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平成３０年第２回大和村議会定例会会議録 

 

平成３０年６月５日（火） 

午 後 １ 時 ３ ０ 分 開 会 

 

１ 議事日程 

開議の宣告 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 行政報告 

日程第５ 常任委員の選任について 

日程第６ 議会運営委員の選任について 

日程第７ 承認第２号 平成29年度大和村一般会計補正予算（第９号）の専決処分の

承認について 

日程第８ 承認第３号 平成29年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

の専決処分の承認について 

日程第９ 承認第４号 平成29年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第３号）の

専決処分の承認について 

日程第10 承認第５号 平成29年度大和村介護保険特別会計補正予算（第４号）の専

決処分の承認について 

日程第11 承認第６号 平成29年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

の専決処分の承認について 

日程第12 承認第７号 平成29年度大和村大和の園特別会計補正予算（第２号）の専

決処分の承認について 

日程第13 承認第８号 平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計補正予算（第４

号）の専決処分の承認について 

日程第14 議案第29号 平成30年度大和村一般会計補正予算（第１号）について 

日程第15 議案第30号 平成30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第16 議案第31号 平成30年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

について 
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日程第17 議案第32号 平成30年度大和村大和の園特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

日程第18 議案第33号 大和村乳幼児等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第19 承認第９号 大和村税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認について 

日程第20 発議第１号 奄美大島上空でのオスプレイの飛行訓練中止を求める意見書

の提出について 

散会の宣告 

 

２ 出席議員は次のとおりである。（８名） 

  １番 前 田 清 和 君             ６番 民   文 忠 君 

  ２番 重 信 安 男 君             ７番 池 田 幸 一 君 

  ３番 藏     正 君             ８番 宮 田   到 君 

  ５番 勝 山 浩 平 君             ９番 奥 田 忠 廣 君 

 

３ 欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  大 崎 一 也 君    書 記  太   純 一 君 

 

５ 説明のため出席した者の職氏名 

村    長  伊集院   幼 君    教  育  長  藤 井 俊 郎 君 

副 村 長  泉   有 智 君    教委事務局長  福 山   茂 君 

総 務 課 長 
  政 村 勇 二 君    企画観光課長  森 永   学 君 

兼選管事務局長 

                     産業振興課長 
建 設 課 長  前 田 逸 人 君            郁 島 武 正 君 
                     兼農委事務局長 

会 計管理 者               保健福祉課長 
  大 石 松 美 君            神 田 雄 一 君 

兼 会計課 長               兼大和診事務長 

住民税務課長  三 宅 正 剛 君    大和の園園長  村 山 米 和 君 
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開会 午後１時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

それでは、皆さん、こんにちは。 

今回の定例会において、日曜日、10日の日に本村議会において２回目の日曜議会

を開催させていただきますけれども、開催にあたって伊集院村長、村当局の皆様の

御理解、御協力を賜りましたことを感謝申し上げたいと思います。 

それでは、ただいまから平成30年第２回大和村議会定例会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

本日の日程は、配付いたしております議事日程のとおりであります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（勝山浩平君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、７番、池田幸一君、８番、

宮田到君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（勝山浩平君） 

日程第２、会期の件を議題といたします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から６月10日までの６日間にしたいと思

いますが、御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

異議なしと認めます。 

したがいまして、会期は本日から６月10日までの６日間に決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（勝山浩平君） 

日程第３、諸般の報告を行います。 

平成30年第１回定例会以降の議会活動につきましては、お手元に配付をしており

ますが、主に今回も、この期間も議会報告会を４集落を対象に３会場で開催をいた
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しました。 

手元の資料の５月１日、今里、志戸勘集落を対象に16名の御参加を、29日の月曜

日は、これは間違いですので、削除をしていただきたいと思います。 

22日となっておりますが、これは21日の間違いで、名音集落で開催をいたし、25

名の御参加でした。 

あと29日、戸円集落で13名の御参加をいただいております。いただいた御意見等

は、議会のほうで精査をしまして、総務課長のほうに先ほど提出をさせていただい

ておりますので、ぜひ御一読をいただき、今後の事業や制度の参考にしていただけ

れば大変ありがたいと存じます。 

以上で諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 行政報告 

○議長（勝山浩平君） 

日程第４、行政報告を行います。 

村長から行政報告の申し出がありますので、これを許可いたします。 

○村長（伊集院 幼君） 

皆さん、こんにちは。 

一昨日よりスモモの選果もスタートいたしました。今年の生産量が去年よりもだ

いぶ良いという情報を得ておりますので、大いに私たちもＰＲ活動に努めていきた

いと思いますので、議会の皆様方も御協力をいただければというふうに思います。 

それでは、３月の定例議会以降からの行政報告をさせていただきます。 

これまで、議会の皆様から多くの御意見・御要望の中で、３月の議会で新しい課

設置の条例も承認をいただいたところでもございまして、４月から企画観光課とい

う新しい課がスタートをしております。我々もしっかり、これまで以上に住民の

サービス向上、そして、これからの将来ビジョンに向けた取り組みをしっかり進め

させていただきたいというふうに思っております。 

御案内のとおり、私も２月25日から県の町村会の会長職を仰せつかりまして、こ

れまで以上に各会が多く開催されており、３月から６月にかけても県的な会合が多

く行われております。そこは若干割愛をさせていただいて、大和村に関係がある分

について、私のほうから報告をさせていただきます。 

４月に入りましてからは、自民党の奄振委員会の特別委員会の現地調査がまいっ

ております。自民党の今、奄振委員会の特別委員長は尾辻先生が委員長ということ
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で、金子先生が事務局長をしておりますけれども、これまで自民党本部において委

員会が開催されております。その中で今回、地元選出の国会議員の先生方も、ほと

んど出席をされた中で、特に大和村の現地に入っていただいて、国直集落でＴＡＭ

ＡＳＵさんの取り組み等の調査も行われたところでもございます。いろいろ先生方

からも御意見が出ましたけれども、やはり観光の取り組みが雇用創出につながって

いければ、大いに、これからの村の活性化にもつながっていくんじゃないかという

御意見も出たところでもございます。 

まさに今奄振の交付金で、チャレンジ枠を取り入れておりますけれども、滞在型

観光とか、そういう取り組みが、これからの奄美にとっては必要じゃないかという

意見も出ておりますので、私たちもしっかりＴＡＭＡＳＵさんとも連携を図りなが

ら、今後進めていきたいというふうに考えているところでもございます。 

また、御案内のとおり、来年の３月で法期限を迎えております奄振振興開発事業

につきましては、現在審議会も数回行われまして、奄振開発基金のワーキンググ

ループも５月９日に行われたところでもございます。そういう中では、法延長はも

とより、今の制度も一部内容拡充をしながら、我々も法延長に向けた取り組みを進

めていきたいというふうに考えているところでもございまして、７月の審議会で

終を迎えるようになっておりますので、しっかり地元の声を届けていきたいという

ふうに思っております。 

それから、４月29日には関西大和会の総会がございました。 

これは皆さんも昨年、関西奄美会の100周年に御参加をいただいて、地元出身者

と交流を深めていただきましたけれども、今回、新たな形での関西の大和会が再結

成ということになりました。大勢の方がきましたけれども、まだまだ会の開催の周

知がなされてないというところもございまして、これからも、しっかり地元からも

協力体制のもとで会の存続等、そしてまた、我々地元に対する協力依頼も今後進め

ていきたいというふうに考えているところでもございます。 

５月に入りまして、５月15日には鹿児島県議会の企画観光建設委員会の一行が宮

古崎の岬まで委員の皆さんも、視察に訪れたわけでございます。あの景勝地を見て、

本当に皆さん喜んでいるところもございますが、今後は、しっかり地元と連携を図

りながら、いかに大和村に来ていただいた人たちに、大和村の良さを理解してもら

うか、それとも新しい大和村の農産物等もお買い求めいただくかという仕掛けが必

要じゃないかというふうに思っておりますので、今現在ＴＡＭＡＳＵさんとも、い

ろいろ体験型を増やしたいということで、これからも我々は連携を図りながら、そ
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の点についても進めていきたいというふうに思っております。 

また、５月におきましては、御案内のとおり連休中に世界自然遺産登録の延期と

いう勧告が出されたところでもございます。先日の新聞でも出ておりましたが、環

境省が一応地元の意向を聞いた中で、今回の６月の世界遺産委員会には取り下げと

いうことになったわけでございます。しかしながら、私たち奄美の自然は一定の評

価を得ているところでもございますので、ＩＵＣＮが出された課題等を国・県と連

携を図りながら、そして、市町村がやるべきことをしっかり我々も今後進めていき

たいというふうに考えているところでもございますので、議会議員の皆様方にも今

後、御理解と御協力をいただけますれば、大変ありがたいというふうに思っている

ところでもございます。 

これからも、まずは、この世界自然遺産登録の来年の２月に推薦書が提出できる

ように我々も進めていきたいと、そしてまた、来年の３月には法期限を迎えますの

で、法延長に向けた取り組みを今後しっかり県とも連携を図りながら進めていきた

いというふうに思っているところでもございます。我々も、いろんな課題がござい

ますけれども、しっかり地元の声を届けるように、国会議員の先生たちに訴えてい

きたいというふうに思っておりますので、議会の皆様の今後とも御理解をいただき

ますように、お願いをいただきまして行政報告とさせていただきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 常任委員の選任について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第５、常任委員の選任を行います。 

お諮りします。常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定に

よって、１番、前田清和君、２番、重信安男君、３番、藏正君、５番、勝山浩平、

６番、民文忠君、７番、池田幸一君、８番、宮田到君、９番、奥田忠廣君、以上の

８名を総務建設委員に指名をしたいと思いますが、御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

異議なしと認めします。 

したがって、ただいま指名をいたしました議員を常任委員に選任することに決定

をいたしました。 

なお、常任委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第８条第２項の規定によ

り、常任委員会で互選することになっております。 
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全員協議会におきまして、あらかじめ互選協議を行いましたので、その結果報告

をいたします。 

総務建設委員長に重信安男君、総務建設副委員長に前田清和君が決定をいたして

おります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議会運営委員の選任について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第６、議会運営委員の選任を行います。 

お諮りします。議会運営委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の

規定によって、２番、重信安男君、６番、民文忠君、７番、池田幸一君、８番、宮

田到君、以上の４名を指名をしたいと思いますが、御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

異議なしとします。 

したがって、ただいま指名いたしました議員を議会運営委員に選任することに決

定をいたしました。 

なお、議会運営委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第８条第２項の規定

により、議会運営委員会で互選することになっています。 

全員協議会におきまして、選任を行っておりますので、結果を報告いたします。 

議会運営委員長に民文忠君、議会運営副委員長に重信安男君が決定をいたしまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 承認第２号 平成29年度大和村一般会計補正予算（第９号）の専決処分の

承認について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第７、承認第２号、平成29年度大和村一般会計補正予算（第９号）の専決処

分の承認についてを議題とします。 

提案者に提案理由及び内容の説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 

平成29年度大和村一般会計補正予算（第９号）の専決処分の承認について、提案

の理由を申し上げます。 

平成29年度大和村一般会計補正予算（第９号）は、歳入においては、地方交付税
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や国庫支出金の調整など、歳出においては財政調整基金の積み立てや各種事業の調

整など、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、専決処分をいたしました。 

内容につきましては、総務課長に説明をさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○総務課長（政村勇二君） 

平成29年度大和村一般会計補正予算（第９号）の専決処分について、内容の御説

明を申し上げます。 

一般会計補正予算（第９号）は、歳入歳出それぞれ8,071万9,000円増額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億660万2,000円にいたしました。 

今回の補正は、歳入歳出ともに、平成29年度の事業実績等による補正でございま

す。 

歳入の主なものを御説明いたします。11ページをお開きください。 

款１村税から12ページの款７自動車所得税交付金までは、収入見込み及び実績に

伴う調整をしております。 

13ページをお開きください。 

款９地方交付税は、特別交付税の交付額の確定に伴い、8,483万円増額いたしま

した。地方交付税の総額15億8,919万6,000円の内訳でございますが、普通交付税の

総額が14億2,436万6,000円、特別交付税が１億6,483万円となっております。前年

度に対し、普通交付税が3,442万2,000円の減、特別交付税は、2,806万2,000円の増

となりました。当初予算と比較すると、１億6,919万6,000円の増となっております。 

13ページ以降につきましても、収入見込み及び実績に伴い調整しております。 

15ページをお開きください。 

款16寄附金、項１寄附金、目１一般寄附金は５件で31万9,000円、同じく目２ま

ほろば応援寄附金は、375件の寄附があり、34万2,000円増額し、合計834万2,000円

となっております。 

次に、歳出の主なものを御説明いたします。17ページをお開きください。 

款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費において、大和村ふるさと応援基

金に834万2,000円積み立てました。ふるさと納税制度が、平成20年度に始まって

の10年間の合計は、616件で2,454万9,000円となっております。目４財政管理費に

おいては、財政調整基金積立金を１億6,600万円増額いたしました。29年度末の財

政調整基金は、前年度より１億800万円増の６億7,300万円になる見込みでございま

す。 
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17ページの款２総務費、項２徴税費から23ページ、款10災害復旧費までにつきま

しても、各事業の実績による増減や、各特別会計の決算に伴い、繰出金等の調整を

行いました。予備費において、60万6,000円増額をして歳入歳出の調整を行いまし

た。 

なお、一般会計の平成29年度から平成30年度への繰越明許費の財源内訳が確定い

たしましたので、 後のページに報告第１号として、平成29年度大和村繰越明許費

繰越計算書を添付して報告いたします。 

以上で内容の説明を終わります。御承認方よろしくお願い申し上げます。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○３番（藏 正君） 

13ページの住宅の滞納繰り越しという金額が出ておりますけれども、滞納者の中

に、ずいぶんと家賃を納入されていない方がいらっしゃると思います。いろいろ事

情をお聞きしますと、どうにもならないような状態になっているんじゃないかなと

いうふうに思える方もいらっしゃるんですけれども、その方については、そのまま

ほっておいても滞納額が蓄積していく一方で、やっぱり何とか出ていってもらって、

その住宅の利用価値を高めていく方法を検討する必要があるんじゃないかなと思う

んですけれども、前課長からの引き継ぎとか、そういった対策については、話し合

い等はされておられますか。 

○総務課長（政村勇二君） 

その住宅滞納金、また大きな滞納者がいる方についても引き継ぎは実際受けてお

ります。その上で、やはり大きな滞納額があることによって、出ていってもらうと

いう話もあるんですけれども、その方に対して、次の住居地とかのことも考えなが

ら、今現状では滞納をなるべく増やさない状況の中で、新しい大きな滞納金を残さ

ないように、こちらのほうといたしましても滞納整理を十分含めながら、もちろん

滞納指導、それは夜間、日曜日もふまえて指導している状況でございます。大きな

滞納金のある方に対しての引継ぎは、実際受けておりますし、そのことに対しても、

直接まだ出ていってもらうところまではいっておりませんが、現在検討していると

ころでございます。 

○３番（藏 正君） 

やっぱり滞納者と言われましても、村民には変わりありませんので、払いきれな
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いから出ていけというだけじゃなくて、寄り添った形での解決策を一緒に考えて

いってあげて簡単な問題ではないと思うんですけれども、できる限りの策を講じて

いただきたいと思います。お願いします。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかに質疑はありませんか。 

○１番（前田清和君） 

補正予算書の18ページですが、款３民生費、項１社会福祉費、目９老人福祉費、

高齢者バス賃金ですが、43万円の減額となっております。この高齢者バス、70歳以

上だと思うんですが、村内であれば無料で使っていただけるということですが、今

利用されている人数と、東部地区、西部地区の比率と申しますか、29年度利用され

た方々の割合というのが、もしわかれば教えていただきたいんですか。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

申し訳ございません、今手元にちょっと資料がございませんので、後ほど、その

割合を示した上で、お手元に資料を届けたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○１番（前田清和君） 

これは西部地区は、本当に今里から大棚までは役場にいかれたり、診療所を使っ

たりとか、名瀬に買い物とかにですね、僕はよく使われると思うんですよ。しかし、

この東部地区は、役場のこの近辺であれば、ほとんど歩いてもこれますし、湯湾釜、

国直にしても、なかなか役場に来て利用される方もおられると思うんですが、どっ

ちかといったら、この東部地域というのは、なかなか利用されてないんではないか

なと、西部地区に比べたらですよ。そう考えたときに、せっかく東部地区にも、こ

ういうお年寄りのために、こういう事業があるんですけど、前も質問しましたけれ

ども、今、買物難民と言いまして、集落にもお店が少なくなってきまして、お年寄

りというのは、どうしても奄美市のほうに買い物に行かれます。こういうときに、

高齢者の方というのは、運転ができない方というのは、この無料バス、国直までは

無料で、そこから奄美市に入る分を自己負担という形でされていると思うんですが、

例えば、この東部地区の方々が奄美市に買い物に行きたいときに、国直からだった

ら名瀬だったら実費じゃないですか、であれば国直とか湯湾釜とか、そういう方々

は奄美市に買い物に行くときに、せっかくの無料バス券がありますので、何とかそ

ういうところに活用できないのかなというふうに思うんですが、いかがですか。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

ただいま議員がおっしゃったことは、そのバス券の発行枚数が年間90枚という制
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限も今問題というか、見直しでほしいというような御意見もいただいているところ

でございます。それも含めて、助成のあり方について、また庁内で一度検討したい

というふうに考えております。 

○１番（前田清和君） 

高齢者のバス券、まだまだ利用されていない方、手続きがめんどくさいからもう

いいとかいう方もなかにはおられるみたいなんで、やはりせっかくこういうお年寄

りにいいサービスを行っていますので、まず、それの周知徹底と何とかお年寄りに

喜んでもらえるような、そういう利用性といいますか、そういうものをぜひ検討し

ていただきたいなというふうに思います。 

以上です。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかに質疑はありませんか。 

○２番（重信安男君） 

後のページの29年度繰り越し分の大棚名音線改良工事の件なんですけれど

も、21日に名音集落にて意見交換したときに、タンカン収穫の時期と、２月から３

月の工期が重なって、その時に農家の方たちが支障を来しているという意見が出た

んですけれども、その集落の方々は、道路をつくってくださっているということで、

とても喜んではいるんですよ。ですけれども、２月、３月の収穫時期に通行止めに

なって、遠回りをして福元のほうに上がっていくということで言っていましたので、

ちょっと今回この繰り越しの場合は、今回は２月、３月までは入っていないんじゃ

ないですか、どうですか。 

○建設課長（前田逸人君） 

今回の繰り越しの額には、その工事は、そこまで期間は入っておりません。です

が追加しまして、30年度また新たな工事が発注される予定で、今動いておりますが、

スケジュール上、やはり２月、３月、１月、年を越えて、１月、２月、３月という

のは、どうしてもやっぱり工事期間に入ってしまうというのが現状でありまして。

ですが、工事期間がすべて通行止めにはなっておりませんので、工事期間でも施工

内容、ましては工事の進捗によっては、その都度、工事期間内であっても通行させ

ているというのが現状でありまして、どうしても掘削がありまして、工事を進捗す

るにあたって通行止めはやむを得ずしないといけないという場合は、やはり戸円福

元線など、30年４月にも新たに舗装整備もやりまして、路面もできておりますので、

そこをやはり防災無線等で周知しながら、やはり住民の協力をいただきながら、工



 

－18－

事を進捗させたいと考えております。 

○２番（重信安男君） 

今課長が言ったとおり、防災無線等で、その時期時期で通行止めになるときは通

行止めなりますとか、そういうことを農家の方に言っていただければ多分それで納

得するとは思いますけれども、今回もまた２月、３月、新しく発注されるというこ

とで、とてもいいことだと思いますけれども、もし通行止めになった場合ですよ、

戸円の村道ですかね、戸円から上がっていく村道、あそこは今整備のほうは十分さ

れてきれいになられているんですかね。 

○建設課長（前田逸人君） 

そうですね、繰越明許費の中にあるとおり、国直２号線という、その中に入って

いるんですが、戸円福元線、中堂福元線と路面の補修をその事業で行って繰り越し

をしております。ですが、繰り越しはしたんですが、もう４月には完成しておりま

す。戸円福元線についても路面が悪いところは、先ほども御説明申し上げましたと

おり整備もされて、だいぶ通行がしやすくなっておりますので、そちらのほうを住

民のほうに周知して、迂回路として利用させていこうと考えております。 

○２番（重信安男君） 

生産者たちが、少しでも苦労されないような形で農業ができるような形でもって

いけばいいと思いますので、その点よろしく検討のほどをお願いします。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかに質疑はありませんか。 

○６番（民 文忠君） 

衛生費の中で、猫の登録手数料3,000円ということで載っておりますが、今、猫

の繁殖時期というか、まだ今、目の見えない子どもの猫が鳴いているような状態で

あります。その猫の登録ということは、本人が登録をしなければ何匹を本人が養っ

ているかもわからないし、 低５匹までは許可が出るということでありますが、大

和村で何匹ぐらいの猫の登録をされているのか、ちょっとお尋ねをいたします。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

現在、おおよそ200程度登録数があったと思います。 

細かい内訳については、またちょっと今手元に持ち合わせておりませんので、後

ほどお届けしたいと思いますが、登録はマイクロチップの装着等を助成する予定に

しておりまして、今後は登録された方は必ずマイクロチップを装着していただくと

いうことになろうかと思います。今、要項についても検討中でございます。 
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○６番（民 文忠君） 

この猫問題、新聞にもやっぱり世界遺産登録に向けて野良猫ということで、新聞

にも載っておりました。そして、各集落でも猫のふんですよね、臭い、そして放し

飼いが多いということでありますので、結局、猫を登録された方々は家の中で養っ

て人の迷惑にならないようにしていただければという思いでおります。そして、こ

の猫の捕獲は、何カ月ぐらいに１回ずつ捕獲するということはないですか、決まり

は村の方で。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

猫の捕獲といいますか、避妊去勢手術をするためのＴＮＲ事業というのを実施し

ておりますが、これは例年２月、３月にかけて大和村のほうでは実施している状況

でございますが、実際、手術をした猫が再度入るとかいうことが多くて、決算委員

会のほうでもお話ししたんですけど、本当に手術が必要な猫を確実に捕獲するため

にはどうしたものかというようなことも猫の協議会で話題になりまして、今、龍郷

町のほうに猿の研究をしている団体があって、そこに委託して龍郷町が成功してい

るという話がございますので、モニタリング等を含めて、大和村においても、そう

いったことができないかということを持ち回りで、各町村を回っていくような方式

でやっていこうかなという話も出ておりますので、そこら辺は、また協議会とよく

話をしながら進めてまいりたいと考えております。 

○６番（民 文忠君） 

猫を養っている方々は、家族同様で大切にされておると思いますけれども、人の

迷惑にならないような養い方をですね、やっぱり村のほうからも指導していただき、

そして、今は一番猫が繁殖時期で、夜も去勢手術をしてない猫ですかね、ミャオ

ミャオ鳴いてですね、うるさいということもあります。そして今、赤ちゃん、小さ

な猫が生まれてもおります。そういう猫たちが、また大きくなって２、３カ月した

ら、また子どもを生みますからね、そういうのも徹底した取り組みをしていただき、

やっぱり野良猫を増やさないために、そして、していただきたい。去勢をしてある

猫が入るといっても、それはもう、どうしようもないことじゃないかと思うんです

よ、放し飼いしているから入るんですね。だから、それも猫の飼い主なんかにも

入っていたからと勝手にあけないようにしてもらって、誰か集落にそういう役目を

見守りをする人なんかを置いておって、かごに入ったら、その中に、どこの猫が

入っているとわかりますから大体、そういうのもして野良猫対策、住民からやかま

しく言われておるものの一つとして、していただきたいという思いでおります。そ
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ういうことです。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしとします。 

これから、承認第２号を採決をします。 

お諮りします。 

本件は、承認することに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

異議なしと認めます。 

したがって、承認第２号は、承認することに決定をしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 承認第３号 平成29年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

の専決処分の承認について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第８、承認第３号、平成29年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）の専決処分の承認についてを議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容の説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 

平成29年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の専決処分の承認に

ついて、提案の理由を申し上げます。 

平成29年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、歳入においては、

国民健康保険税療養給付費等負担金、国調整交付金及び共同事業交付金、前期高齢

者交付金の増額など、県支出金及び一般会計繰入金等の減額など、歳出におきまし

ては、一般被保険者療養給付費及び後期高齢者支援金、介護納付金、共同事業拠出
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金を減額し、基金積立金の増額など、地方自治法第179条第１項の規定に基づき専

