということになれ

ば、将来的には拡幅という話にもなるのかなというふうに感じてはおります。 

   それから、今回の予算は全て登山道整備のほうの不足分です。ですから、トイレに

ついては、俗に言う山の登山道には余りトイレ等はございませんし、あの短距離です

ので、トイレを済ませて行っていただくということになろうというふうに思いますが、

一応トイレについては今のところ考えておりません。 

   それから、駐車場は、あそこにもともと事務所がありましたので、今の中で若干砂

利を敷いた程度で駐車場というのは使えるだろうというふうに感じております。そし

て、イベントによっては上まで上がれますので、上のほうも平らになっておりますの

でかなりの車がとめられるということもありますので、お金をかけて大々的に駐車場

を整備するというふうには現時点では考えておりません。利用状況を見ながらやって

いくと。そういうことを整備しないと大変だというほど利用していただければ本当に、

設置目的にかないますので大変ありがたい、そういう方向には持っていきたい、協力

をお願いしたいというふうに考えています。 

   なぜ今回補正になったかということは、最初のお金だと、木を切ってブルで尐し削

る程度の工事しかできないということで、やはり安全を確保するためにステップをつ

くらなきゃならないだろうということです。普通だと木のくいとか擬木を打ち込んで、

そこの横にステップをつければいいわけですが、あそこは岩場ですので、それではす
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ぐに抜けてしまうということで、岩にドリルで穴をあけて、そして補強してステップ

をつくらないとだめだということがわかりましたので、想定以上に安全対策にお金が

かかって今回補正ということになったということですので。やはり雤が降って道路が

流れたり、それから若干足が悪い人でもきっちりと階段を上れるように、ジグザグに

なりますのでかなり緩やかにはなりますが、やはり真っすぐ登らなきゃないところも

出てまいりますので、そういうことも含めて今回補正ということでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ここで昼食のために暫時休議いたします。再開は午後１時３０分と

いたします。 

（午前１１時５７分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・ 

   ・・・・・ 

○・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・ 

○・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ほかに質疑ございますか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 午前中だとよかったんですけれど、ちょっと答弁漏れがあったの

で、改めてもう一回質問させていただきます。 

   ホームページのリニューアルという観点から物産ＰＲと絡めて尐し検討してほしい

という形のお願いでした。でも既にホームページは来月がオープンの予定ででき上が

っている感じですので、改めて随時見直しをしていくというようなことであれば、そ

のことも含めて、物産ＰＲの事後のいろんな形での取り組みとして、ぜひ検討してほ

しい。 

   あわせて、午前中の質問になかったですけど、直売所。いろんな意味でこのホーム

ページという形は出ているんですけれども、なかなかできない。担当に聞くとなかな
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かそういう人はいないということですけれども、直売所、職員の方々も含めて、村内

も含めて今どきこのホームページやってぱっとできる方はいっぱいいますので、ぜひ、

こうやってお金をかけるのももちろん大切ですけれども、そういう方々にアンテナを

出して、いろんな面から直売所もぜひそういう形の事後、ＰＲ物産の事後、あるいは

また通年販売も含めて、拡大のためにホームページというのは重要なツールの一つで

すから、ぜひご検討してほしいということもあわせてご答弁願えればと思います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） それでは、午前中の部とも一部かぶっているようでござい

ますが、８番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   ホームページは現在リニューアル中でございます。従来のスタイルですと、担当課、

現時点では政策推進課ですが、そこの担当職員でないとホームページの内容、改定な

り修正ができませんでした。これから今後入る予定のホームページにつきましては、

その作成システムといいますか作成方法が新たに変わりまして、新しいものになって

ございますので、今後は各課等に１名ないし２名程度の権限を与えて、各課でホーム

ページの内容、自分の所管する部門の中身を改定することができますので、今後、観

光部門についてはそれなりに、あと企画については従来私どもというように、おのお

のがそれぞれの範囲を決めて更新してまいるということで、答弁にかえさせていただ

きます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １８ページの款２の目１１の災害対策費、汚染土壌等の搬出にか

