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平成30年第３回大和村議会定例会会期日程 

                  ９月４日開会～９月21日閉会 会期18日間 
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  開   会 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 諸般の報告 

４ 行政報告 

５ 議案第37号 平成30年度大和村一般会計補

正予算（第３号）について 

６ 議案第38号 平成30年度大和村簡易水道事

業特別会計補正予算（第２

号）について 

７ 議案第39号 平成30年度大和村国民健康保

険特別会計補正予算（第１

号）について 

８ 議案第40号 平成30年度大和村大和診療所

特別会計補正予算（第１号）

について 

９ 議案第41号 平成30年度大和村集落排水事

業特別会計補正予算（第２

号）について 

10 認定第１号 平成29年度大和村一般会計歳

入歳出決算の認定について 

11 認定第２号 平成29年度大和村簡易水道事

業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

12 認定第３号 平成29年度大和村国民健康保

険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

13 認定第４号 平成29年度大和村大和診療所
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本会議 

特別会計歳入歳出決算の認定

について 

14 認定第５号 平成29年度大和村介護保険特

別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

15 認定第６号 平成29年度大和村集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

16 認定第７号 平成29年度大和村大和の園特

別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

17 認定第８号 平成29年度大和村後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

18 平成29年度決算審査特別委員会の設置につ

いて 

19 議案第42号 大和村過疎地域自立促進計画

の変更について 

20 諮問第１号 大和村人権擁護委員候補者の

推薦について 

第２日 ９月５日 水 委員会 決算審査特別委員会（現地調査） 

第３日 ９月６日 木 休 会  

第４日 ９月７日 金 休 会  

第５日 ９月８日 土 休 会  

第６日 ９月９日 日 休 会  

第７日 ９月10日 月 休 会  

第８日 ９月11日 火 本会議 １ 一般質問（４名） 

第９日 ９月12日 水 委員会 決算審査特別委員会（一般会計） 

第10日 ９月13日 木 委員会 決算審査特別委員会（一般会計・各特別会計） 
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第11日 ９月14日 金 休 会  

第12日 ９月15日 土 休 会  

第13日 ９月16日 日 休 会  

第14日 ９月17日 月 休 会  

第15日 ９月18日 火 休 会  

第16日 ９月19日 水 休 会  

第17日 ９月20日 木 休 会  
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本会議 

 

１ 認定第１号～認定第８号について 

（決算審査特別委員長報告及び採決） 

２ 総務建設委員会の閉会中の所管事務調査に

ついて 

３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査に

ついて 
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平成３０年第３回大和村議会定例会会議録 

 

平成３０年９月４日（火） 

午 後 １ 時 ３ ２ 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 議案第37号 平成30年度大和村一般会計補正予算（第３号）について 

日程第６ 議案第38号 平成30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第７ 議案第39号 平成30年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第８ 議案第40号 平成30年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第９ 議案第41号 平成30年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第10 認定第１号 平成29年度大和村一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第11 認定第２号 平成29年度大和村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第12 認定第３号 平成29年度大和村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第13 認定第４号 平成29年度大和村大和診療所特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第14 認定第５号 平成29年度大和村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第15 認定第６号 平成29年度大和村集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第16 認定第７号 平成29年度大和村大和の園特別会計歳入歳出決算の認定につ
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いて 

日程第17 認定第８号 平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第18 平成29年度決算審査特別委員会の設置について 

日程第19 議案第42号 大和村過疎地域自立促進計画の変更について 

日程第20 諮問第１号 大和村人権擁護委員候補者の推薦について 

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３２分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

皆さん、こんにちは。 

今回の議会からＹｏｕＴｕｂｅでの放送がされるということで、当局の取り組み

に対してお礼を申し上げたいと思います。 

ただいまから、平成30年第３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、２番、重信安男君、３番、

藏正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、会期の件を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月21日までの18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。 

したがって、会期は本日から９月21日までの18日間に決定をしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 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２回定例会以降の議会活動につきましては、文書でお手元に配付をい

たしておりますので、口頭報告は省略をいたしますが、議会報告会がこの間開催を

できませんでした。調整不足は反省をしながらお詫びをしたいと思います。 
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また、今後随時開催をしてまいりたいと思っておりますので、議員各位の御理解、

御協力をどうかよろしくお願いいたします。 

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。 

村長より行政報告の申し出がありますので、これを許可します。 

○村長（伊集院 幼君） 

皆さん、こんにちは。 

行政報告の前に御報告をさせていただきます。 

今日から学校給食におきまして、鹿児島黒牛を出すということで、年内をめどに

４回ほど学校給食で黒牛の提供をしていこうということで、今教育委員会のほうで

取り組みをしております。先ほどマスコミも来まして、子どもたちに、おいしい黒

牛が提供できたのではないかと思っておりますので、後ほど議会の皆さんにも提供

できる日が来るように我々も取り組みをしていきたいと思っております。 

それでは、行政報告をさせていただきます。６月第２回議会定例会後からの行政

報告でございます。 

６月７日におきましては、今年度スモモの共販も55トンの量が出る、確保するこ

とができました。本当に、その中で、知事のほうにもスモモを贈呈することができ、

そしてまた、ＪＡ等並びに経済連の御協力をいただきまして、谷山の「おいどん市

場」によりましてスモモのＰＲもさせていただきました。これからもＪＡとしっか

り連携を図りながら、共販の量の確保並びにＰＲにこれからも努めていきたいとい

うふうに思っているところでございます。 

６月24日でございますが、本村で県の消防協会の大島支部消防大会が行われまし

た。私ども大和村が小型ポンプの部で優勝を勝ち取ることができました。これは県

大会につながる大会でもございましたけれども、後ほど８月24日に県大会も行われ

まして、消防団の意識の向上にもつながったものだというふうに思っております。 

７月に入りまして、１日に奄美群島アイランドホッピングの就航セレモニーがご

ざいました。ＪＡＣさんの取り組みによりまして、奄美大島・徳之島・沖永良部そ

して沖縄というそれぞれの島々を結んだ取り組みが進められております。 

そしてまた、私どもＪＡＣさんのほうには、鹿児島・屋久島・奄美大島の世界遺
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産のルートづくりにもこれから大きな効果を結ぶのではないかということで、今要

望もしておるところでもございます。 

７月におきましては、毎年恒例の奄美群島のスポーツの祭典が７日、８日に行わ

れました。私ども大和村からも11競技に100名余りの選手団を送ることができまし

て、グラウンドゴルフの部で優勝、そしてラグビー競技が優勝、そしてバドミント

ン、水泳、カヌー競技等が上位入賞を果たすことができました。これからも村民の

健康づくりに、そしてまたそれぞれのスポーツをする機会をこれからも作っていき

たいというふうに思っております。 

７月12日には奄美振興開発審議会が、これまで２月から随時行われてきましたけ

れども、来年度３月で期限を迎えます奄振法に基づいて、それぞれの地元の御意見

を反映させられた意見具申がとりまとめられたところでもございます。来年度の要

求に向けていろんな形で盛り込まれる部分もありますので、これからまたそれぞれ

の地域の課題等の解決につながっていければと思っております。 

７月19日でございますが、６月議会におきまして議員発議によりましてオスプレ

イの飛行中止の意見書が出されたところでもございました。九州防衛局に対しまし

て、朝山市長、瀬戸内町長そして私３名がオスプレイの飛行に対する要請も行った

ところでもございます。日米協定の中にもありますけれども、なかなかうまく伝

わってない部分があるようでございまして、これからも声を大にして飛行区域につ

いては我々も要請をし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。 

７月29日でございますが、第４回鹿児島大和会が行われました。会の中でも11

月25日の村制施行110周年のお願いもし、今鹿児島のほうでも役員を中心に11月に

向けて出席をしたいということで今取り組みがなされているようでございます。我

々も幅広く声掛けをし、多くの方に来ていただこうというふうに考えているところ

でもございます。 

８月に入りまして、８月10日にはもう６回目を迎えました子ども議会を開催する

ことができました。子どもたちの本当に新鮮な目線で、本当に身近なこと、そして

これからのことを、これまでもいろいろと質問をいただきました。我々も取り組み

できることからということで進めさせていただいておりますけれども、特にこうい

う暑い日が続いている中では熱中症問題が今全国的に問題視されております。そう

いう中で、 低限のエアコンの設置等も今教育委員会のほうで進めておりますので、

子どもたちの御意見を、少しでも取り組みが進められるように、我々行政としても

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。 
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８月28日には日本郵便大和郵便局そして名音郵便局さんとふるさと納税の返礼品

に対しまして、「みまもりサービス」というのを郵便局のほうで取り組みが進めら

れるということで、これを返礼品に充てて「みまもりサービス」をしていただこう

ということで、調印式をしたところでもございます。いろいろな形で郵便ばかりで

はなく、郵便局の取り組みが防災の協定も含めて今いろいろと行政とタイアップを

やっておりますので、これからもしっかり地元の金融機関としての取り組みやいろ

んな形で郵便局との連携を深めていきたいというふうに思っております。 

８月31日でございますけれども、自民党の奄美振興特別委員会が行われました。

これは、概算要求が出されたときに必ず委員会が開催されているということで、奄

振事業を法延長もですけれども、来年度の予算確保に向けた概算額が提示をされ、

先般の新聞にも出ておりましたけれども、全体で231億円もの概算要求をさせてい

ただきました。またそういう中で、奄振交付金には120％ということで、対前年度

の24億円に対し28億円の要求もさせていただきました。来年が法延長の改正という

こともございまして、我々もしっかり地元の声を届けながら、法延長と予算確保に

向けて今後も取り組みをしていきたいというふうに思っております。 

９月に入りまして、２日には御案内のとおり防災訓練をさせていただきました。

村内で552名の参加をしていただきました。時間等も連絡することなく、ただ防災

訓練を行うということだけの事前連絡の中で取り組みもさせていただきました。こ

れからもこういう台風の常襲地帯の奄美でございますので、しっかり避難訓練をい

たしながら、自主防災組織と連携を図り、村民の安全・安心に努めてまいりたいと

いうふうに思います。 

以上で、行政報告を終わらせていただきます。 

○議長（勝山浩平君） 

これで、行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第37号 平成30年度大和村一般会計補正予算（第３号）について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第５、議案第37号、平成30年度大和村一般会計補正予算（第３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３号）について、提案の理由を申し上げ



 

－27－

ます。 

平成30年度大和村一般会計補正予算（第３号）は、今里漁港休憩施設整備、宮古

崎環境整備など、歳入歳出それぞれ１億5,304万1,000円の増額予算を計上させてい

ただきました。 

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３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３号）は、歳入歳出それぞれ１億5,304

万1,000円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億3,733万4,000円に

しようとするものであります。 

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９地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税は普通交付税の交付額の決定

により6,250万5,000円を増額いたしました。同じく８ページをお願いします。 

款14県支出金、項２県補助金、目１総務費補助金は地籍調査事業の要望額に対し

て内示額の減によるものと、地域振興推進事業における宮古崎のバイオマストイレ

設置に係る補助金増の合計として、188万円を減額いたしました。同じく８ページ

をお願いします。 

款15財産収入、項１財産運用収入、目２利子及び配当金は、日本エアーコミュー

ターの株主配当金の決定額として73万9,000円を増額いたしました。９ページをお

開きください。 

款18繰越金、項１繰越金、目１繰越金は、前年度繰越金の確定により9,162

万1,000円を増額いたしました。 

次に、歳出の主なものを御説明いたします。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４財政管理費は、普通交付税の収入増により財

政調整基金積立金へ7,800万円計上いたしました。同じく、目７企画費は、大金

久・今里間の廃止路線バス代替運行委託費や、各集落外灯ＬＥＤ取替助成金など、

合計で983万3,000円増額いたしました。同じく、目12地域振興事業費は、宮古崎に

おけるバイオマストイレ設置の経費といたしまして1,200万円増額いたしました。

同じく、10ページをお願いします。 

款２総務費、項５統計調査費、目４地籍調査費は、地籍調査事業における事業要
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望額に対しての内示額の減額により806万2,000円減額いたしました。12ページをお

開きください。 

款５農林水産業費、項３水産業費、目２漁港管理費は、今里集落漁港区域内に休

憩施設設置及び漁港修繕費などの合計といたしまして、1,120万円増額いたしまし

た。13ページをお開きください。 

款７土木費、項２道路橋梁費、目１道路維持費は、村残土場縦排水延長工事及び

村道マテリヤ線外盤敷設工事など、合計で1,360万円増額いたしました。同じく13

ページをお願いします。 

款７土木費、項６住宅費、目１住宅管理費は、老朽化が進む村営住宅の修繕費及

び原材料費として、合計250万円増額いたしました。同じく、目３村営住宅事業費

は、名音集落にあります村営住宅建設予定地の外構工事として470万円増額いたし

ました。15ページをお開きください。 

款13予備費におきましては、41万円を増額して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） 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○３番（藏 正君） 

２点伺いたいと思います。バイオマストイレ設置の説明がありましたけれども、

設置場所について教えていただきたいというのと、商工費の観光費の詳細な説明が

ありませんでしたので、12ページの商工費、観光費の修繕料及び、その下のイベン

ト業務委託についての説明をお願いいたします。 

○企画観光課長（森永 学君） 

まず１点目の、国直宮古崎のほうのバイオマストイレの設置場所でありますが、

現在宮古崎の先端のほうに展望台がございます。そこの横に旧トイレがあって、そ

こを取り壊してバイオマストイレを設置する予定としております。 

そして２点目の質問の観光費の事業内容でございますが、まず修繕料は、国直の、

これはもうやってしまったことなんですが、国直のトイレ・シャワー室、そこの

シャワーのほうのまず目隠しというか、外壁と、あと砂が道のほうに行くというこ

とで、その砂が流出しないような対策工事を行っておりまして、従前やる予定で

あった戸円の身障者トイレ、戸円の海岸沿いにありますトイレなんですが、身障者

トイレのドア設置費の予算を先食いしてしまったものですから、今回計上してあり

ます。 
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あと、イベント業務委託ですが、110周年記念式典が今年ございます。その110周

年記念式典のほうに観光大使である城南海さんを招待するということで、その招致

費及び110周年記念式典の音響及び照明設備一式を委託をしようとするものでござ

います。 

○３番（藏 正君） 

バイオマストイレ設置の場所は、先端の休憩所近くのところということでしたけ

れども、ある情報によりますと、入口の公園の駐車場が、夕日が見える公園という

のと、宮古崎のほうに歩いていく上のほうの駐車場がありますよね。急カーブのと

ころの。そこら辺の近くに、間に合わなくてだろうと思われる廃糞の跡が幾つか

あって、向こうの駐車場にも、あそこら辺はトイレがないじゃないですか。そこに

もトイレが必要なんじゃないですかという意見がありましたので、今後ですね、今

回その２カ所に設置できるのかなと思って期待したんですが、先端のほうだけとい

うことでしたので、ぜひ入り口、ここからスタートする側に、準備してスタートで

きるような形でトイレを必要なんじゃないかなというふうに、話を聞いていると実

際にもう汚れている場所が何人かの跡があったよということを聞いたものですから、

そこら辺はちょっと今後検討していただきたいと思います。 

それともう一つは、観光費の件で、修繕の中身とか、イベントの中身はわかった

んですけれども、国直に 近特に海水浴客というのは増えているわけで、そしたら

シャワーがどうも少ないんじゃないかなということで伺っています。向こうの施設

を順番待ちで並んでいたりするというのを、多分集落とかＴＡＭＡＳＵさんからの

要望が上がっているのではないかなと思いますが、その目隠しをしたということで

すけれども、その簡単に浴びれる、外側のあそこに延ばしていったような形ででも

簡易で浴びられるような施設も必要なのではないかなと思いますので、その辺につ

いても検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

国直のほうのトイレのところの水道口でございますが、今現在、外水道のほうが

道に向かって付いております。ただ一方では道のほうに砂が流れるという、そこの

後に足を洗って砂が流れるという苦情なども受けております。それでですね、海

岸のほう、男子トイレのほうから海に向かってのほうの壁なんですが、そこに水道

口を移したいと思います。今 初は、一つ水道口をそこに取り付ける予定にしてい

たんですが、まあ一応２カ所取り付けるということで対応したいと思います。 

○産業振興課長（郁島武正君） 
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宮古崎入口のトイレの件についてお答えいたします。 