決処分をいたしました。 

内容につきましては、保健福祉課長に説明をさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○保健福祉課長（神田雄一君） 

内容の説明を申し上げます。国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ751万2,000円減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３億5,381万7,000円といたしました。 

９ページの歳入から説明申し上げます。 

款１国民健康保険税の202万7,000円の増額の主な理由は、現年度の保険税額の確

定によるものです。款３国庫支出金、項１国庫負担金の106万9,000円の増額は医療

費の実績によるものです。 

10ページの款３国庫支出金、項２国庫補助金、目１財政調整交付金は、12月まで

の診療分等に基づき算定をするために、1,041万5,000円の増額となりました。 

款４県支出金、項１県負担金の80万8,000円の減については、実績により減額い

たしました。款５療養給付費交付金の66万9,000円の減については、実績によるも

のです。 

11ページの款６前期高齢者交付金の197万1,000円の増については、実績によるも

のです。 

款７共同事業交付金の109万3,000円の増額は、高額療養費等によるものです。 

款９繰入金、項１一般会計繰入金の2,378万2,000円の減額は、補助金等の増額に

より減額するものです。 

12ページの款11諸収入、項１延滞金加算金及び過料の10万8,000円の増額は、延

滞金の確定によるものです。 

款11諸収入、項３雑入の67万4,000円の増額は、診療報酬審査支払返還金による

ものです。 

次に、14ページの歳出を説明申し上げます。 

款２保険給付費、項１療養諸費において、2,750万円減額いたしました。これは

一般被保険者の医療費減によるものです。 

款３後期高齢者支援金等の350万円の減額については、実績によるものです。款

５介護納付金の270万円減額については、実績によるものです。 

15ページの款６共同事業拠出金の880万円の減額については実績によるものです。 



 

－22－

款８基金積立金において、3,000万円準備基金に積み立てを行いました。 

款10諸支出金、項２繰出金の44万円の減については、国保診療所への繰出金の減

によるものです。 

16ページの予備費において、533万3,000円増額し、歳入歳出の調整をいたしまし

た。 

以上で説明を終わります。御承認方よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

質疑を行います。 

質疑はありませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

質疑をなしとします。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第３号を採決をいたします。 

お諮りします。 

本件は、承認することに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしと認めます。 

承認第３号は、承認することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 承認第４号 平成29年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第３号）の

専決処分の承認について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第９、承認第４号、平成29年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第３

号）の専決処分の承認についてを議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容の説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 
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承認第４号、平成29年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第３号）の専決処

分の承認について、提案の理由を申し上げます。 

平成29年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第３号）は、歳入においては、

歯科診療報酬の減額、他会計繰入金の減額など、歳出においては一般管理費の減額

など、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、専決処分をいたしました。 

内容につきましては、診療所事務長に説明をさせますので、御審議をよろしくお

願いいたします。 

○大和診療所事務長（神田雄一君） 

内容の説明を申し上げます。 

大和診療所特別会計補正予算（第３号）は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ313万7,000円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,851万9,000円

にいたしました。 

５ページの歳入から説明申し上げます。 

款１診療収入、項１外来収入は、実績により269万7,000円減額いたしました。 

款３繰入金、項２他会計繰入金の44万円の減については、診療収入等の減額によ

るものです。 

次に、６ページの歳出について説明申し上げます。 

款１総務費、目１一般管理費の313万7,000円の減については、歯科診療報償費に

よるものです。 

以上で内容の説明を終わります。御承認方よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしとします。 

承認第４号を採決をします。 
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お諮りします。 

本件は、承認することに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしと認めます。 

したがって、承認第４号は、承認することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第10 承認第５号 平成29年度大和村介護保険特別会計補正予算（第４号）の専

決処分の承認について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第10、承認第５号、平成29年度大和村介護保険特別会計補正予算（第４号）

の専決処分の承認についてを議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容の説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 

承認第５号、平成29年度大和村介護保険特別会計補正予算（第４号）の専決処分

の承認について、提案の理由を申し上げます。 

平成29年度大和村介護保険特別会計補正予算（第４号）は、歳入においては保険

料の減額、国・県支払基金の補助金の確定に伴う国庫支出金、県支出金、支払基金

交付金の減額、繰入金の減額など、歳出においては、保険給付費の減額など、地方

自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分をいたしました。 

内容につきましては、保健福祉課長に説明をさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○保健福祉課長（神田雄一君） 

内容の説明を申し上げます。 

平成29年度大和村介護保険特別会計補正予算（第４号）は、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ3,022万2,000円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２億5,405万6,000円にいたしました。 

７ページの歳入から説明申し上げます。 

款１保険料、項１介護保険料の133万8,000円の減については、被保険者の保険料

の確定によるものです。 

款３国庫支出金、項１国庫負担金、73万円の減、項２国庫補助金の97万1,000円

の減額は、平成29年度の事業実績によるものです。 
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款４県支出金、項１県負担金327万3,000円の減額は、事業実績によるものです。 

８ページの款４県支出金、項３県補助金の80万4,000円の増額は、事業実績によ

るものです。 

款５支払基金交付金の1,144万6,000円の減額は、事業実績によるものです。 

款７繰入金、項１一般会計繰入金の461万9,000円の減額は、歳出で保険給付費は

減額になったためです。 

９ページの款７繰入金、項３基金繰入金の880万円の減額をし、保険給付費の調

整を図りました。 

款９諸収入、項５介護予防支援プラン費の11万2,000円の減額は実績によるもの

です。 

次に、10ページの歳出について説明申し上げます。 

款１総務費、項３介護認定審査会費の90万円の減額は、事業実績によるものです。 

款２保険給付費、項１介護サービス等諸費の2,181万円の減額は、事業実績によ

るものです。 

11ページの款２保険給付費、項２介護予防サービス等諸費の170万円の減額、項

４高額介護サービス等費の20万円の減額、項５特定入所者介護サービス等費の210

万円の減額、12ページの項６高額医療合算介護サービス等費の70万円の減額につい

ては、事業実績によるものです。 

款４基金積立金において、介護給付費準備基金に200万円積み立てしました。 

款５地域支援事業費、項２介護予防日常生活支援総合事業、13ページの396

万8,000円の減額については、事業実績によるものです。予備費において35万6,000

円減額し、歳入歳出の調整を図りました。 

以上で内容の説明を終わります。御承認方よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑に移ります。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

質疑を終わります。 

これから討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（勝山浩平君） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第５号を採決をいたします。 

お諮りします。 

本件は、承認することに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

異議なしと認めます。 

したがって、承認第５号は、承認することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第11 承認第６号 平成29年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

の専決処分の承認について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第11、承認第６号、平成29年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）の専決処分の承認についてを議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容の説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 

平成29年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第３号）の専決処分の承認に

ついて提案の理由を申し上げます。 

平成29年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は、歳入においては、

集落排水使用料及び手数料繰入金の調整など、歳出については、総務費及び事業費

の調整など、地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分をいたしました。 

内容につきましては、住民税務課長に説明をさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

平成29年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第３号）の内容について、御

説明申し上げます。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ602万4,000円減額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ２億5,549万2,000円にいたしました。 

８ページの歳入から主なものを説明申し上げます。 

款１使用料及び手数料、項１集配使用料、目１漁業集落排水事業使用料につきま

しては、滞納繰越額の確定に伴い、12万3,000円を増額いたしました。 
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款４繰入金、項１繰入金、目１繰入金につきましては、繰り入れ歳入額の構成に

伴い一般会計からの繰入額を1,860万円減額いたしました。 

次に、９ページの歳出の主なものについて御説明申し上げます。 

款１総務費、項１総務費、目１総務管理費につきましては、農集落排水設備設置

費助成金を360万円減額いたしました。 

款２事業費、項１事業費、目１農業集落排水事業、目２農業集落排水事業につき

ましては、歳入構成に伴う特定財源と一般財源の組み替えが主な内容でございます。 

款４予備費におきまして、２万4,000円を減額して、歳入歳出の調整を行ってお

ります。 

以上で内容の説明を終わります。御承認方よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

質疑をなしとします。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第６号を採決します。 

お諮りします。 

本件は、承認することに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしとします。 

承認第６号は、承認することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第12 承認第７号 平成29年度大和村大和の園特別会計補正予算（第２号）の専

決処分の承認について 

○議長（勝山浩平君） 
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日程第12、承認第７号、平成29年度大和村大和の園特別会計補正予算（第２号）

の専決処分の承認についてを議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容の説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 

平成29年度大和村大和の園特別会計補正予算（第２号）の専決処分の承認につい

て、提案の理由を申し上げます。 

平成29年度大和村大和の園特別会計補正予算（第２号）は、歳入においてはサー

ビス収入の減額など、歳出においては、総務費の減額など、地方自治法第179条第

１項の規定に基づき専決処分をいたしました。 

内容につきましては、大和の園園長に説明をさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○大和の園園長（村山米和君） 

平成29年度大和村大和の園特別会計補正予算（第２号）について、内容の説明を

申し上げます。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ664万円減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１億7,474万6,000円といたしました。 

７ページの歳入から御説明いたします。 

款１サービス収入、項１保険給付費収入、目１施設介護サービス費収入の2,200

万円の減額、目２居宅介護サービス費収入の500万円増額、項２自己負担金収入

の164万円減額、項３特定入所者介護サービス等の収入100万円減額については、長

期入所者の減少、また短期利用者の増加によるものです。 

２、長期利用者におかれましては、昨年28年度は１億885万1,000円でしたが、29

年の実績としまして、１億75万1,000円で、比較としまして810万円減額になってお

ります。また、長期利用者が空所になっておりますので、その分利用者を拡大して

増額になっているところです。 

次に、８ページの歳出について御説明いたします。 

款１総務費、項１施設管理費、目１一般管理費については、人件費など660万円

減額いたしました。 

款６予備費において、４万円減額し、歳入歳出の調整をいたしました。 

以上で内容の説明を終わります。御承認方よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑を行います。 
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質疑はありませんでしょうか。 

○３番（藏 正君） 

ちょっと確認だけ、以前に空き病床数が11床ぐらいだったと聞いていたんですけ

れども、現在どんな状況なんでしょうか。 

それと村外への、議会からの意見書の中でも、村外への利用者の呼びかけという

のもお願いしていたと思うんですけれども、そういったこともやられているのかど

うかお聞かせください。 

○大和の園園長（村山米和君） 

長期入所者に対しましては、まずは現在40名であります。この29年度は入所12名、

死亡者・退所12名で変わらない状態であります。その分、空床が10床になりますの

で、利用者が50床の場合は、短期利用者は３床ですが、空所がありますので、平均

５、６床を短期利用者用として、１日大体45から46で対応しているところでござい

ます。 

それと、以前からありますように、ＰＲ活動、ホームページも新しく開設されま

したので、ホームページにも載せてありますが、一応まずは村の広報紙とか、いろ

いろなことを活動したいということで、準備を進めております。 

村外には、また通知はしていないんですが、まずはとりあえず、村内の方にＰＲ

をして、１人でも入所されるように努力したいと思っております。 

以上です。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○９番（奥田忠廣君） 

この大和の園、専決で減額、補正予算１号でも減額ということになっているとい

うことは、大和の園自体が利用者が少なくなって、このままで本当にいくのか、こ

のままでいいのか。今、高齢者社会の中で、こういう施設が縮小していく、今、大

和の園の場合は、50人の入所者を収容できるだけの施設がある。しかし、それをで

きない。ですから、１号補正でさえ1,400万円の減額をやるというような状態で本

当にいいのか、施設そのものというのが運営できていくのか、今後。専決で、29年

専決で減額、１号補正で減額というような状況というのは、私は、こういう施設中

で異常じゃないかと思ってるんですよ。 

村長は、どう思いますか、これ。こういう状態で本当にいいのか、もう少し利用

者というのを募って、この大和の園というのを、きちっと運営できるような状況に
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していかなければいけない時期にきているんじゃないですか。どう思いますか、村

長、これ。 

○村長（伊集院 幼君） 

これまで議会の皆様からも、いろんな意見が出ております。これは我々のＰＲ不

足もあろうかと思いますけれども、おっしゃるように、今の大和の園の待機状況を

見てみますと、介護度の高い方が少ない条件にもございます。そしてまた、十数名

ほど村内では居宅介護もされている方もいるということで、我々が推し進めるわけ

じゃございませんけれども、それでも自宅で看たい方については、村独自の介護手

当も支給しながら自宅で看る方もいらっしゃいます。いろんな介護の形がございま

す。 

しかしながら、議員のおっしゃるように、これまでと待機者がやっぱり少なく

なっている現状の中では、今診療所のお医者さんとも少し話もさせていただいてお

りますけれども、今後の園の運営について、早急な検討をすべきじゃないかという

ことも今内々で話が出ておりますので、我々も庁舎内で検討委員会なるものをそれ

ぞれの関係機関と情報交換をしながら、しっかり今後の運営についての議論を進め

る時期にきているというふうに認識はしております。 

また、議員がおっしゃる１号補正につきましては、あとでまた説明があろうかと

思いますが、入所が40床の状況の中で、職員体制をどういう形にしていくべきかと

いう内部検討もしながら、我々としては、やっぱり運営をしっかりもっていきたい

というふうに考えているところもございますので、すぐすぐ今後の状況についての

結論は出ておりませんが、年度内でしっかりとした検討会を立ち上げて、次の展開

にどう進めていくかということを議論する機会を設けていきたいというふうに思っ

ております。 

○９番（奥田忠廣君） 

この施設というのは、やはり村民の働く場にもなってるんです。働いている方も

多くいます。予算書を見ますと、やはり看護師、介護士というものの収入の減も、

ここでなってる。そこらあたりを考えればですね、やはり大和の園というのを、こ

れからどのように運営していくかというのは早急に、先ほど村長がおっしゃったよ

うに検討して、やはり村民の働く場でもあるということを認識した上で、今後の対

策を考えていただきたい、この１号補正も含めてです。 

以上です。 

○議長（勝山浩平君） 
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ほかに質疑に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

これで質疑を終わります。 

これから討論に移ります。 

討論はありませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしと認めます。 

これから、承認第７号を採決をします。 

お諮りします。 

本件は、承認することに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしと認めます。 

したがって、承認第７号は、承認することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第13 承認第８号 平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計補正予算（第４

号）の専決処分の承認について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第13、承認第８号、平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計補正予算（第

４号）の専決処分の承認についてを議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容の説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 

平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）の専決処分の承認

について、提案理由の説明を申し上げます。 

平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）は、歳入において

は、保険料の増額、歳出においては、納付金の増額により、歳入歳出それぞれ19

万5,000円の増額予算を計上し、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、専決処

分をいたしました。 

内容につきましては、保健福祉課長に説明をさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 



 

－32－

○保健福祉課長（神田雄一君） 

内容の説明を申し上げます。 

後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ19万5,000円増額し、歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,057万6,000円

といたしました。 

６ページの歳入から説明申し上げます。 

款１後期高齢者医療保険料28万3,000円の増額は、保険料の確定によるものです。 

款５諸収入、目１雑入９万2,000円の雑入は、補助金の確定によるものです。 

次に、７ページの歳出を説明申し上げます。 

款２後期高齢者医療広域連合納付金の19万9,000円の増額は、納付金の確定によ

るものです。 

款５予備費において4,000円減額し、歳入歳出の調整をいたしました。 

以上で説明を終わります。御承認方よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしとします。 

承認第８号を採決をいたします。 

お諮りします。 

本件は、承認することに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしと認めます。 

したがって、承認第８号は、承認することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第14 議案第29号 平成30年度大和村一般会計補正予算（第１号）について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第14、議案第29号、平成30年度大和村一般会計補正予算（第１号）について

を議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容の説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 

平成30年度大和村一般会計補正予算（第１号）について、提案の理由を申し上げ

ます。 

平成30年度大和村一般会計補正予算（第１号）につきましては、人事異動に伴う

人件費の調整や集落まるごと体験事業、宮古崎周辺環境整備事業など、歳入歳出そ

れぞれ4,942万2,000円の増額予算を計上いたしました。 

内容につきましては、総務課長に説明をさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○総務課長（政村勇二君） 

平成30年度大和村一般会計補正予算（第１号）について、内容の御説明を申し上

げます。 

平成30年度大和村一般会計補正予算（第１号）は、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ4,942万2,000円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26

億8,229万3,000円にしようとするものであります。 

今回の補正の主な内容は、４月から新設されました課の人件費及び人事異動によ

る人件費の関係や、土地の購入経費、事業内示等によるものでございます。 

歳入の主なものから御説明いたします。８ページをお開きください。 

款14県支出金、項２県補助金、目１総務費県補助金は、奄美群島成長戦略交付金

を活用して、観光ＮＰＯ法人ＴＡＭＡＳＵへの体験活動への補助として345万円を

増額計上いたしました。 

款17繰入金、項１基金繰入金、目１財政調整基金繰入金については、財政調整基

金から財源不足を補うため、2,400万円を計上いたしました。 

９ページをお開きください。 

款19諸収入、項３雑入、目２雑入において、町村有建物災害共済金は、村体育館

の台風災害時における保険金として560万円を計上いたしました。 

同じく、款19諸収入、項３雑入、目２雑入の全国和牛能力共進会団体総合優勝記

念事業補助金として、100万円を計上いたしました。 



 

－34－

同じく、款19諸収入、項３雑入、目２雑入の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補

助金は、国が定める二酸化炭素排出抑制対策に伴い、その事業を活用しての計画書

策定の経費として750万円計上いたしました。 

次に、歳出の主なものを御説明いたします。 

なお、各項目の節２給与、節３職員手当等、節４共済費の補正については、人事

異動による補正でございますので、説明は省略させていただきます。 

10ページをお開きください。 

款２総務費、項１総務管理費、目７企画費における委託料は、観光事業における

集落まるごと体験事業委託料として、400万円を計上いたしました。 

13ページをお開きください。 

款４衛生費、項１保健衛生費、目12環境保全対策事業は、地球温暖化対策実行計

画策定委託料として、750万円を計上いたしました。 

16ページをお開きください。 

款７土木費、項３河川費、目２急傾斜地崩壊対策事業費においては、新たに津名

久地区を実施するため、測量設計委託料と工事請負費で合計450万円計上いたしま

した。 

同じく16ページ、款７土木費、項５都市計画費、目１公園費においては、宮古崎

駐車場整備予定地の公有財産購入費及び補償費として合計400万円を計上いたしま

した。 

17ページをお開きください。 

款９教育費、項２小学校費、目１学校管理費においては、村内の各学校における

防災及び安全性を考慮し、透明ガラスへの改修として132万4,000円を計上いたしま

した。予備費におきましては、12万1,000円を減額し、歳入歳出の調整を図りまし

た。 

以上で内容の説明を終わります。御審議方よろしくお願い申し上げます。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑に入ります。 

○２番（重信安男君） 

款７土木費の技術員賃金ですかね、県管理道路維持費の中の、これはたぶん道路

の伐採等だと思うんですけれども、それは大和村、今里から国直の一円のことです

か、それとも分けての箇所ということですか。 

○建設課長（前田逸人君） 
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この66万円の増額は、県道79号線、村内国直の境から今里の境までの県道の草な

ぎになっております。約27.5㎞、それについての権限移譲、県からの委託金をいた

だきまして、100％補助になっております。 

内示通知が、当初、前年度並の予算を計上しておりましたが、内示が66万円増額

になっているため、66万円を増額にしております。 

以上です。 

○２番（重信安男君） 

その伐採の関連といたしまして、今里集落の上の今里の高台避難場を県のほうが

公園整備をするということで聞いているんですけれども、そちらから今里集落に下

りる間の道の伐採等で、ちょうど今里に立神がありますよ、海のほうに、その立神

が見えるような観光関連の何か、サンセットロードでもいいですし、そういう形で

嶺山公園から戸円に下りる区間、伐採していますよ、道路を。そこを今里の高台か

ら、今里集落に下りる間、立神が見えるような伐採等はできないかということで、

ちょっと質問しているんですけど、いかがですか。 

○建設課長（前田逸人君） 

この事業で権限移譲になっている道路は、一応、道路敷きの管理、伐採と今現在

なっておりますので、そこで議員がおっしゃる景観は、良い場所もわかっておりま

す。その件で観光的にと言われますと、ちょっと回答が難しいんですが、今この事

業についての66万円については、県道敷きの伐採になっております。 

○村長（伊集院 幼君） 

ちょっと補足しますけれども、これまで今里からも要望が出て立神の見える場所

が必要だということと、津波避難の場所を兼ねた公園づくりはできないかというこ

とで、我々も県のほうに要望しておりまして、見晴らし台という形で旧県道敷きを

活用して、ちょうど登っていくところの途中に、ちょうど立神が見えるスポットが

あるもんですから、そこを公園化にしようということで、「魅力ある」で県に要望

しておりましたら、今回、戸円のトイレの周辺、あそこをサーフィンする皆さんの

駐車場と、休憩場を再整備しようということで、そこも県に要望しておりまして、

そこが新規で今里と２カ所認められましたので、工事は若干遅れるかもわかりませ

んが、新たなサンセットラインの休憩施設のスポットになると思います。ですので、

あそこの高台をちょっとつくってあげれば、伐採せずに見晴らしが良くなるんじゃ

ないかというふうに思っておりますので、その状況を見ながら、通りながら見ると

いうのは、ちょっと危険がありますので、立ち止まって見てもらうという仕掛けの
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ほうがいいんじゃないかというふうに思っています。状況を見ながら、そこはまた

道路管理と含めて、支障になるものは伐採等ができれば、そのような対応をしてい

きたいというふうに思っております。 

○２番（重信安男君） 

今、村長が言ったように、そういうことでしてもらえるんであればありがたいと

思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○３番（藏 正君） 

16ページの消防費です。備品購入費で50万円の計上があるんですけれども、これ

はドローンを購入する予定だというふうに伺っているんですが、これの利用につい

ては、消防だけで利用するのか、ほかでも広範囲で利用を考えているのか、ちょっ

とお聞かせください。 

○総務課長（政村勇二君） 

この消防費における備品購入で50万円計上している備品は、確かに災害時に有効

利用するためのドローンではございますが、そのほかの要点につきましても、例え

ば災害が行らないときであっても、イベント等、観光等に生かせるものであれば、

そういったものにも共に有効利用できるものと考えておりますが、主に消防の防災

関連でのドローンの購入というふうに考えております。 

○３番（藏 正君） 

以前に、ネット関係で個人所有のドローンで宮古崎なんかを空から撮影したのを

見たりしたんですけれども、今までみんなが知っている大和村の景勝地とか、そう

いったのを別の角度から見ることで、みんなが気づかなかった形とか、いろんなの

が見えてくると思うんですね。そういったものを消防災害用に使うのは、もちろん

なんですけれども、村の広報用と、もう一つせっかくの動画とか写真、画像を民間

でも村のＰＲ用に、それぞれのホームページとかを立ち上げる方とかもいらっしゃ

ると思うんですけど、そういった方々が民間でも利用できるような形というのはと

れないのかなと思うんですけど、いかがですか。 

○総務課長（政村勇二君） 

まずは、このドローンを購入した後で確かに民間に貸すことに伴って、災害時に

利用できなかったということがあると困りますので、まずは購入後に対して、防災

をメインとしたドローン、その後にまた検討、民間に貸し出しするということに対
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しましては、もう一度検討させていただきたいというふうに思っております。 

○３番（藏 正君） 

申し訳ない、そのドローン自体を貸し出すということじゃなくて、広報用に撮影

した画像とか動画をネット上の中から民間の方が利用できるような形というのは、

できないかなという質問でした。ごめんなさい。 

○総務課長（政村勇二君） 

失礼しました。私が聞くのが、申しわけありません。 

その映像等に対しましては、もちろん著作権等、そういった部分がありますので、

そういったものを除ければ、村民の方にも大和村を周知する上で使っていただいて

結構かというふうに思われます。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかに質疑はありませんか。 

○１番（前田清和君） 

予算書15ページですが、款６商工費、項１商工費、節13委託料、看板作成委託

料50万円と、これは宮古崎のほうに看板設置ということで、お伺いしておりますが、

今回補正でも、その向かいの個人の土地を予算して、そこに400万円ほど駐車ス

ペースをつくるということでお聞きしました。 

しかし、そこをつくったとしても、あそこは、すごい左カーブになっているんで

すよね。それで名瀬から来ると、急カーブでも国直に下りていくんで、結局あそこ

に駐車場をつくると横断というときに、かなり名瀬からくる所には見えにくいとい

う点もあると思うんです。この５月のゴールデンウィークは、奄美市のほうから来

たときに宮古崎の駐車場に曲がる右折が３台ぐらいカーブで止まっていて、上から

来た車が追突するような、そういうこともお伺いしました。 

ですので、今回新しく駐車場を作ると、カーブのちょうど左に入るんで、やはり

横断するときのやっぱり危険性、ましてやカーブがありますので、せっかく今回看

板もつくってもらったんですが、その奄美市から来る手前に左カーブがありますよ

とか、徐行してくださいとか、そういう交通安全性にも配慮した、そういう看板も

一緒に検討できないのかなと、宮古崎の看板をつくるのは大変ありがたいことなん

ですけど、そこに対して、やはり利用される方々の安全性に関しても、やはりそう

いう看板などもつくれないのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

確かに今回補正に出している看板作成は、そういった宮古崎のほうに「西郷ど
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ん」効果がありまして、だいぶ観光客が増えて、県道沿いに車が止まっているとか