かわって１つお尋ねしますが、大玉村でのパイロット搬出というのを進める、大分早

くからかなり早くできると、文字どおりパイロットでできるのかなと思ったのですけ

れども、ちっともそうなっていない状態なんですけれども、それらはどういうふうな

今状況になっているかとあわせて、又兵衛山にいっぱいおかげさまで世話になって置

いてあるわけですけれども、あそこまで直接、道路の幅とかあれでは直接行けると思

うんですけれども、置いてある本数等々考えるとどうなのか、直接行って運んでこら

れるのかとか、そういう見通しも含めて、今どういうふうに考えられているか、道路

事情も含めてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   まずパイロット輸送の関係でございますが、パイロット輸送については年内に行っ

てまいりたいということで、現在、環境省と協議し、昨日も事前の意見聴取がござい

まして、１８日に９区の仮置き場から約１，０００袋程度ということになっておりま

すが、これらについて搬出の方法等、それから現場からどういうふうな形で搬出する

か等々について最終的な詰めを行って、雪が降る前にはパイロット輸送のほうについ

ては完了させてもらいたいということで協議中でございます。 

   それから、又兵衛の仮置き場の件でございますけれども、ここが今後積み込みヤー

ドになるかと、そういったことでございますが、当初、私のほうとしては、道路が狭
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隘で大型ダンプが何百台も通るということは道路の損傷等々、あるいは耐えられるか

どうかということもございます。そこで、今後新たに場所移動ということも非常に非

効率的であるし、かなりの量を保管してございますから、それらを別の場所でという

ことは相当な面積、あそこは６，０００平米ぐらいありますけれども、同じような場

所の確保というのは非常に難しいということを考えれば、今の状況の中で、あの状態

で運び出せるものなら運び出していきたいというふうにも考えています。 

   これらについてもいずれ環境省と現場を見ながら相談して、対応可能であればあそ

こを積み込みヤードとしても使っていくことについては十分に考えられると、そうい

うことです。まだ方針は決まっていませんが、いずれ環境省と協議しながら対応して

いきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。２番。 

○２番（遠藤勇雄） ３１ページ、中段の名倉山登山整備の関係で、これはできれば村長

に答弁いただければと思うんですが、安全対策・災害防止関係でございます。 

   このコース内で危険箇所、例えば落石とか滑落、そういった調査は実際行われてい

るかどうか。また、名倉山周辺地域では、ご承知のように過去に大雤によって土砂災

害とかも発生してございます。今回の整備等によりまして災害の発生の助長になるよ

うなそういった調査は、防止されるそういった調査はされているか。また、その対応

について伺いたいと思います。 

   もう一点でありますが、財政関係であります。予算関係、当初では５００万円、今

回補正で３５０万円、合計で８５０万円の予算計上でございますが、今後の整備等を

含んで最終的にこの名倉山の登山整備にどれくらいの総額、どれくらいの支出を予定

しているのか。またその財源内訳についても伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   安全対策ということについては、先ほど言った昔の事務所から歩いていく場合には、

ほとんど今ある道路を使うことになります。後ろのほうに道路があると。それについ

ては今回は対象になっていないと。登れるという判断です、いじらなくてもいいと。 

   それから、今ある作業道路、砂利道。砂利道を通っていくと上の石切り場まで行け

ると、そこから登ると非常に短時間で登れるということですが、そこまで一般の車を

入れるとなると、やはり落石とか、それから道路に、現場に行って見ていますが、台

風とか何かが来ると倒れそうな木も数本あると。それについてはこれから対策はどう

するかということを考えていきますが、イベント等の場合には、その安全を確認しな

がら、今の砂利道を通って上まで上がるということも可能だろうと。 

   それから、花木を植える場合も、やはり持って上がることはできませんから、それ

を上がっていくと、４ＷＤであれば問題なく上がれますので。その辺については、

２ルートあるということです。下から歩く場合、今ある道路を歩く。それから、今あ

る砂利道、作業道はやはり尐し落石防止、落石防止といっても金をかけて防御壁をつ

くるなんていうのは無理ですから、落ちそうなものがあるかどうかを確認して、逆に
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言えば落としてしまうということだろうというふうに思っていますが、今のところは

