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６月定例会開催
平成 年度を目途に国民健康保険の運営主体が、市
町村単位から都道府県単位に移行します。
県内における保険税（料）の統一が必要となること
を踏まえ、今年度はそのための環境整備を進めるため、
課税方式を 年度までの４方式（所得割・資産割・均

50

平成 年度の医療給付費・後期高齢者支援・介護給

軽減・２割軽減の軽減基準が拡大されました。

付金の課税限度額が２万円引き上げられる一方、５割

その他の主な改正点は、後期高齢者支援金・介護納

％（３％減）
、応益 ％（３％増）と算定されました。

統一することとなりました。同時に賦課割合が、応能

等割・平等割）から資産割を廃止して、３方式に県内

25

付費の一般分課税額は次のとおりとなりました。

１人当たり
１世帯当たり

万４４４４円
（１８１０円の増）
万６２８６円
（１１２６円の増）

●国民健康保険税按分率表●
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0.00

比較

との考え方による。

じて納税していただく

の世帯の加入者数に応

のこと。加入世帯とそ

対して賦課される割合

及び世帯（平等割）に

加入世帯員（均等割）

※２ 応益割とは

方による。

納税いただくとの考え

と。負担能力に応じて

て賦課される割合のこ

資産（資産割）に対し

所得（所得割）及び

※１ 応能割とは

用語解説

６月定例会は、 日から 日までの４日間の会期で開かれました。
内容は、条例等改正４件、補正予算３件、その他２件、契約２件、
議員発議 ４件及び報告 １件の、合わせて 件が提出され審議し、一
般質問では ６名の議員が登壇し、各種行政課題に対し、村の考えを
質問しました。

所得割（％） 資産割（％） 均等割（円） 平等割（円）

これから国保制度が大きく変わります。
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5.19
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１人当たり 世帯当たり 課税限度額
課税額（円） 課税額（円） （円）
17.00％
33.00％
0.00％
50.00％

29

26



議会だより

17

医療

26

10

17

応益（50％）※2
応能（50％）※1

50

そ の

他

可決された補正予算

補正額  １億９７３１万円
総 額  億５５５７万円

◇一 般 会 計

主なもの

◇国民健康保険特別会計

補正額  ５０７３万円
総 額 ９億１６２万円

◇ アットホームおおたま
特別会計

万円

（予備費より補填）

補正額 

43

総 額  億６０１万円

1

72

◦大玉村ＰＲ映像素材製作業務委託料
５００万円
◦ マチュピチュ村交流事業実行委員会補助金
１００万円
◦ふるさと納税協力者謝礼
２５０万円
◦応急仮設住宅ごみ収集運搬事業負担金
３６０万円
◦除染後農地の保全管理や、そば・大豆の
放射性物質吸収抑制対策事業に要する経費
３５７万円
◦農林水産業団体育成補助金
２２１万円
◦野菜等放射能検査事業に要する経費
２３１万円
◦農地中間管理機構事業に要する経費
万円
◦間伐材等加工流通施設整備事業補助金
４９３５万円
◦観光物産ＰＲ実行委員会事業委託料
５５０万円
◦コテージ改修関係経費
２０００万円
◦道路新設改良に要する経費
４５０２万円
◦適応指導教室設置に要する経費
万円
◦ふくしまっ子体験活動応援に要する経費
１２１万円
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73

23

26

可決された条例など

12

◦大玉村国民健康保険
税条例の一部改正
◦平成 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
条例の一部改正
◦安達地方広域行政組
合規約の一部改正
◦安達地方広域行政組
合規約の変更に伴う
財産処分
◦安達地方土地開発公
社の解散
◦平成 年度消防小型
動力ポンプ付積載車
購入に係る物品売買
契約

総合福祉センターさくら

大玉村税条例等の一部改正

太陽光設備設置予定

20

13

◦法人税法において、外国法人関係の地方税法
の一部改正に伴う所要の規定の整備。
◦国税化され地方交付税の原資となる地方法人
税創設に伴う法人市町村民税の法人税割の税
率の引き下げ。
◦小規模保育事業や認定子ども園に供する固定
資産を非課税とする特例措置による引用条項
の改正。
◦国及び地方を通じた自動車関連税制の見直し
に伴う軽自動車税率の引き上げ。
◦公益法人等に係る村民税の課税特例の租税特
別措置法改正に伴う引用条項の整理。
◦軽自動車のグリーン化税制新設に伴う、 年
経過の３輪以上の軽自動車に概ね ％を重課
する特例措置の新設。
◦一般株式等及び上場株式等に係る譲渡所得等
の課税特例・非課税口座内上場株式等に係る
譲渡所得の計算の特例、それぞれ租税特別措
置法の改正に伴う引用条項の整理。
◦東日本大震災に係る特例の削除。