いう苦情などもありまして、その危険性を回避するための意味の看板も設置予定と

しております。 

そして、国直集落のほうに駐車場もありますよ、向こうのほうにトイレもありま

すよというような案内板も設置する予定でございます。もちろん今議員がおっ

しゃったように名瀬のほうから、特に宮古崎には用事はないんだけど、大和村のほ

うに行くという人などは、もしかしたら普通に、そのままのスピードでくるかもし

れません。そういった人たちに、ちょっと危険ですので徐行してくださいみたいな

ような案内のほうも表示したいと思います。 

○１番（前田清和君） 

ぜひ事故が起こってからでは遅いですので、そういうのも検討していただきたい

と思います。 

それにあわせて大和村は、もちろん今は西郷どんで宮古崎がすごい観光地となっ

ておりますが、大和村には、まだまだ嶺山公園とか、さとうきびの発祥地、磯平

パークとかあるんですよ、であれば宮古崎の看板と一緒に、やはり村内を今回新し

く大和村観光めぐりツアーということで、大和村全体を知ってもらうということで

あれば、やはり嶺山公園とか、磯平パーク、そして今里でいえば立神とか、そうい

う村内全体をアピールできるような看板というのを、やはり必要だと思うんです。

今は宮古崎がちょっと有名になりましたので、そこにばかり力を入れずに村全体に、

やはりそういうのを看板してすることも大事じゃないかなと、ほかの町村から

ちょっと聞きますと、宇検村から来たら大和村に入ると看板という看板がないと、

どこが観光地なのか、どこを見ていいのかという、わからないという声もよく聞か

れるんです。ですから、やはり今回こういう予算が組めるんであれば、また次回の

補正でもいいですし、ぜひ村内全体をアピールできるような、そういう看板もつ

くっていただきたい。 

もう１点は、嶺山公園に第２駐車場という、大金久から上がっていきますと右

カーブに左側に、村の土地に舗装されてない、バスなどが停まれるような砂利に

なっている駐車場があると思うんですよ、嶺山第２駐車場。できたらあそこを、や

はり大型バスとかは、あそこに停めてもらうような形もありますので、あそこの整

備も一緒に検討できないかなと思います。いかがですか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

今回看板設置、50万円組まさせていただきましたのは、一番は宮古崎の危険防止
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が先決だということで、今回の補正予算で組まさせていただきました。 

村内のほかの場所の看板などにつきましては、もちろん今度、次の補正になるの

か、来年度の予算になるのかわかりませんが、検討してまいりたいと思います。 

嶺山公園の第２駐車場の件に関しましても、ちょっと検討対象とさせてください。 

○議長（勝山浩平君） 

ほか質疑はありませんか。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしとします。 

これから、議案第29号を採決をいたします。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり決定をすることに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしとします。 

したがって、議案第29号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第15 議案第30号 平成30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第15、議案第30号、平成30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）についてを議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容の説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 

平成30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、提案の理

由を申し上げます。 

平成30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、歳入においては
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繰入金の増額、歳出においては施設管理費の増額などにより、歳入歳出それぞ

れ230万円の増額予算を計上いたしました。 

内容につきましては、住民税務課長に説明をさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

平成30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の内容について、御

説明申し上げます。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ230万円増額し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ7,853万9,000円にしようとするものです。 

８ページの歳入から御説明申し上げます。 

款３繰入金、項１一般会計繰入金、目１一般会計繰入金の230万円の増額は、歳

出予算の増額によるものであります。 

次に、10ページの歳出について御説明申し上げます。 

款１事業費、項１水道管理費、目２施設管理費につきましては、思勝地区におけ

る橋りょうの架け替え工事に伴い、給水管の橋りょう添架について更新する必要が

生じましたので、工事請負費を170万円、廃棄物の処分手数料に20万円、修繕料等

に25万円をそれぞれ増額計上いたしております。また、予備費を15万円増額し、歳

入歳出の調整を行いました。 

以上で内容の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑に入ります。 

質疑はありませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

質疑をなしとします。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしとします。 

議案第30号を採決をします。 

お諮りします。 
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本件は、原案のとおり決定をすることに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしとします。 

したがって、議案第30号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第16 議案第31号 平成30年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第16、議案第31号、平成30年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）についてを議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容の説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 

平成30年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について、提案の理

由を申し上げます。 

平成30年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、歳入においては、

国・県補助金の調整や繰入金の増額など、歳出においては事業費等の調整など、歳

入歳出それぞれ2,944万6,000円の増額予算を計上いたしました。 

内容につきましては、住民税務課長に説明をさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

平成30年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の内容について、御

説明申し上げます。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,944万6,000円増額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ３億135万2,000円にしようとするものです。 

８ページの歳入から主なものを御説明申し上げます。 

款２国庫支出金、項１国庫補助金、目１農業集落排水事業国庫補助金は、事業費

及び補助割合の決定に伴い、各地区の補助額を補正し、1,430万円増額計上いたし

ました。 

款３県支出金、項１県補助金、目１農業集落排水事業県交付金につきましては、

同じく事業決定に伴い、474万6,000円を増額計上いたしました。 

次に、９ページの歳出について、主なものを御説明申し上げます。 
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款２事業費、項１事業費、目１農業集落排水事業につきましては、事業内容の決

定に伴い、東部地区の工事請負費を200万円減額計上いたしました。同じく目２農

業集落排水事業につきましては、中部地区の工事請負を3,000万円増額計上いたし

ております。 

款４予備費におきまして４万5,000円を増額して、歳入歳出の調整を行いました。 

以上で内容の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑に入ります。 

質疑はありませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしとします。 

議案第31号を採決をします。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決をすることに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしと認めます。 

したがって、議案第31号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第17 議案第32号 平成30年度大和村大和の園特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

○議長（勝山浩平君） 

日程第17、議案第32号、平成30年度大和村大和の園特別会計補正予算（第１号）

についてを議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容の説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 
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平成30年度大和村大和の園特別会計補正予算（第１号）について、提案の理由を

申し上げます。 

平成30年度大和村大和の園特別会計補正予算（第１号）は、歳入においては、財

政調整基金繰入金の減額、歳出においては総務費の人件費減額に伴い、歳入歳出そ

れぞれ1,480万円の減額予算を計上いたしました。 

内容につきましては、大和の園園長に説明をさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○大和の園園長（村山米和君） 

平成30年度大和村大和の園特別会計補正予算（第１号）について、内容の説明を

申し上げます。 

今回の補正第１号は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,480万円減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億6,428万4,000円とするものです。 

７ページの歳入から御説明いたします。 

款５繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金を1,480万円減額いたしました。 

次に、８ページについて御説明いたします。 

款１総務費、項１施設管理費、目１一般管理費の1,483万8,000円の減額は、職員

の人事異動に伴う人件費のものであります。 

款６予備費におきまして、３万8,000円を増額し、歳入歳出の調整を図りました。 

以上で内容の説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○３番（藏 正君） 

ちょっとよくわからないんですが、この繰入金を減らして人件費も入っていると

いうことは、人員を減らしたというふうにみてもよろしいんでしょうか。 

○大和の園園長（村山米和君） 

事務所の職員が２名ほど減になっておりますので、それに伴って、今まで基金か

ら繰り入れしたいたのを減額しております。 

○３番（藏 正君） 

空き病床が続いているから、それに対応する人員が減っているわけじゃなくて、

事務所の職員が減になっているということなんですね、わかりました。 

○議長（勝山浩平君） 
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よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんでしょうか。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしとします。 

これから議案第32号を採決をします。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決をすることに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしとします。 

したがって、議案第32号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第18 議案第33号 大和村乳幼児等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定

について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第18、議案第33号、大和村乳幼児等医療費助成条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容の説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 

大和村乳幼児等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理

由を申し上げます。 

大和村乳幼児等医療費助成条例の改正は、鹿児島県による住民税非課税世帯の未

就学児への医療費を現物給付する新制度の制定に伴い、所要の規定を整備するため、

提案申し上げるものでございます。 

内容につきましては、保健福祉課長に説明をさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 
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○保健福祉課長（神田雄一君） 

内容の説明を申し上げます。 

大和村乳幼児等医療費助成条例に関する条例の一部を改正しようとする主な内容

につきましては、平成30年10月１日から、住民税非課税世帯の未就学児を対象に医

療機関等の窓口における自己負担金をなくす制度を鹿児島県が創設したことに伴い、

本村の条例を改正するものです。 

以上で内容の説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしとします。 

これから、議案第33号を採決をします。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決をすることに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしとします。 

したがって、議案第33号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第19 承認第９号 大和村税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第19、承認第９号、大和村税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認についてを議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容の説明を求めます。 
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○村長（伊集院 幼君） 

大和村税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について、提案の

理由を申し上げます。 

地方税法の一部を改正する法律が、平成30年３月31日に公布されたことに伴い、

大和村税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第

１項の規定に基づき、専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により、議

会の承認を求めるものでございます。 

内容につきましては、住民税務課長に説明をさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

大和村税賦課徴収条例の一部を改正する条例の主な改正内容について、御説明申

し上げます。 

地方税法等の一部改正に伴い、大和村税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生

じたため改正を行いました。 

まず１点目に、個人住民税については、給与所得控除、公的年金等控除の見直し

を図り、一部を基礎控除に振り替えるなどの対応を行いました。 

具体的には、給与所得控除額を65万円から55万円に、公的年金控除額を120万円

から110万円に、それぞれ引き下げ、同時に基礎控除額を33万円から43万円に引き

上げるものでございます。 

なお、今回の改正は、平成33年度以降の個人住民税から適用されます。 

２点目に、固定資産税については、不動産取得税の特例税率等について住宅及び

土地に係る税率の特例措置、宅地評価土地に係る固定資産税評価額を２分の１とす

る特例措置をそれぞれ３年延長するものでございます。 

３点目に、たばこ税の税率の引き上げでございます。内容といたしましては、国

と地方のたばこ税配分率１対１を維持した上で、地方のたばこ税率を平成30年10月

１日から段階的に引き上げるものです。また、新たに加熱式たばこの区分を創設い

たしました。 

以上で内容説明を終わります。御承認方よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（勝山浩平君） 

質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしとします。 

承認第９号を採決をします。 

お諮りします。 

本件は、承認することに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしと認めます。 

したがって、承認第９号は、承認することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第20 発議第１号 奄美大島上空でのオスプレイの飛行訓練中止を求める意見書

の提出について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第20、発議第１号、奄美大島上空でのオスプレイの飛行訓練中止を求める意

見書の提出についてを議題といたします。 

提案者に提案理由の説明を求めます。 

○２番（重信安男君） 

奄美大島上空でのオスプレイの飛行訓練中止を求める意見書の提出について、提

案理由を申し上げます。 

米軍は、2012年10月に沖縄県普天間飛行場に新型輸送機オスプレイを配備してお

ります。オスプレイは、開発段階から墜落事故が繰り返され、構造的欠陥がかねて

より指摘されており、また事故原因の詳細な検証も十分ではなく、そのような状況

の中での飛行訓練は、住民生活の安全を脅かすものであります。 

特に、 近は米軍が示している奄美大島南西部の海上を通るパープルルートに指

定されていない奄美大島上空においても、機体が頻繁に目撃されており、本村では

昼、夜を問わない低空飛行訓練による独特の爆音により幼児がパニックに陥るなど

の被害も発生しております。 
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昨年６月、今年７月に続き、昨日もオスプレイが奄美空港に緊急着陸をしていま

すが、この１年間に３回もの緊急着陸は、オスプレイの構造上の欠陥を明らかにす

るものであり、また2016年12月、平成28年には奄美大島を低空飛行訓練した機体が

沖縄にて不時着して大破する事故を引き起こしております。このような状況におい

て、オスプレイの飛行への地域住民の懸念は全く払拭されておらず、大和村議会は

米軍輸送機オスプレイの奄美大島上空での飛行訓練を中止することを強く要望する

ものであります。 

以上、提案理由を申し上げましたが、議員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしとします。 

発議第１号を採決をいたします。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決をすることに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしと認めます。 

したがって、発議第１号は、原案のとおり可決をされました。 

ただいま可決をされました意見書の提案先につきましては、議長に一任を願い

たいと思います。 

以上をもちまして、本日の日程は、すべて終了いたしました。 

本日は、これにて散会をいたします。 

お疲れさまでした。 
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散会 午後３時１１分 
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平成３０年第２回大和村議会定例会会議録 

 

平成３０年６月１０日（日） 

午 前 １ ０ 時 １ ５ 分 開 議 

 

１ 議事日程 

開議の宣告 

日程第１ 一般質問 

日程第２ 議案第34号 大和村税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３ 議員派遣について 

日程第４ 総務建設委員会の閉会中の所管事務調査について 

日程第５ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

閉会の宣告 

 

２ 出席議員は次のとおりである。（８名） 

  １番 前 田 清 和 君             ６番 民   文 忠 君 

  ２番 重 信 安 男 君             ７番 池 田 幸 一 君 

  ３番 藏     正 君             ８番 宮 田   到 君 

  ５番 勝 山 浩 平 君             ９番 奥 田 忠 廣 君 

 

３ 欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  大 崎 一 也 君    書 記  太   純 一 君 

 

５ 説明のため出席した者の職氏名 

村    長  伊集院   幼 君    教  育  長  藤 井 俊 郎 君 

副 村 長  泉   有 智 君    教委事務局長  福 山   茂 君 

総 務 課 長 
  政 村 勇 二 君    企画観光課長  森 永   学 君 

兼選管事務局長 

                     産業振興課長 
建 設 課 長  前 田 逸 人 君            郁 島 武 正 君 
                     兼農委事務局長 
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会 計管理 者               保健福祉課長 
  大 石 松 美 君            神 田 雄 一 君 

兼 会計課 長               兼大和診事務長 

住民税務課長  三 宅 正 剛 君    大和の園園長  村 山 米 和 君 



 

－55－

開議 午前１０時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

皆さん、おはようございます。 

今日は、台風通過の影響で天気が不安定な中、傍聴にお越しいただいて、大変あ

りがとうございました。 

日曜議会の本村議会におきまして、２回目の開会となりますけれども、開会に当

たって伊集院村長をはじめ、当局の皆様の多大なる御理解、御協力をいただいてお

りますことを、また改めて御礼を申し上げたいと思います。 

また今後、議会も活性化にまい進をしてまいりますので、村民の皆様の御指導を

賜りますように、お願いを申し上げ開会をしたいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 一般質問 

○議長（勝山浩平君） 

本日の日程は、一般質問となっております。 

順次発言を許可いたします。 

９番、奥田忠廣君。 

○９番（奥田忠廣君） 

皆さん、おはようございます。 

台風５号が近づいているということで、スモモも今 盛期で、大変スモモ採りで

台風がくるということで、皆さんが畑に行っている。そして、こういう時に日曜議

会ということで、非常に皆様方にも御迷惑を掛けてるのかなという思いをしており

ます。 

通告をしてあります３項目について、質問をいたします。 

世界自然遺産登録延期について質問をいたします。 

奄美大島・徳之島・沖縄島北部・西表島、沖縄等の世界自然遺産登録延期につい

ては、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）が登録を延期するよう勧告をし、５月５日付

け新聞で「奄美・沖縄に」「登録延期」「ＩＵＣＮの勧告、自然遺産の実現遠のく」

の記事で、奄美の自然遺産登録を待ち望んでいた多くの人たちにとって、大変衝撃

的なことであったと思います。 

厳しい結果となりました、奄美・沖縄の自然遺産登録に国際的な自然環境の専門

家らは待ったをかけたということであります。推薦地を見直すべきとの指摘であ
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り、環境省関係者は手応えを感じていただけに、「推薦書を再提出か推薦取り下

げ」かについては、「奄美大島、徳之島、沖縄北部及び西表島」のユネスコへの推

薦を取り下げることを６月１日に閣議了承をいたしました。今年夏の登録を断念を

いたしましたが、環境省担当者は、「推薦区域を見直すことで登録される可能性が

ある」と説明をし、早ければ2020年の登録審査となり、「地域自治体と相談しなが

ら早い段階で決めたい」との発言でありますが、本村は地域自治体であるが、本村

の考え、意見など考えをまとめておくべきではないか。登録延期になり時間もたっ

ていないが、村長の世界自然遺産登録延期に対する所見を述べて、答弁をお願いい

たします。 

次に、特別特区申請について、現在本村が計画をしている「くろうさぎ」飼育計

画を「くろうさぎ」特別特区申請はできないかについて質問いたします。 

国家戦略特別区域制度がありますが、この制度は第２次安倍政権が2013年（平

成25年）成長戦略の一環として創設を決めております。 

安倍政権は、日本経済が停滞しているのは、根強い反対による「岩盤規制」にあ

るとし、その打開なくして経済の活性化はなしを強調し、そのための戦略として掲

げたのが「アベノミクス」の柱とされております３本の矢、「民間投資を喚起させ

るために、特定の地域に限りさまざまな規制緩和や免責を行う」という政策であり

ます。 

特別特区制は、さまざまな特区があります。「構造改革特区」「総合特区」などあ

りますが、構造改革特区の中で厳しい規制改革を、ある地域を特定して行い、その

成果により、全国的に展開することを想定したものに「どぶろく特区」などがあり

ますが、「くろうさぎ飼育」は、環境省、文化庁の「岩盤規制」により頓挫するこ

とも考えられます。この岩盤規制を打破するために「くろうさぎ特別特区」申請は

できないか。村長の考えをお尋ねいたします。 

次に、津名久墓地近く土地土砂災害について質問をいたします。 

復旧工事を県単事業で計画し、予算も計上しておりますが、現地が昔の津名久焼

き工房跡地のようで事業計画が中断しているようですが、今後の対応はどのように

なるのか、以前から津名久焼きについては聞いてはおりましたが、その工房跡がど

こにあるのかについては、津名久の方々もはっきりとは知らなかったと思います。

工房跡が特定されることは、文化財保護として津名久焼きの歴史をたどることにつ

ながり非常にいいことであると思います。 

文化財保護と土砂災害対応をどのような工法で解決できるのか、県文化財保護担
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当課、本村教育委員会など、現時点でどのような協議がなされているのか、答弁を

求めます。 

以上、壇上より質問をし、答弁後に自席より再質問をいたします。 

○村長（伊集院 幼君） 

皆さん、おはようございます。本日は、日曜議会ということで、私たち行政も議

会と連携を図りながら、多くの村民に村政の施策を御理解いただこうということ

で、我々も協力体制のもとで今後もやっていきたいというふうに思っておりますの

で、日曜議会、また夜間議会等も、いろんな形で計画できるように我々も協力体制

の中で進めていきたいと思っております。 

先ほど、奥田議員からございましたように、現在スモモの出荷が 盛期を迎えて

いる中で、先日は、三反園知事のほうにスモモを贈呈させていただきました。そし

て、ＪＡ経済連の協力をいただき、そして、ＪＡあまみと一緒に「おいどん市場」

谷山館のほうでスモモのＰＲもさせていただいたところでもございます。 

台風もそれるそうな気配でございますので、なんとかスモモの生産量確保に皆さ

んと一緒に取り組みができればというふうに思っておりますので、議会の皆様の御

理解をいただければというふうに思います。 

それでは、ただいまの奥田議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

１点目の奄美大島・徳之島・沖縄島北部及び西表島の世界自然遺産登録について

の御質問でございますが、１点目の国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の登録が延期す

るように勧告を受けたところでもございまして、市町村がどのようなことをすべき

なのかということとあわせて、推薦区域を見直すことが登録させる可能性があると

いう説明の中で、2020年の登録審査をこれからやるということでございますが、地

域の自治体として、どういう形で考えをまとめていくのかという御質問でございま

すので、この御質問につきましては関連がございますので、一括して答弁をさせて

いただきたいというふうに思います。 

６月１日の世界自然遺産登録に関する推薦書取り下げが閣議決定されたところで

もございます。 

一方で、生物多様性などの奄美の自然に対する一定の評価は得ているということ

から、早期登録実現に向けた再出発という位置付けをすることができるんではない

かというふうに考えております。今回のＩＵＣＮの勧告におきまして、課題なども

示されているところでもございます。本村といたしましては、湯湾岳を中心とする

特別保護地区、マテリヤの滝周辺の第一種特別地域など、すなわち世界自然遺産の
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登録候補地を抱える自治体といたしましては、世界に誇れる豊かな自然を守り伝え

ていくために、国や県及び関係市町村などと引き続き連携を図り、地域住民の皆様

の御理解、御協力を得ながら推進していく所存でございます。 

現在行っております自然遺産にかかわる推進事業といたしましては、ノラネコ・

ＴＮＲ・外来種駆除、野生動植物の保護、自然保護への普及啓発活動などを、そし

て、エコツーリズムの推進などがございますが、これらの事業は継続して行うとと

もに、登録後を見据えた事業といたしましては、世界遺産奄美トレイルのルートづ

くり、宿泊施設の不足に対応するための民泊事業の推進、また、くろうさぎ施設の

検討や、世界自然遺産推薦地である湯湾岳への来訪者が増えることが予想されるこ

とから、周辺地域にある奄美フォレストポリスの再整備等を行い、受け入れ態勢の

整備や来訪者の分散化などを図っていきたいというふうに考えているところでござ

います。 

次に、２点目の特別特区申請の現在本村が計画しておりますクロウサギ飼育計画

をクロウサギ特別特区申請できないかの御質問でございますが、現在、国が行う規

制を緩和するなどの特別措置が適用される特定の地域といたしまして設定しており

ますと特区には、主に国家戦略特区、構想改革特区、経済特区などがございます。

御質問にありますように、「くろうさぎ飼育計画」は、特区の種類といたしまして

は、構造改革特区に該当されると思います。構想改革特区とは、地方公共団体等の

自発的な立案により、特別地域を対象に規制を緩和し、地域経済の活性化を図るも

のとなっております。 

特区申請には、申請する事項に対し、法的に規制がかかっていることが前提条件

になっております。特別天然記念物でありますクロウサギに関する法律といたしま

しては、文化財保護法及び種の保存法の二つ法律がございますが、両法律を確認い

たしましたところ、その保護のために天然記念物の現状を悪化させるような行為を

排除するための行動規則はかけられておりますが、天然記念物の現状変更等の許可

申請をし、許可を得ることができましたら捕獲、飼育を行うことが可能となってお

ります。 

このことから、申請を行い、実際に許可を得るためのハードルは非常に高いと考

えられますけれども、法律上は捕獲、飼育不可とはなっていないことから、先ほど

申し上げましたように、特区申請には法的に規制がかかっていることが前提条件に

なっているため、クロウサギの飼育に関する特区申請は、対象外になるものと考え

られます。 
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今後、村といたしましては、クロウサギ飼育準備等検討委員会を引き続き開催す