それほど心配したものはないと。ただ木が２、３本、こういうふうに斜めになってい

るのがあります。このまま１０年も２０年も立っていますので、大丈夫かもしれませ

んが、念のためやはり伐採したほうがいいかなというようなものも何本かございます

ので、そういうものについてはやっていきたいと。 

   ですから、大きな登山道をつくるのではなく、登れるだけの幅があればいいという

ことですので、今回、５００万のうちの１００万については流用させていただいて、

安全のためにきちっと設計をやろうということで、設計をさせていただきました。そ

の結果、７５０万かかるということで、前の５００万のうちの４００万と今回の

３５０万と。財産区のほうには１，０００万いただきますということで了解を得てい

たのですが、やはり当初５００万ということでスタートしましたので、特別会計から

また３５０万というのも何なので、一般会計のほうから今回は出させていただいたと

いうことで。 

   これからかかる事業費というのは、駐車場、今ある駐車場に砂利を敷くとか、それ

から、これは別事業になろうと思いますが、花木を植えるための経費、これはこれか

らです。オープンしてから当初予算の中で検討していきたいと。何千万というような

金にはならないだろうと、こういうふうに考えております。できるだけ自然を壊さな

いように、今の状況で進んでいきたいと。道路についてもブルで削っただけでいくと、

やはり雤が降ったときにそれが削れて割れたりということもあるので、きっちりと擬

木で動かないようにステップをつくったりしましょうということでおります。 

   それから、大雤の被害については右側のほうですね。今回左側のほうをちょっとい

じりますけれど、右側のほうの関係についてはやはり山をいじるいじらないにかかわ

らず危険性はありますので、これは見きわめながらいきたいというふうに考えていま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。４番。 

○４番（鈴木康広） 総務費１６ページ、財政管理費の１３委託料、固定資産台帳整備業

務委託料７１９万３，０００円について、委託内容とその大体の期間のほうをお願い

したいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   １７ページ、財政事務関係の固定資産台帳整備業務委託料関係でございます。この

業務につきましては、現在村の会計処理でございますが、企業会計の手法を今後取り

入れまして公会計としての仕組みに移行するような計画になっております。これは国

の方針が示されております。このため、事前の準備としまして村が所有いたします建

物のほか、道路につきましても固定資産としての台帳整備が必要となってまいります。

このため道路等の固定資産、価格等の算出につきましては、その手法が今現在定めら

れておりません。このため専門的な知識を有する業者等の業務委託というふうな形を
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結ばせていただきまして、固定資産台帳の整備を行うための経費の計上ということに

なります。 

   なお、予定される委託先でございますが、現在本村のシステム関係全てＴＫＣに委

託をしております。想定はＴＫＣということになりますが、ＴＫＣと契約をすること

によりまして、まずは簡易な台帳システムの使用ができます。そのほかＴＫＣと連携

されておる会社、これが有限責任監査法人トーマツでございます。このトーマツにお

きましては、監査以外にも地方公共団体の各種行政システム関係についてのアドバイ

ス、助言関係をしております。このトーマツの指導を受けながら、業務を進めていく

というふうな計画でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） その内容についてなのですが、今言った内容で、これはマイナンバ

ー制とかで基幹系システムとか分類があるということなんですが、そちらに入るのか

どうかと、セキュリティー面についてはどういうふうな対応を考えているか、お伺い

したい。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ４番議員さんに再度お答えをいたします。 

   マイナンバー関連とは連携はいたしません。あくまでも村が所有する建物、これは

公有財産、それと道路、こういったものを固定資産台帳として価格を設定して、減価

償却をするというふうな、通常の企業会計で行われているシステムといいますか台帳

でございますので、それらを取り入れて毎年減価償却として費用の計上をしていくと

いうことになります。 

   セキュリティー関係でございますが、これは基幹系システムに入れるかどうかはこ

れからシステム構築段階での検討になってまいります。マイナンバー関連とは全く性

質が異なるシステムでございますので、これについて今後の状況を見ながら判断をさ

せていただきたいと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案については討論を省略し、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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７０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。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 日程第５、議案第７１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。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   本案については討論を省略し、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 日程第６、議案第７２号「平成２７年度大玉村玉五財産区特別会計

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（遠藤義夫） ございませんか。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。 

   本案については討論を省略し、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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 日程第７、議案第７３号「平成２７年度アットホームおおたま特別