現在、今回の補正で上げておりますのは地域振興推進事業のバイオマストイレと

いうことで、宮古崎の先端に設置するわけですが、今現在、県の魅力ある観光地づ

くり事業を活用しまして、駐車場を、現在ある駐車場の向かい側に拡張しようとし

ております。将来的には、その駐車場にも同事業を活用してトイレを設置するよう

な構想を持っておりますので、今しばらくお待ちいただきたいと思います。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかは質疑ありませんか。 

○１番（前田清和君） 

12ページですが、款５農林水産業の目２漁業管理費、先ほど総務課長から御説明

がございました1,100万円、これは担当課長にもお伺いしましたが、今里漁港の中

に東屋を設置するということで、議会と語ろう会でもここ二、三年ずっと今里集落

のほうからそういう要望がございまして、特に今里は塩害がひどく、特に冬になる

とバスを待っておられる方とか、そういう休憩所がないということで、大変今里の

方々も喜ばれる事業で、本当に良かったなあと思うんですけど、この1,100万円も

かけてやるんですが、特に今里は、先ほど言いました塩害がひどいということで、

どういった建物、雨風しのげるのか、また西日に対しての対策とか、またそこはバ

ス停がないということで、その東屋を通して、屋根付きのバス停兼できるのか、そ

ういった、もし細かい概要でもわかれば、御説明いただきたいと思います。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

前田議員がおっしゃるように、いろんなところで東屋の要望というのが今里集落

から出ておりまして検討をしまして、以前建っていた場所に新しく建てるというこ

とで、その東屋につきましては、休憩施設ということで、集落の方の休憩施設にも

なるわけですが、向かい側にバス停が、土地が確保できないものですから、その東

屋を確保して、雨風しのげるような形にしたいと考えております。また、材質につ

きましても、大和村の東屋が海岸近くに建っておりますけれども、塩害で補修とか

もかなりしておりますが、それに強いような材質で建てたい、建設したいと考えて

おります。 

○１番（前田清和君） 

すみません、大体補正組みまして、いつ頃完成する予定でしょうか。１点だけお

願いします。 

○産業振興課長（郁島武正君） 
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30年度内には完成いたします。 

○議長（勝山浩平君） 

ほか、質疑はありませんか。 

○９番（奥田忠廣君） 

10ページなんですけれども、目の７の企画費なんですけれども、委託料、これは

廃止路線バス代替運行と、この900万円というのは６カ月分と理解していいんです

か。 

○企画観光課長（森永 学君） 

はい、６カ月分、半年分でございます。 

○９番（奥田忠廣君） 

車両については、どうなさるんですか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

相手方会社負担でございます。相手方の会社の持ち車両であります。 

○９番（奥田忠廣君） 

この集落外灯のＬＥＤの切り替えの補助率というのはどんなになっているのです

か。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

ＬＥＤに切り替えますと、普通の外灯よりも集落負担が１万円ほど多くなるとい

うことで、一律１基当たり１万円の助成でございます。 

○９番（奥田忠廣君） 

ＬＥＤに一つ切り替えるので、年間１万円の負担が多くなるのですか。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

普通の外灯から普通の外灯に切り替える場合は数千円で済むわけですが、ＬＥＤ

に切り替えますと、その器具ごと取り替えるということで、初回だけ１万数千円か

かると、集落の方から区長会等で聞きまして、それであれば集落負担が増になる分、

初回のみ１万円の負担。集落はＬＥＤ外灯は数が決まっておりますので、それが順

次なくなっていけば、あとはそのＬＥＤの助成は、器具ごと替えない限りはなくな

るということです。 

○９番（奥田忠廣君） 

もうちょっと理解しがたいんです。外灯をＬＥＤに替えますね。今の外灯を。そ

れが１万9,000円になると。集落負担が増えるのが１万9,000円というのは、その外

灯を替える金額が１万9,000円になるので、１万円を負担するということですか。
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意味がちょっと理解しがたいんですが。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

普通の電球をＬＥＤに替えるための初回のみは、１回目だけですね、器具ごと替

えますので、その分の負担が集落に重くのしかかるということで、今順次集落が普

通の外灯からＬＥＤにどんどん切り替えています。壊れた場合はですね。今の器具

が壊れたらＬＥＤに替えなければ器具がないということで、すべて壊れたものはＬ

ＥＤに、壊れた都度替えておりますので、そのときに集落負担が１万円ほど高くな

ると。普通の外灯から普通の外灯にするよりもＬＥＤに替えると高くなりますので、

その分を村が助成しようということです。 

○議長（勝山浩平君） 

しばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時５０分 

再開 午後１時５３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

では、再開します。 

奥田議員、よろしいですか。 

○９番（奥田忠廣君） 

いいです。 

○議長（勝山浩平君） 

ほか、質疑ありませんか。 

○１番（前田清和君） 

１件だけですが、10ページの款２総務費、目９定住促進費370万円、助成金とい

うことで説明がございまして、今12件ほど住宅リフォームの助成金ということでご

ざいますが、本当にこの助成事業ということで、村民が大変喜ばれておられると思

います。しかしこれはいくらでも、やはりこれは出てくると思うんですよ、この助

成金制度を利用して。しかし、大和村は、この申請が上がるたびに多分これから補

正予算を組んでいかれると思うんですが、やはりこれは年度年度である程度、これ

は一般財源ですから、ある程度金額を決めておかないと、これはまた、この９月で

これだけ補正を組みました。そしたらまた12月、３カ月経って、またあと20件、30

件そういう申請があったら、また補正を組むんですよね。 
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であれば、いくらでも村民は利用して、素晴らしい事業ですので利用はできるん

ですけど、やはり年度年度でその助成するお金というのは、ある程度金額を決めて

おいたほうがいいんではないかなと思うんですが、いかがですか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

今年度、この助成金事業は６月から始まったものでございます。初年度でありま

すので、今年は多いんだろうと思っておりますが、今後、来年、再来年様子を見て、

その後検討するような形をとりたいと思います。しばらくは様子見の時間が必要

じゃないかと思います。 

○１番（前田清和君） 

今、たしかに今年度から始まった事業ですので、どんどん利用される方は利用さ

れてやってもいいですけど、また来年31年度とか、次以降のこともやはり考えてい

ただいて、そこら辺も検討していただきながら、こういういい事業というのは継続

することが大事だと思います。１年１年でこれだけ使いましたから、もうその次の

年度はございませんとかじゃなくて、やはり継続するうえでも、やはりそこら辺ま

でもうちょっと考えていただいて、検討していただければなというふうに思います。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○６番（民 文忠君） 

13ページの村営住宅建設事業ということで470万円、これは外壁工事ということ

でありますが、向こうには島で言うフクギが立っておりますので、そのフクギが大

体大分大きくなってきたらブロックなんかははち切れるわけですよね。そういうこ

とでありますので、その外壁をするのであれば、隣のこのフクギを取ってもらって

するようなことはできないかと思うんですよね。どうせブロック塀なんかを積んだ

ら、もうすぐ断ち割ってしまうんですよね。だから、擁壁にするのか、それはわか

らないんですけれども、その件をちょっと。 

○建設課長（前田逸人君） 

議員のおっしゃる名音の定住促進住宅の外壁工事470万円ですが、背後が重力式

というか、現場打ちの擁壁になっております。両サイドが今のところ計画している

のがフェンスをするような形になっております。景観に関してどうしても両サイド

全部囲んでしまうとやっぱり圧迫感というものがあるものですから、フェンスを考

えております。 

民議員がおっしゃるように、フクギは私も名音支所におりましたので、大分幹が
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大きくなって、種がポタポタ落ちて、すごくにおいも結構あると思いますので、フ

クギがそこの敷地内になくて、民地の方のものであればですね、そこら辺もちょっ

と見ながら、フクギを切っていいものなのか、できれば両サイドそこら辺は風通し

がいいような形にはなったほうがいいとは思うんですけども。そこはフクギが民間

のものであれば、そこら辺の検討をしながら、考えていきたいと思います。 

○６番（民 文忠君） 

このフクギはですね、民間のものであって、奥さんが大棚出身の鬼塚姓というこ

とを聞いておりますが、旦那さんももう何月頃か亡くなっております。これはもう、

隣が駐車場なもんですから、相談すればできるんじゃないかという思いでおります

ので、擁壁でもすれば、ちょっとでも長持ちをするような検討をされていただけれ

ばありがたいと思います。 

以上です。 

○議長（勝山浩平君） 

ほか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） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第37号を採決をします。 

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） 

異議なしと認めます。 

議案第37号は原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第38号 平成30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 
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○議長（勝山浩平君） 

日程第６、議案第38号、平成30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）についてを議題とします。 

提案者に提案の理由、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２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２号）は、歳入においては

繰入金の増額、歳出においては総務管理費の旅費の増及び施設管理費の賃金の増額

により、歳入歳出それぞれ65万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２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65万円増額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ7,918万9,000円にしようとするものです。７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65万円の増額は、歳出

予算の増額補正に伴うものでございます。 

次に、８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、７節賃金54万9,000円の増額に

つきましては、主に臨時職員の代替要員確保のため、労務賃金、技術人賃金、水道

管理賃金をそれぞれ増額計上いたしました。 

また、款３予備費におきまして１万5,000円を増額して、歳入歳出の調整を図っ

ております。 

以上、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。 

○６番（民 文忠君） 

これには関係ないんですが、この前の台風で名音支所は水は豊富なところですが、

断水をしていてですね、いまだに、夜も昼もではないかな、この発電機が回ってい
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るような感じがしますが、どういうことになっておるのか、ちょっと教えていただ

きたいと思います。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

先般の台風19号におきまして、管路に水源地から浄水場までの間に漏水箇所があ

るということで、若干水圧が弱くなっておりまして、その引込管をポンプアップし

て、動力によって水源地に水をためる作業を現在行っておりまして、その関係で夜

間にちょっと御迷惑をかけている状況でございます。 

○６番（民 文忠君） 

この学校の上のここまで来ているんですか、名音の学校の上まで。そこまでは大

丈夫。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

昨日漏水箇所を発見いたしまして、今作業を行っておりますので、完全復旧がも

うできるものと思っております。 

○６番（民 文忠君） 

水が豊富にあるところで、いやあちょっとこのあれがね、このタンクの上が崩れ

て何かタンクの中に土砂が入ったということは聞いておるんやけども。そうであれ

ば、早急にどうにかせんばいかんなあという思いをしとったんですけれども。やっ

ぱり今発電機をかけてやっているということでありますので、まあ待ってみたいと

思います。今はもうどうもないと思いますのでね、早急な対応をお願いいたします。 

以上です。 

○３番（藏 正君） 

同じく断水についての質問なんですけども。名音だけではなくて、湯湾釜地区も

大棚、大金久地区も断水をしていると聞いていますので、まずその断水の原因は何

なのか教えていただけますか。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

主に水源地からの引込部分に土砂のつまりとか、そういうのが多いと思います。 

○３番（藏 正君） 

以前からですね、例えば全地区自分は水源地を回ったことじゃないので、ほかの

地区はよくわからないんですけれども、湯湾釜地区の水源地は結構距離もあって、

その管理道が一部壊れていて、ちょっと渡れない場所があるんですよね。だから、

何か道具とか持っていくにはすごい困難な状況になるなあと思っていたんですけど。 

その管理道の整備についても以前から整備し直したほうがいいんじゃないか。モ
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ノレールを付け直したほうがいいんじゃないかというのを言っているんですけど、

その辺の管理道の整備等については、どのようにお考えですか。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

藏議員から御提言いただいた際にですね、モノラック等のメーター当たりの単価

を出して、大体の積算をいたしまして、費用対効果といいますか、そこら辺も検討

したところでございますが、まず今年度の水道事業は四つの簡易水道が大和村ござ

いまして、それを認可統合する事業というのを今年度行う予定にしておりまして、

それがまとまった後に、総合的な簡易水道の見直しといいますか、もし水源が涸渇

した場合にはどうするかとか、そういう全体的なマニュアルを作っていきたいとい

うふうに思っております。 

湯湾釜地区から大和浜集落地区におきましては、旧ダムの配管が通っております

ので、そちらのほうを緊急時には利用して、極力住民の皆様には断水等の不便をか

けないように対応してまいりたいというふうに考えております。 

○３番（藏 正君） 

今水源の統合の話がありましたけれども、湯湾釜は今単独で集落の水源は確保し

ていますが、どこかと一緒に水源を統合する計画があるんですか。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

あくまで統合というのは形式的なもので、県に認可事業を申請しておりまして、

湯湾釜地区から大和浜集落地区までを大和簡易水道事業ということで登録してあり

ます。名音地区それから戸円地区、今里地区、この三つはそれぞれ単独で簡易水道

事業の認可を受けております。この四つを一つにまとめるという作業を今年度行う

ということでございます。 

○３番（藏 正君） 

ちょっとよくわからないんですけれども、決して水源をまとめるということでは

ないということですよね。各集落、地元の水というのを愛していますので、特に湯

湾釜の場合は、水源に土砂がたまった場合に、その除去作業に管理道の問題などか

ら相当復旧に時間がかかると思うんですね。ですから、モノレールがその費用対効

果的に早急に設備するものではないというのでしたら、やっぱり管理道は管理道な

りに行けるような、陥没しているところの整備はしていただいて、湯湾釜集落に今、

水は出るけれども、それは今実際に湯湾釜の水じゃないんですよとか、そういう細

かい情報も入れていただきたいというふうに思いますが、いかがですか。 

それと併せて、この間断水しているときに、生活用水の水の手配は早かったと思
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うんですけど、水道水、飲料水として使える水が若干湯湾釜の場合は遅れていたよ

うな気がしたんですが、それのその水の、飲料水に使える水の確保というのは、普

段は十分に行われているんですか。 

○総務課長（政村勇二君） 

その飲料水の確保につきましては、防災センターのほうに備蓄水として確保して

いる状況ではございますが、湯湾釜集落が断水前に、大棚集落でもございまして、

そちら等に回した間もございまして、少し数が足りなかったというところでもあり

ますので、今後全戸を対象にするような水の確保に努めてまいりたいというふうに

考えております。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

その飲料水に関して、細かい情報を逐一区長さんを通して、あるいは行政無線を

通して、住民の皆様に公開できるように努めてまいりたいと思います。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかに質疑はありませんか。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。 

議案第38号を採決をします。 

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） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第38号は原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第39号 平成30年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について 
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○議長（勝山浩平君） 

日程第７、議案第39号、平成30年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（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年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、提案の理

由を申し上げます。 

平成30年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、歳入においては

決算に伴う繰越金の増額やシステム改修に伴う国庫支出金の増額など、歳出におい

ては国保システム改修及び国保診療所会計繰出金の減額を行い、予備費にて調整を

行うなど、歳入歳出それぞれ1,691万4,000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１号）は、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,691万4,000円増額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２億5,768万3,000円としようとするものです。 

８ページの歳入から説明申し上げます。 

款の６繰越金、目の１その他繰越金の1,658万2,000円の増額は、平成29年度から

の実績により増額いたしました。 

款の８国庫支出金、目の１財政調整交付金の33万2,000円の増額については、制

度改正に伴うシステム改修補助金によるものです。 

10ページの歳出を説明申し上げます。 

款の１総務費、項の１総務管理費の33万2,000円の増額は、システム改修による

ものです。 

款の７諸支出金の13万円の増額は、29年度分の退職者医療交付金の返還金です。 

款の７諸支出金、項の２繰出金の264万7,000円の減額は、大和診療所への繰出金

の減によるものです。予備費において1,909万9,000円増額し、歳入歳出の調整を図

りました。 

以上で説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

これから質疑に入ります。 
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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、議案第39号を採決をします。 

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） 

異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第39号は原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第40号 平成30年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

○議長（勝山浩平君） 

日程第８、議案第40号、平成30年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第１

号）についてを議題とします。 

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年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第１号）について、提案の理由