るなど、有識者からの意見を集約した上で具体的な許可申請へ向けて準備をしてい

きたいと考えているところでございます。 

次に、３点目の復旧工事を県単事業で計画しておるが、現地が昔の津名久焼き工

房跡地のようで、事業計画が中断しているようでありますが、今後の対応はどのよ

うになっているかとの御質問でございますが、当該地区は平成29年８月の台風５号

によりまして、のり面崩壊が発生したことから、斜面崩壊及び落石等による民家及

び県道への被害を阻止する観点から、急傾斜地崩壊対策事業で県のほうに要望いた

しまして、平成30年４月に内定通知があったところでございます。 

先般、地元から周辺地に窯跡が残っている可能性があるとの情報提供がありまし

て、文献等により今から約150年前、明治初期から明治11年、12年頃まで薩摩の陶

工が来島し、数多くの陶器が産出したとされる津名久焼きの窯跡があるのではない

かということで、現在教育委員会と協議をしているところでございます。 

また、公共事業を推進するに当たり、遺跡、埋蔵物等が発見された場合は工事を

中止いたしまして、地元教育委員会を通じて、県教育委員会文化財課に遺跡発見届

け出を提出することになっているところでございます。 

今後は、県文化財課などに貴重な文化的遺産なのか、調査手法を含め検討しても

らうこととしておりまして、今後の事業再開につきましては、その回答を踏まえた

上で対応をすることにしたいと考えているところでございます。 

以上、壇上のほうからお答え申し上げましたが、あとは関連の御質問等により、

関係課長あるいは自席のほうから答弁をさせていただきます。 

○９番（奥田忠廣君） 

自然遺産の延期というのは、５月５日の新聞で登録延期が新聞紙上に載ったんで

すけども、それから、もうずっと新聞を見ますと、この自然遺産のことがいつまで

かな、６月２日の新聞で取り下げの記事が載った。 

私は、この自然遺産の登録を「奄美群島を世界自然遺産へ」というのが大島支庁

の庁舎に掲げられていたのは、あの当時の支庁長、何という方がちょっと名前は忘

れましたが、その方が言い始めて、平成13年頃だったと思います。もう既に15年ほ

ど経っているんですよ。それが大きなうねりとなって、世界自然遺産だということ

のうねりになって、そして沖縄、そして西表というのが入ってきた、徳之島も。 

この世界自然遺産というのが、もう熟成してなるもんだと、おそらく郡民も思っ

ていた。この自然遺産に対して郡民も行政も環境省もみんな前のめりになって、も
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うなるもんだと思っていた。ところが、ＩＵＣＮの勧告では延期だということで様

々な影響が出てきていると思うんですよね。観光を糧としている方々は、これをあ

てにしてある程度の投資もしている。 

であれば、この再提出をする２年後を目標にという、これまでの間に、私はこの

２年の再提出をする、この２年というのは、本当に郡民にとっても行政にとっても

よかったと思ってるんですよ。みんな前のめりになって、後ろをいま一度立ちど

まって後ろを振り向く機会を与えてもらったと。 

先ほど村長が、その間に私たちの福元、様々な所の整備計画を申し上げましたけ

れども、その前に、この村民に対する自然遺産というのはどういうものかという普

及啓発というのが本当にできているのか。村民は世界自然遺産というのはどういう

ものかというのを本当に皆さんがおわかりになっているのか。ここらあたりをま

ず、猫にしてもいいし、犬にしても、自分たちの飼い猫、飼い犬にしても、どうい

うことをせざるを得ないかということは、普及啓発というのを村民にまずすべき

じゃないかと。そこから始めていかないと各市町村が、私たちだけじゃませんよ、

大和村だけじゃなくて、そういうことをどのようにしてやっていくかと、そこらあ

たりは、どうお考えですか。 

○村長（伊集院 幼君） 

議員のおっしゃるように、住民の意識の持ち方が低いんじゃないかという御意見

もあるわけでございます。これまで、国立公園の指定にあたって環境省のほうで各

集落を回り、また、それぞれの市町村で国立公園の指定に向けた説明会がなされた

わけでございます。 

しかしながら、参加人数を見てみますと、ごくわずかの方しか参加していないと

いう現状も、この間我々も確認をしたところでもございます。そういうことも含め

ますと、やはり自治体が自ら動いて、やはり、もう少し自然遺産の関係について、

我々もやっぱり出向いていって、そのことを住民に示していくことも大事じゃない

かというふうに考えております。 

これは、ただ区域だけがもう少し大きくしなければならないという問題ばかり

じゃなく、やっぱり住民の意識の持ち方も今回の取り下げの要因にもなっているん

じゃないかというふうに、我々も思っておりまして、これから環境省とまたいろん

な形で打ち合わせをする予定にしておりますけれども、やはり各市町村でしっかり

遺産に向けた意味合いを住民にしっかり示していくことも大事じゃないかというふ

うに思っているところでございます。 
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○９番（奥田忠廣君） 

５月24日に世界自然遺産登録推進協議会というのを、村長も出席して私も出席を

させていただきましたけれども、ここらあたり一番の山だったんだなと思ってるん

ですよ。環境省はどうしようかと、まだその時までは、もしかしたら再提出という

ことを言っていたんですよね。私は、再提出をすることは、ちょっといかがなもの

かという考えがありましたけれども、これから普及啓発、私たちも自然遺産という

のはどういうものかというのは、みんなわかってないんですよ。希少動植物がいる

ということはわかっている。そこあたりは、わかっていますけど、自分自分が、そ

の自然遺産に向けてどういうことをやるべきなのかというのはわかってないと思う

んです。ですから、今、村長が言ったように、自然遺産、自分らの飼い猫、飼い

犬、自分らの周り、どういうことをすべきかということは、行政が村民にしっかり

と意識をしてもらうような対策を考えていってもらいたい。 

そこらあたりは、どこの課が担当になるかわかりませんけれども、この２年とい

うのは、非常にいい時間をいただいたという、逆にですね、そういう思いを持って

やっていただきたいと思います。 

次に、「くろうさぎ特区」の問題なんですけれども、ちょっと難しいというよう

な話を言いましたけれども、今、平川動物園で飼育されているクロウサギはどうい

う名目で、あの動物園にいるんですか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

傷病だと認識をしております。傷病個体、傷ついた個体の保護でと認識をしてお

ります。 

○９番（奥田忠廣君） 

以前、大和校でもクロウサギを飼育していた。村長たちも大和村の学校でクロウ

サギの餌を持って行って食べさせて、みんな生徒がクロウサギの餌、ニガナとか、

イモガラとか、いろいろ持って行ったんです。あの時は、どういう飼育体制だった

んですか。どうしてあの時はクロウサギが大和校にいたんですか。 

○教育長（藤井俊郎君） 

大和中学校の飼育の経緯を申し上げたいと思いますけれども、昭和38年３月28日

付け、文部省の文化庁の飼育許可。そして、林野庁が獲っていいですと捕獲許可を

もらってますけれども、なぜ大和中学校が、このような飼育許可をもらうようなこ

とをしたかと調べてみますと、その当時は森林資源の開発のために、ウサギが住み

にくいような環境になってきた。 
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もう一つは、戦中から戦後にかけて非常に体にいいということで乱獲しとった

と。そういうことでウサギが非常に少なくなって、当時の文部省の文化財保護委員

会が調べた時は当時は500羽おったそうです。そういうことで種の保存のために、

どうすればいいかということで観察をやったということで、人工飼育は可能なの

か、人工飼育によって繁殖は可能なのかとか、そういうような目的を持って文部省

が許可をやっております。 

その後、38年間飼育後、平成２年まで飼育をしておったですけれども、本人たち

が観察した結果、生体、それから形体、食性、そのあたりが幾らか明らかになって

おります。非常に繁殖が低い、年に１回１羽を産むとか、形体は足や尾も短い、御

存じのように耳と目が小さい。それから食性は、サツマイモとかノゲシ、イモズル

をよく食べるとか。あとは子どもたちも餌を採るのが負担になったせいか、農業を

する方も少なくなって、ウサギの食べ物は地域の方に委託してありますね。そし

て、平成２年に 後のウサギが老衰で死んだために、そこで観察終わっておりま

す。そういうような経緯でございます。 

それと、付け加えますと、昭和53年までは一般の見学を禁止していたんですけれ

ども、それから見学いいですよということで、55年度は1,500名余りが見学観察に

来ておられます。学校も非常に日曜日なども来たりして、大変だったと聞いており

ます。 

以上、大和中学校の観察の経過でございます。 

○９番（奥田忠廣君） 

先ほどの答弁で「くろうさぎ特区」というのは、ちょっと厳しいんじゃないか

と、できないんじゃないかという答弁ですけれども、私たちは、クロウサギという

のを飼育する計画を立てていますけれども、これはどういう方法で、クロウサギを

飼育できる環境省、文化庁と思うんですけれども、どういうような申請を考えてい

るのか、しているのか。計画はしましたよね、計画。クロウサギ飼育をしようとい

う計画をしてある。しかし、その計画を進めるために、今どのようなことをやられ

ているのか。 

○副村長（泉 有智君） 

私は、その当時の準備検討委員会の委員長でありますので、お答えいたしますけ

れども、以前、同じようにクロウサギの飼育等に向けての準備検討委員会を開催し

たときに、傷病個体、その飼育等には反対というような意見もございまして、かな

り、今教育長からありましたように、捕獲となりますと文化庁の文化財の現状変更
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申請がありますので、かなり難しいというようなことです。その当時、そういう議

論までで終わっておりました。 

そして、今回立ち上げました飼育等に向けての準備検討委員会というのは、傷病

個体だけでなくて、やはり健常個体を見せたいと、やはり我々としては、世界自然

遺産なりで、お客さんが増えれば、夜中にナイトツアーに行ったりとか、そういう

ことで、また山の環境がかえって悪化することも考えられますので、ここに健常個

体が見せられれば、半分といいますか、山に登らなくても帰ってもらえるんじゃな

いかと、そういう効果も期待できるんで、傷病個体ではなくて、むしろどちらかと

いうと健康個体を飼育できたらというような思いを持って立ち上げはいたしました

けれども、どのような形で進めていくかということまでは、まだ方向づけはきちっ

とはできておりません。 

第１回目の検討委員会では、以前、飼育等に向けてということでは、話が頓挫い

たしましたので、委員の方々の意見も聞いたら、やはり、それは飼育に向けてはい

いことではないかというような意見で、今後それに向けて取り組んでいこうという

結論を今得ている段階でございます。 

やはり、傷病個体となりますと、そういうものは見世物じゃないよとか、いろん

な動物愛護の観点から、いろんな意見がございまして、我々としては、やっぱり目

指すのであれば、そういう健常個体なりを見ていただくというようなことがいいん

じゃないかというような発想からの委員会でございます。 

○９番（奥田忠廣君） 

私たちの大和村には、環境省のワールドセンターがあります。 

この世界自然遺産が２年延長になった、その２年間の間に、この問題をなんとか

やって、大和村がやるというよりも環境省と大和村と連携をして、クロウサギの飼

育許可というのをできないか。 

野生生物保護センターというのは、きちっとありますから、これを足がかりにし

て、私たちが今計画しているクロウサギの飼育、また他の希少動物の飼育というの

は、これはこの２年間で世界自然遺産に登録になるまでの間に目鼻を付けていくと

いうことは、我々の大和村が自然遺産になったときの観光客の足の向き方も違って

くると思うんですよ。そこらあたりのことは、どのように考えているんですか。こ

の２年というのは、大切な２年になるのかなとは思っているんですけれども。 

○副村長（泉 有智君） 

第１回の検討委員会においては、環境省の方々もオブザーバーとして入っていた



 

－64－

だきまして、意見も伺いましたけれども、環境省としても、この我々の発想には賛

成というふうに私どもは思っております。 

しかし、やはりその時には平川動物園のほうからも来ていただいて、いろんな飼

育方法とか、そこら辺についても、ここを実現するためには、どのようなことが必

要かと獣医師の方々の話もお伺いしましたけれども、やはり飼育に関しては係は獣

医師の確保とか、いろんなまだまだ人的な面からクリアするべき点もございます

が、施設をつくっても今度は捕獲という、いわゆる文化庁の現状変更の許可、これ

をどのようにして取るかというのは、また別、まだアタックはしていないところで

ございまして、文化庁の現状変更の許可申請というのが非常に私ども一度、大和ダ

ムとか、あるいは今やっている大棚名音線の環境調査をしたときに作るべき書類と

かいうのは、専門家じゃないと作れないようなところもありますが、そこらについ

ての整備をどのような形でアプローチしていくのか、文化庁の感触といいますか、

文化財課とかもありますけれども、ただ観光のために見せるということでは、まず

だめだろうというような予測です。やはり学術的なもの、先ほど言いましたような

種の保存方法じゃありませんが、あの当時は非常にクロウサギの数が減ってきたと

いうのがありますが、今聞きますと、かなり増えてきているということで、逆に絶

滅危惧種からのランクが落ちるんじゃないかというぐらい言われているようにも聞

いておりまして、まだ確認はしていませんが、そのような話もありまして、我々が

発想していました、いわば世界自然遺産に伴ってのお客さんが増加する者に対する

対応ということだけでは、かなり難しいのかなと。 

やはり、もう少し学術的な面、遺伝学的な面とか、あるいはそういう教育の面と

か、そこらのものも加味しながらしないといけないだろうなという感触は得ており

ますけれども、具体的にどのようにしていこうということまでは、はっきりとは、

まだ定まっておりませんが、我々としても議員がおっしゃるように、その世界自然

遺産登録までには、この施設もつくり、そして、あるいはその後の維持管理をどの

ようにするかというようなことは、方向づけをしていきたいなというふうには思っ

ているところであります。 

○９番（奥田忠廣君） 

これは 後に聞きますけれども、この計画は前に進んで前向きに、これはいける

という感じがあるんですか。これ、どうなんですか。この計画が頓挫することも考

えられるんですか。そこを乗り越えていくというのは、何か方法はないんですか。 

○副村長（泉 有智君） 
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これだったら乗り越えられるという確実なところまでは、まだ見いだしておりま

せんけれども、なんとか乗り越えていきたいという意気込みで取り組んでいきたい

という段階でございます。 

○９番（奥田忠廣君） 

意気込みででも頑張ってください。 

次に、この津名久の津名久焼きの問題なんですけれども、これは津名久焼き工房

跡というのは、行政も確認をしたんですか。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

津名久焼きの工房跡地につきましては、以前から津名久のほうに津名久焼きの場

所があったと、その工房跡地、窯跡が今回の急傾斜地の工事の周辺にあったのでは

ないかと言われております。 

今回、発見されましたものが貴重だと思っておりますところは、それまでに津名

久焼きのそのものが数点、大和村であったり奄美市のなどに伝わったりする程度で

ありまして、どこでというのが確定がされていないところでありました。 

今回出てきたものにつきましては、その文献などに残っております陶工のお名前

とか、そういうものが記載されたものが陶板といいますが、陶器の板ですね。陶器

の板が出てきております。高さが28センチ、横幅が41センチで厚みが2.5センチの

陶板であります。 

今回それによりまして、もしかするとその後に、その周辺に津名久焼きがあった

ということを確定できるのではないかという期待もございます。 

○９番（奥田忠廣君） 

津名久焼きというものの焼き物というのは、今、私たちの行政が持っております

か。津名久焼き、津名久焼きだと確定できるものが現在ありますか。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

現在、公民館のほうで１点は保存しております。あと陶工名が記載された焼き物

が大和村に１点ございます。それが津名久焼きであるという形でしております。 

それが確定、それは津名久焼きであると言われてしておりますが、今回出てきた

ものなどを含めまして、いろいろ調査ができましたら、その出てきたものがです

ね、陶板などが調査ができましたら、また大和村の指定文化財などの方向もできる

かと思っております。そういう形での文化財保護審議会などに提案もできると思っ

ています。 

○９番（奥田忠廣君） 
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津名久焼きというのはあったということは、以前からわかっていたんだけど、ど

のようなものなのか、工房跡はどこにあったのかというのは不明だったんですよ

ね。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

特定ができておりませんでしたので、今後期待できるものです。 

○９番（奥田忠廣君） 

これは、これで特定できそうなんですか。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

今回の出てきました陶板、陶器の板ですけれども、それには、津名久焼きは明治

の初期から11年、12年頃までが薩摩の陶工が来島してという形で言われております

が、それと同じ明治政府の農商務省にある功労者履歴書というのがございます。そ

の中に、その履歴書に青木宗兵衛という方が、職工、陶工などを連れて、５人を

伴って大和村に窯を築いたという記述がございます。そこに出てきております方の

お名前と同じ方のお名前が、今回の陶板に出てきておりますので、今回特定できる

のではないかと期待しているところです。 

ですから、まだ今から調査をしていかないと、それができるできないというお話

は、ちょっとまだ、こちらとしてはできないところでございます。 

○９番（奥田忠廣君） 

村長、その津名久焼きという工房が特定されたとき、どうするつもりですか。 

どうしたらいいんですか、これ。これは一つの文化財として、そこを何かつくっ

ていくとか、保存していくにも、きちっと多くの方々にわかるようなものにせざる

を得ないじゃないかと思うんですけれども、これは本当に向こうだという特定がさ

れたとき。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

文化財保護法におきましては、それが埋蔵文化財であると特定された場合には、埋

蔵文化財であると特定され、それが工事によって、どうしてもそれを撤去しないと

いけないとか、そうなった場合につきましては、調査をし、その資料を残し、また

工事に入ることもできます。 

また、それが工事の工法が変更可能である場合などにつきましては、また協議を

していくと。ですから、そこにあった資料などをまず残すということが第一に考え

られます、それは文化財保護法によっての考えであります。 

また、今回の調査で、そこが埋蔵文化財として考えられるかどうかというものに
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つきましては、今回大和村におきましては学芸員がおりませんので、詳しい方とい

う形で奄美市のほうから学芸員の方もお願いしまして、調査などもしていただいて

いるところです。その所見によりましては、現在のところ、そこに窯跡がある可能

性は、ちょっと低いのかなというお話も出ております。といいますのが、崩れた後

で、はっきり土などが露出しておりますので、その部分などを見ましたところ、現

在のところ窯跡がある可能性は、ちょっと低いのかもしれないという形でございま

す。 

後々につきましては、また県のほうと協議などをしながら、そこがどういうふう

な形で調査をするのか、調査までは手掛けずに一部の調査だけをするのか、そうい

うものについては、また県のほうと協議もしていきたいと思っております。 

○９番（奥田忠廣君） 

その今出てきているものを取り除いて、そして津名久焼きだということにして、

津名久焼きの出てきたものを取り除いてしまえば、工事はできるということです

か、災害の工事は。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

工事の工種の変更が難しい場合につきましては、それは協議の上ですけれども、

そこについては、そういうものを確認し取り除き、調査の資料等ができましたら、

また工事は再開ができます。 

○副村長（泉 有智君） 

よく道路事業、道路改良工事等で路線を変更するときに、床掘りとかやったら、

いろんな埋蔵文化財が出てきたということで、工事がしばらく休止になっていると

きもありますけれども、文化財というのは、そこに出たから何もできないというこ

とではなくて、その事業をするために、そこで文化財を調査して、ここにこういう

ものがありましたと、すべて記録を残しておいて、その出たものは、どこかに保存

して置いておけば、そのまま工事は再開できるという考えでございますの、先ほど

言いましたように形態をどうするかというようなことも含めて、まず文化財の調査

が終わるまでの間、しばらく待つという形になるかと思います。 

○９番（奥田忠廣君） 

後にですけれども、本当にそこが津名久焼き工房だったとすれば、私は大和村

には何か歴史的なものというのは、高倉とかいろんなのがありますけれども、残っ

ているのはあまりないんですよ、これをチャンスと捉えて何か残しておくというの

も一つの方法じゃないかと思うんですよ。これは地主の方ともよく相談をされて文
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化財として、そこの現場に残されるものであれば、残してほしいという、私たちは

希望もある。 

これは大和村の一つの津名久というところで焼き物があった。そして、青木とい

う人ですか、その人が陶工としていたというのが本当にわかればですね、そこらあ

たりのものは残していただきたい。そのような努力も必要じゃないかと思います。

どうか、そこらあたりは皆様の教育委員会もいろいろ協議しながらやっていただき

たい。今あそこは、人が住んでいる場所ではありませんので、急ぐ必要はないと思

うんですよ、土砂災害も。そこらあたりをよく考えていただきたいと思います。 

以上で私の質問を終わります。 

○議長（勝山浩平君） 

これで９番、奥田忠広君の一般質問を終わります。 

続きまして、２番、重信安男君に発言を許可をします。 

○２番（重信安男君） 

皆さん、おはようございます。 

今日は、たくさんの傍聴が来ていただき誠にありがとうございます。 

一般質問を申し上げる前に御報告を申し上げます。去る５月16日に、第61回奄美

群島市町村議会議員大会が徳之島町でありました。 

報告といたしましては、大和村及び南部３町村にて提出議題、大金久から戸円間

トンネルの早期実現について、藏議員に発表していただきました。一日でも早く実

現となるよう、私たち地方議員としても精いっぱい努力してまいりたいと思いま

す。 

また、先月27日に第４回大和村ジョギング大会が行われました。天候にも恵ま

れ、去年に比べ参加人数も増え、とても充実した大会でした。参加された村民の皆

様、誠にお疲れさまでした。 

それでは、通告に従い一般質問をいたします。 

１点目に、大和村・旧住用村間、本島横断トンネル新設についてであります。 

以前、平成６年度より大和村旧住用間の県道新設促進協議会の陳情がなされてい

た形跡がありますが、今現在、県道新設構想は継続中なのか、また取りやめるの

か、平成13年度までの間協議会の資料はありますが、こののち進展はどうなった

か、お尋ねをいたします。 

今年３月に奄美市の定例会でも、大和・住用間トンネル等の質問が出ていました

が、大和村としても将来を見据え、３市町村とで、もう一度協議を行い前向きに考
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えていくべきではないのか、当局の答弁を求めます。 

現在、奄美群島は奄美群島振興開発特別措置法によって、大きな事業を行ってお

ります。これから先、奄振法の延長に向けて、大きな事業計画として一つでも提出

議題としてあげておくことも重要で必要なことではないでしょうか。村長の答弁を

求めます。 

２点目に、地域おこし協力隊についてでありますが、 近、住民より様々な意見

が出ております。そもそも協力隊の地域に対する目的とは何か、また規律等はある

のか答弁を求めます。 

後に３点目ですが、海岸漂着ごみの対策について伺います。 

今年に入り、海岸への漂着油の問題で、自治体やボランティア等により清掃を

行ってきましたが、漂着油について解決されたのか見解を求めます。 

近、新聞に記載された沖縄諸島及び龍郷町で使用されていますチリメーサ（移

動式焼却炉）が試験施工されていますが、本村も２年後の世界自然遺産登録に向け

て１年間でも実証試験を行ってはどうか、山間だけではなく大和村は海岸がとても

多く、県道が海岸沿いに通っているため、漂着ごみ等がとっても目立っている状況

でもあります。行政も前向きに検討して試験試行をすべきだと思うのですが、当局

の答弁を求めます。 

以上、壇上より申し上げ自席にて再質問をいたします。 

○村長（伊集院 幼君） 

それでは、ただいまの重信議員の御質問にお答えをいたします。 

大和村・住用町間、本島横断トンネルの新設についてとあわせて、奄振法の事業

計画についてなど、３項目についての御質問がございましたが、関連がございます

ので、まとめて答弁をさせていただきます。 

御質問の道路計画についてでございますが、これは平成６年度に大和村と旧住用

村が大島本島・大和・住用村間県道新設促進協議会を発足させ、活動を始めたとこ

ろでありました。これは、この道路が大島本島南部地域の活性化や災害時等への対

応のために必要な道路になるということで、大和・旧住用村間を結ぶ村道を県道に

昇格させまして、県道として整備をしてもらいたいとのことで陳情があったわけで

ございます。県道に昇格させるためには、地籍調査が先決であるとのことでありま

したので、大和村といたしまして、津名久地区の地籍調査を優先して行い、終了を

させたところでもございます。 

しかしながら、旧住用村側が手つかずの状況でございました。そのような中で、
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市町村合併に伴い、旧住用村が奄美市となったため、この協議会は解散をし、現在