会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   本案については討論を省略し、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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 日程第８、議案第７４号「平成２７年度大玉村農業集落排水事業特
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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。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   本案については討論を省略し、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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 日程第９、議案第７５号「平成２７年度大玉村土地取得特別会計補

正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   本案については討論を省略し、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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 日程第１０、議案第７６号「平成２７年度大玉村介護保険特別会計

補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   本案については討論を省略し、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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 日程第１１、議案第７７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。ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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。 
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   本案については討論を省略し、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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 日程第１２、議案第７８号「平成２７年度大玉村水道事業会計補正

予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 日程第１３、議案第７９号「村道路線の認定について」を議題とい

たします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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、原案のとおり認定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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１４、議案第６１号「平成２６年度大玉村一般会計歳入歳出

決算認定について」から議案第６９号「平成２６年度大玉村水道事業会計歳入歳出決

算認定について」までを一括議題といたします。 

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

   ２番。 

○決算審査特別委員長（遠藤勇雄） 議長の命によりまして、決算審査特別委員会に付託

されました案件の審査結果を報告いたします。 

   決算審査特別委員会に付託されました平成２６年度歳入歳出決算認定議案を審議す

るため、９月１０日に議場において決算審査特別委員会を開催し、全委員出席のもと、

総務文教分科会、産業厚生分科会の２分科会を設置して審査することといたしました。 

   分科会では所管する決算項目、特別会計について慎重審議がなされました。 
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   また、９月１４日の決算審査特別委員会においては、分科会座長からの報告を受け、

報告に対する質疑応答を行いました。 

   以下、分科会ごとの審査結果を報告します。 

   総務分業分科会に付託されました平成２６年度歳入歳出決算認定議案を審議するた

め、９月１１日、第２委員会室において、全委員出席し、さらに付託事件について説

明を受けるため、総務部長、総務課長、政策推進課長、税務課長、教育部長、学校教

育係長、生涯学習課長、会計管理者兼出納室長に出席を求め、分科会を開催いたしま

した。 

   当分科会に付託されました平成２６年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について、

歳入全般、歳出について総務部、出納室及び教育委員会の所管に関する決算並びに他

の分科会の所管に属さない事項の決算、平成２６年度大玉村玉五財産区特別会計歳入

歳出決算認定について、平成２６年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、慎重なる審査を行いました。 

   その結果、総務部については、①村税収入未済額の徴収に努められたい、②広域生

活バス運行の見直しを含め、公共交通体系の調査研究結果を踏まえ推進を図られたい、

③「再生可能エネルギー利用促進の村」宣言を受け、本村に適した再生可能エネルギ

ーの積極的利活用を図られたい。教育部については、歴史文化基本構想策定にあって

は「地方創生事業」及び「日本で最も美しい村連合」の理念を加味して計画されたい。 

   以上のことをつけ加え、全委員一致をもって原案のとおり認定するべきものと決定

いたしましたとの報告がなされました。 

   産業厚生分科会においては、分科会に付託されました平成２６年度歳入歳出決算認

定議案を審議するため、９月１１日・１４日の２日間、第１委員会室において、全委

員出席し、さらに付託事件について説明を受けるため、産業建設部長、産業課長、建

設課長、住民福祉部長、住民生活課長、健康福祉課長、再生復興課長、農業委員会事

務局長に出席を求め、分科会を開催いたしました。 

   当分科会に付託されました平成２６年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について、

歳出のうち産業建設部、住民福祉部及び農業委員会の所管に関する決算並びに平成

２６年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、平成２６年度アッ

トホームおおたま特別会計歳入歳出決算認定について、平成２６年度大玉村農業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、平成２６年度大玉村介護保険特別会計

歳入歳出決算認定について、平成２６年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について、平成２６年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定について、慎重

なる審査を行いました。 

   その結果、産業建設部については、米価下落における対策と風評被害払拭のため、

米をはじめとする農畜産物の安心安全に万全を期すること。災害公営住宅の建設にあ

たって、住民生活に十分配慮し、遺漏なきよう事業執行に当たること。また、陳情路

線、重要幹線道路については、計画的に事業執行に当たること。農業委員会において

は、再生された農地の利用について努力されること。住民福祉部においては、線量低
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減化事業は、住民の不安や苦痛を取り除くために計画的でより的確な事業執行に当た