を申し上げます。 

平成30年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第１号）は、歳入においては診

療収入、繰越金の増額、繰入金の減額など、歳出においては一般管理費、医業費の

増額などにより、歳入歳出それぞれ501万6,000円の増額予算を計上いたしました。 

内容につきましては、診療所事務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。 

○大和診療所事務長（神田雄一君） 
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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１号）は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ501万6,000円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,829万8,000円

にしようとするものです。 

７ページの歳入から説明申し上げます。 

款の１、診療収入、目の３後期高齢者保険診療報酬収入の240万円の増額は、後

期高齢者診療の増によるものです。 

款の３繰入金、目の１一般会計繰入金の132万2,000円の減額は前年度繰越金によ

り減額するものです。 

款の３繰入金、目の１国保会計繰入金の264万7,000円の減額は前年度繰越金によ

り減額するものです。 

款の４繰越金、項の１繰越金の658万5,000円の増額は、平成29年度からの実績に

より増額いたしました。 

次に８ページの、歳出を説明申し上げます。 

款の１総務費、目の１一般管理費の178万4,000円の増額の賃金については、正職

員看護師１名が産休・育休に入るため、臨時看護師を１名補充することによる看護

師賃金の増によるものです。需用費の17万4,000円の増額は、消耗品及び施設修繕

料の増によるものです。 

款の２医業費の323万2,000円の増額のうち、需用費については、高額薬品使用者

の増による医薬品費の増額によるものです。備品購入費の160万円については、在

宅患者等用の携帯腹部エコー及び歯科診療用のコンプレッサー購入を図るための増

額によるものです。 

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） 

質疑をなしと認めます。 

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］ 
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○議長（勝山浩平君） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第40号を採決をします。 

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） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第40号は原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第41号 平成30年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第９、議案第41号、平成30年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）についてを議題とします。 

提案者に提案の理由、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２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２号）は、歳入においては

繰入金の増額、歳出におきましては総務費の増額、予備費の調整など、歳入歳出そ

れぞれ120万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年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第２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120万円増額し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ３億255万2,000円にしようとするものです。 

７ページの歳入から御説明申し上げます。 

款４繰入金、項１繰入金、目１繰入金の120万円の増額は、歳出額の増額補正に

伴うものでございます。 



 

－43－

次に、８ページの歳出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、西部地区集落排水施

設の整備計画策定業務に係る旅費、光熱水費、業務委託費、合計114万6,000円を増

額計上いたしております。 

また、款４予備費におきまして５万4,000円を増額して、歳入歳出の調整を図っ

ております。 

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） 

討論なしと認めます。 

議案第41号を採決をします。 

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） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第41号は原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第10 認定第１号 平成29年度大和村一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第11 認定第２号 平成29年度大和村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第12 認定第３号 平成29年度大和村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第13 認定第４号 平成29年度大和村大和診療所特別会計歳入歳出決算の認定に
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ついて 

日程第14 認定第５号 平成29年度大和村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第15 認定第６号 平成29年度大和村集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第16 認定第７号 平成29年度大和村大和の園特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第17 認定第８号 平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第10、認定第１号、平成29年度大和村一般会計歳入歳出決算の認定について、

日程第11、認定第２号、平成29年度大和村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、日程第12、認定第３号、平成29年度大和村国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定について、日程第13、認定第４号、平成29年度大和村大和診療所特

別会計歳入歳出決算の認定について、日程第14、認定第５号、平成29年度大和村介

護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第15、認定第６号、平成29年度

大和村集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第16、認定第７号、

平成29年度大和村大和の園特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第17、認定

第８号、平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、

以上の件を一括議題といたします。 

これから、提案者に提案の理由及び内容の説明を求めますが、各特別会計の内容

説明については、議案日程の順序を問わず、各関係課長において関係する議案を一

括して説明を行い、内容については簡潔にお願いをいたします。 

○村長（伊集院 幼君） 

平成29年度大和村一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第

１号から第８号までの８件の議案について、一括し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及び各特別会計歳入歳出決算について、議会の認定を

求めたく、地方自治法第233条第３項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて提

案いたします。 

内容につきましては、関係各課長または園長等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） 
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平成29年度一般会計歳入歳出の決算の概要について御説明申し上げます。 

平成29年度一般会計の決算は、歳入総額が30億4,352万3,000円、歳出総額は29

億4,190万1,000円であります。収支の状況でございますが、歳入総額から歳出総額

を差し引い形式収支が１億162万2,000円、翌年度への繰り越すべき財源2,818

万6,000円を差し引いた実質収支が7,343万6,000円の黒字。単年度収支が2,793

万3,000円の赤字であり、基金への積立金が３億859万7,000円、収支を調整するた

めに基金を２億円取り崩し、実質単年収支は8,065万8,000円の黒字となっておりま

す。 

平成29年度の基金総額は、前年度に比較しても、１億1,200万4,000円増の12

億8,693万5,000円であります。 

以上で、決算の概要を申し上げましたが、内容につきましては、お配りした資料

のとおりであります。 

なお、詳細につきましては、決算審査特別委員会におきまして、御質問により御

説明させていただきたいと思います。よろしく御審議方お願い申し上げます。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

平成29年度大和村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算及び平成29年度大和村集落

排水事業特別会計歳入歳出決算の概要について、御説明申し上げます。 

平成29年度大和村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算は、歳入総額7,827万2,653

円、歳出総額7,759万5,660円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は67

万6,993円の黒字決算となりました。 

次に、平成29年度大和村集落排水事業特別会計歳入歳出決算は、歳入総額２

億5,731万3,634円、歳出総額２億5,153万10円で、歳入総額から歳出総額を差し引

いた形式収支が578万3,624円の黒字決算となりました。 

なお、詳細につきましては、決算審査特別委員会において御質問により説明させ

ていただきたいと思います。御審議方よろしくお願いいたします。 

○保健福祉課長兼大和診療所事務長（神田雄一君） 

平成29年度大和村国民健康保険特別会計歳入歳出決算、平成29年度大和村大和診

療所特別会計歳入歳出決算、平成29年度大和村介護保険特別会計歳入歳出決算及び

平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の概要について、説明申し

上げます。 

平成29年度大和村国民健康保険特別会計歳入歳出決算は、歳入総額３億5,398

万9,423円、歳出総額３億3,730万6,928円で、実質収支1,668万2,495円の黒字決算



 

－46－

となりました。 

次に、平成29年度大和村大和診療所特別会計歳入歳出決算は、歳入総額9,014

万1,302円、歳出総額8,355万6,054円で、実質収支658万5,248円の黒字決算となり

ました。 

次に、平成29年度大和村介護保険特別会計歳入歳出決算は、歳入総額２億5,431

万8,615円、歳出総額２億4,967万2,246円で、実質収支464万6,369円の黒字決算と

なりました。 

次に、平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計の決算は、歳入総額3,057

万3,945円、歳出総額2,834万9,161円で、実質収支222万4,784円の黒字決算となり

ました。 

なお、詳細につきましては、決算審査特別委員会におきまして御質問等により説

明させていただきたいと思います。よろしく御審議方お願いいたします。 

○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歳入歳出決算の概要について御説明申し上げ

ます。 

歳入総額１億7,798万45円、歳出総額１億7,267万4,509円で、実質総収支530

万5,536円の黒字決算となりました。 

なお、詳細につきましては、決算審査特別委員会におきまして、御質問により説

明させていただきたいと思います。よろしく御審議方お願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

ただいま、平成29年度各会計決算の概要説明がありましたが、この後設置をされ

ます決算審査特別委員会において詳細な審議を行う予定にしております。したがい

まして、本日は総務建設委員長の大綱質疑のみにしたいと思いますが、これに御異

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、平成29年度の各会計決算に対する質疑については、総務建設委員長

の大綱質疑のみを行うことに決定をいたしました。 

それでは、２番、重信安男総務建設委員長の大綱質疑を許可いたします。 

○総務建設委員長（重信安男君） 

こんにちは。平成30年第３回大和村議会定例会にあたり、平成29年度決算審査の
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大綱質疑を、総務建設委員長であります私のほうから代表して質疑を行います。 

本村の平成29年度予算は限られた財源の中で行政サービスを維持しつつ、村民の

福祉向上を図ることを理念とし、四つの基本目標を掲げ、七つの基本方針に基づき

予算執行がなされています。その結果、歳入においては当初予算対比において４

億1,024万4,000円増の30億4,352万2,000円の決算額となり、歳出においては同じく

当初予算対比で３億862万2,000円増の、29億4,190万円の決算額となっています。 

また、実質収支は7,343万6,000円の黒字となり、単年度収支におきまして

は2,793万9,000円の赤字となっています。また、基金の積立におきましては増額と

なり、総額12億8,693万5,000円となり、当局の努力が伺えます。 

さて、財政状況においては、毎年、村の借金である地方債残高の減少をはじめ、

積立金でもある財政調整基金や減債基金などの増により、公債費比率や経常収支比

率などの財政諸指数が好転化しています。今後も、健全財政に向けた取り組みを期

待するものであります。主要施策の成果の中にも述べられていますが、今後とも

国・県の財政動向を注視しながら、効率的な財政運営を努めていただきたいと思い

ます。 

その中において、本村の財政運営上必要不可欠なのは、村税などの自主財源の確

保でありますが、平成29年度の自主財源率は23％となっており、残りの77％につい

ては、依然として地方交付税などの依存財源に頼っている状況であり、自主財源に

おいて、前年度比125％増の６億9,947万6,000円であります。 

さて、これまでにも歴代委員長も述べていると思いますが、限られた自主財源の

確保については、これまでも重点課題として取り組んでおられますが、村税及び住

宅使用料の滞納解消策については、職員の努力により少しずつ解消されてはおりま

すが、現年度分が回収されていない状況が見受けられます。また、監査委員の意見

書にもありますように、不納欠損額が増えております。不納欠損については、安易

に行ってはいないとは思いますが、平等な徴収に努めていただきたいと思います。

そうした中で、担当課職員だけでなく、全庁体制での取り組みや今年度の取り組み

について、具体的な答弁を求めます。 

また、地方交付税について、国の施策により減額されているところでありますが、

その中の特別交付税の2,800万円増額について、村長の見解を求めます。 

次に、水産振興についてお尋ねいたします。漁業者に対し、燃料費の助成また漁

具購入費の助成など、業者も大変喜んでいるところであります。そうした中、毎年

放流事業でスジアラ、シマアジ、トコブシを放流していますが、その効果はどのく
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らいあるのか、お尋ねいたします。 

次に、現在志戸勘海域において行われている藻場造成についてですが、ホンダワ

ラでは良い成果が出ていませんでしたが、29年度からモズク養殖に変えていますが、

ホンダワラと比較してどのような成果があったのか、また、成果によっては場所を

増やす考えはないのか、答弁を求めます。また、個人の方が大和浜沖でモズクの養

殖を行っています。河川工事等によって泥水が海に大量に流れ、モズクの収穫時に

大きな損害が出たと聞いております。河川工事以外でも川や海に土砂が流れないよ

う工事関係者にどのような指導を行っているのか、答弁を求めます。 

後に、公共事業の入札についてお尋ねいたします。業者の経営状況については

別でありますが、業者を育てていくことも行政の一つの役目ではないかと考えてい

るところです。29年度の入札状況を見てみますと53件の入札があり、そのうち48件

が８月以降に入札となっています。また１月から３月で16件あり、年度末に工事が

多くなる原因だと思っています。少しでも早く入札が行われるような方法はないの

か。そして、現在では大棚名音線及び集落排水事業等が主な発注事業となっており

ますが、今後の新たな事業も考えた上で、村長の答弁を求めます。 

以上、壇上からの質疑を終わります。 

○村長（伊集院 幼君） 

それでは、ただいまの大綱質疑にお答えを申し上げます。 

１点目の、「滞納解消策」についてお答えをいたします。住宅使用料の滞納につ

きましては、平成28年度決算におきまして、村営住宅使用料の滞納額が1,095万円

となっており、平成29年度においても、その滞納額を減少させるべく、滞納者への

電話連絡、個別訪問、また役場へ呼び出しによる個別面談などを実施し、前年度滞

納額より若干ではございますが減少をさせたところでもございます。 

また、不納欠損につきましても、不納欠損処分とならないよう 善の努力をして

いるところでもありますが、滞納者の死亡や居所不明者等もあり、やむなく不納欠

損処分をしているところでございます。 

今後の取り組みといたしましては、これまで滞納者より分納誓約を交わすなど進

めてきたところでもございますが、計画的に実行されないところもございまして、

滞納者に対しましては、今まで以上厳しく対応するために、法的手段や徴収体制の

見直しなど、各課で連携し計画的な滞納整理の強化に努めてまいりたいと思います。 

次に、２点目の特別交付税の増額についての見解でございますが、2,800万円の

増額につきましては、こちらも予想以上であり大変驚いているところでもございま
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す。普通交付税と違い、特別交付税は交付額のその詳細、具体的な内訳は示されな

いところであります。今回の増額の要因といたしまして考えられますことは、台風

５号により村内においても、河川２カ所、道路７カ所の災害が激甚指定を受けたこ

とや、地域おこし協力隊の増員などが考えられると思います。 

次に、３点目の、「水産振興」についてお答えをいたします。 

初に、離島漁業再生支援交付金を活用した放流事業の効果でございますが、ス

ジアラについては、正組合員の水揚げは、毎年250キロから300キロ程度あると聞い

ておりますが、準組合員分や個人消費分につきましては報告の義務がありませんの

で、把握できていないところでございます。トコブシにつきましては、漁民への聞

き取りによりますと、毎年放流場所周辺では、多くの水揚げがあると聞いておりま

すので事業の効果があると考えておりますが、シマアジにつきましては、漁獲の実

績が少ないため、放流魚種の変更等について検討する必要があると考えているとこ

ろであります。 

モズクによる藻場造成につきましては、モズクはホンダワラと違い成長は大変良

かったと聞いております。今後も事業を継続して実施することで、周辺海域にまで

モズクの繁殖が確認できるようになりましたら、随時造成箇所を増やしながら、シ

ラヒゲウニの生息環境整備にも努めてまいりたいと考えております。 

また、河川工事におけるモズク養殖への影響につきましては、河川の寄洲除去は、

県が定めた「寄洲除去工事における留意すべき事項」として、自然環境へ十分配慮

するよう基準が定められており、それに沿って寄洲の除去をしております。 

モズクにつきましては、高水温や水の濁りに大変弱いと聞いております。河川は

台風等の大雨により濁流が海へ流れ込むこともありますので、今回のモズク被害が

寄洲除去工事に伴うものだけなのか断定することはできないところでございますが、

今後の対策といたしましては、業者へ指導はもちろん行いながら、寄洲除去工事を

モズクの収穫時期を外して実施できないか、県と協議を行ってまいりたいと思いま

す。 

次に、４点目の、「公共事業の入札について」でありますが、発注時期につきま

しては、年度初めに入札できる早期着手制度を活用するなど、発注の平準化に努め

ることを検討するとともに、村といたしましては、現在事業中箇所の大棚名音線や

集落排水事業の早期完成を念頭に事業効果の早期完成が図られるよう、更なる事業

促進に努めてまいりたいと考えております。 

以上、大綱質疑の答弁とさせていただきます。 
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○総務建設委員長（重信安男君） 

ただいま村長より答弁がありましたが、詳しくは９月12日から始まります決算審

査特別委員会において各委員より質すことといたしまして、これで大綱質疑を終わ

ります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第18 平成29年度決算審査特別委員会の設置について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第18、平成29年度決算審査特別委員会の設置についてを議題といたします。 

お諮りします。 

認定第１号、平成29年度大和村一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定

第８号、平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、

以上の８件は、議長を除く７人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置をし、

これに付託して審査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。 

したがって、認定第１号から認定第８号までの８件については、議長を除く７人

の委員で構成をする決算審査特別委員会を設置をし、これに付託して審査すること

に決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第19 議案第42号 大和村過疎地域自立促進計画の変更について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第19、議案第42号、大和村過疎地域自立促進計画の変更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） 

大和村過疎地域自立促進計画の変更について、提案の理由を申し上げます。 

過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づき、提案を申し上げます。 

内容につきましては、企画観光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。 

○企画観光課長（森永 学君） 

大和村過疎地域自立促進計画の変更について、内容の説明を申し上げます。 
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過疎地域自立促進計画につきましては、平成28年３月定例会で策定いたしており