12

太陽光発電設備等
設置工事請負契約
総合福祉センターさ
くらと大山小学校に設
置する太陽光発電設備
など設置工事で、太陽
光発電容量は、両施設
とも ㌗毎時で工期は
平成 年 月 日。
26 20

大山小学校

一 般 質 問

請 願 ・ 陳 情 一 覧 表
●６月定例会に提出された請願
「手話言語法制定を求める意見書」の提出を求める請願書
提出者

二本松市上川崎字畑中１７０
二本松聴力障がい者会
会長 野地 初弘  他１名

付 託
委員会

審
結

産 業 厚 生

査
果

採

択

農業・農村の再生に向けた「農業委員会制度・組織改革」に関する請願
提出者

大玉村玉井字星内70番地
大玉村農業委員会
会長 村上

付 託
委員会

好
審
結

産 業 厚 生

査
果

採

択

採

択

●６月定例会に提出された陳情
「さらなる年金削減の中止を求める」意見書提出を求める陳情

６人の議員が登壇

提出者

大玉村大山字岩高９―34
全日本年金者組合大玉支部

付 託
委員会

代表 川崎かつ子
審
結

総 務 文 教

査
果

規制改革会議の「農業改革」案の撤回と農業委員会・農業協同組合の「自主・自立」
を基本とする改革を求める陳情
提出者

二本松市油井字田向73番地
安達地方農民連
会長 佐藤 佐市

付 託
委員会

審
結

産 業 厚 生

査
果

採

択

大玉村農業委員会委員の推薦について
大玉村長より議会へ依頼のあった大玉村農業委員会委員の推薦について、
２人の方の推薦を下記のとおり決定しました。
なお、２人ともに農業委員に選任され、任期は平成26年７月20日から平成
29年７月19日までとなります。
住

所

氏

名

玉井字午房内

押 山 義 則

大山字小次郎内

渡 邉 ミツ子

摘

要

役職名 大玉村議会議員

議会だより



一 般 質 問

安達地方における汚染された
可燃性廃棄物の減容化事業に
ついて

処分が待たれる牧草

となった理由、また候補
地の選定は。
産業部長：既に報道され
ている飯館村、調整中の
田村地方の処理施設の計
画の中に、安達地方は対
象地域になっておらず、
環境省から安達地方１カ
所の仮設焼却場建設の事
業構想が示されたところ
です。
村長：共同事業というこ
とで、環境省に問い合わ
せの結果、農業系汚染物
の焼却はもとより、除染
作業での枝葉など、現在
クリーンセンターで焼却
している汚染物を、仮設

とで、飲水として現在は
問題ないとの結果です。
村長：慣行法で地域の方
が利用しております。原
則的には行政がそれを止
める手立てはありません
が、将来的には水道への
切り替えへの話し合いも
必要と考えております。

◦農業用廃棄プラスチック回収処理について
◦ 大玉村の自然環境を生かした「森林セラピー」
の活用、
「里山資本主義」の調査研究を願う。

他に次の質問がありました。

建設部長：管理状況につ
いては、土地改良区で、
湧水として水利権を設定
し、定場水道組合と利用
契約を締結し、水道組合
が管理しております。
総務部長：引水について
放射性物質検査の結果、
検査限界値未満というこ

引水利用の定場地区

安全が問われる、引水利用について
押山：玉井財産区、小高
倉山地内の湿地から、定
場地区への引水利用がさ
れ て お り ま す。 利 用 形
態、管理状況、また放射
能汚染の観点から、引水
の飲用利用について、十
分調査の上利用されてい
ると承知しています。長
い目で見て現状で良いの
でしょうか。田村地方で
は、 引 水 利 用 に つ い て
は、 将 来 の 健 康 を 考 え
て、水道水利用への切り
替えが進められていると
か。それぞれ伺う。

焼却場を作ることで、ク
リーンセンターの負荷の
減少ができ、さらに広域
として関わることで、事
業の運用についての点検
もできる。また時間の経
過の中で、どんどん腐っ
て濃度が高くなり、処理
も遅れてしまう廃棄物の
処理を、とりあえず適地
があれば、事業として受
け入れる方向で検討して
いる段階です。

議会だより



押山：環境省と安達地方
広域行政組合の共同事業
として取り組む、汚染さ
れた可燃性廃棄物の減容
化事業の目的と概要を示
せ。
産業部長：農林系の廃棄
物、稲わら、牧草、堆肥
など、また除染で出た廃
棄物（可燃性の焼却物）
を混焼する施設を安達地
方に１カ所設置し、焼却
して容積を小さくして浜
通りの中間貯蔵施設か可
燃性処分場に運ぶ事業で
す。
押山：仮設焼却施設が安
達地方に設置されること

押山義則議員

一 般 質 問
鈴木：東日本大震災とそ
れに伴う原発事故から３
年が過ぎた。又兵衛山地
内 仮 置 き 場 の 設 置 時 の、
搬入開始・搬出開始の予
定はいつ頃に考えていた
か。