ること。再生可能エネルギーについては、なお一層普及拡大に努力されること。保険

料等の未収入を減らすべく、税務課と協力の上、徴収率の向上を図ること。保育所に

おいては、今後予測される待機児童をなくすため、保育士確保のための方策について、

より一層努力されることとし、付託された全ての案件について、全委員一致をもって

原案のとおり認定すべきものと決定いたしましたとの報告がなされました。 

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

んでした。 

   以上、決算審査特別委員会において慎重審議の結果、付託された議案第６１号から

議案第６９号までの平成２６年度歳入歳出決算認定議案について、全委員一致をもっ

て原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

   以上のとおり、決算審査特別委員会に付託されました平成２６年度歳入歳出決算認

定議案について審査結果を報告いたします。 

    平成２７年９月１５日 

                   決算審査特別委員会委員長 遠 藤 勇 雄 

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ただいま決算審査特別委員会委員長の報告が終わりました。 

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

９７の規定に基づき、特別委員会委員長に対する質疑を省略することになっておりま

す。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１５、議案第６１号から議案第６９号までの各議案について、

順次討論並びに採決を行います。 

   議案第６１号「平成２６年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について」をお諮り

いたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   これより議案第６１号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定するものです。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり認定することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

   議案第６２号「平成２６年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て」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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   これより議案第６２号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定するものです。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり認定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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

   議案第６３号「平成２６年度大玉村玉五財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て」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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   これより議案第６３号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり認定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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

   議案第６４号「平成２６年度アットホームおおたま特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   これより議案第６４号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり認定することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

   議案第６５号「平成２６年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   これより議案第６５号を採決いたします。 
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   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり認定することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

   議案第６６号「平成２６年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定について」

をお諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   これより議案第６６号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり認定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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、原案のとおり認定されました。 

   議案第６７号「平成２６年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」

をお諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   これより議案第６７号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり認定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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

   議案第６８号「平成２６年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   これより議案第６８号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり認定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（遠藤義夫） 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認定されました。 

   議案第６９号「平成２６年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定について」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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   これより議案第６９号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり認定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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１６、今定例会で付託いたしました陳情第５号から陳情第

７号を一括議題といたします。 

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

   総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。８番。 

○総務文教常任委員長（佐々木市夫） 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９月７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陳情第５号

「「戦争する国」へすすむ「平和安全法整備法案」に反対する意見書提出を求める陳

情書」についてを審議するため、９月１１日午前９時より第２委員会室において委員

全員が出席し、さらに参考意見の聴取のため総務部長、教育部長、会計管理者兼出納

室長に出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   陳情第５号「「戦争する国」へすすむ「平和安全法整備法案」に反対する意見書提

出を求める陳情書」について、審議の中で、継続審議と趣旨採択との意見がありまし

たが、慎重審議の上採決を行った結果、この陳情を継続審議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陳情についての審査結果を報

告いたします。 

   平成２７年９月１５日 

                      総務文教常任委員長 佐々木 市 夫 

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ただいま総務文教常任委員会委員長の説明が終わりました。 

   委員長報告に対する質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） どうも審議ご苦労さまでございました。 

   この中で委員長にお尋ねいたしますが、陳情案件は今日の焦眉の課題になっておる
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わけでございますが、今報告では継続審査ということで相なったということでござい

ますが、その継続審査の主たる要因というものはどういうものであったか、お伺いし

たいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○総務文教常任委員長（佐々木市夫） １０番議員さんにお答えしたいと思います。 

   継続審議となった主たる理由というようなことでございます。 

   ご案内のとおり、国会でもこの法案につきまして大変重要な審議ということで、今

審議中でございます。そういうことで、過日同じような類の質問を出されまして、そ

のときには否決という形であった経過もありましたが、そのような意見を申した委員

もおりましたが、結論からすると、大変重要な問題で、我々が軽々にこの問題に今こ

こで結論を出すべきじゃなくて、国会の審議を見守りながら判断すべきであるという

ような意見が多いために、このような継続審議に至ったものでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかに質疑ありますか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

を打ち切ります。 

   陳情第５号「「戦争する国」へすすむ「平和安全法整備法案」に反対する意見書提

出を求める陳情書」について採択いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は継続審査です。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決定しました。 

   次に産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○産業厚生常任委員長（武田悦子） 産業厚生常任委員会報告書。 