に至っており、活動は行っていない状況にございます。 

その当時、旧住用村の幹部の方々とは、いずれこの道路計画は復活させましょう

との意気込みを残しながら解散をしたところでもございます。 近、この計画が県

議会や奄美市議会等で質問が出ていることは喜ばしいことだと思っておりますが、

各市町村が計画する事業におきましては、それぞれの各市町村において優先順位と

いうのがございますので、そこら辺を考慮しながら進めていくべきであるというふ

うに考えているところでございます。 

奄美市の事業計画が不明なところでもございますが、大和村といたしましては、

現在施工しております宮古崎トンネルのあとは、大金久・戸円間、さらには名音隧

道、今里隧道等の県道79号線の整備を優先していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

また、当然ながら大和・旧住用村間の道路計画につきましては、長期的には取り

組むべき計画であるというふうには認識しているところでもございまして、現段階

においては、計画をあまり多く出しますと、優先順位がわからなくなることもあり

ますので、そのことを考えますと村といたしましては、一歩一歩着実に計画を進め

てまいりたいというふうに考えているところでございます。 

次に、２点目の地域おこし協力隊の目的とは何か、協力隊への規律等はあるのか

との御質問でございますが、まず目的につきましては、人口減少や高齢化等の振興

が著しい本村におきまして、地域外の人材を積極的に受け入れ、隊員の能力を生か

した地域協力活動を行ってもらい、その定住・定着を図ることで地域力の維持・強

化を図ることを目的としているところでございます。 

次に、協力隊の勤務及び服務規律等の取り扱いに関しましては、基本的に採用自

治体の裁量に任されているところであります。 

本村におきましては、大和村地域おこし協力隊設置要綱及び大和村事務補助員等

の雇用等に関する取扱要綱に基づきまして、その取り扱いをしているところでござ

います。隊員を採用するうえにおきましては、本村がこれから力を入れていくべき

項目・課題等を考慮しまして、隊員のこれまでの経歴及び能力を 大限に生かすこ

とができるのかということを重視するとともに、地域活性化の推進には集落の地域

力向上が原動力となることが必須であることから、過疎地域の活性化に意欲がある

者ということなども含めて、採用のポイントとしているところであります。 

次に、３点目の海岸漂着ごみの対策につきましての現在の海岸漂着油についての
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問題は解決されたかとの御質問でございますが、議員の御案内のとおり、平成30年

２月頃から奄美群島各地の海岸におきまして、油状の漂着物が到着し、各自治体に

おいては、その対策に苦慮しておりました。当時、環境省の説明におきましては、

海外漂着物等地域対策推進事業を活用いたしまして、各自治体での回収作業を支援

する予定でありましたが、実際の改修作業は、ボランティア等で行う自治体が多

く、大和村におきましても従来の海岸ごみ回収事業による漂着油の回収は行ってお

りませんでした。 

一方で、東シナ海で沈没いたしましたタンカー側から依頼を受けた清掃作業請負

業者、日本サルベージ株式会社が、本年２月中旬から奄美群島各地で清掃活動を開

始したところでもあります。大和村におきましては、主に今里海岸から国直海岸ま

で20の海岸におきまして、地元漁協の協力を得ながら清掃作業を実施してまいりま

した。その結果、油状漂着物の回収量は約122.6トン、延べ動員人数は1,197人、延

べ動員日数が67日間でございました。 

また先日、大和村役場、奄美漁協大和支所、環境省、各地区事務嘱託員の立ち会

いのもとにおきまして、作業場等の 終確認を行い、各海岸におきましては、おお

むね良好に原状回復ができていると判断をしたところでございます。このことから

本村における漂着油問題は、新たな漂着も見られないため、収束したものと考えて

いるところでございます。 

２番目の沖縄及び龍郷町でチリメーサ（移動式焼却炉）が試験試行されている

が、本村でも実証実験を行ってはどうかとの御質問でございますが、チリメーサと

は、沖縄県の企業が開発した小型焼却炉で独自の特許技術により、ごみ焼却路のダ

イオキシン類発生を極限まで抑えることに成功し、環境大臣賞をはじめ、県知事表

彰等を数多く受賞していると聞いております。 

また、その他の特徴といたしましては、廃タイヤなどの産業廃棄物も償却でき、

設置許可等の届け出も不要であるため、導入後は直ちに稼働できるようでありま

す。沖縄県内でのほとんどの離島地域のおきましては、海岸漂着物の域内処理が困

難なため、処分費として海上運搬費と域外処理費が必要で、処理コストが大きな負

担となっているようであります。そこで、主に海岸漂着物の域内処理を行うために

チリメーサを導入した経緯があり、現在、天城町や与論町で試験運転を実施してい

るほか、奄美大島本島内におきましては、龍郷町におきまして試験運転を行ってい

るということでございます。 

一方、大和村におきましては、海外漂着物の処理につきましては、クリーンセン
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ターに搬入が可能な可燃ごみ、不燃ごみと、搬入できない産業廃棄物を分けて処理

を行っているところでございます。平成29年度の海岸漂着物の搬入量は、クリーン

センター搬入分が4.6トンで、産経産業廃棄物が3.9トンでございます。資料により

ますとチリメーサの処理可能物は、一般ごみ、生ごみ、廃プラスチック類、木材等

で、処理能力は廃プラスチック類で１時間当たり10キロの処理が可能ということで

あります。現在試験運転を行っております龍郷町にお尋ねをいたしましたところ、

チリメーサに関する実証データがなく、本年６月１日より本格的な試験運転を行う

予定というふうに話を伺っております。 

議員御提案の実証実験につきましては、運転にかかる燃料費等の負担や焼却作業

を行う人的負担だけでなく、建物等の設置場所も勘案しなければならない問題とい

うふうに考えております。今後は、龍郷町の実証データ等を参考にしながら、実証

実験の実施について検討をしてまいりたいというふうに思います。 

以上、壇上からお答え申し上げましたが、あとは関連の御質問等により関係課長

あるいは自席のほうから答弁をさせていただきます。 

○２番（重信安男君） 

先ほど村長が言ったとおり、平成６年から平成13年の間、旧県道新設促進協議会

の資料が残っております。私たちも津名久の岩崎産業さんの前に看板等が立ってい

た時を覚えているんですけれども、必ずできるんだろうというふうにずっと思って

おりました、正直ですね、とてもいいことだと本当に。縦断の道路はあります国

に18号から県道79号線はありますけれども、住用と大和村というのは、本島のちょ

うど真ん中にあたりまして、横断道路の横断、私はトンネルをいったんですけれど

も、村長が先ほど言ったとおり、解散したわけですけど、まだ残っているというこ

とを聞いて私も安心したんですが、できればトンネルよりか、やっぱり道路改良、

新設道路で道路をつくったほうが地元の経済発展につながります。トンネルの方が

近いことは近いんですけれども、そういう形で残るということは、私は、とてもい

いことだと思いますので、ぜひ奄美市と住用町、大和村とで協議をして、すぐすぐ

ではありません、やっぱり大きな事業ですので、さっき村長が言ったように、 優

先の宮古崎トンネルとか、これからする戸円・大金久間のトンネルとか、今里隧道

とか、そういうのが終わってからでもいいと思います。いつかは、やっぱり横断で

きる道路があれば、群島民も皆さんも喜ぶと思うんですよ、それをぜひ忘れること

なく覚えとって協議をしてほしいと思います。 

それと次に、私もトンネルのことを今言いましたけど、奄美市のほうでも今回出
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ていまして、私は、てっきり建設道路はもうだめだということで、地籍調査がうま

くならなくて、住用側のほうがだめということで、固有種やら、いろいろ何かそう

いう問題が出ていまして、向こうはだめだということを聞いておりました。大和村

はいいんですけど、だけどトンネルでしたら坑口は小さいですし、なんとかなるん

じゃないかということで、今日質問をしたんですけれども、新設道路ができない場

合には、トンネルのほうも視野に入れて考えてほしいと思います。 

３番目の奄振法ですけれども、村長が全部言ってましたけれども、やはり将来、

奄振法をなくしたら奄美群島は大変ですので、そういう大きな事業として計画とし

て、一つでも上げておけば国とか県とかも考えてくれるんじゃないかということ

で、その点もひとつお願いしておきます。 

２点目の地域おこし協力隊ですが、大和村には４名の地域おこし協力隊が来てい

ます。私のほうにも、ちょっといろいろ意見がきて相談が来て、いろいろ言われた

んですけど、行政のほうもきちっと説明をして、教育というかやっていると聞いて

いるんですけれども、仕事的には頑張っているというんですよね、新聞等とか、テ

レビ等とかでも、そういう地域の方が来たら地元に溶け込むことがなかなか難しい

ということも問題になっております。だから、やっぱりそういうことをもうちょっ

と話なんかして、ちゃんと説明をして、地域の方と協力しながら仲よく暮らしてい

ただきたいということだけを申し上げておきたいんですが、今村長が言ったんです

けれども、今は課のほうではどうなっていますか、ちょっと聞かせてください。 

○企画観光課長（森永 学君） 

地域おこし協力隊でございますが、今現在、議員がおっしゃるように産休中の職

員を含め４名の地域おこし協力隊員がおります。 

隊員の業務活動及び集落を中心とした地域活動において、是正等が必要というこ

とでありました。しっかりと本人と面談等を行い、指導・助言を行わなければいけ

ないと考えております。 

○２番（重信安男君） 

その点よろしくお願いいたします。やっぱり仲よくしていかないとですね、住民

ともうまくいかないと思いますので、教育のほうをよろしくお願いします。 

後ですが、海岸漂着ごみ等の対策についてです。 

私も４日ぐらいボランティアで油等の作業を行ったんですが、油も多かったんで

すけれども、私がびっくりしたことは、毛陣付近の海岸等の漂着ごみにもびっくり

して、浮き、ペットボトル、網、ロープ、とにかくすごかったです。その点があっ
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て、私は３月の予算委員会のときにも言いましたけれども、そのチリメーサの件で

ですね。それを聞いて私は、これはいいと思ってですね、ぜひ進めてほしいと思っ

ております。 

今、課長と村長にもビデオ等を配ったんですけれども、これを御覧になって御感

想をお伺いできないですか。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

ビデオといいますか、ＤＶＤのほうを見させていただきました。 

先ほど、村長の答弁のほうにもございましたが、確かに環境基準のダイオキシン

の抑制を50分の１にしたいとか、そういう開発した方は奄美の関係の方で、できれ

ばそういう事業にも協力はしたいと考えてはいます。 

ただ、まだ沖縄の条件と奄美の条件というのが若干違いまして、大和村はクリー

ンセンターを利用しているものですから、そこら辺の経済効果等も勘案しながら、

今後検討してまいりたいというふうに考えております。 

○２番（重信安男君） 

そうですよね、年に１回から多いときで３回、４回、集落とか村でボランティア

等で作業を行って、クリーンセンターで4.6トン、4,680キロ、民間企業のほう

で3,930キロの搬入をしている現状ですよね、今。そんなに搬入しているんですけ

れども、見に行けばあれだけたまっております。あまり隣国のことを言ったらあれ

ですけれども、ペットボトルとかは読めない漢字がいっぱいある、とにかくそうい

うのが多くて、私もびっくりしているんですけれども、漂着ごみに関して、先ほど

試算をしてみるといったんですけど、クリーンセンターに出している試算とチリ

メーサでやっていく試算とで、月に故障等とかも含めて10万円程度でできると言っ

ていますし、一番メリットは国が補助的に８割から９割の補助をみてくれるという

のが一番メリットだと思います。１台2,000万円程度といってますので、結構ない

い値段ですけれども、その値段でできるといっていますので、その点をちょっと真

剣に考えて試算してみて、どっちがいいかというのを考えてほしいと思いますがい

かがですか。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

おっしゃるように、沖縄の場合は先ほど御答弁申し上げたように、域内処理がで

きない条件が離島に関してはあります。ですので、クリーンセンターのほうに大和

村は搬入して、その処分料に関しては、国のほうから補助が９割出ておりまして、

実際の負担というのは、村のほうはあまりないということでございますので、一概
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に比較対象にはならないのかなと現状ではですね、ただ鹿児島県におきましては、

十島村のほうで、三島村のほうですかね、１台購入実績があるようでございます。

全体的に見た感じですと、民間企業の購入のほうが多いような感じは受けます。で

すので、村に限らず、そういった事業をＮＰＯがやっていただけるようでしたら、

そちらが買うのも一つの方法かなとかも思ったりもいたしております。いずれにし

ても、検討は進めてまいりたいと思います。 

○２番（重信安男君） 

やはり、海岸にあるごみというのは、タイヤとか産業廃棄物が結構多いものです

から、それを画期的に１時間に40キロ焼却できる。１日８時間で300キロ程度とて

も私はいいと思うんですけど、沖縄で使われてるもんですから、やっぱり沖縄も塩

害等が多いですよね。塩害にも強いということで聞いております。 

それと沖縄諸島、ほぼ全域にそういうのが使われているんですけれども、沖縄県

の自治体も先ほど言った与論町とか天城町、龍郷町とかもやっておりますけれど

も、いい物だから多分やると思うんですよね、悪いものはしないと思います。 

ですから、環境省、国も補助を出すということは認めているということですし、

ダイオキシンも法律上の規定の100分の１ぐらい抑えられると、煙等も出ないとい

うことで、とってもいいメリットがありますので、ぜひ担当課でもいいですし、一

度現地に、沖縄諸島に行って、本当にいいものなのかというのを実際に見てきて、

それから判断してもいいんじゃないかと私は思いますので、どうですか、それは。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

実際の焼却の仕方とか、そういう運転の方法につきましては、龍郷町のほうでデ

モンストレーションをやっておりますので、まずはそこを見て、そちらのほうで得

られたデータを参考にいたしまして、購入したほうがいいのか、それとも現状の処

理方法のほうが海岸漂着ごみに関してはいいのかということを検討してまいりたい

と、まずはそこから始めて必要でしたら沖縄のほうにも行くことあるかもしれませ

んが、現状は龍郷町を参考にしたいと考えております。 

○２番（重信安男君） 

龍郷町のことばかり言っていますけれども、龍郷町は 初につくった機械でし

て、とても古い機械だそうです。ですから焼却が、ちょっとうまくいかないような

形で、私が言っているのは 新の今のやつなんですよね。それは本当に焼却もちゃ

んとできるということで、龍郷町はあまり参考にしないほうがいいと思いますの

で、できれば現地の沖縄へ行ってやっていただきたいと、どうですか。 
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○住民税務課長（三宅正剛君） 

そうですね、一応その点に関しましても、いろいろ経済面、先ほど申し上げまし

たが、ランニングコスト等もありますし、また海ごみに関しては、ストックしてお

かないといけないスペース的な問題もあります。そういったものも含めて総合的に

考えて設置が可能なのかどうか、可能であるということの判断がついた段階で視察

なりは行いたいというふうに考えております。 

○２番（重信安男君） 

本当に前向きに考えて、私は絶対これは画期的な機械だと思いますので、そうす

れば、やっぱり大和村というのは海岸が売りですよ、砂浜とか、海岸通りに県が

通っていますから必ず見られます。世界自然遺産と言っていますけれども、調査に

来る方も、きれいな海を見ながら山に登っていくわけですから、その時にごみとか

があったら、やっぱりまずいと思いますので、その点も考えながら、そうやって環

境ダイオキシンを考えながら、環境省と国と一緒にやっていますよというのをア

ピールもできますし、そういうこと前向きに考えてほしいと思いますので、よろし

くお願いします。 

私は、これで一般質問を終わります。 

○議長（勝山浩平君） 

これで２番、重信安男君の一般質問を終わります。 

昼食などのため、しばらく休憩をしたいと思いますが、午後は４名の議員が同じ

く一般質問を午後１時15分から開始いたします。 

しばらく休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時３０分 

再開 午後 １時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

皆さん、お疲れさまです。 

午前に続いて、一般質問から行ってまいりたいと思います。 

１番、前田清和君に発言を許可いたします。 

○１番（前田清和君） 

皆様こんにちは、お忙しいなか傍聴にお越しいただき誠にありがとうございま

す。 
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ただいま議長の許可をいただきましたので、通告してあります２点ほど、お伺い

いたします。 

まず１点目は、大和村における医療、福祉、介護についてであります。 

我が国は、少子高齢化が急速に進展しております。団塊の世代が75歳以上にな

る2025年には、国の総人口の２割弱に当たる約2,200万人が75歳という超高齢化社

会が到来すると予測され、団塊の世代が高い割合で医療や介護の受け手になること

により、医療保険や介護保険といった社会保障制度が財政的に持続できるか懸念さ

れるとともに、要介護支援者の生活を支える介護サービスの担い手の不足が大きな

課題とされています。こうした中、国においても子ども、高齢者、障がい者であっ

て生活のしづらさを抱えている人々を公的サービスだけでなく、地域社会全体で支

える仕組みづくりを試行し、地域で暮らす全ての人々が、それぞれ生きがいをつく

り、お互いを支え合うことができる地域共生社会の実現を目指しております。 

大和村において、平成25年に「大和村地域福祉計画及び大和村地域福祉活動計

画」を策定し、村民一人ひとりが助け合う必要性を共有し、各集落がそれぞれ主体

となって地域支え合い活動を進めているところでもあります。 

しかしながら、本村の抱える課題は村民の意識改革、自助努力だけでは対応でき

ない状況にあり、特に人口減少においては、12年後の2030年には、65歳以上の人口

が生産人口15歳から64歳を上回り、大和村の高齢化率は45％を超えることが予想さ

れています。 

また、医療、介護の担い手不足や施設の老朽化についても、今以上に深刻化する

ことは目に見えており、村全体として早期に検討・解決すべき状況にあると思われ

ます。 

以上のことを踏まえてお伺いいたします。 

本村が、直営する特別養護老人ホーム大和の園は、近年入所稼働率が低下傾向に

あり、経営を圧迫する状況にあります。また、昭和60年に建てられた建物も、三十

数年が経ち老朽化しており、津波被害の危険性が高い立地条件であることからも建

て替えが求められているが、今後、大和の園の民営化及び移転新築の構想は、どの

ようにお考えなのか村長の答弁を求めます。 

次に、まほろば憩いの里のホームホスピス化及び大和村社会福祉協議会における

福祉・介護事業の集約はできないかについてお伺いいたします。 

地域・集落のお年寄りの方々からも、「病気になっても重度の要介護状態となっ

ても、住み慣れたこの島で自分らしい暮らしを 期まで送りたい」とよく耳にしま
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す。まほろば憩いの里の入所条件は、「独立して日常生活を営むことができ、障害

の程度が要支援以下である者」と、大和村条例には明記されておりますが、現在は

入所者の高齢化のため、要介護者が多くを占めている状況であります。こうしたこ

とから、今後は訪問介護事業所と連携し、入所者を 後まで見守ることができる施

設ホスピス化の実現と同時に、村内の福祉・介護事業を集約することで、人材の有

効活用と経営の安定化を目指すことができるのではないか、村長の答弁を求めま

す。 

２点目は、大和村集落まるごと体験事業についてお伺いいたします。 

村長は、施政方針の中で観光振興による交流人口の拡大を進める上で、「本年度

ＮＰＯ法人による大和村集落まるごと体験事業を支援する」とお話されました。世

界自然遺産登録は先送りとなりましたが、大河ドラマ「西郷どん」等の影響もあ

り、観光客の増加が見込まれる中、このような人と人とのふれあう体験事業の実施

は、大変評価できるものであります。 

しかしながら、「ＮＰＯ法人に委託して事業を進める」とあるが村当局とＮＰＯ

法人の連携は、この先どのようにしていくのか、村当局としての構想はあるのか、

今後どのようにして進めていくのか、村長の答弁を求めます。 

以上、壇上より申し上げ、答弁をお聞きしまして、自席より再度質問させていた

だきます。 

○村長（伊集院 幼君） 

皆さん、こんにちは。それでは、ただいまの前田議員の御質問にお答えをいたし

ます。 

まずはじめの大和村における医療、福祉、介護についての御質問の１番目の大和

の園の入所稼働率の低下に伴う経営圧迫による今後の状況と建物の老朽化について

の御質問と、民営化、移転新築の構想はないかとの御質問でございましたが、現在

定員50床に対しまして、長期入所者40床ということになっており、10床が空床の現

状にございます。空床につきましては、短期入所者の利用拡大を行いながら、診療

所、社会福祉協議会等と連携を図り、入所者の確保に取り組んでまいりたいと考え

ているところでございます。 

平成27年度介護保険法の改正以降、入所者の減少に伴い減収傾向になっており、

運営も厳しくなっている現状にございます。この現状を踏まえて、村直営でいくの

か、民営化をするのか検討しなければならない時期にはきていると思っているとこ

ろでもございまして、近いうちに検討会を立ち上げながら、今後の予定を進めてい
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くように考えているところでもございます。 

また、開園以来33年が経過しておりまして、老朽化も進み、随時補修を行ってい

る現状にございます。あわせて防災の観点から施設移転の必要性は認識をしており

ますけれども、移転等につきましては、敷地の確保や財政的など、解決しなければ

ならない問題もございますので、慎重に進めてまいりたいと考えております。 

２番目のまほろば憩いの里のホームホスピス化、並びに福祉介護事業の集約はで

きないかとの御質問でございますが、高齢者や集合住宅、まほろば憩いの里につき

ましては、ひとり暮らし、または二人暮らしの自立した高齢者を対象とした住宅で

まして、常時満室の状態でございますが、補助金等によって建設された施設でもあ

りますことから、例えば、ホームホスピス化等の用途変更については、本村の一存

では行えず、国・県との協議が必要になってきます。 

また、本村にはホームホスピス化に的役割を果たしている大和の園もございます

ので、そのあり方等も含め協議を行ってまいりたいと思っております。 

また、大和村には社会福祉協議会が福祉・介護全般にわたるサービスを行ってお

りますので、今後は大和の園診療所、そして社会福祉協議会の中で、今後の大和村

の福祉をどういった形で進めていくのかという議論を進める時期にきていると思い

ますので、そこら辺についても施設の建て替え等を含めて一緒に検討をしていきた

いというふうに思っております。 

次に、２点目の大和村集落まるごと体験事業についての村当局の構想についての

御質問でございますが、まず村当局といたしましての構想でございますが、現在Ｎ

ＰＯ法人ＴＡＭＡＳＵさんが中心になって、国直集落で実施をしているところでご

ざいます。国直集落まるごと体験事業を参考に村全体の取り組みへの拡大展開して

いくことを考えております。 

事業目的といたしましては、村全体をフィールドに各集落の魅力、特色を生かし

た島暮らし体験や、集落民との交流を主体とした地域密着型体験型観光を提供する

とともに情報発信や体験宿泊の受け入れ等を行うワンストップ窓口を設置し、観光

客の利便性向上を図ることで、交流人口の増加、観光振興による雇用機会の創出、

村民所得の向上を目指すほか、村民が主体となった観光地づくりに取り組むことで

住民意識の向上を促し、自発的で持続可能な事業を確立することで、村民主体の地

域活性化を推進することを目的としているところでございます。 

次に、事業をどのように進めていくのかについてでございますが、事業全体で５

カ年間の計画で事業を実施する予定であります。初年度には、受け入れ体制の構
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築、住民主体の観光振興のあり方、具体的な活動を示す全体構想の策定を中心に体

験プログラムの造成、民泊事業の推進、交流イベントの開催、住民による観光地づ

くりをテーマとした村民ワークショップの開催、ホームページやＳＮＳを活用した

情報発信、後継者人材育成を行うことを計画しております。これまでの奄美大島観

光の中心は、団体旅行が中心でありましたが、バニラエアーの就航を契機に個人旅

行が増加し、従来型の観光形態から経験したことのないこと、あたかもそこに暮ら

しているかのような日常的な体験や住民との交流、ふれあい等が旅の現場に求めら

れる傾向が顕著になってきておりますことから、まさに本事業は来訪者の観光欲求

を満たす効果をもたらすものであるといえます。 

村といたしましても、各集落の持つ自然、歴史、文化、風習、コミュニティ等の

特長を生かした観光振興を図り、より効果的で本村の独自色のある観光理念を確立

し、魅力的な滞在型・体験型観光メニューを創出することで、観光客への訴求力を

高め、新規客及びリピーター化による交流人口の増加が見込まれ、本村の認知度向

上につながることが期待されることから、官民共同でしっかり取り組んでまいりた

いと考えているところでございます。 

以上、壇上からお答え申し上げましたが、あとは関連の御質問等により関係課長

あるいは自席のほうから答弁をさせていただきます。 

○１番（前田清和君） 

ただいま村長より「検討会を立ち上げて検討していきたい」という大変ありがた

いお言葉をいただきましたが、大和の園の問題は、先日の本会議でも同僚議員か

ら29年度の補正予算、また30年度の補正予算で出ました。しつこいようでございま

すけれども、やはりこの問題は、平成27年の国の要介護３からしか入れないという

条例で、昭和60年にできた時、それ以降は入所者が待機待ちで入れない状態だった

とよく耳にします。しかしながら、法改正によって、この入所者が50床のうち40床

で、話を聞きますと、常時４人から５人が短期入所者ということでやっておられる

みたいです。 

前回もこの話が出て、当局としても、いろいろホームページであったり、近隣の

市町村とか、そういうところに大和の園への募集ということで努力されているのは

すごいわかっております。 

しかし、この補正予算ですが、平成29年度が金額が大きすぎて繰り入れ1,400万

円繰り入れしたにもかかわらず赤字状態と、今年度は予算で2,200万円の繰り入れ

をして予算を組んでおります。しかし、この６月の補正予算で1,400万円を減額し
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てきました。これを見ましたら、大和の園の正職員２人を当局に異動して人件費を