ベルト

ベルト

よってどのように変わるか。

活動で現在時間などの制
限はあるか。
教育部長：事前に放射線
量を確認する事を条件と
して、時間による制限等
は一切設けていない。
鈴木：屋外での活動時に
マスク・手袋等を必要と
しているか。
教育部長：現在大山小学
校の畑の学校活動で、手
袋を持参させている。マ
スク着用は保護者の判断
としている。
鈴木：スポーツ少年団な
ど学校外の活動で、制限

の有無、マスク等の使用
はあるか。
教育部長：時間による活
動制限は現在ありませ
ん。放課後子ども教室の
畑作業は、着用を強制し
ないがマスク等を主催者
で準備しています。
鈴木：子ども達の体力低
下などが懸念されている
がどう思うか。
教育部長：学校遊具の改
修や校庭の芝生化などを
行い、体力の低下の心配
がないように対応してい
きます。
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学校の放射線に関する教育の
現状について

鈴木：農産物の美味しさ
や栄養価など情報提供は
必要と思うか。その検査
費用の補助は。
産業部長：米は全袋検査、
野菜はモニタリング調査
で安全・安心をアピール
している。加えて美味し
さや栄養価などの情報を
発信する事は必要と考え
る、圃場・生産者ごとに
数値が違い、現状では厳
しいが今後検討してまい
りたいと思います。

鈴木：子ども達の安全の
為、学校は放射線に関し
てどのように教育されて
いるか、また大玉村独自
の取り組みはあるか。
教育長：放射線等の基礎
知識や放射線から自身を
守る実践力を身につけ
る。そのベースとなる豊
かな心を育む。今年から
全ての幼・小・中学校が
入っている大玉学園を挙
福祉環境部長：現在森林 げて人権教育に取り組ん
を除く平地で０・ ㍃ シー でいる。
～０・ ㍃ シーです。 年 鈴木：屋外での学校教育
の４月と 年の４月を比
べると約 ％の低減です。
鈴木：風評被害に関して、
その原因となっている、農
地の土壌汚染はどん な現
状か。また時間の経過に
又兵衛山地内、仮り置き場の現況

72

大山小、畑の学校

11

24

産業部長： 年の冬から
年春にかけて水田 カ
所を調査し最大で４０８
ク
ベク
７ ベレ、
ル 最小で５５ ２ レで
ル
した。減衰割合から計算
すると、３年経過すると
０・５ に、 年経過する
と０・ になります。
23

10

27

27

33

40 26

24

鈴木康広議員
24

福祉環境部長：造成工事
は平成 年７月末に完成
し搬入を開始、 年１月
に搬出が開始されると考
えていました。
鈴木：現在の搬出予定は
変わっているか。
福祉環境部長：村の搬出
予定について変わってお
りません。状況の変化は
ございますが 年１月搬
出すると考えています。
鈴木：仮置き場の設置に
より道路などの公共施設
の除染が行われ、合わせ
て住宅除染が進ん でいま
す。空間線量はどのよう
に変化しているか。
24

仮置き場からの
搬出時期について

一 般 質 問

職員のみなさんが、働く
意欲を高めるような環境
を作るためには賃金を見
直す必要があるのではな
いかと考えるが、その考
えはないか伺う。
総 務 部 長： 経 験 年 数 が
違っても同一賃金という
のは考慮しなければなら
ないと考える。経験年数
などを加味した賃金体系
を検討したい。

雇用環境改善が望まれるアットホームおおたま

武田：教師が忙しすぎた
り、保護者がそれぞれに
問題を抱えていたりとす
る中で、子ども達のやさ
しさが見逃されたり、ト
ラブルが発生したりとい
うことがある。このよう
な中で、子ども達の自己
肯定感を育てることは大
切と考えるが、どのよう
な取り組みが行われてい
るのか。
教育長：大玉村の子ども
達は必ずしも自己肯定感

が高い状況となっていな
い。学校生活の中で、子
ども達が自分の力を発揮
する場面を作って行くこ
とが大事だと思う。自ら
課題を見つけ、自ら考え
判断するという場面を授
業の中で作っていくこと
が必要と思う。何より学
ぶ楽しさを実感できる授
業を作っていきたい。
武田：大玉村で進められ
ているコミュニティ・ス
クールの良さを生かし、
教師と保護者、子ども達
を支援する地域住民との
関係を築いていくこと

わたしたち仲良しだよ（さくら）

で、教師が子ども達に寄
り添う関係性をより強い
ものにしていくことが出
来るのではないかと思う
が、どう取り組んでいく
のか。
教育長：教育の基盤は信
頼関係だと思う。コミュ
ニティ・スクールを導入
し て ４ 年 に な る が、 学
校・家庭・地域の信頼関
係が醸成されつつあると
考える。また、各関係機
関と連携した支援など、
物理的な面や心的な面で
も、環境整備に取り組ん
でいきたい。