   議長の命によりまして、産業厚生常任委員会の審査結果を報告いたします。 

   去る９月７日の本会議において、産業厚生常任委員会に付託されました陳情第６号

「米価暴落対策の意見書を求める陳情」及び陳情第７号「ＴＰＰ交渉に関する陳情」

について審議するため、９月７日午後１時５０分より大玉村役場第１委員会室におい

て委員全員が出席し、さらに参考意見の聞き取りのため産業建設部長に出席を求め、

委員会を開催いたしました。 

   陳情第６号「米価暴落対策の意見書を求める陳情」及び陳情第７号「ＴＰＰ交渉に

関する陳情」について、慎重審議の上、全委員一致をもってこの陳情を採択すべきも

のと決定いたしました。 

   以上のとおり、産業厚生常任委員会に付託されました陳情についての審査結果を報

告いたします。 
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   平成２７年９月１５日 

                      産業厚生常任委員長 武 田 悦 子 

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ただいま産業厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 

   委員長報告に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑はないようですので、産業厚生常任委員会委員長に対する質疑

を打ち切ります。 

   陳情第６号「米価暴落対策の意見書を求める陳情」について採決をいたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第７号「ＴＰＰ交渉に関する陳情」について採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１７、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

   議会運営委員長から会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたしました申

し出のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。 

   暫時休議いたします。再開は１４時４５分でお願いします。 

（午後２時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時４５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１７、閉会中の継続審査申出についてを議題といたします。 

   議会運営委員長から会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたしました申

出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

   議会運営委員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
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ませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 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、閉会中の継続審査とすることに

決定しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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６号「大玉村議会会議規則

の一部を改正する規則について」、議員発議第７号「議会広報編集特別委員会設置に

関する決議について」、議員発議第８号「政府による米価対策を求める意見書につい

て」、議員発議第９号「ＴＰＰ交渉に関する意見書について」、議員派遣の件につい

て並びに総務文教常任委員会委員長からの閉会中の継続審査申出及び各常任委員会委

員長及び議会運営委員会委員長から閉会中の継続調査申出が提出されました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第６号から議員発議第９号まで並びに議員派遣の件について並びに総務文

教常任委員会委員長からの閉会中の継続審査申出について及び各常任委員会委員長及

び議会運営委員会委員長からの閉会中の継続調査申出についてをそれぞれ順番に日程

に追加し、追加日程第１から追加日程第７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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議員発議第６号から議員発議第９号まで並びに議員派遣の件について並び

に総務文教常任委員会委員長からの閉会中の継続審査申出について及び各常任委員会

委員長及び議会運営委員会委員長からの閉会中の継続調査申出についてをそれぞれ順

番に日程に追加し、追加日程第１から追加日程第７として議題とすることに決定いた

しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第１、議員発議第６号「大玉村議会会議規則の一部を改正

する規則について」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。８番。 

○８番（佐々木市夫） 議員発議第６号「大玉村議会会議規則の一部を改正する規則につ

いて」 

   上記議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。 

   平成２７年９月１５日 

    大玉村議会議長 遠藤義夫 殿 

                     提出者 大玉村議会議員 佐々木 市夫 
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                     賛成者 大玉村議会議員 遠 藤 勇 雄 

   朗読させていただきます。 

   大玉村議会会議規則（平成８年議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

   現行欠席の届出第２条は略させていただきまして、改正後のみ朗読させていただき

ます。 

   欠席の届出第２条（略）２ 議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、

あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 

   附則 この規則は、公布の日から施行する。 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第６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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 次に追加日程第２、「議会広報編集特別委員会設置に関する決議に

ついて」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。６番。 

○６番（武田悦子） 議員発議第７号「議会広報編集特別委員会設置に関する決議につい

て」 

   上記議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

   平成２７年９月１５日 

    大玉村議会議長 遠藤義夫 殿 

                     提出者 大玉村議会議員 武 田 悦 子 

                     賛成者 大玉村議会議員 菊 地 利 勝 

   朗読をいたします。 

   議会広報編集特別委員会設置に関する決議 

   次のとおり議会広報編集特別委員会を設置するものとする。 

                  記 

   １．名称 議会広報編集特別委員会 

   ２．設置の根拠 地方自治法第１０９条及び委員会条例第５条 

   ３．目的 議会広報の編集及び議会広報に関する対策 

   ４．委員の定数 ６人 
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   ５．調査期限 調査終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる 