ますが、事業の追加等が出てくる場合は、その都度変更することとなります。今回

は、廃止・縮小されるバス路線における地域住民の移動手段確保のため、３交通通

信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進に、バス対策事業を追加しようとする

ものでございます。 

よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○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） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第42号を採決をします。 

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、議案第42号は原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第20 諮問第１号 大和村人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第20、諮問第１号、大和村人権擁護委員候補者の推薦について、議会の意見

を求める件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） 

大和村人権擁護委員候補者の推薦について、提案の理由を申し上げます。 
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大和村人権擁護委員の任期満了に伴いまして、徳裕子氏を推薦いたしたく、人権

擁護委員法第６条第３項の規定に基づき御提案申し上げます。 

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） 

大和村人権擁護委員候補者の推薦について、提案の理由を申し上げます。 

現在人権擁護委員をお願いしております徳裕子氏が、平成30年12月31日をもって

任期満了を迎えるため、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求

めるものでございます。 

なお、学歴、職歴等につきましては、議案書に添付してあります履歴書のとおり

でございます。御意見方、よろしくお願いいたします。 

○議長（勝山浩平君） 

ただいまの諮問案件について、午前中の全員協議会の中で協議を行いましたが、

徳裕子氏を適任になると認めております。 

本件は、お手元にお配りをしました意見のとおり答申したいと思いますが、これ

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、諮問第１号、大和村人権擁護委員候補者の推薦については、お手元

にお配りしました意見のとおり答申することに決定をいたしました。 

以上で、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いたします。 

お疲れさまでございました。 

散会 午後２時５５分 
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平成３０年第３回大和村議会定例会会議録 
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１ 議事日程 
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  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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  大 石 松 美 君            神 田 雄 一 君 
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住民税務課長  三 宅 正 剛 君    大和の園園長  村 山 米 和 君 

教委指導主事  小 原 和 博 君 
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開議 午前１０時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

皆さん、おはようございます。 

ただいまから、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 一般質問 

○議長（勝山浩平君） 

日程第１、ただいまより一般質問を行います。 

通告に従いまして、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。 

質問の前に、日本のインフラの自然災害に対する弱さを露見したような災害が、

９月４日に近畿地方へ上陸した台風21号であります。甚大な災害をもたらし、関西

空港は閉鎖、国際線機能が４日間に渡り混乱し、現在も一部の運行しかできない状

況にあります。また、９月６日には北海道胆振地方中部を震源とするマグニチュー

ド７の地震が発生し、北海道全域で電源アウトとなり、厚真町では地震による山崩

れにより多くの人命が失われました。被災された多くの方々にお見舞いを申し上げ

ますとともに、台風・地震によりお亡くなりになりました方々に対し、御冥福を心

よりお祈りをいたします。 

自然災害はいつ何時起こるか分かりません。本村でも防災訓練は行っております

が、備えをしっかりして、いつ何時でも自然災害に対する備えを怠るべきでないこ

とを肝に銘じておくべきと感じたところであります。 

では、通告してあります２項目について、質問をいたします。 

はじめに、地籍調査について。現在の進捗率、また思勝集落及び三田地区などの

地籍調査は終了をしておりますが、法務局への申請手続きが行われていない。境界

線が確定していない土地は、筆界未定での申請を行うべきではないか。 

筆界未定地が大和校の通学路になっているが、その中の一部の道路路盤が悪く、

低学年生には危険も伴い改善すべきだが、土地所有者と交渉は可能なのか、につい

て質問をいたします。 
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地籍調査については、以前にも質問をしております。その際も、同じような質問

をいたしましたが、平成元年に地籍調査が始まり30年を経過しております。現在ま

での調査面積29.8㎢、進捗率は33.2％でありますが、思勝集落、三田地区、大和浜

マガリョ地区は調査済みがほとんどでありますが、一部地権者との境界線が確定せ

ず、法務局への申請が行われていないが、確定しない土地は筆界未定での申請を行

うべきではないかと思います。 

現在の進捗率は、30年で33.2％であるが、集落内と山林の進捗率はどのように

なっているのか。宅地、畑、田など境界は、隣接の地主たちがお互いに分かってい

ると思いますが、山林になりますと現在はほとんどが、山林境界を確定できる集落

の古老の方々が減少し、山林の地籍調査が困難になっているのではないか。このよ

うな状況のなかで、各集落の山林の地籍調査を優先して進めていくべきではない

か。 

以上３点について、答弁を求めます。 

大和校の通学路であります筆界未定地道路路盤が悪く、雨の時の通学の低学年生

には危険も伴い、道路路盤改良が喫緊の問題と捉えているが、土地所有者が一度は

境界を確認したが、その後に確認について認めていないようでありますが、通学路

の路盤整備について了解を得ることができるのか。打診し交渉するのか。通学路に

ついては了解は必要でなく、行政の判断で改良ができるのか。答弁を求めます。 

次に大和浜大棚地区埋立地について、質問をいたします。 

７月15日と８月６日、２度にわたり大和浜埋立地利用について、集落役員に対

し、行政のほうから集落意見の聞き取りを行ったが、委員会といたしましても、行

政の真意がどこにあるのか戸惑いがあり、埋立地利用の変更を求めているのか、意

見を聞いて集落希望に沿った公共施設の建設を進めるつもりなのか。行政の真意が

分からず、生煮えの状態であります。大和浜大棚地区埋め立てについては、本村の

公共施設建設確保を目的に、鹿児島県開発公社大和支社を設立、総工費６億1,400

万円を投じ、平成８年度に埋め立てに着工し、平成10年度に完成しました。工事費

を奄美信用組合よりの借入金により捻出いたしました。すでに平成20年度には全額

返済みであります。 

この埋立地には、公営住宅、集落公民館等多くの公共施設が建設され、今後もそ

の方向での公共施設の建設が進んでいくものだと集落は思っておりましたが、行政

より２度にわたり集落に対し埋立地利用についての聞き取りがあり、集落意見によ

り行政は利用変更をするつもりなのかとの憶測もあります。行政の今後の計画は、
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集落意見を踏まえた考えで進めていくつもりなのか、それとも埋め立て当時の目的

である公共施設建設を進めるのか、答弁を求めます。 

以上、壇上より質問をし、答弁により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。 

平成30年度の第３回目の議会が９月４日に開会をしましたが、先ほど奥田議員か

らもありましたように、９月４日に台風21号の関西での台風被害、それから９月６

日の北海道地震による被害にこうして大きく災害が起きております。この災害で亡

くなられた皆さま方に心から御冥福をお祈りいたしますとともに、一日も早い復旧

復興を願うところでもございます。 

我々、大和村におきましても、各集落の公民館、そして学校が避難場所というこ

とで指定をさせていただきまして、台風そしてほかの自然災害による避難場所の位

置付けとして、やはり非常用発電設備も整ったなかで見てみますと、本当にまだま

だそういう災害に伴う体制が整っていないところを、テレビでも拝見をしたとろで

もございます。やはり、断水・停電、本当にこの日常生活では当たり前のことが災

害時に困っていることを、我々も他人事ではないというふうに日頃から思っており

ますが、しっかり村としても、防災対策についての取り組みを住民が意識を向上し

ていただくように、我々もしっかり行政として今後取り組んでいかなければならな

いと思っております。議会の皆さまにも、それぞれの集落における整備が不十分な

ところにつきましては、これからもまた議会の意見を聞きながら、我々もしっかり

体制をつくっていきたいと思うところでもございます。 

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。 

まずはじめに、地籍調査についてでございますが、１番目の現在の進捗状況につ

いてお答えをいたします。平成30年６月現在までの本村の地籍調査進捗率は、先ほ

ど奥田議員からもありましたように33.2％となっております。島内の５市町のうち

では、龍郷町、奄美市に次いで３番目の進捗率でございます。郡内12市町村の中に

おきましては７番目ということになっておりまして、年度ごとの進捗率の伸び率は

約１％の上昇率となっておりまして、平成元年から地籍調査を開始しております

が、近年は土地に詳しい方もだいぶ少なくなり、協力が得られないことから、進捗

率がなかなか上がらない状況にございます。 

議員の質問にありました集落と山林の進捗につきましては、現在データを持って

おりませんけれども、質問にありますように、やはり詳しい人がなかなかいない状
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況のなかでは、やはり一番難しい山林のほうを進めていくべきではないかというふ

うに我々も考えておりまして、優先順位を決めながら地籍調査も進めていかなけれ

ばならないと思っているところでもございます。 

次に、２番目の思勝集落並びに三田地区における地籍調査についてでございます

が、思勝集落並びに三田地区におきましては、平成22年度から平成24年度にかけて

調査をいたしまして、平成25年度までに国の承認も受けているところでもございま

す。 

しかし、一部の地権者の同意が得られず、法務局への送付が行われていない状況

になっております。そういうことから、平成27年度に同意が得られていない地権者

との土地の境界立会も再度、行わさせていただきまして、書面での同意を得るため

の作業を現在進めているところでございます。また、地権者へも出向きまして、地

籍調査への御理解をいただいているところでもございますので、早急に進めていき

たいと考えているところでもございます。 

なお、今後も同意が得られるよう進める予定ではございますが、村といたしまし

ても、その状況判断によりまして時期を見ながら、筆界未定にするのかどうかとい

うことを手続きを検討させていただきたいと思っているところでもございます。 

次に、３番目の筆界未定地が通学路になっているが、土地所有者との交渉が可能

なのかという御質問でございますが、こちらにおきましても平成22年度に地籍調査

をさせていただき、確かに大和小学校前の通学路は社有地ということになっており

ます。現在、地権者と地籍調査の確定をお願いしているところでもありますが、今

後も境界確定に向けて進めていきながら、交渉には時間を要すると思いますが、今

後、地籍調査の立会が終わりましたら、道路としての整備計画等も立てていきたい

というふうに思っているところでございます。 

次に、２点目の大和浜大棚埋立地においての御質問にお答えをいたします。 

大和浜大棚集落の埋立地につきましては、公共用地を目的として造成をされ、そ

の利用計画が策定をされておりますが、社会情勢の変化に合わせて地域住民の利活

用や村農地域振興を考慮するなかで、一部、国域において当初計画の見直しを検討

する必要はないか、などということから、大和浜大棚両集落へ聞き取り調査を行っ

たところでもございます。 

今後は、大和浜大棚集落の御意見を参考に、村としましても計画を立てる上で地

域住民の希望に沿えるような土地利用の形で検討を進めながら、村の活性化策につ

ながるような土地利用の施策を考えていきたいと思っているところでもございま
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す。両地区の埋立地におきましては、当初の計画からしますと、利用計画も変わっ

ておりまして、そして御案内のとおり集落排水事業も進めるなかで、処理場の場所

が当初計画から変わっている関係もございまして、そういうことを含めますと利用

計画を見直す時期に来ているのではないかということから、我々も集落の御意見も

伺ったところでもございます。この土地につきましては、公共用地ということでご

ざいますので、我々もそういう観点から村の今後の振興策にどうつなげていくかと

いうことも含めて、今後、考えていかなければならないというふうに思っておりま

すので、その点についても、また議員の皆さまの御理解をいただければというふう

に思うところでございます。 

以上、壇上からお答えを申し上げましたが、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。 

○建設課長（前田逸人君） 

今、村長からも答弁がありましたとおり、ちょっと山林と集落等の進捗率という

のは今手元にありませんので、後ほど調べまして提出したいと思います。 

○９番（奥田忠廣君） 

地籍調査がほとんど済んでいる地区、私が先ほど申し上げました大和浜の思勝集

落、そして三田地区、大和浜のマガリョ地区はもうほとんど済んでいるんですよ。

ところが、筆界未定になっているのは先ほど言いました、その学校の通学路、そこ

らあたりが筆界未定になっているのは、その１箇所だと私は思っているのですが、

それはそのまま筆界未定のままで、この思勝地区、思勝集落、三田地区、マガリョ

地区は法務局への申請は行うべきじゃないのかと。筆界未定はそのまま置いて。そ

うしないと、いつまでも境界が決まらないんです、ほかの方々の。そこらあたり、

どうなんですか。 

それともう一つ。この会社所有の道路になっているとおっしゃいますけれども、

その道路をつくる前には、そこを通ることができる里道があったと思うんですよ。

その道路には赤線を引いた里道はないんですか。この二つ。 

○建設課長（前田逸人君） 

筆界未定地の郵送ができないか、送付ができないかという御質問でございます

が、筆界未定で法務局で送付しますと、もうその法務局に送付します地籍調査が完

了となりまして、そのあとの土地の境界確定については、個人負担で登記申請等の

手続きが必要になると思っておりますので、筆界未定のなるべく解消に努めていき

たいと思っておるところではございますが、確かに奥田議員がおっしゃるように、
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ほかの境界が確定している方には影響が出る可能性がやっぱりあるわけですよね。

その他の境界は確定しているのに、その一つ筆界未定があることによって他の境界

の方に影響を及ぼすということがありますので、今後は村長の先ほどの答弁にもあ

りましたように、筆界未定も視野に入れながら、筆界未定で法務局に送付するとい

う形も取っていきたいと考えております。 

次に、里道についてなんですが、大和小中学校の前の道路についてなんですけれ

ども、ちょっと里道については、こちらのほうもちょっと調べておりませんので、

あとでちょっと調べて御報告したいと思います。 

○９番（奥田忠廣君） 

あそこはね、全部田んぼだったんですよ。あの上のほうは。田んぼだった。田ん

ぼに行く道というのは、必ずこれは共同の道があったはずなんですよ。田んぼまで

行く道。津名久あたりにも赤線を引いた所がありますよね、あの海岸に降りる所

の。海岸に降りる道のなかに、赤線を引いた里道、誰でも使用できる国の土地なん

ですけれども。田んぼに行きよった道路が今の道路になっているんですから、あそ

こに里道がないと、里道が消えるということはおかしな話じゃないかと、私は思う

んですよ。横は買ったけれども、真ん中は里道というのがあったんじゃないかな。

そういう思いがあるんですけども、ぜひ、調べていただきたいんです、そこらあた

り。あれ全部、あの会社が買ったんじゃないと思うんです。幾分か元の道路があっ

た。これは広い道路じゃないか分かりませんよ。１メートルぐらいの道路が、田ん

ぼのほうにみんな歩いて行く道路があったはずです。それがないということになり

ますと、だったらその田んぼに行きよった道路は誰のだったんだと、いうことにな

ります。ですから、ぜひ調べていただきたいと。この里道があるのかないのか。な

ければおかしいんです、あれ。 

○建設課長（前田逸人君） 

確かに議員がおっしゃるとおり、里道は法定外公共物となっておりまして、平

成26年度までには国から譲与を受けております。場所によっては譲与を受けていな

い所がございますが、その点につきましては再度調査をしまして、確認しまして、

進めていきたいと思います。 

○９番（奥田忠廣君） 

１項目ずつ、質問をいたします。 

現在の地籍調査事業費の負担割合はどうなっていますか。 

○建設課長（前田逸人君） 
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国が100分の50、県が100分の25です。合計100分の75が補助になります。 