議会だより



村長：フロント業務はお
金を扱うことなど重要性
が違うということで支給
している。
武田：委託職員の賃金は
それぞれの職種に応じて
賃金に違いがあるが、何
年勤務しても賃金が変わ
らないと聞いている。委
託職員のみなさんの力が
あればこそ、大玉村の行
政はスムーズに運営され
ているものと思う。委託

子ども達の自己肯定感を
育てよう

委託職員の雇用環境改善を求める
武田：原発事故以降、放
射能対策での除染や住民
の健康管理など膨大な仕
事が発生している。これ
らの事業を担う職員とし
て委託職員が増やされて
いる現状だが、委託職員
への加給金（ボーナス）
の支給基準はどのように
決められているのか。
総務部長：加給金支給基
準として、保育所の保育
業 務、 幼 稚 園 の 保 育 業
務、アットホームおおた
まのフロント業務、その
他として村長が適当と認
めた業務となっている。
武田：アットホームの中
でフロントだけが対象な
のはどうしてか。

武田悦子議員

一 般 質 問
須藤：来年から要支援１
と２の訪問や通所のサー
ビスを介護保険から外し
市町村に移すとされてい
る。村の対応と課題を伺
う。

改正される介護保険に
ついて
福祉環境部長：現在策定
中の第６期介護保険計画
の中で、地域支援事業を
どう組み立てていくか検
討 し て い る。 課 題 と し
て、まずマンパワーの問
題がある。ボランティア
の皆さんの力を借りるこ
とも考えざるをえない。
須藤：改正では一定水準
の所得の人からサービス
の利用料を現在の１割か
ら２割に上げ、さらに老
人ホームへの入所は要介
護３以上にするとしてい
る。お金も上げ、入所の
方は入口をせまくするの
は、ご本人はもちろん、

村長：備蓄米については
今までも要望してきた。
現在の農政は、全国を同
じ法律でカバーしてい
る。備蓄米の在り方も北
海道・九州とも同じであ
る。現在の福島県には、
独自の政策が必要である

と考える。福島県だけに
該当する米政策など農業
政策を作ってほしいと要
望してきた経過もある。
県知事へもこれらの要望
を、国に対しておこなっ
ていくよう強く求めてい
きたい。

他に次の質問がありました。

◦不適切な支出、監査委員の指摘について
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「備蓄米」枠確保の取り組みを
須藤：福島県産の米は販
売に苦戦が強いられ続
け、店頭には並ばず、主
に業務用に向けられると
も言われている。米価が
どんどん下がる大きな要
因の一つに消費者の
〝米〟離れがあることも
事実です。そうした中で
も県産米は全国の中でも
一定の評価を得ていた。
それが低迷しているのは
原発事故の風評であり実
害 だ。 国 の 責 任 に 於 い
て、県産米を備蓄枠に組
み入れるよう求めること
は、当面する方法のひと
つであろう。近隣市や県
と協力し、強い運動を展
開すべきと思うが村長の
見解を伺う。
たくさんの方が利用されている施設

家族にとっても大変な事
態だ。今回の制度改悪は
認知症予防のため初期の
対応こそ大切だとする国
の方針にも逆行する。確
実に高齢化が進行する
中、住民の健康を守る自
治体の役割を伺う。
村長：認知症の初期の対
応 で は、 音 楽 療 法 や ス
ポーツ療法などが有効だ
と言われているように初
期の支援が大切だと思
う。そのためには既存施
設の機能の見直しや新た
な施設建設についても検
討しなければならないと
考える。

出荷が待たれる備蓄米

須藤軍蔵議員

一 般 質 問

す。水田フル活用策とし
て、飼料用米作付けをシ
フトする必要があると考
えます。
畜産農家の現状、合計
戸でありますが、後継
者の有無については、
戸の農家が後継者がいま
す。約２／３は後継者が
いないといった状況です。
17
岐路に立つ畜産農家

11

ＪＲの駅について
佐藤：大玉 区内にＪＲ
の駅を新設するとの動き
がありますが、当局はど
の程度、掌握しているの
か伺う。
過去にも、駅の新設の
動きがあったと聞いてい
るが、どこまで進行して
いたか、駅の建設につい
ての条件について、建設
費、周辺の整備の内容を
伺う。

総務部長：一部村民の中
で、新しい駅の設置に関
しての話し合いがあるこ
とは聞いております。
新駅設置については、
まず自治体からの要望。
その上で建設する駅に関
する基礎調査をＪＲが行
い ま す。 過 去 の 調 査 で
は、当時建設費用８億円
前後、全て自治体負担と
いっておりました。完成