   以上、決議する。 

   平成２７年９月１５日 

                          福島県安達郡大玉村議会 

   以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第７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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 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。 

   ここで議会広報編集特別委員の選任を行います。 

   お諮りいたします。 

   議会広報編集特別委員の選任については、委員会条例第６条第３項の規定により、

議会において選任することになっております。 

   この際、先例により、各常任委員会よりそれぞれ３名を選任の上、議会において選

任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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、各常任委員委員会より３名を選任の上、議長に報告願います。 

   なお、会場については、総務文教常任委員会は第２委員会室で、産業厚生常任委員

会は第１委員会室でお願いします。 

   ここで議事運営の都合上、暫時休議いたします。再開は３時１０分でお願いします。 

（午後２時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後３時１０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 各常任委員会より選任報告ありました議会広報委員について、事務

局長より報告させます。議会事務局長。 

○議会事務局長（作田純一） 報告いたします。 

   総務文教常任委員会より、松本昇議員、遠藤勇雄議員、佐々木市夫議員。 

   産業厚生常任委員会より、本多保夫議員、鈴木康広議員、菊地利勝議員。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 議会広報編集特別委員会委員について、ただいま事務局長が報告し
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たとおり、選任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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   ここで委員会条例第８条第１項の規定に基づき、議会広報編集特別委員会を招集い

たしますから、直ちに委員会室にご参集の上、委員会条例第７条第２項の規定により、

委員長及び副委員長の互選をお願いいたします。 

   なお、人選の結果については、議長に報告願います。 

   会場は第１委員会室でお願いいたします。 

   ここで議事運営の都合上、暫時休議いたします。再開は３時２５分といたします。 

（午後３時１１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後３時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議会広報編集特別委員会委員長、副委員長の互選結果について、事

務局長より報告させます。事務局長。 

○議会事務局長（作田純一） 報告いたします。 

   委員長、遠藤勇雄議員。副委員長、鈴木康広議員。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 議会広報編集特別委員会委員長、副委員長については、ただいま事

務局長が報告したとおり決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第３、議員発議第８号「政府による米価対策を求める意見

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。６番。 

○６番（武田悦子） 議員発議第８号「政府による米価対策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９月１５日 

     大玉村議会議長 遠藤義夫 殿 

                     提出者 大玉村議会議員 武田悦子 

                     賛成者 大玉村議会議員 本多保夫 

   提出先 内閣総理大臣、経済産業大臣、農林水産大臣 

   朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

   政府による米価対策を求める意見書（案） 

   ５月まで下がり続けた２６年産米の相対価格は、６月度は若干上がったものの、農

家手取りは８，０００円代の水準で、労賃はもとより、物財費さえ確保できない価格

です。その原因は６月末の民間在庫が２３０万トンと昨年よりも１０万トンも多いな
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ど、過剰基調にあることは明らかです。 