○９番（奥田忠廣君） 

県がいくら。 

○建設課長（前田逸人君） 

25です。国が10分の５、県が10分の2.5、トータル10分の7.5です。 

○９番（奥田忠廣君） 

あのですね、この割合は各市町村一緒だろうと思うんですけれども、屋久島町、

これ1993年、平成５年12月11日ですね、白神山地とともに世界遺産に登録された。

屋久島町は昭和48年から平成５年までの間に、地籍調査完了しているんです。世界

自然遺産登録を目指している私たち奄美、このような地域に対する地籍調査の事業

費の特例枠などはないのか。国有林、市有林、社有林、個人有林、いろいろ世界自

然遺産のためには、地籍をきっちりとはっきりしておかなければならないと私は思

うんですよ。そのなかで、特別枠を設けることができるのか。そういうのは、やは

り自然遺産を登録するためには、境界線というのははっきりしておくべきじゃない

かと思うんですよ。そこらあたりの特別枠というのは、国県に要求できないのか。 

屋久島町などは終わっているんですよね。国有林が多いもんだから、早く終わっ

たのかなと思うんですけども。私たち大和村のなかにも、国立公園になった個人有

も会社有も国有林も村有もあるわけですよ。そこら辺の境界というのはきちっとし

とったほうが、どこが自然遺産だ、誰の物だ、という分は分かる。そこらあたりを

県や国に要求はできないのか。いかがでしょう。 

○建設課長（前田逸人君） 

やはり、地籍調査というものは、土地の境界のトラブルとかそこら辺の正確な土

地の面積とかいうのがものすごく大事なところでありまして、その世界自然遺産に

向けての特例枠というのを、それができるのかどうか、ちょっと県のほうにも相談

しまして、できるようであればそういった形で進めたいと思っているんですが、そ

こはちょっと検討させていただきたいと思います。 

○村長（伊集院 幼君） 

国が、特別保護地域においては私有地を買収してやる場所につきましては、環境

相が進めるところもございます。それと併行して、市町村も協力しながら山林のな

かにおいては一緒に進めていこうということで、今、協議もしているところでもご

ざいます。 

その他の場所につきましては、第１種、第２種、第３種ですかね、その地域もご
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ざいますけれども、あくまでもそれぞれの自治体がこの地籍調査については進めて

いかなければならないことであろうと思っております。 

しかしながら、やはりこうして自然を守っていくためには、やっぱり行政として

もどの場所をしっかり守っていくのかということにつきましては、やはり議員の

おっしゃるような国の制度を活用しながら進めていかなければならないこともあろ

うかと思いますので、細かいことはまだ環境省とも我々も打ち合わせはしておりま

せんが、あくまでもまずは特別地域を先に進めていこうということで、今、環境省

と各市町村がやっているところでもございます。 

○９番（奥田忠廣君） 

世界自然遺産登録を目指しているわけですよね。2030年を目標にしているわけで

すけれども、この国立公園の中のこの地籍調査。これは本村の地籍調査の対象に

なっている。だけど、この国立公園、公園に指定された所の海岸線の地籍というの

は、はっきりしていないですよね。どこまでが海岸で、どこまでが個人有なのか。

アダンが生えていたり、いろんなのが生えているんですけども、この海岸線の地籍

調査というのは、もう確定をしておかなければいけないのかなという思いがあるん

ですよ。そこらあたり、どのように考えていらっしゃるのか。 

○建設課長（前田逸人君） 

海岸線の地籍調査のどのまでが範囲と。いわゆる海には干潮満潮というのがあり

ますが、その干潮満潮の平均を取るのか。そこはちょっとはっきりと申し上げるこ

とはできないんですが、その地籍調査の範囲というのを調べまして、地籍調査が済

んでいる所があるんですけれども、ちょっと私聞いておりませんでしたので、そこ

は後ほど報告したいと思います。 

○９番（奥田忠廣君） 

私が言っているのは、干潮満潮のことを言っているんじゃない。その海岸線とい

うのがアダンがある、奥のほうには個人有がある、そこらあたりの境界というのは

はっきりしておくべきじゃないかと。そういうことを言っているんですよ。これが

公園に指定される地域は特にしっかりとしておくべきだという考えを持っているん

ですけれども、そこらあたり、もう少し早めな調査というのはやるべきじゃないか

と思いますが、いかがですか。 

○建設課長（前田逸人君） 

確かに、議員がおっしゃるように海岸地域と民有地の境界というのは急いで、そ

の国立公園に支障がないようなかたちで、自然遺産登録に向けても支障がないよう
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な形で進めていきたいと思います。 

○９番（奥田忠廣君） 

私たちのこの本村は山林が多くてですね、山林の調査はもう本当、難しいと思う

んですよ。境界の分かる方々というのは、もう古老の方々しか分からない。この尾

根だよ、あの尾根だよというのが分からない。そういう方々が少なくなってきてい

る。そういうことになると、山林の調査というのは非常に難しくなっていく。これ

からの調査の方法として、やはり山林の調査を急ぐべきじゃないかと。私は以前に

もこのことは申し上げたんですけれども。本村の地籍調査のなかで平地と田や畑、

宅地と山林との地籍調査の割合というのは、まだ分かっていないんですか。 

○建設課長（前田逸人君） 

先ほど申しましたように、平地と山林との割合というのは、まだ進捗分かってい

ない状況でございますが、村長の答弁にもありましたように優先度を決めて、山林

を中心に今後進めて参りたいと思います。 

それにつきまして平成31年度は、今のところ計画としましては、大和浜地区の中

台という所を要望に上げておりますので、この中台という所がほぼ奄美市住用町と

大和村の境界付近の面積、今のところ、そこを一応計画に上げております。それと

大和浜地区の平地のほうをやるような形で、現在計画を進めております。 

○９番（奥田忠廣君） 

来年度の中台、これ問題ですよ、これ。中台、公簿で800丁、一筆で。これ、岩

崎産業の所有ですよ、これ。ですから、あそこがこっちまでだと言われてしまう恐

れもある。これは、やはり古老の方々にお願いしないとできないと思うんですよ

ね。恐らく、これは筆界未定になるんじゃないかと私は思っているんです。 

あの山林は、大和浜集落の入会の山林だった。それがいつの間にか向こうに移っ

ている。その移った経緯というのも、薄々分かりますけれども、そのなぜあれほど

の山林が一人の人間から一人の人間、第三者に渡ったのかというのが、非常に不思

議な状況なんですけれども、800町歩一筆でしょ、あの中台。これはやはり、大和

浜の古老の方々のチームを作ってやらないと、これ進まないと思いますよ。相手が

相手ですから。このことは村長が一番分かると思うんですけども、これはやるので

あれば、しっかりした計画を立ててやっていただきたいと思います。いかがです

か。 

○建設課長（前田逸人君） 

確かに、中台地区はちょっと難しいところがある可能性がある。そこら辺は慎重
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に進めていきながら、できればこれまで協力員とかちょっと用地に詳しい方がなか

なか見つからないところでもありますし、その辺の用地が分かる方の協力をなるべ

くなら頂いてですね、その調査地区を進めて調査を完了させるような形で進めてい

きたいと思います。 

○９番（奥田忠廣君） 

現在まで地籍調査が済んでいる、国直から始まったんですよね、平成元年に。国

直から始まって、思勝地区、そして大和浜の集落内でも今やっていますけれども、

これは国直から津名久までは、もう法務局に送付してあるんですか。 

○建設課長（前田逸人君） 

国直から思勝地区につきましては、法務局の送付も一部、思勝はないんですが、

ほぼ法務局の送付は済んでおります。ですが、今里地区から思勝地区の一部につい

ては筆界未定がありましたので、筆界未定の解消に向けて、それを済ませて法務局

に送付をしたいと考えております。 

○９番（奥田忠廣君） 

思勝地区の一部は送付済みということですか、一部は。どういう所が送付済みな

んですか。送付されているのは聞いてないんだけど。 

○議長（勝山浩平君） 

暫く休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時０８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

では、再開します。 

○９番（奥田忠廣君） 

筆界未定地がある所は、もう送付しないということですか。 

○建設課長（前田逸人君） 

筆界未定をなるべく解消したいという所があるもんですから、ですが、先ほど村

長の答弁にもありました、私も答弁したんですが、筆界未定を解消するにはなかな

かできない所もあるので、そこら辺は方針を決めて筆界未定で送付したほうが、他

の境界が確定されている方にも影響を及ぼさないんじゃないかということで、時期

を見ながら判断をしていきたいと考えております。 
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○９番（奥田忠廣君） 

地籍調査が平成元年に始まって、国直、湯湾釜、津名久、この３地区は終わって

いると思うんですよね。これはもう、みんな送付されているわけ。筆界未定はな

かったということですか。 

○建設課長（前田逸人君） 

その中には筆界未定もございます。ですが、判断しまして、今後もそういった同

意が得られないということで、もう送付をしているところでございます。 

○９番（奥田忠廣君） 

現在までの国直、湯湾釜、津名久、この中で筆界未定というのは何筆ぐらいある

んですか。 

○建設課長（前田逸人君） 

大変、申し訳ございません。すぐ筆界未定というのが何筆あるというのは、

ちょっと今手元に資料がございませんので、後ほど報告したいと思います。 

○９番（奥田忠廣君） 

筆界未定地があっても送付できるのであれば、思勝地区、三田地区、マガリョ地

区というのは、筆界未定地というのは、ひとつ道路があるんですよね。大名線の手

前、先ほど村長が言った、あれとか学校前の道路。そこらあたりは筆界未定地だろ

うと思うんですけど、そこはもう筆界未定のままで送付はできないですか。だか

ら、会社にも筆界未定のままで送付しますよということを、言ったほうがいいん

じゃないかなと思うんですよね。 

○建設課長（前田逸人君） 

今ままでいろいろ、そういった形の交渉をしているんですが、もう今後そういっ

た形で同意が得られなければ筆界未定で提出を考えたいと思います。 

○９番（奥田忠廣君） 

ぜひ、そうしてもらいたい。もう、今まで全部境界の印鑑を打った方々は、その

地籍調査の新しい図面が欲しいという方もいらっしゃるんですよ。ですから、そこ

らあたりはぜひ、筆界未定のままで会社にも「もうやりますよ」と。「あとは個人

個人で費用を出してやりましょう」ということで送付したほうがいいと、私は思い

ます。 

それとですね、調査完了済みの土地、調査がもう完了した土地、境界杭をみんな

打った。それを抜いてですね、自分の土地として使用するということは、法的にど

うなんですか。どういう法律にかかりますか。そういう話を聞いているんですよ。
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調査済土地の境界杭を抜いて自分の土地のように使用している人がいるという話を

聞いていますけれども、そういうのは法的にはどのような処罰があるのか。処罰が

ないのであれば、何のために地籍をやったか分からないです。これは、どうなんで

すか。 

○建設課長（前田逸人君） 

地籍調査を済んでいる所には、議員がおっしゃるとおり杭がございます。復元す

ることも、地籍図を作ってありますので、復元することも可能だと思います。です

が、それを故意に杭を抜いたりですね、そういったかたちをすると、国土調査法か

ちょっとそのあたりはどういった罰則があるのかというのは、ちょっとすみませ

ん、勉強不足で分からないんですが。そこら辺調べてですね、ちょっと検討してい

きたいと思います。 

○９番（奥田忠廣君） 

この地籍調査というのは、非常に大切なものだと思います、私は。おそらく、各

集落の土地のなかを、今地籍調査が入ってきている。おそらく境界でもめる人たち

も出てくるだろう。山林はもめなくても、境界でもめる人たちも出てくると思うん

ですよ。ですから、その立会である人というのは真剣に。もう争いになったら筆界

未定になってしまいますから、そこらあたりの仲裁役も行政の地籍係というのはや

らなきゃならないだろうと思います。どうぞ、皆さんに頑張っていただいて、大和

村の地籍調査がスムーズに早く、まあ50年ぐらいかかるだろうという想定をしてい

ますけれども、終わりますように私は願っております。 

次に、大和校の通学路にあります社有の道路がありますが、この道路は先ほど村

長がおっしゃいましたように、会社立会の下でしっかりと測量をした。ところが、

境界の確認の測量をしたあとで駄目だと、それは。やり直しだということで、白紙

に戻っているわけですよね。これは、私先ほど言ったように、これもう筆界未定で

放り投げるというようなことが望ましいんじゃないかと私は思うんですが、村長の

考えはいかがですか。 

○村長（伊集院 幼君） 

先ほど担当課長も答弁しましたように、我々としては、やはり一部の方の同意が

得られないために、他の方にやっぱりしわ寄せが起こっておりますので、それを解

消するために筆界未定をなくしていこうということで努力をしております。私も何

度も足を運んで、この間お会いしたときは担当も変わっておりまして、新しくその

担当が入れ替わって、今後こうして進めていくという返事をいただいてきましたの
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で、もうしばらく我々としては解消をするために会社と進めていこうというふうに

考えているところでございます。 

○９番（奥田忠廣君） 

通学路での配水事業の配管というのはもう終わって、あれも言ってみれば社有道

路ですよね。集落配水の配管も終わっている。この事業については了解済みだと思

いますけれども、通学道路の宅路の部分の路盤改修整備については、了解を得る必

要はないんですかね。やはり了解を得るべきなんですか。 

○建設課長（前田逸人君） 

やはり大和小中学校の前は私道になっておりますので、私道となりますと勝手に

はちょっと舗装とかいうのが、何と言いますか、ちゃんとした舗装というのは了解

なしではできないかと考えております。 

○９番（奥田忠廣君） 

村長、これ部分の改良、舗装というのは、もうそこらあたりはやはり了解を得な

ければいけないんでしょうかね。その通学路であるということを申し上げて、その

部分的な改良はさせてもらえないかということで、この路盤の改良というのはでき

ないんですかね。 

○村長（伊集院 幼君） 

交渉次第だと思いますけれども、やはりこれまでの経緯と歴史をさかのぼります

と、やっぱり相手の言い分としては地元貢献もしたことによって、こうして利用が

されているものだというふうに思っています。ですので、そこにまた新たなもので

整備をするということになりますと、やはり会社の同意もいただき、そしてまた村

のものにしない限りは大きな手立てはできないんじゃないかというふうに思ってい

ますので、そういうことから今、交渉をする前提として、まずは境界をはっきりし

たのちに、私たちとしては村の進める計画を説明をしながら交渉をするべきじゃな

いかというふうに思っています。 

またそのなかでは、今も議員の皆さまを御案内のとおり、あそこの学校側から山

間部に上った場所に農地もありまして、これは以前この社有地の管理者が責任者が

いたときは、地主の方が自分たちで手を施したという、これは屁理屈ではございま

せんけれども、そういう説明のなかで支障がないように社有地を使わせていただい

たということもありますので、それは行政が自ら率先してやるんじゃなくて、地域

の人たちが使いやすいように手を施したという考えのもとではどうかなという思い

は持っているところでございます。 
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○９番（奥田忠廣君） 

この部分的なデコボコのものだけの補修というのはできるんじゃないかなと思う

んですけれども、そこらあたりはやっていただきたいと思うんですが、今、行政と

しては相手方に学校の奥の林道に上るそこから、今、あの神社の前のそこまでの道

路については、買収交渉というのもやっていると思うんですけれども、なかなか前

に進んでいない。あの道路というのは、ずっと学校の通学路になっていく道路であ

りますので、なんとか買収交渉がうまくいくような方法というのは考えていかなけ

ればいけないと思ってます。 

それと、その林道のほうの上のほうには農地がありますけれども、あの道路の改

修は誰もやらないですよ。台風で荒れたら行けないような道路、そして上のほうに

農地を持っている人はもう耕作放棄をしているような状態になっていますので、そ

こらあたり、この道路とこの通学路というのは、行政のほうでやはり会社のほうと

よく話をされて、なんとか取得できるような方法というのがあればですね、私たち

議会も一緒になって行動を起したい。これは大切な道路でありますし、また上のほ

うでは、先ほども申し上げました災害のときの避難場所になる所もあるんです。で

すから、そこらあたりは行政も議会も一丸となって、解決に乗り出していきたいと

いうふうに思っていますので、「一緒にやりましょう」ということを申し上げて、

私の質問は終わります。 

○議長（勝山浩平君） 

よろしいですか、奥田議員。 

○９番（奥田忠廣君） 

はい。 

○議長（勝山浩平君） 

以上で９番、奥田忠廣君の一般質問を終わります。 

昼食等のため、暫く休憩をいたしますが、午後は午後１時30分から一般質問を再

開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時３０分 

再開 午後 １時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

それでは、一般質問を再開をいたします。 
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次に、３番、藏正君に発言を許可いたします。 