村内を走る東北本線（大山地区）

後についての施設はＪＲ
に寄付となって、管理は
ＪＲが行うといった観点
から、最終的には、４号
線周辺の状況、乗降客の
確保、採算性、それらを
踏まえ、採算性はとれな
いと判断され、結果的に
はその段階で調査が終
わっているという状況で
す。

他に次の質問がありました。

◦日本で最も美しい村連合への参加について

議会だより



農業離れが加速されると
予想されます。農業経営
の法人化、農地の集約、
規模拡大に向けての農家
の意識改革が必要と考え
ております。
ＴＰＰ加入後、主食用
米については、２、３割
の銘柄米しか残らないと
いった試算内容でありま
53

農政問題について
佐藤：政府は、農協や農
業の大改革案を示してき
ましたが、新農政におけ
る本村の今後の方向性を
伺う。
仮にＴＰＰ交渉が成立
した場合の対応策につい
て具体的に示せ。稲作、
畜産農家の現在の実態に
ついて、後継者の有無に
ついて伺う。
産業部長：農地の中間管
理機構、経営安定所得対
策の見直し、水田のフル
活用、また農協の改革、
農業委員選任方法の改革
と、高齢化、後継者不足
の中で、中小規模農家の

佐藤誠一議員

一 般 質 問

遠藤：先日の新聞で、本
村の 歳未満の村外避難
者が 名との事、現在の
状 況 を 高 校、 小 中 学 生、
小学生以下の人数世帯数
を伺う。
福祉環境部長：新聞報道
の情報サイトから、５月
末現在 世帯 人、内訳
は中高校生６ 世帯７ 人、
46

50

ベルト

30

11

15

10

14

10

あだたら応急仮設内保育所

村在住時の住宅の除染率
と除染後の空間線量を伺
う。
福祉環境部長：現在住宅
除染中であり、前後の評
価はできませんが、これ
までの結果から ％から
％の低減とみておりま
す。
遠藤：年間予測被ばく線
ー
量１㍉ シ以
上なら、再除
染は当然である。それを
怠れば本村行政の責任は
免れないと思う。どの様
な見解をお持ちか伺う。
福祉環境部長：村の除染
計画、５年計画というこ
とで進めており、長期的
14

くアンケートの報告と認
識しており特段医師の診
断書の提出は求めており
ません。
遠藤：幼稚園、保育所の
現在の実態と対応を伺う
と共に、今後の安全対策
を伺う。
教育部長：幼稚園は弁当
持参でありますが、学校

と同様、個別調査により
実態把握をしております。
福祉環境部長：保育所入
所申込みの時点で、保護
者に聞き取りを行い、医
師の給食等に関する指示
書の提出をいただき、指
示書に基づいて、マニュ
アルに従い、対応をして
おります。

他に次の質問がありました。

◦農地中間管理機構と本村の役割について
◦６次産業化の進捗状況について
◦土曜授業の対応とその進捗状況について

10
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学校給食のアレルギー対策について
遠藤：本年３月食物アレ
ルギー対応として、小中
学校で７件との報告が有
りました、現在対応され
ている件数と、実態把握
をどの様にして行なわれ
ているのか伺う。
教育部長：代替食３ 人、
除去食２人その他２人の
計７人と、アンケート調
査に基づく結果です。全
児童、生徒に対し、食物
アレルギー個別表による
調査を毎年実施し実態把
握に努めております。
遠藤：食物アレルギー対
策で、独自のマニュアル
作成とか、対応希望者に
は、医師の診断書の提出
を義務づける等の自治体
があるとのこと、本村の
対応を伺う。
教育部長：個別調査実施
の際、医師の診断に基づ

ベルト

な目標として年間１㍉ シー
を目指す。自然減衰を含
めて ％程度を低減させ
ることを目標としており
ます。

保育所の給食風景

遠藤文一議員
小学生 世帯 人、幼稚
園児 世帯 人、乳幼児
世帯 人、となってお
りますが、現在避難され
ているのは、１世帯１人
の母子となっております。
遠藤：この避難されてい
る方々に、行政サービス
のなすべき義務は、十分
果たされ、万が一にも手
落ちが無いとの認識か伺
う。
福祉環境部長：就学児童
手当、子ども医療費、保
育所の広域入所と、実施
要項に従い十分に行って
おります。
遠藤：村外避難者の、本

60

原発事故による
本村住民の避難状況
について
50 18

42

制、②許認可業務、③市
町村・都道府県・全国と
いう組織のネットワーク
の維持が必要不可欠であ
ります。
しかしながら、規制改
革会議農業ワーキング・
グループは５月 日に取
りまとめた「農業改革に
関する意見」で、選挙制
度の廃止、都道府県農業

会議・全国農業会議所制
度の廃止、農地の権利移
動の届け出制への移行、
意見の公表・建議機能の
法 律 規 定 か ら の 除 外、
等々に言及しました。
これは農業・農村現場
の実態を無視しただけで
なく、これまでの農地流
動化政策推進の流れに全
く逆行するものであり、