削減したという努力も、これは行政の方々が頑張っておられるなというふうに思い

ますが、この職員の人件費を減額することで、今年度、平成30年度の大和の園の収

支利益というのは園長どのようにお考えですか。 

○大和の園園長（村山米和君） 

今の御質問ですが、先ほど村長から答弁がありましたように、平成27年から改正

になります。28年、29年、大体長期入院者で１億円であります。その前は１

億8,000円とかありましたが、徐々に減っている現象でありますが、30年度は職員

２名分減額になっております。それで私たちは、それなりに対応しておりますが、

入所者も平成29年度は12名入所して、12名死亡で退所という、そういう状況ですの

で、なかなか１人、２人入所したらまた亡くなるという状況ですが、先ほど言われ

たように、いろいろなＰＲ活動をして、１人でも多くの入所者に大和村の園に入所

するように努力してまいりたいと思います。 

予算的には、29年度よりは良くなると思っております。 

○１番（前田清和君） 

先ほど、村長からも検討委員会を立ち上げるということですけど、28年、29年赤

字といって、この30年度も黒字になるかちょっとわかりませんけれども、厳しい現

状であれば、検討会は今年からでも早々に立ち上げて、あと二、三年、四、五年様

子をみようかとかいうんであれば、それは村の財政も厳しくなる一方ですから、で

あれば本当に、喜界島は民営化されたという話をちょっと聞いたんですけど、やは

り当局としても、どこかでやっぱり決断をしないと、いつまでも圧迫するような財

政運営というのはいかがなものかなと思いますので、ぜひ早めに民営化は御検討い

ただきたいなというふうに思います。 

それと民営化に伴う移転ですけれども、この移転問題も、ずっと僕が議員になっ

たその前から特老の立地条件が、非常に津波対策に対しても悪いと、高台に移転す

る、検討するでずっときております。しかし、この際の民営化と一緒に高台移転と

か、そういうのもできないのかなというふうに思っているところであります。そう

いうところで、例えば、案ですけど、この大和の園を民営化するにあたって民間の

方々に、その条件として大和診療所近辺に、もし、そういう土地が確保できるんで

あれば、実際、今は診療所と大和の園は、結構距離がありまして、やっぱりそうい

う入所されている方々も、やっぱり先生がすぐ近くにいることで安心もあると思う

んです。そういうことであれば、例えば、民営化と一緒に民間の企業に大和診療所
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近くあたりに一緒に移転、民営化できないかと思うんですけど、そういう点はいか

がですか、私の案ではございますが。 

○村長（伊集院 幼君） 

これまで診療所の問題、大和の園の問題は、建設場所についていろいろ議論の

あった中で、私は現在に至っているんじゃないかというふうに認識しております。

これは医療機関と隣接することは、これは理想であると思っておりますが、議員の

意見にもありましたように、我々も近辺に、本当にここ二、三年、土地を確保でき

ないかということで、いろいろ調査もしているところでもございますが、御案内の

とおり、背後は山々に面しており、山の上にいかない限りは土地が確保できない

じゃないかという、私は現状にあるのではないかなというふうに思っています。 

しかしながら、やはり津波警報が出ると、どうしても50床が避難しなければなら

ない、今の大和の園の職員では対応できない現状は我々も理解しておりますので、

そういう点を含めてですね、どこが一番いいのかと、それは医療機関が近くにあれ

ば、それに越したことはないと思っておりますけれども、現状からまずは高台に移

転するのが先じゃないかというふうな考えで検討をするべきじゃないかと思ってお

ります。 

そういう中で、やはり社会情勢の変化に伴った制度改革もあり、介護３以上しか

入所ができないという現状もありますけれども、我々はやっぱり村民が困っている

人を入れるべきじゃないかということで、そこは特例を我々も使いながら村民に

サービス提供をしていこうということで、入所を柔らかくしているところもござい

ます。我々も雇用の問題とか、いろいろ議会の皆様と、これまで議論をさせていた

だきました。我々も雇用の場所として位置づけは理解する中で、しかし運営が厳し

くなると、その点については、やっぱり民営化も考えなければならない時期にきて

いるのかなというふうに思っておりまして、診療所の先生とも、この運営について

の議論はしておりますので、それが近いうちに検討会なるものが我々もつくらなけ

ればならないと考えておりますので、その運営の問題と移転の問題を含めてやって

いくべきじゃないかというふうに思っております。 

○１番（前田清和君） 

ぜひその民営化、そして移転を前向きに検討していただきたいなというふうに思

います。 

次に、まほろば憩いの里のホームホスピス化及び大和村社会福祉協議会における

福祉介護事業の主役、これはちょっと僕の説明不足で御理解いただけなかったのか
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もしれませんけど、確か社会福祉協議会が一生懸命、福祉介護事業は進めておりま

すが、私が言いたいのは、先ほど言いましたように大和の園を含め、社会福祉協議

会、まほろば憩いの里のホームホスピス化を１本に集約するということでございま

す。あちこちで事業を展開するよりは、本当に１カ所で、小さな大和村ですか

ら、1,500名弱の村ですので、それができるのではないかなと思うんですけど、課

長いかがですか。 

○保健福祉課長（神田雄一君） 

大和の園の位置に関しましては、先ほど村長のほうから説明がありましたが、

今、前田議員から質問がありました土地ですけど、本村においては医療介護福祉に

おける、役場以外の事業所は大和村社会福祉協議会と、大和の園、大和診療所のみ

です。 

昨年度から役場が中心となり、社会福祉協議会、大和の園、大和診療所とともに

各施設のあり方も含めた課題共有検討会を行っております。今後の方向性について

は、その中で引き続き検討してまいりたいと思います。 

今月の22日にも各関係が集まりまして、その辺の話も出ておりますので、こちら

のほうでも課題等を共有化、検討しまして上司のほうに報告したいと思います。 

○１番（前田清和君） 

やはり、本当に大和村は、これからますます高齢化社会に入っていきます。先ほ

ども申しましたけど、あと12年後には45％、75歳以上がですね。 

今、本当に介護に携わっている方々の話を聞きますと、介護される方が多すぎて

働き手が本当に人手不足といいますか、働いたとしても仕事と給料のそういう絡み

もありまして、なかなか人材がなかなか育たないと、それで社会福祉協議会も大変

困っているということも聞きます。 

実は、社会福祉協議会の28年度の決算が出てるんですけど、大和村から今年

と800万円補助が社会福祉協議会に出ていると思うんですけど、28年度の決算で事

業収入が5,100万円、社会福祉協議会はあるんですよ。しかし、そのうちの支出、

支出といったら人件費が、ほぼ多くなるんですが、これが5,400万円。もうその時

点で介護事業をしているにもかかわらず、人件費で300万円の赤字、そういう状態

で今社会福祉協議会は運営されていると。 

大和村には、この介護事業というのは、本当に社会福祉協議会１点しかございま

せん。その方々が一生懸命やっているのに収入より支出が増えて赤字、赤字で運営

されているのが、ちょっと気の毒になるなと。であれば、先ほども言いましたよう



 

－84－

に社会福祉協議会に補助金だけじゃなく、やはりこれは村当局と社会福祉協議会と

いうのは、もっと一体となって、これからの大和村の介護医療、保険について、

もっともっと真剣に取り組むべきではないかなというふうに思うところでございま

す。ぜひですね、その点も御検討いただいて、進めていただければなというふうに

言わせていただきます。 

それでは２点目の大和村まるごと体験事業ですけど、本年度世界自然遺産登録を

見据えた観光人口の拡大ということで、村としても村長の施政方針にもありました

が、400万円の予算を組んで、大和村全体で受け入れましょうと、大変大和村とし

ても、すばらしい事業を考えられたというふうに思っております。しかし、皆様も

御存じのようにＮＰＯ法人ＴＡＭＡＳＵさんは、国直の集落を挙げて一生懸命され

て、本当に頭が上がらない思いです。これをＮＰＯ法人のＴＡＭＡＳＵさんと一体

となって、大和村全体に広げようということでございますが、これは具体的に、そ

ういういろんな体験プログラムであったり、ワークショップとか、そういうのをや

られると、５カ年計画ということでございますが、大和村は地域支え合い事業も平

成25年度から保健福祉課が立ち上げまして、各集落で一生懸命地域支え合いという

ことでやっておられます。ただ、やっておられるメンバーの方々を見ていますと、

やはりボランティア精神がある方々、集落でね。困っているから助けてあげようと

いう方々が何人かのグループでやっているんですよ。その方々は一生懸命ですけ

ど、これが集落全体に浸透しているといいますと、地域支え合い事業も、まだまだ

各集落において浸透してないんではないか、やる人だけがやればいいんじゃないの

と、私たちは、そういうボランティア精神はないからやらないよとか。もしかした

ら、そういう方々も各集落におられるかもしれません。であれば、今度この集落を

挙げて体験事業をするとなったときに、これもまた同じように各集落でやられる方

だけがやって、集落全体で受け入れる態勢ができるのかと思ったら、私はそこに少

し難しい問題があるのではないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

今、国直のほうでは集落を挙げて実施をして、それがかなり国や県のほうからも

評価を受けて実施をされているところでございます。 

ほかの集落におきましたも、理想は集落を挙げてがもちろん理想なんですが強制

はできませんので、まずはやる気のある方々、それに興味を持っていらっしゃる方

々がＴＡＭＡＳＵのほうを成功例として、何かしらその集落で事業を見つけてもら

う。そのためにＴＡＭＡＳＵのほうからもアドバイスをしてもらうということで、
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この事業を計画しております。まずはやる気のある方々、興味のある方々が、なん

とかこの体験事業というのに興味を示していただければと思っております。 

○１番（前田清和君） 

答弁いただきましたが、もちろんやる気がある方々、興味がある方じゃないとで

きないと思います。これは集落を挙げて、区長さんにもちょっとお伺いしましたけ

ど「集落を挙げて受け入れ体制」というのはちょっと難しいよと、であれば、やっ

ぱり集落でやる気のある方々が集まって、そういう体験事業受け入れ体制をつくる

しかないということも聞きましたが、実際の興味のある方、やる気のある方々、そ

の方々というのは、どうしても私たちみたいに働いている方々というのは、なかな

か仕事をしながら率先してボランティア活動というのは難しいと思うんですよ。で

あれば、団塊の世代、65歳定年になったその方々より上の方々が、やはり中心と

なってやらないと、この受け入れ体制はできないと思うんですが、その点はどうお

考えですか。 

○村長（伊集院 幼君） 

議員の質問にありますように、これは行政主導でやっている体験じゃございませ

ん。これはＴＡＭＡＳＵさんが、今後こういう形でしたいという提案があって、そ

ういう提案だったら、もう少し我々がバックアップしていこうということで、この

大和村集落体験というのが出てきたわけですので、議員はボランティア、ボラン

ティアと申しますけれども、ＴＡＭＡＳＵさんは、既に収益を得るように今やって

いるわけです。 

ですから、今シマ博で97プログラムのうちに、30いくつのプログラムが大和村だ

けで今やっている人が現実にいるわけですよね、その人たちは受け入れをやって、

ただでボランティアで体験をさせているわけではございません。お金をいただいて

やってるわけですので、それがもう少し広まっていければいいのかなと、これは地

域支え合いボランティアですよ。だけど、我々がこれから進めていこうというの

は、受け入れをしながら収益を上げていくという体験にしていこうということです

ので、それを今成功事例のあるＴＡＭＡＳＵさんが中心になって、大和村で何がで

きるかということを今後、今年１年かけて、現実的にどこまでかかるかわかりませ

んけれども、それを今、大和村でやっていこうという取り組みなんですよね。 

ボランティアじゃございません。これは集落で何が体験ができるか、そのかわり

お金を取って、そこに来て大和村で体験をしてもらおうという、私はメニューづく

りにしていただきたいというふうに考えているところでもあります。 
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○１番（前田清和君） 

村長から今いただきました。本当に私たちも大棚では、八月踊り保存会といいま

して、シマ博にも冬も夏も出させていただいています。村長はボランティアという

言葉はあまり好きではないかもしれないけれども、ボランティアで受け入れ体制を

させていただいてやっているんですけど、受け入れるときにやるのはいいんですけ

ど、後々に受け入れた方々から、もう次は受けないでくれと、ちょっとボランティ

アだけじゃできないよ」というお話もございましたので、村長が言うように有料で

していただけるのであれば、僕は大変ありがたいことかなというふうに思います。 

そういうふうに村長は思われるようにボランティアじゃなく、その方々に、やっ

た方に、それなりの報酬であったり、そういうのが出るんであれば、僕はどんどん

どんどんそういう声掛けをして、やはり１人２人じゃなく村民全体となって、こう

いう事業に参加してもらえるように、当局としても声掛けをしていただきたいなと

いうふうに思います。 

私も、こういうのは大好きですので、ぜひもしこういう事業がございましたら率

先してさせていただきたいなというふうに思いますので、ぜひ５カ年計画というこ

とですが、１年１年しっかり計画をつくって早期に体験事業が成功するのを祈りま

して、私の一般質問を代えさせていただきます。ありがとうございます。 

○議長（勝山浩平君） 

これで前田清和君の一般質問を終わります。 

次に、７番、池田幸一君の発言を許可いたします。 

○７番（池田幸一君） 

改めまして、こんにちは。本日は多くの皆さんが議会傍聴に足をお運びいただき

ましてありがとうございます。 

私たち大和村議会は、開かれた議会を目指して日夜頑張っております。今後とも

よろしくお願いいたします。 

それでは、一般質問いたします。 

平成30年第２回大和村議会定例会において、通告してあります一般質問をいたし

ます。 

まず、大和村の農林水産業の後継者育成について、次の３点ほど伺います。 

１点目に、大和村の農林水産業の後継者、担い手掘り起こし育成について、村の

基本的な考えについて伺います。 

２点目に、特に農業（スモモ・たんかん）生産者の将来に向け、持続可能な施策
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について伺います。 

３点目に、村内の農家を中心に行政・関係機関等による（仮称）農業後継者育成

対策協議会なるものを設置し、議論を深める機会を計画できないものか。 

以上、３点について村長の所見を伺いますが、今や我が大和村において も深刻

な問題となっているのが、全国的潮流とはいえ、人口減少問題だと考えておりま

す。政府は首都圏一極集中を是正するために、地方に向けた人口減少対策としてま

ち・ひと・しごと創生事業を打ち出し、これを受け、我が大和村においては、奄美

大島で５市町村で策定した「奄美大島人口ビジョン」を踏まえ、本村における人口

減少と地域経済縮小の克服、まち・ひと・しごと創生を好循環の確立に対応した戦

略に取り組んでおりますが、一部を除いてはなかなか結果として現れていないのが

現実ではないかと受け止めております。この人口減少問題とあわせて、今日大和村

が抱えている早急に取り組まなければならない喫緊の課題として、農林水産業の担

い手育成ではないかと危惧するところであります。５月現在、本村の農林水産業に

携わる就労者数は、おおむね300人前後と聞きおよんでおりますが、それぞれの就

労者の中には一部の若者を除くと、ほとんどの就労者は後期高齢者に近い方々が汗

を流して頑張っておられるのではないかと思われます。さらには、ここ近年、農林

水産業を中心に日常生活を自立的に支えてきたそれぞれの道に精通している人々

が、姿を消しつつある現状は、これからの世代を背負う皆さんにとりましても、あ

まりにも厳しい思いがしてなりません。 

その背景に高齢・人口減少・産業構造や働く環境の変化があるとされておりま

す。このような状況を目の当たりにして、我々に課せられることは、今我々は何を

なすべきか、何ができるのか、何か行動に移さなければ何も見えてこない、もちろ

ん前進もない。 

そこで、私が思うには、本気で行政が率先し、生産者・関係機関等と連携を強化

し、事に当たることによって、何か打開策が構築できるのではないかということで

す。そして「小さくとも光輝く村おこし」が見えてくるのではないかということを

諭し、村長の建設的な答弁を求めるものであります。 

以上、壇上から質問いたし、答弁の後に自席から質問いたします。 

○村長（伊集院 幼君） 

それでは、ただいまの池田議員の御質問にお答えいたします。 

１点目の本村の農林水産業の後継者育成について、基本的な考え方を示してほし

いとの御質問でございますが、このことは本村だけでなく、第一次産業の後継者不
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足につきましては、全国の自治体が抱える重大な問題だと思っております。特に離

島でもあり、過疎化が進行している自治体におきましては、若者の都市部への流出

により高齢化が進み、後継者不足は深刻な問題であります。 

しかし、どの自治体においても、なかなか抜本的な対策が見いだせないというの

が実情ではないかというふうに考えておりますが、少しでも後継者育成につながれ

ばと、本村では次のような取り組みをいたしております。 

大和村におきましては、新規就農者、後継者の確保は喫緊の課題となっており、

現在青年就農者といわれる45歳未満の農家は２名おります。この２名の方を関係機

関と連携のもと、経営面、技術面におきまして、地域ぐるみでサポートしていき、

モデル農家として育成することで、魅力ある農業の発信につながり、新規就農者及

び後継者の確保につなげていければというふうに考えているところでございます。 

成功事例をつくることにより、あとに続く若者が出てくるように青年就農者のサ

ポートに取り組んでまいりたいと考えております。 

また、新規就農者におきましては、農地の確保が課題となっておりますが、ホー

ムページを活用した優良農地の紹介等を積極的に行うとともに、高齢によるリタイ

ヤ農家や規模縮小農家の借り手がいない農地に対しまして、合同会社ひらとみが借

り受けまして、就農希望者を雇用し、研修を踏まえた栽培管理を行うことで、技術

習得にもつながるものと思います。 

また、将来的には、その農地を農地中間管理事業を活用いたしまして、担い手へ

の農地の流動化を図っていければというふうに考えているところでございます。 

次に２番目のスモモ・たんかん生産者の将来に向け、持続可能な施策についての

御質問でございますが、現在、「合同会社ひらとみ」が行っております農作業を受

託事業で労働力を必要とする作業、草刈り、耕耘、収穫等をサポートし、農家の経

営持続に向けた栽培支援を実施しております。農家の生産意欲向上に向けたスモモ

のＫ－ＧＡＰ（鹿児島農林水産物認証制度）の継続取得による高付加価値化や、た

んかんについても大和村産ブランドとして確立させ注目を集めることで農家の気運

を高め、生産持続に努めたいと考えております。 

行政といたしましては、生産者の収入が多くなるよう販路の拡大や新たな販路の

開拓に努め、少しでも儲かる農業につながるよう支援を行っていきたいと考えてお

ります。 

後の３番目の村内の農家を中心に行政・関係機関等による農家後継者育成対策

協議会なるものを設定してはどうかとの御質問でございますが、現在「合同会社ひ
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らとみ」におきまして、地域振興の課題解決に向けた意見交換会を、まずは村内法

人を対象に開催する計画で進めているところでございます。農業、水産、観光業の

法人において、それぞれの課題を抽出、共有し、協議を複数回ほど重ね、協議会設

置に向けた意見交換会を行うものでございます。議論の中で、農業分野の後継者育

成確保の件についても課題として取り上げる予定にしております。 

また、後継者育成は農業だけの問題ではございませんので、あらゆる分野の課題

についても、当然意見交換の中で出てくるものだと考えておりまして、官民一体と

なって課題解決に向けて取り組んでまいりたいと思います。まずは第１回目の意見

交換会を６月中に開催するように進めているところでもございます。 

以上、壇上からお答え申し上げましたが、あとは関連の御質問等により、関係課

長あるいは自席のほうから答弁をさせていただきます。 

○７番（池田幸一君） 

ただいま村長の答弁を受けましたが、そもそも私も、この後継者育成問題につい

ては、非常に難しい問題だと思いながら、私たちが各集落に出向いて議会報告会、

語る会をする中で、村民の皆さんの中から「後継者づくりをなんとか村のほうで対

策・施策を講じられないか」という声が多々ございます。その声に応えるべきし

て、この質問をいたしておるわけですが、私は、先ほど農林水産業に関わっておる

大和村の現状、人口等について、おおむね300名程度ということを申しましたが、

実は、この300名の数字というのは、複数世帯も含めて農業・林業等についてのみ

でありまして、改めて農業・水産業に関わる方々の調査をいたしましたら、水産業

に関わる方などは登録がきちんとされておりまして、正会員が22名、それから準会

員が126名ですかね、148名もの会員がいらっしゃるという方々です。 

ところが、農林水産業に関わっているどの皆さんにお聞きしましても、また状況

等を調べる中でも、非常に老齢化、もう年をとられてほとんど担い手がいらっしゃ

らないということが大勢いらっしゃいまして、このことをどうしても解決しなけれ

ばならない。果樹立村を目指す大和村にとっては、やはりどうしても、この担い手

の問題が一番大事なことだろうと思います。 

村長の答弁の中に、それぞれの村の計画、農業法人ひらとみを通じて、いろんな

施策がされておることを聞きまして、力強く思っておりますが、１点お尋ねしま

す。 

昭和の後期から平成の初め頃にかけて、大和村のスモモの生産額が400トンか

ら500トンということを新聞紙上で聞いたり、また見たり、行政のほうからそうい
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う話を聞きますが、現在、大和村は今年は27トンぐらいの出荷量を見込んでおりま

すけれども、村内では50トンの生産がなされておるような話、なぜ四、五百トンの

スモモの生産が50トンあたりまで落ち込んだか、その一番の原因といいますか、そ

ういうことについて、もし総括しておりましたらお聞かせください。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

議員がおっしゃるように、スモモの生産は 盛期で400トンという時代があったよ

うでございますが、その頃は、まだ生産者も若くて、山の傾斜地を利用してモノ

ラックを引っ張って多くの方が生産をしておりました。 

今現在、その樹園地等も使われなくなったりしていると聞いております。また、

生産者の方も徐々に高齢化してきて、生産面がだんだん少なくなってきていると、

そのような気候のことも少し関係してくるのかもしれませんが、以前は５月には大

分収穫は済んだんですが、今は６月からが始まりというような具合になっておりま

して、その辺も含めて全体的に生産量は落ちてきていると。 

しかし、今年は27トンが出荷の数字にあがっておりますけれども、実際には相当

上回るだろうという予想をしておりまして、しだいに生産量が上がっていかないか

なと期待はしているところでございます。 

○７番（池田幸一君） 

後継者育成とは若干観点から違うかもわかりませんが、今、大和村のスモモの生

産者の中から大和まほろば館あたりで取り扱っておりますスモモの加工品の種類が

どれぐらいあるのか、商品化・生産化されたのが、もしわかりましたら聞かせてく

ださい。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

勉強不足で正確な数はわかりませんが、かなりの数の加工品ができております。 

○７番（池田幸一君） 

ここで、参考までにと申しましょうか、高知県の馬路村が取り組んでおります柚

の製品化、販売等について若干紹介したいと思いますが、馬路村は人口にして900

名と言われております。 

そして、就労者の数も高齢化が進んでおる中で、馬路村の平成30年の当初予算

が20億5,100万円、馬路村農協の職員の方にお聞きしましたら、馬路村の農業の柚

製品の売上高が大体年間平均にしまして25億円から30億円になっていると、こうい

うことを聞きましたら、大和村のスモモ、果樹立村にかけるこの産業に対しても、

もっともっと加工品なりを増やしてもいいんじゃないかなと、このように思ってお
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ります。 

そして、馬路村の場合は、やはり人口が少ない、老齢化が進んでいる。その中

で、やはり農繁期あたりは10月の下旬から11月にかけて収穫期になるそうですが、

大体、農協職員やら地域の壮年団組織、それから役場職員、それから中学生まで応

援をしてもらっているような状況、そして柚の１本といいますか、柚から生産され

る加工品、なんと70種類、近年開発した化粧品の製品が10種類、大体80種ぐらいの

商品でもって馬路村は、いろいろと開発といいますか、事業に柚の生産、販売に取

り組んでいるということであります。 

こういうことなどを聞きますと、大和村としても追いつけ追い越せじゃないんで

すが、やはりいくらか、やる気、本気で立ち向かうといいますか、政策を打ち出し

てもいいんじゃないかと思いますが、村長、この馬路村の話を聞きまして、どう感

じていらっしゃいますか、何かありませんか。 

○村長（伊集院 幼君） 

人口に関係なく、やはり農林水産業が生かされるものは、それぞれ地域性によっ

て違うかと思いますけれども、先ほど担当課長からスモモの生産の話がございまし

た。我々もスモモの良さは、やっぱりスモモの持った成分にあるんではないかとい

うことで、製菓から含めて加工品も、やっぱり売れる要素があるんじゃないかとい

うことで、いろいろと民間の方のお力をお借りして、加工品もこうして増えつつあ

る状況にございます。 

我々もここで妥協しているわけじゃなくて、やっぱりこれからまた高付加価値を

付けながらスモモの良さ、そしてまた、いろんなたんかん、マンゴー、パッション

という作物が大和村でも、こうして作られる生産が見えてきておりますので、我々

としては、しっかりその作物について、やっぱりチャレンジすることも大事でもご

ざいますが、原点に返りながら、大和村の立地的条件を生かしたスモモの良さをも

う一度復活させていくように、また頑張っていきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

○７番（池田幸一君） 

大和村のスモモといいますと、やはり先ほど村長から話がありましたように、立

地的条件が備えておる。昔は、旧三方村、里、小宿、根瀬部、知名瀬を中心に村は

大分開発といいますか生産されておりましたが、今は大和村がほとんど、80％ぐら

いの出荷率になっておりますが、どうしても今後に向けて大和村が小さな村で「光

輝く村づくり」をするためには、どうしてもこの特産品を生かす方法をしなればな
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らないということが感じられるわけですが、そこで、何がなんでも、この生産過程