○３番（藏 正君） 

早速ですが、一般質問を申し上げます。 

初に、村営住宅の管理の在り方について伺います。 

入居者が代わる際に、当然、良好な環境で整備されていなければならない器具機

材の点検は、どのように行われているのか。村は管理者の立場で、入居者からの雨

漏り等の良好な生活に負担を及ぼす報告に対して、速やかな対応をとっているの

か。 

また、対応が困難な場合に、納得のいく十分な説明がされているのか。新築住宅

でありながら、襖の開閉ができない、部屋が傾いている、窓枠ごと外れて落ちたな

ど欠陥住宅といわれる状況にあるが、完成検査はどのようにされているのか。業者

に甘く、入居者に我慢を強いる状態になっていないかと、村営住宅の利用者の声を

そのまま通告書に示しました。 

入居の許可が下りて喜び部屋に入ってみると、畳は張り替えられているものの、

壁や換気扇、その他至る所で汚れが目立つ状態だったと聞きました。後日、きれい

にしてもらったとのことですが、行政は大家の立場という管理者としての意識が欠

如しているのではないかと疑いを抱きます。 

また、雨漏りの修繕依頼についても、「予算がないからできない」との返答が

あったと聞きましたが、入居者からすれば予算は関係なく、正常な状態に修復して

もらうのが当然だと考えます。職員の心構えが住民目線になく、入居者の心情に対

して配慮が欠けてしまうのは、村長が就任当初から唱えている職員の意識改革が全

く進んでいない証ではないでしょうか。 

新築住宅については、当然に完成検査を行っていると聞きました。また、建築後

数年経つと、柱のきしみ等が生じて襖の開閉が困難になるなどの事例は多々あると

のことですが、同一住宅のなかで欠陥と言われる箇所が幾つも出てくる現状につい

て、管理者としてどのように考えますか。現状では、入居者が我慢をしている状況

になっています。しっかりとした完成検査のうえで利用者に提供しているのであれ

ば、不具合が生じた時点で速やかに修復の対応ができるような体制整備が必要では

ないでしょうか。 

住民主体の政策を進めるにおいて、村営住宅の管理者としての心構えと住宅利用

者の声を聞く環境整備について、村長はどのように考えておられるか、答弁を求め

ます。 
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次に、実証農園の整備状況と農業振興策について伺います。実証農園は未だに防

風林の整備もされてなく、強風にあおられる状況でスモモが植栽されており、樹園

地の形成になっていません。現地整備のもととなる実証農園整備計画が策定された

うえでの取り組みなのか伺います。 

また、若者の就農希望者が少ない本村において、耕作放棄地を樹園地に変え、直

ちに経済効果が発揮される園地の状況をつくり、就農意欲をあおる目的を含めて合

同会社ひらとみが創設されたと思いますが、実証農園の状況を見ると先が見えてき

ません。実際に樹園地を造成している専門家のアドバイスを仰ぎ、しっかりとした

実証農園整備計画を立て直す必要がないか伺います。 

台風以外でも強風にあおられる島の畑は、防風林が絶対に必要です。毛陣地区の

実証農園を見ますと、素晴らしい看板は立っていますが園地の形成がされていませ

ん。強風にあおられたスモモの木が可哀そうにさえ見えます。平成25年から５年が

経ちますが、どのような計画のもとで整備が進められているのでしょうか。５年と

いえば人の背丈ほどの防風林が立ち上がっていて当然の期間です。なぜこのような

状況になっているのか。責任の所在はどこにあるのか。村長がイメージする観光農

園としての利用はいつになるのか。農園を見て、村長はどのように思われますか。

担当職員に任せきりにしているのが現状ではありませんか。現状の農園からは、村

の実証農園をつくるという意欲が伝わってきません。村長を含め担当課長や職員の

思いの込もった設計図面や、年次別計画書が作成されていないからではないでしょ

うか。 

大和村の農業振興策で耕作放棄地の利用を挙げていますが、現状を見ると全てが

不安になります。村長は忙しすぎて足元が見えなくなっているのではありません

か。 

村長、今何をお考えですか。担当課は何をしているんだと考えましたか。村長、

実証農園の看板を見ましたか。立派な看板が立っています。失礼ながら申し上げま

すが、あの看板は今の村長そのものです。「ここが実証農園です」と誇りたい気持

ちで立っている看板が村長だとすれば、その後ろで園の形ができないままに風にあ

おられているスモモの木は、村長の思いが届かないチームワークのとれていない職

員たちの姿です。しかし、課長や職員たちが怠けているわけではありせん。村長の

熱い思いが伝わっていないだけです。村長として一番重要な役割は、職員の士気を

高めること、職員が団結して仕事に取り組む意気込みを醸成することではありませ

んか。村長の思いが職員個々に伝わっているようには思えません。村長、今一度、
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職員の皆さんと語り合うべきではないですか。そののちに、各課が一体となり新た

な大和村づくりが始まると思いますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。 

以上、壇上より申し上げ、答弁の後、自席より再質問いたします。 

○村長（伊集院 幼君） 

皆さん、こんにちは。 

藏議員の御質問にお答えいたします。 

まず、 初の村営住宅の管理の在り方についての御質問の中で、１番目の入居者

が変わる際の器具機材等の点検はどのようになっているか、との御質問でございま

すが、村営住宅におきましては給湯機・換気扇・台所シンクのほかバスタブ・雨戸

などが備え付けとなっております。入居者が変わる前に前入居者から退所する際に

退所届を提出していただき、その中で住宅の現状の記載をお願いしているところで

あります。その記載に基づき担当職員が確認を行い、修繕が必要なものの確認を

行ったうえで必要に応じて事前に修繕を実施しているところでございます。 

次に、２番目の入居者の報告に対して、速やかな対応は取っているのかとのこと

と併せて、納得のいく説明がされているか、との御質問でございますが、現在は老

朽化している村営住宅も多く、住宅への入居者から多くの修繕要望が出されている

現状にございます。村が管理する住宅ですので、担当職員などが現場確認を行い、

その要望に応えるべく早急な対応を心掛けているところでございますが、一部では

修繕に時間を要することもありました。その際には、入居者への説明も行っている

ところでございます。 

次に、３番目の新築住宅でありながら襖の開閉ができない、部屋が傾いている、

窓枠ごと外れて落ちたなど、欠陥住宅と言われているということで、検査がどのよ

うになされているかとの御質問でございますが、工事完成検査におきましては、完

成した日から14日以内に検査を行うようにしているところでございます。完成検査

に至るまでには、工事完成後自社検査を行い、その後専門的な知識を有する工事監

理業者の検査を受けさせたなかで、 終的に発注者である村が検査を行うという３

段階での完成検査を行っている現状にございます。 

新築住宅も５、６年ほど経過いたしますと立地条件によってはいろんな支障が出

てくることもございます。前回、村営住宅につきましていろんな支障をきたしてい

るということから、住宅のアンケート調査も行い、どのような内容で支障をきたし

ているかとの調査も行いながら、現在は修繕ができるものから対策を講じていると

ころでございます。今後も、支障をきたしている公営住宅につきましては、早急に
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現地調査を行い、対応して参りたいと考えているところでもございます。 

これまでに、公営住宅の塩害の対策やらいろいろと要望も出てきておりまして、

対応が遅れているということも議員の皆さんからも御指摘を受けたところでもござ

います。私たちは、予算をやりくりしながら入居者に支障がないように取り組むよ

うに指導も職員に行っているところでございまして、我々の対応が遅かった部分も

あったかとございますが、今後はそういうことがないように、しっかり対応をして

いきたいというふうに思っているところでございます。 

次に４点目の、実証農園の整備状況と農業振興策についての御質問でございます

が、１番目の実証農園の計画についての御質問につきましては、これまで実証農園

の整備計画を立てながら平成26年度に平成30年度までの５カ年計画として、策定を

してきたところでございます。当初は、農園の立木等の伐採、土壌改良、区画整備

等を優先し、その年に苗木の植栽をいたしました。農園の上部のほうには、もとも

と防風林が整備をされておりましたので、それらに植栽したスモモ等につきまして

は、順調な生育を見せているところでございます。しかし、議員がおっしゃるよう

に農園の前面につきましては、防風林が未整備であったため、防風帯としてソルゴ

などを活用し、暴風ネットの設置や暴風樹としてアデクを植栽したところでもござ

いますが、ネットを支える支柱も倒れるほど海からの季節風が強く、スモモの生育

も遅れているのが現状にございます。防風林の整備は作物の成長と安定的な収穫に

は欠かせない重要な要素であるため、平成29年度には成長の速いセンナンボクを防

風林として植栽をしたところでもございます。現状といたしましては、防風林の成

長が思わしくないため、苗木の成長もよくない状況にございます。今後、実証農園

の整備内容を見直しながら、暴風対策を優先することを進めて参りたいと考えてい

るところでございます。 

これまでも、防風林を何度も植えながら進めてきたわけでございますが、我々も

立地条件は判断したなかでやってきております。議員の質問にもありましたよう

に、私が一方的にやるものと下がついてこない部分も確かにございます。それは

やっぱり、連携が図られていないと言えば、もうそうしか結果的にはならないわけ

でございますので、私たちもしっかり職員の考えも受けとめながら、どういう形で

実証農園を活かしていくのか、我々の構想に沿った形で実現できるように今後も進

めていきたいというふうに思うところでございます。 

次に２番目の「専門家のアドバイスを仰ぎ計画を立て直す」についての御質問で

ございますが、実証農園の管理につきましては、合同会社ひらとみが管理委託を
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行っております。植え付けから収穫までの一連の農業体験ができるプログラムや、

村のイベント等連携しながら果樹収穫体験を行い、実証農園の一部を観光型体験農

園とする計画として、策定を進めているところでございます。 

現在、毛陣地区の実証農園では、スモモや津之輝、パッションフルーツのほか

に12種類の果樹類を試験的に植栽し、成長具合も調査しているほか、農業体験用と

してジャガイモやトウモロコシ等の野菜類も栽培をしているところでございます。

果樹栽培に関しましては、ひらとみの社員も日々試行錯誤をしながら、栽培技術を

習得しようという 中でもございます。実証農園の位置付けにつきましては、一部

は観光型体験農園として整備を進めているところでもございますが、実証農園であ

る以上、作物の除草、肥培、防除、剪定等のあらゆる管理面におきましても、見本

となる園地でなければならないというふうに考えております。 

将来的には村内の農家や新規就農者等の研修の場として活用できるよう、計画的

に管理を進めていきたいと考えております。今後は行政だけでなく、実際に成功事

例を納めている大和村の指導農業士や専門家等のアドバイスを定期的にいただきな

がら、計画的な果樹の栽培管理及び整備計画の策定を進め、村の農業振興につなげ

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。 

我々も当初の計画どおりには進んでいない現状につきましては、我々もしっかり

足元を見ながら、今後、村としてどういう形の農園にしなければならないかという

ことを、職員と一緒になって今後また更に進め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。 

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） 

住宅の管理について再質問したいと思いますが、今の答弁を聞くなかでは、やっ

ぱり役場としては決まりどおりにやっていますよ、というような答弁だったように

聞こえましたけれども、その決まりどおりにやっているなかで、やっぱり利用者の

方からそういった不平とか不満的な言葉が出てくるというのは、やっぱり対応して

いる職員の方、個人的な態度とか話し方とかいうのもあると思いますけれども、

やっぱり何らかのあれがあって利用者の方からそういった不満の言葉が出てくるも

のだというふうなのを受けとめてもらいたいと思います。 

その点検の際、前の入居者が出ていかれて新しい入居者に変わる際の点検の仕方

というのは、担当者が一人で見られるんですか。 
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○総務課長（政村勇二君） 

住宅を管理しますのが総務課ですので、１人で行く場合もございますし、私が一

緒に行く場合もございます。その退去するタイミングに合わせて、私が時間がある

ときは一緒に行くんですが、実際１人で行く場合もございます。 

○３番（藏 正君） 

村営住宅の管理規定を見ても、細かく以前の入居者がどこまで整備して帰るんだ

とか、そういった細かい規定は書かれていないんですけれども、退去者に対してど

こまで、「これぐらいは、きれいにしていってね」とか、そういった指導はされて

いるんですか。 

○総務課長（政村勇二君） 

退去に関しましては、実際、その人たちが住んだ年月もあるんですけれども、ま

ずは畳そして襖等の張り替えも、一応こちらでするんですが、いくら入居期間が短

くても、例えば、あくまでもこれは畳の破れ方というものが故意によるものであれ

ば、そちらは、また前の入居者自体にお願いすることもございます。 

○３番（藏 正君） 

たぶん、新しい入居者から聞いたあれから言うと、例えば細かい所の換気扇だと

か、そういった所が汚いままで引き継ぎされたとかいう話だったので、そういった

細かいところまでの、出て行く人たちにそういったことというのは、細かい指導ま

でされていないんですよね。 

○総務課長（政村勇二君） 

確かに清掃に関しましては、換気扇までの指導は行った事実はないと思います。

ですが、もちろんモラルの問題でございますので、そこのある程度と言いますか、

清掃している確認はしている状況ではございます。ただ、いつその換気扇が、サッ

シのレールがというところまでの細かい指導に関しましては、全員入居者に対して

の指導は行っていない状況でございます。 

○３番（藏 正君） 

細かい話ですみませんけれども、やっぱり出て行かれる方にも、当然これぐらい

はやってねというような指導はするべきだと思います。そのなかで、個人が対応で

きてない分に対して、さっき「１人で検査するんですか」と聞いたのは、やっぱり

低２人ぐらいで行ってですね、その１人では見落としてしまうようなところも、

やっぱり２人体制で確認して、「これは当たり前じゃない」「これは直してあげよう

ね」とかいうのは、判断されるべきだと思います。聞いた話だと、「畳は替えられ
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ているけれども、他はほとんど変わっていなかった」ということで、「後から言っ

たら全部直してくれるのに、だったら 初にやってくれたらいいのにね」というよ

うな話なので、ですから、その辺が対応できていたらもともと出てこない言葉だっ

たりするのですから、管理者として、大家さんとしての心構えをしっかり持ってい

ただきたいと思います。 

建設課長とこの間ちらっと話ましたけれども、欠陥住宅とまで言ったらあまりの

言い方かもしれませんが、その住宅の利用者からの聞き取り調査というのは行いま

したか。 

○建設課長（前田逸人君） 

はい、聞き取り調査を行っております。中身のほうにつきましては、質問にあり

ました、窓枠が完成検査後外れたとか、部屋が傾いているとかいう状況はございま

せんでした。ですが、１カ月２カ月経ってから、やっぱり湿気とか膨張とかいうの

がありまして、内部の木製建具についてはどうしてもそういった現象が起こるとき

があるんですよね。立地条件によっては、海岸に近いほうとか内陸部になると、湿

気状態が少し違うものですから、海岸部のほうにつきましては、そういった海風塩

害とかあって、そういった開け閉めができないという状況があったようです。 

○３番（藏 正君） 

今、順次、同僚議員から住宅の管理は当然役場がするべきではないかと言われ

て、住宅の整備の調査というのを進めていると聞いていますけれども、どんな方法

でされているんですか。調べるのは要望が出たところからやっているのではなく

て、例えば集落別にどこどこ地区から調査を始めていますとかいう、その調査のや

り方というのはどんな形でされているのですか。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

村営住宅の入居者からは、全入居者に対してアンケートを取りました。個別に修

繕依頼をする入居者もいらっしゃいますが、それをしない方もいらっしゃいますの

で、全入居者からアンケートを取って「一番住宅で困っていることは何ですか」と

いうことなど数点の質問をいたしまして、その中で入居年数が20数年30年近くの方

もいらっしゃいます。その中で一番多いのが「畳の張り替えをしていただきたい」

と。畳の表替え入れ替えは転入転出があるときしかしませんので、ずっといる方が

そのような状況になっておりますので、まず、それをいたしました。あとは、玄関

ドアのように１台で相当な予算を使うものもありますので、その辺については年次

的に傷みがひどいものからということで、している状況でありまして、どこの集落
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からとかではなくて、入居年数の古い順、傷みがひどい順というふうに予算を見な