農業・農村の再生に向けた「農業委員会制度・
組織改革」に関する意見書
農業委員会組織は、農
業・ 農 村 の 政 策 支 援 の
「応援部隊」として、こ
れまでも地域に密着し人
と 農 地 の 間 を「 足 で 稼
ぐ」ことを基本に、農業・
農村の再構築に取り組ん
でまいりました。さらに
その取り組みを強化する
ためには、農業委員会活
動の基礎である、①公選

政府の規制改革会議
が、農業委員会制度の解
体、全国農業協同組合中
央会（ＪＡ全中）を頂点
とする中央会制度の廃止
などＪＡグループの組織
再編を柱とする農業改革
案をまとめた。安倍晋三
首相は農協、農業生産法
人、農業委員会の改革を
「３点セットで断行する」
と述べた。しかし、この
改革案は、現場実態を無
視した結論ありきの改革

であり、組織の主体者で
ある農民を蔑ろにしたも
のである。
全国農業会議は、次の
ような見解を出してい
る。 「農業委員会等の
―
見直し」
「農地を所有で
き る 法 人（ 農 業 生 産 法
人）の見直し」で出され
ている意見は、選挙制度
の廃止、都道府県農業会
議・全国農業会議所の廃
止、農地の権利移動の届
け出制への移行、意見の

公表・建議機能の法律規
定からの除外、等々、農
業・農村現場の実態を無
視しただけでなく、現場
でがんばる農業委員の気
持ちを削ぐ、理解しがた
い内容であり、決して容
認できるものではない。
ＪＡ全中の萬歳章会長
も次のようにコメントを
発表した。 「
―組織の理
念や組合員の意思、経営
や事業の実態とかけ離れ
た 内 容 で あ り、 Ｊ Ａ グ

もっている。他の段階の
協同組合も、民主的方法
によって組織される。
第４原則 自治と自立
協
―同組合は、組合員が
管理する自治的な自助組
織である。協同組合は、
政府を含む他の組織と取
り決めを行う場合、また
は外部から資本を調達す
る場合には、組合員によ
る民主的管理を保証し、
協同組合の自治を保持す
る条件のもとで行なう。
農業委員会は、耕作す
る者の農地の所有・利用
を基本として、農業者の
自治と自覚で農地管理を
行い、行政庁への農民の

提出先
内閣総理大臣
農林水産大臣

１．規制改革会議の「農
業改革」案の撤回を求
める。
２．農業委員会・農業協
同組合の「自主・自立」
を基本とする改革の尊
重を求める。

意見を反映することをさ
らに強化されなければな
らない。
以上の趣旨から、次の
事項について強く求める
ものである。

現場で地域の信頼の下で １．農業委員会の取り組 ３．都道府県や全国の方
頑張って活動している農
みを支える「代表制」
針など農業・農村現場
業委員の気持ちを削ぐ、
の担保には、公平性・
との連絡調整は、３段
理解しがたい内容であり
公正性・透明性が確保
階を通じた情報の円滑
ます。
された「公選制」が基
な伝達・共有の取り組
ついては、農業委員会
本である。
みが重要であるため、
制度・組織のあり方の見 ２．農地法等の許認可業
「ネットワーク（３ 段
直 し に あ た っ て は、 農
務は、さまざまな地域
階）
」の強化による農
業・農村の再構築に向け
の 実 態 を「 足 で 稼 い
業委員会の活動への支
農業委員会組織の役割・
で」把握することが出
援。
機能が十分に発揮される
発点であり、広大な農
よう、次の事項に留意の
地を守り担い手に結び 提 出 先
上慎重かつ丁寧な検討を
つけるための農業振興
内閣総理大臣
行うよう強く求めるもの
業務とは、一体的な関
衆議院議長
であります。
係にある。
参議院議長
ループの解体につながる
ものだ。極めて大きな問
題がある」協同組合アイ
デンティティに関するＩ
Ｃ Ａ（ 国 際 協 同 組 合 同
盟）声明は次の原則を掲
げている。
第２原則 組合員によ
る民主的管理 協
―同組合
は、組合員が管理する民
主的な組織であり、組合
員は、その政策立案と意
思決定に積極的に参加す
る。選出された役員とし
て活動する男女は、すべ
ての組合員に対して責任
を負う。単位協同組合の
段階では、組合員は平等
の議決権（１人１票）を

11 議会だより
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規制改革会議の「農業改革」案の撤回と農業
委員会・農業協同組合の「自主・自立」を基
本とする改革を求める意見書

議員発議   ４件の意見書を提出

費の値上がり、さらには
社会保険料の引き上げな
どで高齢者の生活はいっ
そう厳しさを余儀なくさ
れており、実情にまった
くそぐわない措置と言わ
ざるを得ません。
昨年 月に改定通知が
届いてからの年金受給者
による行政不服審査請求
は、全国で 万６ 千人、
12