   そして、２０１５年産の早場米のＪＡ概算金は昨年より３００円から１，２００円

の値上げにとどまっています。こんな価格ではどんな経営努力を講じても経営は維持

できず、そのしわ寄せが、大規模経営や集落営農組織等の担い手層の経営を直撃し、

規模拡大どころか借地の返却と離農が同時に進むことになりかねません。しかも、政

府が米直接支払交付金を半減し、「米価変動補てん交付金」を廃止したために、稲作

農家に二重、三重に経営困難をもたらしています。 

   そして、重大なのは現状のまま推移すれば、昨秋の二の舞になりかねない状況にあ

ることです。 

   政府は、多くの農家や関係者の米価対策を求める世論に押されて融資やコスト削減

への助成などを打ち出しましたが、需給については「市場任せ」を公言し、米価暴落

の抜本対策を打ち出さずにいます。さらに政府の２０１８年産米からの生産調整廃止

方針により、需給と価格がいっそう不安定なものになろうとしています。 

   こうした状況の中で、国内では主食用米から４０万トンもエサ米に転換し、需給の

安定に努力しています。にもかかわらず、ＴＰＰ交渉において、米国産米・豪州産米

の特別輸入枞が合意されているとの報道もあり、事実とすれば米価暴落による将来不

安を抱える国内生産者を愚弄するものと言わざるを得ません。 

   いまこそ、米の需給対策を放棄する方針を撤回し、政府が需給と価格の安定に責任

をもつ米政策を確立することが、強く求められています。 

   政府は過剰米の市場隔離を官民あげて実施し、米殻の需給調整に直ちに乗り出し、

需給と価格の安定に責任をもつ米政策を確立するとともに、米直接支払交付金の半減

措置と米価変動補てん交付金の廃止を撤回し、農家の経営安定対策を図ること、また

２０１８年産米からの生産調整廃止方針の撤回、ＴＰＰ交渉の日米協議における米国

産米の輸入特別枞の合意をただちに撤回することを強く求めます。 

   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９月１５日 

                     福島県安達郡大玉村議会議長 遠藤義夫 

   以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第８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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 追加日程第４、議員発議第９号「ＴＰＰ交渉に関する意見書につい

て」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 議員発議第９号「ＴＰＰ交渉に関する意見書について」 

   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９月１５日 

    大玉村議会議長 遠藤義夫 殿 

                     提出者 大玉村議会議員 須 藤 軍 蔵 

                     賛成者 大玉村議会議員 菊 地 利 勝 

   提出先 内閣総理大臣、経済産業大臣、農林水産大臣 

   意見書案の朗読をもって、提案にかえさせていただきます。 

   ＴＰＰ交渉に関する意見書（案） 

   ７月２８日からハワイで開催されたＴＰＰ閣僚会合は、大枞合意に至らずに閉幕し

ました。米日両政府は、ＴＰＰ全体の妥結を狙っており、今後の交渉の行方は不透明

です。 

   一方で日米２国間協議は大きく進展し、米国産米・豪州産米合わせての８万トンの

「特別輸入枞」の設定をはじめ、牛肉の関税を１５年掛けて３８．５％から９％まで

引き下げ、豚肉の関税１kg あたり最大４８２円から１０年後に５０円前後まで引き

下げ、麦の事実上の関税のマークアップを４５％削減、米国、オーストラリア、ニュ

ージーランドにバター・脱脂粉乳の輸入枞を設定、甘味資源作物の輸入拡大につなが

る措置を検討など農産品重要５品目すべてで、日本側の譲歩が報道されています。 

   いずれも米や牛・豚肉などを重要品目として「除外又は再協議」を求めた国会決議

に違反していることは明白であり、重大な譲歩提案を公表し、ただちに撤回すべきで

す。 

   一方で、米国議会に出されたＴＰＡ法案は、従来のＴＰＡ法案と違って、交渉が妥

結しても事実上議会が修正を求める権限が盛り込まれており、仮に交渉が合意しても

再譲歩がせまられる可能性があります。さらに交渉参加国にとって受け入れがたい

「為替条項」も含まれています。 

   国会決議から逸脱した重要品目の大幅譲歩が明らかになった以上、ＴＰＰ交渉から

の撤退を決断するしかありません。 

   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９月１５日 

                     福島県安達郡大玉村議会議長 遠藤義夫 

   以上であります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第９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。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 
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○議長（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 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（遠藤義夫） 追加日程第５、議員派遣の件についてを議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   本件につきましては、お手元に配付の議員派遣の件についてのとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本件はお手元に配付のとおり派遣することに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 次に、追加日程第６、閉会中の継続審査申出についてを議題といた

します。 

   お手元にお配りいたしましたとおり、総務文教常任委員会委員長から、付託いたし

ました事件について、会議規則第７５条の規定に基づき閉会中の継続審査の申し出が

あります。 

   お諮りします。 

   総務文教常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   したがって、総務文教常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 次に、追加日程第７、閉会中の継続調査申出についてを議題といた

します。 

   お手元にお配りいたしましたとおり、各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委

員長から、所管事務のうち、おのおの記載の事件について、会議規則第７５条の規定

に基づき閉会中の継続調査の申し出があります。 

   お諮りします。 

   各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 
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   したがって、各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で、今期定例会に付議されました議案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８回大玉村議会定例会を閉会いたし

ます。ご苦労さまでした。 

（午後３時３７分） 

 

 