がらしている状況です。 

○３番（藏 正君） 

ありがとうございます。まさしく、提案しようかなと思っていたのがですね、い

ろいろクレームが出てから不具合が出てから、それを聞いてから調査して、できる

できないという判断ではなくて、例えば今年アンケート調査を取った分を、来年度

の予算編成で間に合う分は予算でも組んでいくというような形が取れるということ

でよろしいですか。 

○総務課長（政村勇二君） 

予算編成については、もちろん、そういった困っている現状のアンケートがあり

ましたら、当初の予算編成にも組みますし、また今年度の修繕の実績もその予算編

成の算定基準に入ってくるものと思ってやっていきたいというふうに考えておりま

す。 

○３番（藏 正君） 

ぜひですね、このアンケート調査というのは年に 低１回は実施して、担当職員

から利用者に対して予算がつかないからできないよとかいう、そういった返答がな

されないような形で進めていっていただきたいと思います。毎年、そういう形で住

宅修繕の予算を組んでいくということで、よろしいですか。もう一度、確認したい

と思います。 

○総務課長（政村勇二君） 

前年度の実績の修繕及びそういったアンケートの内容に伴っての予算編成を、新

年度計上していきたいというふうに思います。 

○３番（藏 正君） 

実証農園について、伺います。 

整備計画のもとで、当然行われていると思いますけれども、今、自分が特に問題

にしている防風林に関して、防風樹に関しての、そういったものの細かいという

か、さっき「防風ネットで」とか言いましたよね。そういったものが、細かい図面

とか形に落とされて、またその計画を立てたときに専門家のアドバイスを聞いて

やっているとか、その辺はどうですか。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

毛陣地区の実証農園は大きく４つに分かれておりまして、藏議員がおっしゃって

いるのは、その中の一番大きい７反歩あまりある畑のことだと思いますが、そこに
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つきましては当初は山林といったらあんまりですが、木が生えている状態でござい

ましたので、一旦伐採して土層改良をしましたので、防風帯は一切ない状況でござ

いました。 

しかし、果樹を植えるのを何年も待つわけにもいかず、果樹を植えて、それに合

わせて防風帯の整備も行ったところです。防風ネットもしましたし、果樹の周りに

はソルゴートも植えて風よけもして、防風樹としてアデクも植栽したところです

が、なかなか管理の間違いもあったわけですが、思うように育っていないというこ

とで、今一度、防風帯防風樹の整備に力を入れたいと考えております。 

○３番（藏 正君） 

やっぱり樹園地にしろ、園芸作物の畑にしろ、形にしていくのが１年ですぐでき

るようなものじゃないんですよね。３年から５年かけて、一応外郭の形とかいうの

も自然の力を借りながらつくっていくべきものですから、そこにはやっぱり専門的

な知識が必要だと思います。一番外側には実績のあるもの、内側には何を植えてと

か、杉を植えたら杉は大きくなりすぎるから途中で切るのを想定して横に追いかけ

る何を植えていくとか、そういった細かい設計図と年次計画的なものを、やっぱり

専門家の声を聞きながら、定期的に専門家とそんな話合いをしながらやっていくべ

きだと思うんですけれども、いかがですか。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

これまでの実証農園の防風林防風帯につきましては、計画どおりに育っていない

ということで認めているわけでございますが、今後は１種類だけの防風樹ではなく

て、何種類か、二重三重外側に成長の速い杉、イヌマキ、その下にアデクとか、そ

のような形で防風帯の整備を苗木の成長も見守りながらですけども、防風林防風帯

の整備を進めていきたいと思います。もちろん、そのためには福元地区のたんかん

農家さんとかの苗木植え付け時点の防風対策とかも見ておりますので、その辺も参

考にしながら、またその方を招いて指導を受けながらしていきたいと考えておりま

す。 

○３番（藏 正君） 

今回、実証農園を見てすごく思ったのがですね、実証農園、さっきも言いました

けれども、取り掛かりから５年経っているんですね。５年経っていてあの状況とい

うのは、本当に実証農園をつくっていくぞと。村長がおっしゃっていました、「そ

のうち観光農園としても利用したい」。本当に利用したいと思っていたら、そこに

対して、自分がどう見てもこれは職員が上から言われて「早くせねば、いつできる
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の」と言われて手がけてきたような形にしか見えないんですよ。防風林のないなか

で、慌ててスモモの苗を植えて、風に吹きとばれたスモモの木が立っています。あ

れは何か、担当職員もどうしていいか分からないなかで、進めてきているんじゃな

いかなというふうにしか見えません。だから、みんなに自慢する実証農園をつくる

んだったら、やっぱりそこに村長のイメージがですよ、「実証農園というこんな農

園をつくってくれ」と職員に村長からの依頼があって、それを担当課が受け止め

て、「よし、だったら、どんなふうにつくるぞ」と、この受けとめた担当課長が、

近できた企画観光課もありますよ。「一緒になってどうやってつくったら一番早

くできるの」「誰に聞いたらいい」というのを、そういったことを担当職員に逆に

その課長とかからアドバイスして、例えば「いついつまでにこんな形をつくって、

君のネットワークで相談できる人がいたら、それで素案を持ってきてくれないか」

とかいう。やっぱり「早くせ」とかいう、そういった指導じゃなくて、一体となっ

た取り組みというのをしていかないと、本当に自慢のできる園地はできないと思い

ますが、村長いかがですか。 

○村長（伊集院 幼君） 

まさしく議員のおっしゃるとおり、私も実証農園を見に行きまして、年に数回ほ

ど行くんですが、おっしゃるように現場の条件がどういうことになっているのか

と。それは、現場で担当職員も交えて話もしました。私たちも素人ながら、議員の

おっしゃるような専門的な見地でどういう形がいいのかというものは、我々も指導

を 初で仰ぐべきだったかもわかりません。 

しかし、ただの防風林という初歩的な考えのもとでやった結果が、今の現状にあ

る。やはり、そのものを村としてみんなでどうやっていくかということがね、私に

言われてやるんだったら、もう止めたほうがいいよと。この位置付けが、村のため

にどう波及効果をするんだということを、それぞれが考えていって、それが現実的

に実を結んでいくということが、我々の構想の中にありますけれども。議員から指

摘がありましたように、我々がもう少し、職員の提案もですけど、みんなが一体的

に一緒に進めるためには、やはり我々がトップダウンで言うのではなくて、本当に

一緒になってこういう形でやっていこうという意思統一を図りながら、やっていか

なければならないというふうに、我々も今、反省をしているところでございます。 

議員の御指摘のとおり、この防風林が育っていないという。私もここ数年こうし

て思いながらですね、素人がどうのこうの言ってもしょうがない、だったらどうい

う形で進めればいいのかという、私なりに、もがきながら思っていますけれども、
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それをほどいて、やはり職員とどういう提案をしていくかということは、まさに我

々が今後していかなければならないというふうに、思っています。ただ、整備計画

を見直せばいいということじゃなくて、やはり今後、将来的にその施設がどういう

形でなっていくのかというのが、この言ってみると、ただ口先で現場で話すこと

じゃなく、建物をつくるみたいに、やはり図面を書いて細かくやっていくことが、

我々が今後しなければならないことじゃないかというふうに思っております。 

○３番（藏 正君） 

村長、その村長がおっしゃることもわかりますし、専門家を仰いでやっていけば

何かできていくんだろうとは思うんですけど、何かが、何て言うのかな、自分の思

いというのは村民の思いと一緒だと思うんですよ。村民から、今の役場を見ていっ

たときに、職員の方々が余裕がない。いっぱいいっぱいになっている。じゃあ、課

長たちと一緒になって楽しく取り組んでいるかといったら、何かそういうふうに見

えないんですよね。みんながいっぱいいっぱいになってしまっているような感じが

してなりません。だから、自分が壇上で言ったのは、もっと職員の方々ともっと話

をする時間をつくるべきじゃないかなと思うんですよ。 

こんなことを言ったら、全然違う話になるかもしれませんけれども、例えば連合

青年団、伊集院団長のもとで僕なんか活動してきて、いくらでも怒られてきました

けれども、安心して活動できてたんですよね。今の職員の方々が、安心して仕事を

しているかなと思ったら、孤立してしまう職員たちも相当にいるのかなと思いま

す。そういった職員一人一人の気持ちを、やっぱり村長は受け止めるべきだと思う

んですよ。そういった和気あいあいとしたなかで、この実証農園とかも話をしてい

けば、余裕のあるなかでの構想というのが出てくるんじゃないのかなと思いますけ

れども、「どうなっているの」というような話合いのなかでは、もう焦りしかなく

て、余裕を持った楽しんだ自分の心のなかでわくわくとした計画というのは、立て

られないんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりそこは、自分は村長の責任があ

るんじゃないかなと思います。やっぱり、一人一人の職員が今どんな状況にいて、

どういう考えのもとで、どういう気持ちで仕事に取り組んでいるんだというのは、

もちろん各課の課長が一番理解してあげないといけないところだと思いますが、そ

の本元は村長のところにあるんじゃないかなと。僕だって壇上でああいう言葉を出

すのには、結構、先輩に対して後輩の輩がああいったことを言うのは、ちょっと勇

気がいるんですよ。そういったことを、村長は理解されているのか。末端の職員が

上司に向かって発言をしていくのに、「これを言ったら怒られらんかい」「これを
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言ったらバカにされらんかい」て、そういったことを考えていないのかというとこ

ろまで、理解してあげる必要があるんじゃないかなって。特に我々よりももっと若

い世代の方々には、そういったことも考えるんですけど、どう思われますか。 

○村長（伊集院 幼君） 

このことについては、私の配慮のなさがあったかもわかりません。確かに今の状

況で申し上げれば、今年、企画観光課を今やらなければいつやるんだという思いで

やりました。職員の業務も少数精鋭でやっております。ただ、それが本当に負担に

なっているなというのは私自身も感じながら、体制をどうしていくか。議員がおっ

しゃるように、本当は楽しみながらやっていくというのが、仕事も進んでいくし、

いろんな発想も出てくるんじゃないかと。まさに、そのとおりだと思います。 

ただ、我々も口先でそう言うんじゃなくて、やはり我々も議員がさっきおっ

しゃったように、足元をしっかり見ながらやっていかなければならない。それは、

我々も今のままでずっとやっていこうとは思っていません。やっぱり、振り返りな

がら、今のままでよかったのか、今の状況でいいのかというのは、我々も考えてい

かなければなりません。我々も、課長の皆さんに押し付けるわけじゃございませ

ん。本当に村民が安心して住んでいただくためには、職員の力なくしてやっていけ

ませんので、まさに末端で働いている職員の気持ちをくみ取りながら、我々もしっ

かり一緒の気持ちで進んでいくのが理想だと。だけど理想を我々は追い求めて近づ

けるためにも、今議員の意見もありました。やはり職員がどういう気持ちでいるか

ということも、今後我々も寄り添いながら、しっかり職員と一緒にやっていくとい

う気持ちを私は持っているつもりですけど、まさにおっしゃるように、ある一方で

は我々も時間に追われて一方的に押し付けもあります。やはり、そういうことじゃ

なくて、今は職員がどういう考えのもとで村民と接していくためには、仕事に余裕

がないといかん。しかし、だったら職員を増やせばそれでいいのかどうかというこ

ともあるかもわかりませんけれども、我々としてはお互い負担を抱えながら、楽し

い仕事をするための取り組みも今後やっていかなければならないというふうに思っ

ています。 

我々も、ただ御指摘を受けたからやるんじゃなくて、我々が言われる前に本当に

しなければならないことだと思っておりますので、その点については、しっかり我

々も反省をしながら、今後進めていきたいというふうに思います。 

○３番（藏 正君） 

本当に忙しくされている村長ですが、村長が不在が多いなかで、副村長、今の私
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の意見とか村長の答弁のなかで副村長からも言葉をいただきたいんですけれども、

どのようにお考えになりますか。 

○副村長（泉 有智君） 

若い職員への研修とか、そういう話は一般的な話としてたまにしているわけです

けれども、やはり私がよく話しているのは、課長の皆さんにはよく「職員の育て

方」そういうことについて機会あるごとに話しております。と、申しますのは、私

がいきなり若い職員にだけ話しますと、それはある意味、説教みたいなことになり

ます。やはり課長が、私どもと一緒になって取り組む。その課長がまた、補佐につ

なぐ。補佐が係長につなぐ。そういうものが、やはり職員の統一につながっていく

ものだと思っております。いきなり、我々が若い職員とか新規採用職員に言ってそ

のように指導すれば、その課の課長と同じ立場になって、また課長というのの信頼

関係、その課のなかにおける信頼関係、そういうものがどのようなものになるのか

ということもありますので、私としては意識的に今、課長の皆さんにはこのような

形で村長と一緒に取り組んでいこうと、機会あるごとに話しているつもりでありま

す。 

そして、私がよく言うのは、村長とは常に自分の意見を議論しなさいと。議論す

る気持ちで、その議論を持って説明しなさいと。やはり村長が、その勢いでもって

職員に向かってこういうときは、その勢いで負けるんじゃなくて、村長は君たちの

議論を待っているんだよということも、飲みかたのなかでよく話すところでありま

すが、やはり職員もそれぞれの考え方とかそういう性格とか、そういうのがありま

すので、話し方によっては、いわゆる先ほど議員の質問にありましたかもわかりま

せんが、萎縮するような職員もいるかもわかりません。しかし、そのようなことで

はなくて、自分はこういう考えでこのように考えているということがあれば、それ

は村長、素直に聞く耳を持っているんだということは、常に職員の皆さんにも言っ

ていますし、課長の皆さんには特にそのように言っております。 

やはり我々としても、この少ない人数で、またいろいろなことが仕事は増えてい

く一方でありますので、少ない人数でどのようにして、いかにこの村づくりに取り

組んでいくかということを、常に考えておりますので、私としては、まずは課長の

皆さんとはそういう話をしているつもりであります。 

○３番（藏 正君） 

先ほど、村長から企画観光課の話も出ましたけれども、総務課の課長も新しく若

い課長が就任されていますが、やっぱり「失敗事例なくして成功はない」とよく言
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われますので、チャレンジ精神を忘れずに、また失敗を恐れない形で前向きに取り

組んでいただきたいと思います。 

以上で終わります。 

○議長（勝山浩平君） 

これで、３番、藏正君の一般質問を終わります。 

次に、６番、民文忠君に発言を許可いたします。 

○６番（民 文忠君） 

通告をしてあります２点について、質問を行いたいと思います。 

まずはじめに、福祉有償運送について。道路交通法の改正に伴い、市町村単位で

高齢者や障害者の外出支援として、福祉有償運送が事業として開始できるように

なっています。事業ができるのであれば、障害者の方や高齢者の方には、大変喜ば

れるものと思います。外出して買い物に行ったり、病院に行ったり墓参りに行った

りと、またドライブに行ったり別の世界が広がると思います。有償運送について13

年前にも質問をしています。当時、奄美では奄美市と徳之島の天城町で事業が進め

られていて、大変、障害者の方や高齢者に喜ばれていたと聞いています。私が質問

した頃には、福祉有償という言葉さえもあまり聞いたことのない言葉だったと思い

ます。以前の村長の答弁では、この件については検討するとのことでした。13年

間、待ち続けました。検討で終わっていることでしょう。村長、いかがですか。高

齢者や障害者のために有償運送を考えてもらえないでしょうか。時代は進んでいま

す。他の町村に遅れをとらないよう、いかがですか。有償運送事業を計画はできな

いものかを、お尋ねをいたします。 

２番目に、共同墓地の建設について。各集落の墓地を見ますと、墓地が狭くなっ

ているように思われます。私は、同窓生の墓参りのために今里の墓地に行ったとき

にびっくりしました。墓がひっつきすぎて、ぎゅうぎゅうして、座り手を合わすこ

ともできないくらいの状況でした。県道79号線沿いの大棚集落の墓地を見ますと、

本当に余裕のないように墓が建っています。墓参りをする人たちが、大変だと思わ

れます。また、Ｉターン者やＵターン者の方々も島に骨を埋める覚悟で来ている家

族もいます。村長、いかがですか。共同墓地の計画はできないのかをお尋ねいたし

ます。 

また、空墓の撤去について、墓を村から退出するとき、村外に住んでいる人に墓

を作らせない、無縁仏にしないために、３点についてお尋ねをいたします。 

○村長（伊集院 幼君） 
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それでは、民議員の御質問にお答えをいたします。 