社会では手話を使うこと
で差別されてきた長い歴
史があった。
２００６（平成 ）年
月に採択された国連の
障害者権利条約には、
「手
話は言語」であることが
明記されている。
障害者権利条約の批准
に向けて日本政府は国内
法の整備を進め、２０１
１（平成 ）年８月に成
立した「改正障害者基本
12

23

18

福島県でも２３５０人を
超えたと報じられてお
り、年金削減による高齢
者の怒りや不安は今後ま
すます高まることが予想
されます。年金の削減は
消費を冷え込ませ、不況
を一層深刻にし、国の経
済にも影響を与えるもの
です。特に大震災と原発
事故に苦しんでいる福島

法」では「全て障害者は、
可能な限り、言語（手話
を含む。
）その他の意思
疎通のための手段につい
ての選択の機会が確保さ
れる」と定められた。
また、同法第 条では
国・地方公共団体に対し
て情報保障施策を義務づ
けており、手話が音声言
語と対等な言語であるこ
とを広く国民に広め、き
こえない子どもが手話を

「手話言語法」制定を求める意見書

12

県にあっては、高齢者の
みならずすべての県民に
とって大きな痛手であ
り、安部首相の言う「福
島の再生」や「経済の好
循環」の政策に逆行する
ものです。
年金削減に続いて、さ
らに政府はマクロ経済ス
ライドの実施による連続
的な年金削減や受給年齢
の引き上げを立法化しよ
うとしています。年金制
度の改悪によって、若者
を中心に年金離れが一層

身につけ、手話で学べ、
自由に手話が使え、更に
は手話を言語として普
及、研究することのでき
る環境整備に向けた法整
備を国として実現するこ
とが必要であると考える。
よって、政府と国会が
次の事項を講ずるよう強
く求めるものである。
手話が音声言語と対等
な言語であることを広く
国民に広め、きこえない
子どもが手話を身につ
け、手話で学べ、自由に
手話が使え、更には手話

進み、年金制度への信
頼がさらに低下するこ
とが懸念されます。
よって、高齢者の生
活と地域経済を守るた
め に も、
「さらなる年
金の削減を中止するこ
と」を強く求めます。

提出先
内閣総理大臣
厚生労働大臣
財務大臣

を言語として普及、研
究することのできる環
境整備を目的とした
「 手 話 言 語 法（ 仮 称 ）
」
を制定すること。

提出先
内閣総理大臣
厚生労働大臣

12
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さらなる年金削減の中止を求める意見書
厚生労働省は、
「特例
水準」を解消するとし
て、昨年 月から１％、
今年４月から０・７％削
減し、来年 月にも０・
５％削減する予定です。
年金の削減は、
「特例
水準の解消」を理由とし
ていますが、今年４月か
らは消費税も増税され、
灯油や生鮮食料品、医療
10

10

手話とは、日本語を音
声ではなく手や指、体な
どの動きや顔の表情を使
う独自の語彙や文法体系
をもつ言語である。手話
を使うろう者にとって、
聞こえる人たちの音声言
語と同様に、大切な情報
獲得とコミュニケーショ
ンの手段として大切に守
られてきた。
しかしながら、ろう学
校では手話は禁止され、

22

議員発議

福島県町村議会議長会「優良町村議会」表彰

６月３日に開催された、福島県町村議会議長会総会において、本村議会
が優良議会として表彰されました。
佐藤悟議長へ福島県町村議会議長会の八島博正会長（国見町）より表彰
状が授与されました。

除染の進捗状況は、工
事が止まっている大玉３
区その１・その２工区に
ついて、５月 日契約に
基づき元請事業者との契
約解約に至り、今後は、
清算事務を行い、あらた
めて除染同意を取りなが
ら、早期発注を進めると
の説明を受けました。
今後は、モリタリング
実施を通じて除染方法・

おける条例の制定・
改廃、請願・陳情に
関する調査及び審査
との事であります。
今後の議会運営に
大いに参考となる研
修でありました。

28

■全員協議会

５月 日・ 日に
行われた全員協議会
に お い て、
「安達地
範囲を決めながら地元協 方における可燃性廃
議を行い実施することや、 棄物（農林業系廃棄
道路除染実施に向けた調 物・除染廃棄物）の
査・設計を行い、除染は、 減容化事業」につい
特に住民に迷惑を及ぼさ て、環境省より説明
ないよう、村は十分に責 したいとの要請があ
任を持って推進するよう り、環境省及び福島
要望が出されました。
県・安達地方広域行
政組合より担当者が
出席して、説明会が
開かれた。

５月 日に行われ
た第 回東日本大震
災・原発事故対策特
別 委 員 会 に お い て、
前回特別委員会での
「中間貯蔵施設整備
の進捗状況の説明
を」との決定に基づ
き、環境省福島環境
再生事務所より職員
の 派 遣 を い た だ き、
説明を受けました。