において必要なものは持続、今後の将来に向けての考え方は、どうしても後継者、

担い手の育成が必要不可欠だと思います。これは農林水産業においてもですが、ほ

かの産業振興においても同じことが言えると思うんですが、大和村の場合は、特に

自然条件が備わっているスモモ、たんかんについて、もっともっと力を入れたらい

いと思います。 

そこで、この担い手の礎づくりというものを、ある接点ができないかというのを

先ほど６月に、合同会社ひらとみで意見交換を村内で始めたいという話をされまし

た。とてもいいことだと思います。このことを機会に付加価値を付けるとか、また

生産意欲が生まれるようになればいいんじゃないかなという思いをしております。 

そこで、このスモモの収穫期になりますと、よく大和村の果樹振興会の話が出ま

す。この果樹振興会の存在といいますか、この果樹振興会にも後継者育成、担い手

育成との結びつきはできないかと思うんですが、どうですかね、主管課長。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

６月に意見交換会、観光関係、漁業関係、農業関係の法人代表者と意見交換会を

する予定にしておりますが、果樹につきましては農業関係の法人さんがおりますの

で、果樹振興会の代表という形で意見は聴取する予定にしているところでありま

す。 

○７番（池田幸一君） 

果樹振興会の話をしましたが、それから今、大和村に地域おこし協力隊が４名ほ

どいらっしゃいます。国のほうでは、現在の全国的自治体に配置しております協力

隊を2024年までに3,000名増やして、8,000名にしたいと、そして、高齢者から外国

人を含めての設計といいますか、そういう話をやっていますが、この協力隊をもう

少し増やして、この協力隊に担い手の一端を担保してもらうという考えなどはお持

ちではないですか。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

地域おこし協力隊制度につきましては、ここ数年で多くの自治体が取り組んでお

りまして、奄美大島12市町村でも、全市町村協力隊を雇用しているところです。鹿

児島県でも全国でも多いんですが、その中で雇用する自治体によって業種は様々で

ございますけれども、我々としても、これ以上増やすということであれば、ちゃん

とこの業務について、明確な業務を与えて、それで職員が応援に行けない時の場合

に協力隊に代わってやってもらう、地域に入ってやってもらうというような確定し
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た業務があれば増やすことも考えられるのかなと思っておりますが、考えられると

思います。 

○７番（池田幸一君） 

協力隊においては、そういう担い手とは切り離して考えたいということですか

ね。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

協力隊の任期は１年１年の 長３年でございますが、あわよくばその地域に定住

していただくということでございますので、あわよくばではないですね、うまくい

けば定住していただくということでございますので、もしその方が、そのまま定住

していけば、そのまま担い手になる例も可能ではないかと思っております。 

○７番（池田幸一君） 

ぜひそういうような方向性でもって、行政のほうで取り組んでいただければあり

がたいと思います。 

それから、ちょっとこれは何と言いますかね、地域の産業の活性化といいますか

大和村においては、たんかん・スモモがほとんどになろうかと思いますが、私は徳

之島町３町、それから喜界町の職員の農業に関わっている方などのことについて、

若干お聞きしております。そうしましたら、役場職員がほとんど農業といいましょ

うかね、徳之島３町、喜界島は耕地が広くありますので、農業に関わっていらっ

しゃるだろうと思うんですが、大方の方が主たる仕事をお持ちではなくて、従たる

仕事ということで、土曜、日曜、祭日を利用して関わっていらっしゃるんじゃない

かと思いますが、大和村の職員についても、ちょっとお聞きしたといいますか、調

べてもらったんですが、どれぐらいの方々が農業生産に関わっていらっしゃるか。

この線引きは非常に難しいかもわかりませんが、例えば、植樹から肥料の施し方、

除草、台風対策ですかね、特に収穫あたりについて、加担、加勢、応援していらっ

しゃるんじゃないかと思うんですが、大和村の職員内で37名、臨時職員まで含め

て37名から40名ぐらいとお聞きして、スモモの産地、果樹立村を目指す我が村につ

いては醸成する意味で非常にいいことじゃないかと思うんですが、村長にお尋ねし

ます。 

可能な限り、役場職員は正規の役場職員は、ちゃんとした専門職、行政事務があ

ります。その傍ら、もしそういう農業に意欲がある人とかの職員に対して、今後い

くらか増やすような特例みたいなことは、これは可能な限りです。強制とかは毛頭

申しませんが、可能な限りそういう特例をするというような考えはお持ちでありま
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せんか。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

職員の中で、農業に加担する方を増やすということだと思いますが、離島の農業

と違いまして、離島は規模も大きい、機械化もされている。それなりの収入もある

ということで職員をしながら、農業もやっているという職員は、特に沖永良部、喜

界あたりには多くいると聞いております。 

大和村の場合、池田議員が調べた37名から40名が、どのレベルの農業に加担して

いるのか、ちょっとわからないところですが、先日行われましたスモモの30年産奄

美プラムの出発式において、果樹振興会の会長が「役場職員もスモモを10本植え

て」とかいう話もありました。スモモの産地にするためにも、場所とかの問題もあ

りますけれども、そのような形で加担すると。また、担い手とまではいかなくて

も、農業にある程度かかわるような職員を増やすということでありまして、意識的

にそれを村長から農業しなさいとか、そういったのはできないかと思いますので、

スモモが高く売れて、収入があるような産物になれば、自然的にスモモを作る方も

職員に限らず、一般の方も増えてくるのかなと思って、トップセールスをはじめ、

いろんな大和市、板橋区、今、東京の吉祥寺の東急デパートのほうでも加工品の販

売とかしておりますが、その辺の販路の開拓・拡大を行政としてはやっていきたい

と考えております。 

○７番（池田幸一君） 

ぜひ少しでも、そういう醸成につながるような土壌づくりといいますか、努力を

していただきたいと思います。 

後になりますが、６月に開かれる合同会社ひらとみを軸に、それぞれの分野の

皆さんと農林水産業を主たる意見交換会というような、私は対策協議会なるものを

つくってというようなことを申しましたが、その種のものは、どういう形でも結構

ですが、ぜひそういう取り組み方をしていただきたい。そして、一歩でも前進し、

また村民が将来に希望を向けて農業振興に取り組めるような状況をつくっていただ

きたいということを申し上げ、私の質問を終わります。 

○議長（勝山浩平君） 

これで７番、池田幸一君の一般質問を終わります。 

トイレ時間などのため、10分ほど休憩をはさみまして、２時40分から再開をした

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午後２時２８分 

再開 午後２時４０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

再開をしまして、一般質問を続けます。 

８番、宮田到君に発言を許可いたします。 

○８番（宮田 到君） 

皆さん、こんにちは。 

通告してあります３項目について、通告順に従い質問をいたします。 

はじめに大和浜、大棚地区の埋立事業の今後の利用計画についてお尋ねいたしま

す。 

大和浜、大棚の埋立て工事は、公共用地の確保が目的で、平成８年度着手、平

成10年度総額約６億1,000万円の事業費で完成、その後、公民館や公営住宅などが

建設され20年が経過しました。また利用されていない用地が、大和浜で約46％強、

大棚が34％弱ありますが、今後どのような計画を検討されていますか、答弁を求め

ます。 

次に、各集落の活性化について、過疎化が進む集落ほど高齢化率が高くなり、若

者が少なく、集落の運営、祭り、行事、消防団活動などに支障を来しています。解

決策の一つとして、各集落に職員住宅を確保し、若い職員を年限を決めてでも配置

してもらえないでしょうか、答弁を願います。 

近年の職員採用は、試験で合否を決めることでありますので、異議はありません

が、試験に加え、スポーツや文化、その他も含め一芸に秀でた職員枠を設けること

を検討してもらえないでしょうか、答弁を求めます。 

次に、農業の振興について、果樹の村大和でスモモ・たんかんに次ぐ作物、マン

ゴーが栽培されています。現在５戸の農家で村の協力を得たものを含めて16棟のハ

ウスができています。農家の増設希望がありますので、奄振事業を利用し建設した

いと思っております。予算獲得の後押しはできないでしょうか、答弁を願います。 

以上、壇上より質問し、答弁後に自席より再質問をいたします。 

○村長（伊集院 幼君） 

それでは、ただいまの宮田議員の御質問にお答えいたします。 

はじめに大和浜、大棚地区埋立事業についての御質問でございますが、今後の利

用計画についてでございますが、大和浜及び大棚地区の埋立てにつきましては、平
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成８年に当時の鹿児島県町村土地開発公社、大和支社審議会にて大和浜、大棚の埋

立地事業計画に基づき審議されており、当初の利用計画では公営住宅用地、定住住

宅用地、そのほか集落公民館用地や集落排水施設処理場用地などの公共用地の確保

を目的として計画策定がなされた経緯がございます。 

両埋立地の利用状況といたしましては、これまで集落からの要望に添って計画が

進められたところでもあり、現在、両埋立地といたしましても、50％以上の割合で

利用計画のとおり進められてきたところでもございます。 

今後の利用計画につきましては、当初の利用計画から現在における社会情勢の変

化等によりまして、利用計画の変更も考えなければならないというふうには思って

いるところでもございます。 

なお、変更するにあたりましては、地元との調整も必要かと考えているところで

もございます。 

次に２点目の各集落の活性化についての各集落に職員住宅を確保し、職員を配置

できないかとの御質問でございますが、職員住宅の確保につきましては、既存の公

営住宅等を主に考えておりますが、現状といたしまして公営住宅の使用料の関係

上、低所得者向けの住宅となっており、入居できる職員が限られることとなってお

ります。 

そこで、現在各集落における空き家調査を実施しており、その内容によって住宅

改修等をできるものであれば交渉を行い、新たな住宅確保ができるものと考えてお

ります。 

職員の配置につきましては、職員が住んでいる居住地に偏りがあることは認識を

しております。そこで新規の職員採用時には、各集落における住宅の空き状況にも

よりますが、職員の少ない集落への居住を促している現状ではございますが、居住

権の関係もございまして、そのようになっていない現状もございます。 

しかしながら、今後とも新規職員採用時におきまして、職員の少ない集落などに

配置できるように検討をしてまいりたいと考えております。 

２番目の職員の採用における地元枠や一芸秀でた職員の枠を設けることはできな

いかとの御質問でございますが、職員の採用におきましては、これまで、その年の

採用人数等の合格者の判定基準を定め、一次試験として筆記試験及び適性試験を実

施し、その合格者の中から二次試験として口述試験、いわゆる面接を行い合否の判

定をいたしております。そのほか選考による採用として、必要な資格及び免許を有

するものも採用した経緯もございます。職員採用における地元枠につきましては、
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採用試験を実施する上で、まずは 低条件であります基準をクリアすることを基本

といたします。そこで、防災行政無線や新聞広告等を利用しての受験周知を行って

おりますので、地元住民の受験意識の高揚を促すとともに、出身者の受験者数を上

げるための協力を村民に得ることも必要かと思われます。 

また、一芸に秀でた者の採用につきましては、まずは 低条件であります基準を

クリアすることを基本に、その者が村において活躍し得るものの判断として口述試

験を実施しておりますので、口述試験における判定基準の一つになり得るものと考

えるところでございます。 

次に、３点目の農業振興についての農業用ハウスを奄振事業で利用できないかと

の御質問でございますが、鹿児島県奄美群島成長戦略推進交付金交付要綱に定めら

れております交付対象事業の中に「農業の生産性の向上に関する事業」というのが

ございまして、それに該当する「農業創出緊急支援事業」におきまして、共同利用

施設となる営農用ハウスの導入は可能であります。農業創出緊急支援事業を導入し

ての営農用ハウスにつきましては、市町村が推進する品目において可能となってお

り、大和村におきましてはマンゴーを推進品目としているところでございます。 

また、事業を導入する受益戸数におきましては、原則として３戸以上で組合を組

織いたしまして、栽培管理作業の共同化や資材の共同購入の実施が一般基準となっ

ておりますので、まず組合を設立いたしまして、事業導入を行うのかについて栽培

農家の意向調査を行いながら、導入に向けて検討してまいりたいと思います。 

以上、壇上からお答え申し上げましたが、あとの関連の御質問等により関係課長

あるいは自席のほうから答弁をさせていただきます。 

○８番（宮田 到君） 

埋立地については、変更を考えているということでありますが、私もそれにも

あった考えで、以前公営住宅も当分の間は建設はしないという、その当分が何年な

のかわかりませんけれども、そういう話もありましたし、約40％、両方合わせて40

％ずつぐらいというのは、６億の中で40％、２億5,000万円ぐらいがまだ空いてい

るという話なんですよ、金額にして。これも20年経過していますので、やはり変更

を、できるんでしたら変更をして、民間の活力あたりも入れて、これは私の案です

けれども、宅地などにして民間に譲渡して家を建ててもらうと、本土であるように

３年以内には家を建ててくださいという条件付きとかでやるとかというのも一つの

方法だと思いますので、これに限らず、あそこに公共用地をみんなで公共の建物を

つくって確保していくというのは、あと何十年かかるかわからないと思います。で
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すから、その間、過疎化が進んでいくわけですから、進まないように人が住みやす

いが、一番大和村で住みやすい所だと思っています。役所は中心にあるし、奄美市

にも近いし、条件的には移住して来る人とか、Ｉターンとか就職する人たちも、こ

こが一番住みやすい所だと思うんですよ、この周辺が、大棚まで含めて。移住の方

々が今里にいらっしゃるというのは、何かの特別、名音にいらっしゃる、戸円にい

らっしゃるということは、特別な条件がない限りは来ないと思いますので、一番住

みやすい条件のところを確保したり増やしておくというのが大事なことじゃないか

と思うんですけれども、そういう事を目指すということが一つの案になりますが、

どうお考えですか。 

○総務課長（政村勇二君） 

ただいま一つの御提案をいただきまして、ありがとうございます。 

この大和浜、大棚の両埋立地におきましては、民間もしくは分譲というお話がご

ざいましたが、まずは、当初の利用計画が、やはり公共用地の利用計画という経過

がございました。 

ただ、村長の答弁でもございましたとおり、今現在の現状を踏まえた上でという

答弁もございましたので、まずは用地に対する利用につきましては、今の現在の現

状を踏まえた上で、各集落の意向・要望等も大和浜、大棚集落の意向・要望等も聞

いた上で、また民間に対する譲渡にするのかという判断は、その意向を聞いた上で

の判断材料の一つとさせていただきたいというふうに思っております。 

○８番（宮田 到君） 

大棚の集落排水の処理施設は、どこに計画してるんですか。 

○建設課長（前田逸人君） 

大棚の中部地区の集落排水処理施設場の今の予定地としましては、もう決まって

おりますが、学校裏の大棚小学校のプールがございます。プール裏の予定地になっ

ております。プールの裏の予定の場所、ちょっとはっきりは地番までわかりません

がプールの裏のあたりになってます。 

○８番（宮田 到君） 

両地区とも、集落の排水の処理施設というのは、もう変更になっているわけです

よ。ですから、それだけでも相当の面積が空くと思うんですが、今日で即答はいり

ませんけれども、計画を立ててですね、効率のいい仕様といいますか、をしていた

だきたいと思います。 

次にですね、職員の配置とかの件ですけれども、本当に職員の少ないところは、
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今は戸円が一番少なくて、湯湾釜が１戸ですか、今里が２戸とか２人とかあります

が、やはり過疎の中の過疎ということで、私たちの集落は若い人が20代が１人か２

人とかいうような状態で30代もそういう状態、ですから集落の寂しさというんです

かね、活力がなくなっていくんですよ。いろんな行事をするにしても、例えば、十

五夜なんかでは相撲をとる人がいないと、応援にも行かないから他の集落から応援

にも来ないという悪循環に入っているわけですよ。応援に行ったら応援に来てもら

うんですけれども、応援に行く人もいないということで悪循環に入って、本当に活

力が一つもなくなっているというような状態ですので、やはり新採する職員などを

ですね、居住権の問題ありますけれども、役場の職員の住宅、職員住宅を確保し

て、そこに２年でも３年でも行ってもらうと、あとは自由にやっていいですよとい

うような方向で、特に戸円や今里、まだ１人しかいない湯湾釜とか国直とか、そう

いうところには、ぜひ当局からお願いして均衡ある発展ということも大事ですか

ら、していただきたいと思いますので、その職員住宅も村長が話される一般住宅が

確保できたらというのと、公営住宅の支払いというんですか、国から借りる50％で

すか、終わってもやっぱり収入制限というのはかかるんですか。 

○総務課長（政村勇二君） 

現在大和村の公営住宅においても職員が住んでいる現状はございます。入居当時

には、やはり年齢が若い時代に入居いたしまして、それから経過年数、結婚、そし

て出産、子どもが産まれたりとか、扶養状態とかもありますが、確かに給与が増え

ていることで家賃が上がっている現状もございます。そういった職員において高額

な給料もらって、家賃が上がっている職員に対しても、その住宅から退去といいま

すか、出ていく努力としましての基準はございます。 

ですので、そういった公営住宅においては、低所得者住宅というところでありま

して、やはり高い給料もらっている職員に対しましては、そういったことを促して

いる現状もあることはございます。 

○８番（宮田 到君） 

理解します。 

もう一つ、私が言うのは、国から金を借りてつくる住宅は公営住宅でしょう、そ

のローンというんですかね、それが終わってしまった住宅に対しても所得によって

というあれがかかるんですかということ。 

○総務課長（政村勇二君） 

先ほど答弁して失礼いたしました。実際支払いが終わった公営住宅に対しまし
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て、建設当時が公営住宅法にのっとった建設になっている以上、公営住宅法にのっ

とった算定基準に基づいて家賃が発生している状況でございます。 

○８番（宮田 到君） 

よくわかりました。でしたら、今建設をしています若者の住宅ですか、独身者の

単独住宅あたりは、そういうのはかかわりはないということですよね。 

○総務課長（政村勇二君） 

若者向け住宅におかれましては、村で決められる基準となっております。 

○８番（宮田 到君） 

この付近、浦内というんですかね、いい意味で解釈してください、悪い言い方

じゃないです。つくればすぐ埋まるんですよね、この間つくった津名久も思勝も、

すぐ埋まってしまう。４戸建てをつくっても、すぐ詰まるということは、それだけ

需要が多いわけですよ。ですから、若者はこの付近にはいるという話ですから、す

ぐ詰まるんですよ。ぜひ、へき地にも住めるような住宅をつくっていただいて、そ

ういう派遣を職員住宅としてつくっていただければ、お願いしたいと思うんですけ

れども、そういうことも考えられないですか。 

○総務課長（政村勇二君） 

現在空き家調査を４月から大和村内実施しておりまして、外観のほうで居住でき

るであろうという空き家が101戸、現在調査しております。その中で、それでも改

修費用が少ないようである外観である空き家が41戸、そこまで調べがついておりま

す。その中で、現在中に入ってどういった状況なのかという調査を今現在進めてい

る状況ですので、そういった住居が、もし交渉次第で役場のほうに譲渡とかできる

んであれば、そちらのほうを改修して、そういった役場職員専用というと、それは

なかなか難しいところがございまして、一般の若者にももちろん向けた上での住宅

改修に努めていけるものと考えております。 

○建設課長（前田逸人君） 

今、議員のおっしゃる今年度は平成30年度、名音の集落内に定住促進住宅の建設

を予定しております。 

○８番（宮田 到君） 

私の希望としては、これはあくまでも個人ですけれども、希望ですよ、希望とし

ては職員の住宅を確保していただきたい。検討していただきたいというのが希望で

す。 

そしたら、職員が必ず来るわけですから、住宅が詰まってしまったら若い職員が
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来れないから、そういう希望を述べておきます。 

ハウスの件ですけれども、５戸の農家で15棟、これは村の補助金でつくったのも

含め、今建っていますが、奄美全体ですけれども、台風の常襲地帯で、やはり年に

二、三回台風の接近とか直撃とかありますから、その中で弱い建物は影響が強いん

ですよ。強くて痛みやすくて、国の補助をいただいてやるのは頑丈なもので、瀬戸

内の嘉鉄集落あたりを見学に行ったんですけれども、少々の台風なんかではつぶれ

ないようなものをしていますので、安心できるハウスなんですよ。 

そして、補助率も高くて国や県や村の補助を合わせたら 低80万円以上あるよう

な補助ですので、ぜひこのハウスに取り組んでいただいて、欲を言えば古い弱いハ

ウスでも替えられる、そして安定してハウス栽培ができるような農業ができるよう

なものにしたいと思いますが、考えはありますかね。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

村長の答弁にもございましたが、議員がおっしゃる営農用ハウスは、農業創出緊

急支援事業ということで、組合での共同利用施設ということで整備は可能でござい

ます。現在村内に５戸、パッション、マンゴー農家の方がいらっしゃるということ

で、まず、その５戸の農家の方に事業導入の意向を聞いて、組合を設立するのかに

ついて話し合いをして、それから事業要望という形にもっていけたらなと考えてい

るところでございますが、この事業は非常に人気がありまして、要望が非常に多い

ということと、採択基準も組合設立はもちろんですが、通帳の作成、総会の開催

等、非常に多い採択基準がありますので、その辺の細かい事業の説明も農家の方に

して検討していきたいと思います。 

○８番（宮田 到君） 

ぜひそういう条件を整えるということで、整えたときには後押し、支援をよろし

くお願いします。 

以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（勝山浩平君） 

これで８番、宮田到君の一般質問を終わります。 

次に、３番、藏正君に発言を許可いたします。 

○３番（藏 正君） 

それでは早速ですが、一般質問を行います。誰もが疑わなかった世界自然遺産登

録が延期になってしまいました。良しあしについては、いろいろな意見があると思

います。本村にとっても同じようなことが言えると思いますが、準備不足が否めな
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い状況にあった本村においては、延期になったことで、その準備の時間をもらった

と考えるべきではないでしょうか。 

午前中の答弁にもありましたが、行政がこれから取り組む課題が山積していま

す。特に４月から新設された企画観光課にとっては、プレッシャーもかかるかもし

れませんが、やりがいがいっぱいあるとも思われます。 

本村は、１本の県道79号線でつながり、東シナ海を眺めながら走れるドライブ

コースが人気で、とても完備されて清掃も行き届いており好評だと聞いています。

西郷どん効果もあり、以前と比較すると多くの人が来ているのを実感できます。 

しかし、大型バスの駐車場や食事を提供する店、土産品、宿泊施設等、村内にお

金が落ちる仕組みが間に合っていません。そんな中で、４月から企画観光課が新設

されました。早々からの質問に課長をはじめ担当職員の皆様は、プレッシャーを感

じてしまうかもしれませんが、村民がワクワクするようなアイデアをどんどん出し

ていただいて、大和村を活性化していただきたいと思い申し上げます。 

今日は現時点でのどのような構想を持っているのか伺いたいと思います。 

初に、本村への集客については、何から始めていくのか伺います。 

東シナ海ドライブコース、トイレの評判が良いというのは先に述べました。今後

さらにブラッシュアップする考えはないのか、リピーターになってもらうために

は、どんな工夫が必要なのか、長く滞在してもらうためには何が必要なのか、地元

の人とのふれあいが一番喜ばれると言われますが、本村ではどのような仕組みをつ

くっていきますか。 

民間と協力しながら企画観光課の発案にも期待するところです。 

民泊への取り組みについても希望者の把握や支援策については準備できているの

か、今後どのような取り組みをされるのか、具体的な説明を求めます。 

土産品についても、今後の取り組みについて構想があれば伺いたいと思います。

後に、開饒（ひらとみ）神社を中心とした奄美群島域の黒糖ロードを日本遺産登

録に向けた取り組みを起こすべきではないかと通告しましたら、翌日の新聞に「奄

美群島文化財保護対策連絡協議会で奄美群島の日本遺産認定に向けた取り組みにつ

いて協議」との記事が掲載されました。昨年から取り組みが始まっていたようで

す。取り組んでいたんだと喜ぶ傍らで心配にもなりました。どのようなストーリー

の日本遺産登録を目指すのかはよくわかりませんが、開饒神社を中心とした奄美群

島黒糖ロードのストーリーが盛り込まれなければ、本村にとってはインパクトの薄

い遺産になってしまいます。７月上旬まで観光部局、団体（観光連盟）などを交
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え、事務局も決めてストーリーを考案するとありますが、「西郷どん」で奄美の黒

糖が薩摩藩を支えたことを全国に知らしめてくれている今、明治維新にも寄与した

さとうきびの奄美群島黒糖をロードほどわかりやすいストーリーはなく、その発祥

が開饒神社の直川智翁であるのは、動かしようのない事実であり、我々は直川智翁

の思いと、その思いを支え続けてきた先人たちの思いもあわせて伝承していく義務

があります。大和村民の誇りを取り戻す意味も含めて、開饒神社を要する本村から

開饒神社を中心とした奄美群島黒糖ロードの絶対的な存在感をアピールする必要が

あると思いますが、いかがでしょうか。村長の答弁を求めます。 

以上、壇上より申し上げます。 

○村長（伊集院 幼君） 

それでは、藏議員の御質問にお答えいたします。 

まず企画観光課の取り組みの１番目の本村への集客について、何から始めていく

かの御質問でございますが、大和村を通る県道79号線は、サンセットロードとして

位置づけられ、各種パンフレットにも掲載されているところでございます。 

また、観光地点とともに公園施設をはじめ、港湾漁港施設がほどよい距離にあ

り、駐車場やトイレも整備されているため、休憩地として利用されているところで

もございます。また、トイレの清掃等管理のほとんどは、その集落団体が行ってお

りまして、住民意識も高く管理状況も良好であると考えております。 

看板設置状況につきましては、「西郷どん」の効果で観光客が増加している宮古

崎入り口等に関しましては、宮古崎の紹介や国直集落内の駐車場やトイレを案内す

る看板を整備する予定でございます。 

また、大和村の全体的な看板につきましては、村境にも設置してございますが、

集落を案内する看板につきましては、現在検討をしている状況にございます。観光

客と地元住民とのふれあいにつきましては、現在ＴＡＭＡＳＵを中心といたしまし

た国直集落住民との交流が脚光を浴びているところでございます。国直を成功例と

いたしまして、大和村の他の集落にも広げていただきたいという希望からも、大和

村集落まるごと体験事業を実施していきたいと考えております。 

また、食事をする場所とか、いろいろ今のまほろば館の手狭な状況を見てみます

と、我々も今現在まほろば館に隣接したところに道の駅構想もございまして、今農

地の手続きを進めているところでもございます。その手続きが年内には一通り整理

ができると思いますので、その点に含めて、我々も計画構想を練っていきたいとい

うふうに考えております。 
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２番目の民泊への取り組みについてでありますが、今年３月８日に民泊の研修会

を開催しております。参加者は20名でございました。創業希望者の正確な人数は確

認しておりませんが、研修会のアンケートの回答によりますと、「空き部屋があ

る」といった回答などから、村内でも希望者がいるということがわかったところで

ございます。平成30年度におきましては、集落まるごと体験事業で民泊研修会を実

施する予定になっておりますので、今後は研修会等で希望者の把握を行いたいと考

えております。 

支援者といたしましては、研修会のほか、集落まるごと体験事業の中で開設支援

業務を行っていただく予定になっております。また、今議会で提案させていただい

た住宅改修助成金においても、民泊のための改修も御利用いただきたいと考えてい

るところであります。 

３番目のお土産品の開発でございますが、大和村の特産品は、まほろば館を中心

に島内他市町村のホテルなどにも販売をさせていただいているところでもありまし

て、人気の商品が多くございます。また、ここ数年で商品数も増えておりまして、

年間を通して販売ができるようになってきております。 

今後は、さらに購買者の拡大を目指し、リピーターとなってもらえるよう民間ア

ドバイザーなども活用しながら取り組みを進めているところでもございます。 

４番目の黒糖ロードの日本遺産登録に向けての取り組みを起こすべきではないか

との御質問でございますが、５月29日に伊仙町で行われました奄美群島文化財保護

対策連絡協議会の中で、奄美群島12町村連携で日本遺産認定へ向けて取り組むこと

が確認をされております。また申請へ向けて観光関連部局や団体などへの協力を要

請することも申し合せておるところでございまして、大和村におきましては、さと

うきび栽培の発祥の地であり、さとうきびをもたらした直川智翁を開饒神社に祀っ

ております。「西郷どん」で奄美の黒糖が薩摩藩を支えたことを全国に紹介されま

したが、さとうきびは奄美の歴史を語るに欠かせなく、また奄美の大きな基幹産業

となっております。今回、奄美群島12市町村連携で取り組んでいます日本遺産へ向

け、開饒神社をはじめ、ほかの大和村の見どころなども構成候補地として推薦でき

ればというふうに考えております。 

以上、壇上からお答え申し上げましたが、あとは関連の御質問等により関係課長

あるいは自席のほうから答弁をさせていただきます。 

○３番（藏 正君） 

答弁をいただきましたが、詳細についてちょっと聞いていきたいと思います。重
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複するところがあるかもしれませんけど、堪忍してください。 

公園とサンセットロードを生かしたものでやっていくという話がありましたけれ

ども、公園等のブラッシュアップという意味で、自分なりにちょっといろいろ友達

が来たときとかに、嶺山公園の展望台をつくっていますよね、あそこに行った時に

必ず皆さん喜んでくれるんですよ。喜んでくれるけれども、向こうは嶺山公園とい

う、ただひとくくりになっているだけですよね、例えば、笑わないでください。嶺

山公園のあそこの展望場を「馬鹿野郎展望台」と名付けるというのは、向こうで大

声を出して村長のバカヤローとかですよ、大声を出して発散することで、例えば、

総務課長のストレスが発散されたりとか、ごめんなさい。これはちょっと笑いをと

りたくて言ってしまいましたけれども、一般の人たちも今ストレスを抱えた人た

ちっていっぱいいるんですね、そういう人たちが、あそこの峠に行って大声を出す

ことで、ストレスを発散できる人というのが広まるような仕組みという意味で、

「馬鹿野郎公園」て、何か知らんけど「馬鹿野郎公園」て書いてたよといったら、

どういう意味なのかねということが、いろんな形で広まっていくことで、向こうで

大声を出したストレスが発散できるよ、ただ景観がいいだけじゃないという、こう

いった仕掛けもリピーターをつかんでいくための仕掛けにつながるんじゃないかな

という意味で申し上げております。 

それにまた、神社なんかも開饒神社って、ひらとみというのは富を開く、産業を

開くとか、そういった意味であるというのは調れているんですよね。ですから、あ

る意味の活用の仕方として、開饒神社に多分これから来る人も増えると思うんです

よ。増えるけれども、ただ拝んでもらう賽銭箱を置いておくだけでなくて、例え

ば、あそこに短冊を置いておくとか、短冊を置いて、そこに願い事を今年から屋仁

川で店を開く人とかね、そんな人たちに何か何でもいいから願い事がかなうような

仕組み、そこに何か書きたくなるような仕組みをつくって、その短冊を境内のどこ

かに下げる場所をつくって、そこに下げていくとなると、それも一つの風物詩、

近はインスタ映えとか、何かそんなものにもつながっていって宣伝効果が出てくる

んじゃないかと。それを無料じゃなくて、１お願い100円とかですね、１叫び100円

とか、そういったものすることで、少しでもお金が落ちていくという形になってい

かないかなと思うんですけれども、企画観光課長いかがですか、私の発案は。 

○企画観光課長（森永 学君） 

すみません。大声を出すのがストレス発散になるのかどうか、私はちょっとまだ

全員が全員そうだとは思いませんが、そういった何かしらのアイデアもいいのでは
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ないか、そこに訪れた人が勝手に何公園とつけて、それを広めてくれても別に構わ

ないんじゃないかと思っております。 

また開饒神社の短冊などの案でございますが、そこなどは神社の所有者なども許

可なども必要だと思いますので、村誘致でありましたら、村が何かしらの案という

のを自分たちでも決められると思いますが、ああいう所有者が別のところなどは、

ちょっとここでは答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 

○３番（藏 正君） 

いろんな問題があるのはもちろんわかりますけれども、その辺をクリアしなが

ら、ちょっとでも皆さんに足を運んでいただくような工夫をするというのは、ただ

来るだけじゃなくて、そこでワンプレイですね、叫ぶのも一つのプレイだとした

ら、よくあるじゃないですか、石を積んでいったら願いがかなうとか、噴水に金を

入れて願い事をするとか、そういったワンプレイできるような工夫があったら、少

しもっと活用の仕方というか、それに対するリピーターも増えていく可能性もある

んじゃないかなと思って申し上げております。 

そういった発想をいろんな角度からの発想を出してもらえたら、僕は馬鹿野郎公

園は、なかなかイカスんじゃないかと思ってるんですけど、すみません。 

リピーターとか、長い期間滞在してもらう案として、先ほど民泊については開設

支援とかをＴＡＭＡＳＵさんにしてもらうとかいう話もありましたが、支援策があ

りましたけれども、例えばですよ、戸円集落にはカレー屋さんがサーフィンのメッ

カにカレー屋さんができていますよね、支え合いのつながりのような感じなんです

けど、今里にはゆんきゃぶり場というのができてて、みんなの寄らいどころにも

なってるんだけど、夏場のかき氷を出したりとか営利的にも利用できるようなつく

りになってるんですね。そしたら、国直のサンセットロードには公園があって、国

直には下に降りたら、Ｂｅｅ Ｌｕｎｃｈという食事ができるところができていま

すけれども、これから公園の近くとか、各集落のどこかに食事処とか、売店とか何

かを出したいんだという、そういった希望者がいたときに、それに対する土地の

あっせんとか何か資金的な支援とか、そういったものは考えられないのかなと思う

んですけれども、いかがですか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

大和村内には、実際本当に食べるところが少ないと思います。そういった方々、

創業支援をしたい方々へ、どのような助成金であるのか、土地のあっせんであった

りするのか、ちょっと検討をさせていただきたいと思います。 
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○３番（藏 正君） 

ぜひですね、何でもかんでも支援ということは差し控えないといけないんですけれ

ども、やりたい店を出したいけれども、土地がどうしても、Ｉターンの方なんかは

特に準備できないんですね。ですから、こんな場所があるようという、こういった

個人の土地でも、こういった場所があるよと相談してみたらとか言えるぐらいで

も、何か相談に乗ってもらえたらと思います。資金面についても、何かの大和村内

で、そういった起業をされる方に低利で貸し出しやすいような、そういった基金も

前からそういった基金を起業家に向けてチャレンジャーに向けたチャレンジャー基

金みたいなのを立ち上げていくべきじゃないかなというのを申し上げているんです

けど、今後そういったものは繰り返しの質問になりますけど、考えられませんか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

今この場でやるとかは、もちろん言えませんが、検討材料とさせてください。 

○３番（藏 正君） 

ぜひ大和村にいったら、こういった支援策があるんだとかいうのがあったらです

ね、そういったチャレンジをしたい。この間テレビでも笠利の喜瀬あたりで島豚ハ

ンバーグを出しているというのが出てたんですけれども、そこなんかも普段しょっ

ちゅう人が来るような場所じゃないんですね。海が見える所なんですけど、あんま

り人気のないようなところに、ああやって出して結構評判を得ているという話を聞

きました。そういった方が結構いらっしゃるかもしれませんので、そういった人た

ちにチャレンジする機会を与えられるような基金の検討をしていただきたいと思い

ます。 

あと民泊についても、まだそういった資金的な支援をするようなところまでは

いってないということでよろしいんでしょうか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

資金的な支援というのは、今検討はまだしておりませんが、民泊をするために住

宅を改修して民泊をされる方などは、今回、今議会の補正予算で提案させていただ

きました住宅改修助成金なども活用していただければと思っております。 

○３番（藏 正君） 

民泊についてもですね、これから一番の島の人とのふれあいの場というのは体験

ツアーももちろんですけれども、民泊なんかも一番の形になっていくと思いますの

で、急ぎで民泊を準備していかないといけないんじゃないかなという気もしていま

す。 
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一つ確認したいのが、定住促進住宅に住んでいる方々は、その住宅を利用して民

泊等はは可能ですか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

定住促進住宅は、村の財産でありまして、その村の財産の住宅を又貸しみたいな

形になると思いますので、それはふさわしくないんじゃないかと思っております。 

○３番（藏 正君） 

その解釈が難しいと思うんですけど、自分たちのところに泊まらせるという解釈

だったらどうなんですかね。 

○企画観光課長（森永 学君） 

泊まらせて、お金を実際とるわけですよね。なかなか公的な機関では、それはい

いとは言えないんじゃないでしょうか。 

○３番（藏 正君） 

研修会とかを開いたということでしたけれども、民泊の研修会に参加されなかっ

た人たち、どうですかという公報とかをする予定はありますか。 

民泊をしたいという人たちを更に呼ぶというか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

今年度も、この前は３月に一応研修会を開催してございます。今年度も、大和村

集落まるごと体験事業の中で、民泊の研修も行っていく予定であります。その研修

会の公報は、大和村のほうにおいても行いたいと思います。 

○３番（藏 正君） 

開饒神社の日本遺産の件について聞きたいと思います。 

先ほどの答弁の中で、開饒神社はもちろん、ほかの文化遺産についても、いろい

ろ中に入れ込んでいきたいというお話があったんですけど、あの日本遺産というの

は、確かストーリー性が重要視されるということだったと思うんですけど、今の段

階で、この間の新聞には７月上旬までにストーリーを決めていきたいという記事が

ありました。ですから現時点では、そういったこんなストーリでというのはない状

態だと思っていいんですか。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

ただいまの日本遺産のストーリーの関係ですけれども、５月29日、文化財保護対

策連絡協議会が開催されまして、その中に日本遺産について協議がなされました。

その中で、ストーリーの素案も示されております。ただ、これはあくまでも素案で

ありまして、たたき台の状態と思っていただいて結構かと思います。 
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その中で奄美群島、日本の琉球のクロスロードなど、タイトル案などもございま

す。奄美群島の多様性は自然に限られたことではなくて、琉球文化と日本文化、大

和文化の交錯する島々、クロスロードであるということなどの位置づけからのス

トーリーのタイトルになっております。そこで、ノロ祭事、八月踊り、さとうき

び、黒糖などの歴史との関わり、そして、島唄、八月踊りや伝統の踊り、本土文化

と琉球文化の関わり、あとは食文化。 

また、亜熱帯の自然を適応した保存・発酵の工夫を凝らした旬の食材の文化な

ど、日本文化、琉球文化が交錯し、また、そこから独自に島々で育まれた文化をス

トーリーとしたものを素案として、これはたたき台として出てきております。 

これは、あくまでも先ほど申しましたように素案でありますので、ここからまた

新たに各地域の担当者、文化財の担当者など協議をしながら、こういうのはどうか

とか、また今から話し合っていく状態になります。 

日本遺産につきましては、御存じのとおり文化財のみだけではなくて、文化等も

捉えて面的に捉えてストーリー性を出すということがございますので、その中でや

はり、いろんなストーリー、文化のストーリーなどが考えられるものと思います。

またそれは、今後の調整になろうかと思います。 

○教育長（藤井俊郎君） 

ちょっと日本遺産の背景を申し上げようと思いますけれども、世界自然遺産は、

自然が対象、自然を大事にしましょうということです。この日本遺産というのは、

普通遺産の場合は、認定とか保存というのが対象になるんですけれども、今回の日

本自然遺産というのは、2020年に東京オリンピック・パラリンピックがあります。

それに際して外国の方が多く訪れるだろうと、2,000万人を予想しているんですけ

れども、そういう全国的に日本遺産、要するに観光面で、それを活用して日本の良

さを広めるというのが根底にあります。 

そういうことで、全国で100を目指しているんですけれども、60ぐらいが認定さ

れるのではないか。認定されるのが非常に難しいようなハードルが非常に高いで

す。そこで、奄美群島の文化財担当者が集まって、今まで文化財は点だったんです

けれども、開饒神社という点で、それを各市町村の文化財なり芸能あたりの点を面

として捉えて、それにストーリー性を持たせて、日本遺産を目指そうじゃないかと

いうことで取り組んでいるわけですけれども、大和村の開饒神社も非常にさとうき

びの発祥の地であり、日本で１番ですし、それが基幹産業として奄美群島に広まっ

てもいるし、非常に市町村から出される中でも有力な位置づけになると思います。 
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それで、担当の和泉が、そういうことで会合に出て、そういうことを強く、そこ

に上げるような、今は大和村としての段階です。 

○３番（藏 正君） 

まさに今教育長がおっしゃったことを、ぜひこの文化委員会ですか、その中で村

長、絶対大事なことだと思うんですよ。全体のぼんやりとしたくくりの中で、例え

ば、大和村の開饒神社もその中の一つに入っていますというような認定になってい

くと、今までとそう大差ないことになっちゃうんですよね。そうじゃなくて、今回

の日本遺産の登録が開饒神社を中心として、開饒神社、直川智翁が、さとうきびを

持ってきたことで奄美全体にさとうきびが広まって、それが薩摩藩を支えて、明治

維新も支えて今にあるという、このストーリーほど、国に理解してもらいやすいス

トーリーはないと思うんですよ。これを持っていること、これを一番に推し進め

て、開饒神社が、この日本遺産のメインになるような攻撃をしていかないと、全く

効果が全然違ってくると思いますので、ぜひですね、そこは絶対に負けないぐらい

のつもりで押していただきたいと思うんですが、いかがですか。絶対に。 

○企画観光課長（森永 学君） 

この日本遺産申請に向けては、観光部局も必ず連携して行えということでござい

ます。 

大和村としましても、このさとうきびをもたらした直川智翁の歴史、開饒神社、

磯平パークを発祥の起点として、群島全体に広がったというストーリーをもって候

補にあげたいと思います。 

ほかにも、日本遺産のストーリー、素案のほうでございますが、ノロやら大島紬

などもあって、その中にもう一つ、黒糖というものも奄美の歴史においては欠かせ

ないものとなっておりますので、このストーリーは強いものじゃないかと思ってお

ります。 

○３番（藏 正君） 

奄美は、いろいろなすごいものがいっぱいありすぎて、あれなんですけれども、

黒糖ほどですね、大和村には黒糖産業というのは、もうほとんどありませんけれど

も、製糖工場から酒造会社ですか、そういったものは全群島にありまして、大和村

が開饒神社で、毎年さとうきびの豊作と酒造の発展を祈ってるんですよということ

が、みんなに知らされるように、大和村が全部これを、開饒神社がその黒糖関係の

事を全部やってくれているんだなというのが全体に知らされるようになったら、も

のすごい価値も上がりますし、一番には村長、開饒神社がクローズアップされるこ
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とで、大和村民の誇りというのが高まっていくと思うんですね。大和小学校の校歌

に「ひらとみやしろ仰ぎつつ 日に新たなる創造の道をたずねて」という、すばら

しいフレーズがあるんですけれども、この「ひらとみ」という意味をあの校歌の中

で伝承しているし、ひらとみ祭りも伊集院村長が青年団を引退するときに、ひらと

み祭りを立ち上げろという、その命令を受けて我々は立ち上げましたけれども、そ

の時にも「開饒（ひらとみ）」の名前が大きすぎて俺なんかが預かっていいのかな

という議論がありましたが、その時に開饒神社をいろいろと面倒を見ていた政大先

輩から必ずつけてくれれということで応援をもらって受け継ぎまして、もう26回、

今年27回目を迎えますね。もう四半世紀を過ぎているということで、歴史のある、

またそこでも、この開饒の文化というか、その教えを青年団が継承していっている

という、こういったものも日本遺産登録の一つの要因につながると思うんですよ。

そこら辺も思い切りＰＲして、忘れていけないのは、全国でも珍しい青年団が主催

でやっている祭りというのは、これは全国でも珍しいんですよという、これもア

ピールの材料になると思いますから、この辺も忘れないように強く主張していただ

きたいと思います。 

後に教育長、一言いただきたいと思います。教育長から意気込みを聞いて終わ

りたいと思います。 

○教育長（藤井俊郎君） 

ここで万歳三唱したいんですけれども、議会ですので、非常に今の藏議員から、

私はなんとか大和村を売り出さんばいかんなと、非常に気持ちが高まりました。非

常に私もよく知っております。智翁のやった役割をですね、明治維新の時に大島商

社というのがありまして、その前に岐阜治水工事は、大島の砂糖の財力で薩摩藩が

潤って、あまり藩が潤うと江戸幕府が危なくなるものですから、江戸幕府が明治に

岐阜の治水工事をさせたんですよね、平田靱負（ひらたゆきえ）とか、そういう人

物が出てくるんですけれども、そこで岐阜の方々は「鹿児島に足を向けて眠るな」

と言っているんですけれども、私は奄美の砂糖で財源をつくって向こうの治水工事

ができたものですから、奄美の人に足を向けて眠るなと言いたいですね。そういう

ような私も気持ちを持っております。 

そういうことで、ぜひですね、日本遺産の12市町村の大和村が地になりながら、

それをつくってもらうように、担当の和泉が文化財審議会に出ますので、働きかけ

たいと思っています。 

○３番（藏 正君） 
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以上で終わります。 

○議長（勝山浩平君） 

藏議員、土産品はよろしかったですか。 

○３番（藏 正君） 

よろしいです。 

○議長（勝山浩平君） 

以上で、藏正君の一般質問を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議案第34号 大和村税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第２、議案第34号、大和村税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

提案者に提案の理由及び内容説明を求めます。 

○村長（伊集院 幼君） 

大和村税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由を申し

上げます。 

生産性向上特別措置法が公布されたため、大和村税賦課徴収条例の一部を改正す

る必要が生じましたので御提案いたします。 

内容につきましては、住民税務課長に説明をさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

大和村税賦課徴収条例の一部を改正する条例の主な改正内容について、御説明申

し上げます。 

平成30年５月23日に生産性向上特別措置法が公布されたことに伴い、大和村税賦

課徴収条例の一部を改正する必要が生じたため、改正を行おうとするものです。 

内容といたしましては、2018年度から2020年度までを生産性革命集中投資期間と

し、地域の中小企業による設備投資の促進を図り、生産性向上を実現するため、生

産性向上特別措置法が制定されました。 

この特別措置法の規定に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固

定資産税を２分の１からゼロまで軽減することを可能とする時限的な特例措置を創

設しようとするものです。大和村税賦課徴収条例に規定する固定資産税の軽減率は

ゼロでございます。 
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以上で内容説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（勝山浩平君） 

質疑なしと認めます。 

討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（勝山浩平君） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第34号を採決します。 

お諮りします。本件は、承認することに御異議はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（勝山浩平君） 

異議なしと認めます。 

議案第34号は、承認することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 議員派遣の件について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第３、議員派遣の件についてを議題といたします。 

議員派遣の件につきましては、お手元にお配りしましたとおり派遣をすることに

したいと思いますが、御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

異議なしと認めます。 

議員派遣の件につきましては、お手元に配りしましたとおり派遣をすることに決

定をいたしました。 

なお、派遣議員及び日程等に変更が生じた場合には、議長に一任していただきた

いと思いますが、御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

異議なしとします。 
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したがって、議員派遣に変更が生じた場合には、議長に一任をすることに決定を

しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 総務建設委員会の閉会中の所管事務調査について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第４、総務建設委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題といたします。 

総務建設委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りしました

本村の農林水産業振興に関する事項及び、その他の所管事項について、閉会中の継

続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議はありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（勝山浩平君） 

御異議なしと認めます。 

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第５、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題とします。 

議会運営委員長から会議規則第75条の規定によりまして、本会議の会期日程な

ど議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議はありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（勝山浩平君） 

異議なしと認めます。 

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（勝山浩平君） 

以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

会議を閉じます。 

日曜議会に18名の方に御参加をいただきました。御協力をいただき大変ありがと

うございます。 

以上をもちまして、平成30年第２回大和村議会定例会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

 

閉会 午後３時４４分 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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