■東日本大震災・
原発事故対策特別委員会

28

■産業厚生常任委員会

スト」
「入居者の年代な
どから平屋建てを多く」
「安全な道路施設」など
の要望が出されました。
７月上旬に整地施工開
始。建設にあたっては、
村と県・建設事業者と三
者協定を締結する予定。
汚水処理は、施工コス
ト・汚泥など維持管理面
から土壌浄化法による浄
化槽を採用予定です。

産業厚生常任委員会調査研修報告書

■議会運営委員会

おります。この特別委員
会の所属は、議席番号順
に決められるとの事で、
これによりすべての議員
が任期中の４年間ですべ
ての予算、決算の審査を
行っているとのことでし
た。
なお、常任委員会にお
ける調査及び審査につい
ては、各所管する課等に

議会運営委員会調査研修報告書
今回の調査は、予算審
査・決算予算審査につい
て矢吹町議会で調査研修
を行いました。
矢 吹 町 で は、 予 算 審
査・決算審査に、特別委
員会をつくり、それぞれ
第一委員会、第二委員会
として、定例会ごとに、
一般会計、特別会計に分
けて交互に審査を行って

13 議会だより
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12

災害公営住宅と除染事
業に関する現地調査を、
６月６日に実施しました。
災害公営住宅は 戸発
注予定で、建設には県が
代行で設計・施工を行い、
最終的に村と協定を結び
買い取り方式になります。
村では基本的に県産材使
用を要望中で、委員より
「維持管理に関して地元
業者の参入」
「景観」
「コ

そのほかの議会の主な活動

編集後記

今年の気象は異常気象

委員

●

鈴木 康広

委員

●

押山 義則

委員

●

佐々木市夫

委員

●

遠藤 義夫

14
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だ。暑くなったり、寒く

なったり、６月には、北

海道が全国一の暑さに

なったり、各地でゲリラ

的な集中豪雨が報告され

自然界も世界情勢も、予

測不能な状況にあり、文

明の発達により、なにか

菊地 利勝

将寛さん
武田

11

大切なものを失ったよう

な気がする。

我が大玉村は自然豊か

●

月です

な、おおいなる田舎を売

りに、一人ひとりが大玉

村の良さを宣伝するセー

ルスマンになろう。まだ

副委員長

また、たくさんの方々
の前で披露して知ってい
ただけたので、今後は祭
礼にも来ていただけるよ
うにしていきたいと思っ
ています。
そして、この先私たち
は十二神楽を継承してい
かなければなりません。
現在の保存会が立ち上
がって 年経過し徐々に
高齢化しております。少
しずつ世代交代していま
すが、今後どのようにな
るか分かりません。でも、
私たちの次の世代に継承
していけるように微力な
がら協力していきたいと
思います。

まだ伸び代がある大玉村、

武田 悦子

ともに頑張ろう。

●

大玉村観光キャラクター
「たまちゃん」

委員長

= 表紙の写真 =

議会傍聴は、住所と名前を記入するだけです。
役場２階の「傍聴人控室」においでください。

9
次の議会は

TEL.24－8103
問い合わせ先…議会事務局

７月３日に行われた、「生き粋大学」教養講座で
の一コマです。大山小・玉井小の児童とともに学
習を通じて世代間の交流を図るなど、有意義な時
間となりました。

村政を知るよい機会です。
お気軽に傍聴してみませんか？

村民の声

舞は扇子を使った老爺の
舞です。ずっと腰を曲げ
て踊るのですが、自分で
は腰を落として低く踊っ
ているつもりですが、映
像で見てみるとそれほど
でもなく、なかなか難し
いものです。神楽はやっ
てみると奥深いものだと
聞いていましたが、最近
は本当にその通りだと実
感しています。
昨年からは、十二神楽
保存会の会長に
なり、いろいろ
と協力していた
だきながら努め
ています。１月
には第１回大玉
村民族芸能大会
が開催されまし
た。昨年からの
会 合 に 出 席 し、
村内の方々と協
力してできたこ
とはとても貴重
な経験になりま
した。
扇舞を踊る武田さん

神原田神社十二神楽

17

神原田神社では、４月
と 月の第３日曜日に祭
礼が行なわれ、五穀豊穣
を祈願して十二神楽が奉
納されています。現在、
神原田神社十二神楽保存
会 は 楽 人 ６ 名、 演 者
名、合計 名で活動して
います。十二神楽の練習
は祭礼の前の木、金、土
曜日の夜に神社の社務所
で行われています。
私は二十歳すぎのころ
に入ってからは、ずっと
五人舞を担当していま
す。神楽の演目の中で、
五人舞は基本的な舞とい
うことで初めに指導して
もらいました。現在は扇
舞も担当しています。扇
10
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