１点目の、有償運送についての御質問でございますが、議員の質問にもありまし

たように、以前、質問をされているようでございまして、平成18年度には道路運送

法における有償運送のうち、福祉有償運送について御質問をいただいておったわけ

でございますが、福祉有償運送につきましては平成18年に登録に必要な運営協議会

を設置しているところでございます。その後、登録を希望する事業所がありません

でした。今年度、大和村社会福祉協議会が登録を希望しましたので、７月に運営協

議会を開催し、現在、社会福祉協議会が県へ登録書類準備中でございます。県から

の許可が下り次第、運営が開始できる予定でございます。 

次に、共同墓地についての御質問でございますが、これは所有者・継承者及び管

理者等が存在しなくなった墓地のことを、一般的に墓地の無縁化と呼ばれているよ

うでございます。集落における墓の状況につきましては、まさに通り道さえできな

いような状況がある集落もございまして、これは集落のほうで、どういう形でする

かということを話し合いもなされているようでございます。我々も行政として、ど

ういうことができるのかどうかは、はっきり申し上げられませんけれども、この集

落の意思決定を行っていただいて、管理運営に努めていただきたいというふうに

思っているところでもございます。 

また、 後の無縁仏についての御質問でございますが、これも先ほど答弁しまし

たように、現在も遺骨を持って行って墓だけが残っている現状もあるようでござい

ます。その方は、持ち主が積極的に撤去されている状況もあるように聞いていると

ころでもございます。このことも、やはり集落を通じてその墓の持ち主に御依頼を

し、その墓を撤去してもらうなどのことが好ましいのではないかというふうに考え

ておりまして、この例につきましても集落の御協力をいただき、集落の先導のもと

で、墓地についての配置等について、またそこの整備についても集落のほうに一任

をしているところでございます。 

また墓地につきましては、墓地周辺の外構と申しますか、安全対策につきまして

は、村のほうに要望をいただいて現在、村ができるものについて進めさせていただ

いておりますので、墓自体につきましては集落にお任せしているということが現状

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だきます。 

○６番（民 文忠君） 
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村長から説明がありましたが、有償運送について平成18年度には登録の希望者が

いなかったということでありますので、それから今度は、社協のほうが登録を申請

したということでありますので、それは登録が終わったら、村長、時期早々始まる

ということですよね。 

○保健福祉課長（神田雄一君） 

先ほど、村長からも答弁がありましたとおり、社会福祉協議会のほうで運営協議

会も４月に終わっていますので、今、県のほうに申請をしております。県のほうに

申請をすると大体１カ月ぐらいで承認が下りると思いますので、11月の初旬には運

行ができるんじゃないかなと予定しております。 

○６番（民 文忠君） 

社協のほうが11月頃にはできるということで、課長のほうから説明を受けました

ので、この件はもうやるということでありますので終わりたいと思います。 

共同墓地について、村長、墓地はこれは村の土地になるわけですよね。いかがで

すか。墓地。集落のものかな。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

墓の土地ということですか。 

○６番（民 文忠君） 

そう、そう。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

一般的に今、大和村で登録されている土地が、墓が集落で17ございます。恐ら

く、個人所有じゃなくて集落の所有がほとんどだと思いますが、詳しいことはまた

調べて御報告いたしたいと思いますが、一般的には集落の所有になっていると思い

ます。大和村の土地で、村の所有の土地もあります。津名久あたりは大和村の所有

になっていました。登記簿といいますか、字図のほうでは大和村の所有ということ

で記載があります。 

墓自体の運営は、先ほど申し上げましたように集落のほうで行っていると。管理

運営についてはですね。よろしいでしょうか。 

○６番（民 文忠君） 

以前はから、私は墓地はみんな大和村の共有財産と思ってきたわけですね。そし

てですね、戸円の墓地のなかに個人の土地があって個人の地があります。津名久の

ほうにも、そういう土地があるけれども、どうかな。そうであれば、この私たち名

音では、骨を弔します。そのときに、集落で何十年もなります。墓を持っていかれ
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る方は。そして、この墓を解体をし更地にしてください、ということと、そして、

この島から引き上げて、大和村から引き上げていった人なんかが親子の墓だからと

いうことで、また新しく作る人がおりますよ。そういうのも、検証しなければいけ

ないと思ってですね。私たち名音のほうでは、もう持って来てからは、もし私は大

和村の地と思っておりますから、大和村から籍を持っていった人は、大和村の住民

じゃないから向こうで墓を作りなさいというようなことも集落の常会のなかで言っ

たりして、何年からそういうことをして、ちょっと名音の墓地もだんだんきれいに

なってきたわけですが。 

それでですね、一時、自分の大阪におる友達が、親の墓を作るために大和村の役

場に行って、したら、役場のほうで許可が出たよ、墓作っていいよ、て言ったとい

うことで墓を作ったんですよ。なぜだということで、私は同級生に聞いてみた。こ

れは、村の墓の地であるけれども、集落が管理しておるはずだということで、お前

なんか考えが違うよといって喧嘩もしたんだけども、もう作ってしまったことに

は、どうにもならないということで置いておりますけれども。この墓地、墓地は村

のじゃないということであれば、集落で管理をしなければならないということであ

りますよね。集落で。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

先ほど申し上げましたのは、個人所有でなっている部分もありますし、大和村の

所有というふうに字図に記載されているものもございます。両方あるということ

で、理解していただきたいと思います。 

○６番（民 文忠君） 

名音はどうですか。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

個別にみているわけじゃございませんので、名音の場合はまた調べて、後ほど御

報告申し上げたいと思います。 

○副村長（泉 有智君） 

土地が村有地というのは、いわゆる登記簿上が村ということで私は理解しており

まして、いわゆる共同墓地というのは、共同墓地の墓の中にも隣で個人有地を買っ

て墓にされている方もいれば、共同墓地の中に墓がある方もいらっしゃいます。そ

の登記簿上、村のものが共同墓地というのが、細かい 初からの経緯までは分かり

ませんが、集落として登記ができなかったからなのか分かりませんが、やはりいわ

ゆる昔から共同墓地と言われているところは、集落で管理されているものだと思っ
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ておりますので、基本的には今のお墓の話も名音の件とは別に、やはり外に出て

行った方が作りたいんだけど、ということで集落によっては村外に出て行った人は

認めないというふうなことを決めている集落もあるようにも聞いております。 

やはり、その後の墓の整備といいますか、管理といいますか、いわゆる共同墓地

の管理については集落のほうで話し合われたほうが、一番よろしいんじゃないかと

思います。先ほど、大阪からの例を聞きましたけれども、その話は初耳でございま

すが、ちょっとその時の担当がどのような返事をしたのか分かりませんが、村とし

て、そのような考え方、集落のことは集落でというのが基本だと思うんですけれど

も、そのような統一した考え方できていなかったからではないかと思っておりまし

て。私個人的にといいますか、今、私どもとしては、これまでずっと集落のことは

集落でしてこられましたので、そのような取り扱いのほうが一番よろしいんじゃな

いかというふうに思っております。 

○６番（民 文忠君） 

自分では村のかなと思いながら、やっぱり集落で管理をしてきた経緯もあります

し、その件についてですね。やっぱり集落がもとになってしなければ、村にいちい

ち「墓を壊したからどうのこうの」とかいうことも言えないしですね。集落でやっ

たほうがいいと思っております。ですから、村も条例を見た限りでは、墓を持って

いった人のこととか、そういうことが一切載っていないですね、条例にはね。条例

に載っていないということは、村のでもありながら集落のでもあるかなというよう

な思いでおりますが。もし、そういうことができれば、条例にですね、私はうたわ

れないかと思うんですよ。墓地を持って、遺骨を持っていく人、その人たちは墓地

をきれいにして更地にして村に返すとか、そういうことはうたわれないかと。 

そして、大和村から籍を持って行った人は、住所を持って行った人は、大和村に

は墓はできませんですよと。先代からしてある墓が置いてあるんだったら仕方がな

いだろうけど、新しく建て替えるわけにはいけませんですよということぐらいので

すね、このあれを何か定めを作ってもらえればありがたいと思うんですが、いかが

ですかね。その件に関して。 

○副村長（泉 有智君） 

先ほども言いましたけれども、これまでの歴史としてと言いますか、流れとして

各集落の墓は集落のほうで管理されてきたことと思います。村の条例として作ると

いうことは、村が管理するのと同じことにつながっていきますので、これまでの大

和村が始まって以来の歴史とか、まだ正確に把握できておりませんので、例えば人
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によってはお骨だけ持って行って墓石が残っている方もおれば、もうきれいにされ

ている方もおります。やはりいろんな個人個人の宗教の問題とかもありますでしょ

うし、これまでのそういう経緯等を考えますと、簡単に私どものほうで村の条例を

作るとなりますと、それは村の管理するのと同じことにつながっていきますので、

やはりその取り組みは集落は集落として、ある意味集落としての条例じゃないんで

すけれども、集落として規則なりを集落の中で作られたほうが、一番よろしいん

じゃないかというふうに思います。 

○６番（民 文忠君） 

副村長から言われたようにですね、本当なら自分なんかもその集落で、本当だっ

たら今まで集落がずっとしてきたので、集落が本当かなという思いもあります。だ

から、皆さん達の集落にも墓があるわけですので、そのときですね、やっぱりみん

なで大和村から出て行った人は墓は向こうで作りなさいよと言えるぐらいの気持ち

でしなければ。もう、自分なんかはようようと出て行って、墓だけ島に置いて、そ

うしていったら、だんだんだんだん世代が変わってくれば、必ず無縁仏になるよう

な気がするんですね。今は、親のだからみている。子がみる、孫がみる、ひ孫がみ

る、だんだん無縁仏になるわけですよ。だから、そういうことができないように、

これは各集落のことですから集落がすればいいんだけれども。それは自分なんかの

集落ではこうこうしているんだけれども、やっぱりそういうことをやっていければ

なという思いでおります。 

だから、村としてもある程度のそういうことは口走ってですね、やっぱり言って

もいいんじゃないかなと思うんだけれども、できないというんだったら仕方がない

しですね。みんな各集落でそのことは決めて、またやっていきたいと思います。 

以上です。ありがとうございました。 

○議長（勝山浩平君） 

これで６番、民文忠君の一般質問を終わります。 

休憩をはさみますか。そのまま続けて、よろしいですかね。 

では、10分ほど休憩をはさみましょうかね。２時45分から再開をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時３１分 

再開 午後２時４７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 
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では、一般質問を再開をします。 

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） 

皆さん、こんにちは。ただいま、議長の許可をいただきましたので、通告してお

ります２点について質問をいたします。お疲れのこととは思いますが、しばらくお

付き合いくださいますようお願いいたします。 

まず１点目は、大和村の歴史、伝統文化、伝統芸能についてお伺いいたします。

本村は今年で村政110周年を迎えるわけで、長い歴史のなか、いろいろな各分野に

おいて成長を成し遂げてきました。今、私たちがこうしてこの大和の地で何不自由

なく生かされているのも、先人諸先輩方の築き上げた御功績のたまものであること

を、私たちは決して忘れてはいけないものだと思うのであります。 

その点を踏まえて、以前、大和村中央公民館には本村の歴史資料、また村民が日

常生活で使用していた品々など保管管理されていたと思いますが、現在の大和村防

災センターに移行してからは、ほとんどその姿が見受けられなくなりました。どこ

に保管されているのでしょうか。 

また現在、本村にある国県から指定を受ける文化財等の管理保存状況は、どのよ

うになっているのか、村長の答弁を求めます。 

次に伝統芸能について、お伺いいたします。村長は施政方針において、村民が意

識を高めるため、様々な機会をもって伝承や保存活動に努めていきたいとおっしゃ

りました。今現在、各集落においても、若者からお年寄りまで有志ある方々で保存

会を立ち上げ、なんとか島の伝統を維持保存していこうと活動しているところであ

りますが、現状、なかなか厳しいものであります。この厳しい現状を打開するため

にも具体的な対策が必要だと思いますが、村長の答弁を求めます。 

２点目は、大棚小学校学校管理体制ついてお伺いいたします。昭和53年に建築さ

れた旧３階校舎も40年の月日が経ち老朽化が進み、現在ではコンクリートが割れ、

鉄筋があらわにむき出しており、大変危険な状況に陥っています。旧３階校舎の周

囲にはロープが張られ、建物の入り口は施錠するなど、いろいろと対策を講じてお

られますが、果たして子ども達・学校関係者への安全対策につながっているのかと

思うと、少し不安を感じます。何か事故が起こってからは取り返しのつかないこと

になります。早急に何らかの対策を講じるべきだと考えますが、村長の答弁を求め

ます。 

次に小学校校庭の補修整備についてお伺いいたします。ここ近年、児童の減少に
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より、学校に携わる保護者の減少、それに伴い教職員も減らされるということで、

以前に比べて学校の維持管理が教職員にとっても大きな負担になっているものと思

われます。大棚小学校の校庭は水はけが悪く、１日雨が降り続けると２日は思うよ

うに使用できないというのが現状です。また校庭には雑草が生え、 近では黒い海

苔まで繁殖しています。夏休み中も暑いなか、教職員の先生方は校庭の整備活動を

されていました。このような現状のなかで、果たして、子ども達は本当に安心して

安全に学校生活が送れるのか。子ども達のためにも、校庭の補修整備はできないだ

ろうか。村長の答弁を求めます。 

以上、壇上から申し上げ、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。 

○教育長（藤井俊郎君） 

私は少し耳が悪いわけですけども、前田議員さんがゆっくりと明瞭に質問された

もので、100％聞き取ることができました。丁寧に答えたいと思います。 

前田議員の１点目の大和村の歴史、伝統文化、伝統芸能の御質問にお答えいたし

ます。１番目の歴史資料文化財等の管理保存状況についてですが、旧公民館におい

て貴重な文化財等を保管展示しておりましたが、現在は数箇所に分けて保管をして

いる状況です。古文書文献などについては、大和村所有の和家の68点、盛岡家

の166点を奄美博物館へ寄託として保管していただいております。また、県指定文

化財の貴重な龍繍胴衣や津名久焼の出土品については、事務局内で保管をしており

ます。それ以外の大きなもの、くり船や壺、農具等については戸円校の体育館に保

管している状況です。 

歴史資料館の構想もございますので、貴重な文化財等をしっかりと保管しなが

ら、本村の歴史・民族・文化財等の保存展示を行う文化拠点施設の整備について、

検討を進めて参りたいと思います。 

次に２点目の各集落において文化芸能に取り組んでいますが、今後の伝承保存活

動について具体的にどう考えるかとの質問についてですが、各集落では、十五夜豊

年祭、９月９日の豊年祭などで八月踊りや大和浜の棒踊り、なぎなた踊り、湯湾釜

の「ムチモレ踊り」、思勝の「キトバレ踊り」などの貴重な伝統文化が行われてお

ります。湯湾釜の「ムチモレ踊り」の起源は350年前と言われております。大和浜

の棒踊りは明治35年から始まっており、なぎなた踊りは昭和の初期から始まってお

ります。このように、長年延々と引き継がれております。 

伝統行事には、歌や踊りや神事等に先人の教えや思いが込められております。料
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理にも思いや願いが込められております。このように、長年伝統行事を脈々と私た

ちは身体に染み付いておるわけですけども、やはり花づくりは１年と言われており

ます。木づくりは１年、人づくりは100年と言われていますけれども、そういう長

い歴史のなかに私たちの体には郷土に愛着と誇りを持つ子を、私たちが育てている

と思います。価値ある伝統行事、伝統芸能を伝承に努めることは、意義あることだ

と考えます。 

伝統保存にあたりましてでございますが、八月踊りなどは集落においては唄の後

継者の育成や踊りの継承を懸念している集落も多々ございます。おっしゃるとおり

であります。各集落において踊りや唄が異なっておりますので、集落での取り組み

が大切だと思っております。私たちも豊年祭等で各集落を回って八月踊りに参加す

るんでけども、各集落違うもんですから、足もカマチもまつぶってですね、確かに

各集落踊りが違っております。 

それで確実に伝承保存するにあたっては、集落が主体的に、やっぱり高齢者が子

どもまで一緒にしてですね、保存会を組織していくことが根本であると認識してお

りますが、教育委員会といたしましても組織化等にあたっては、必要に応じ応援体

制で臨みます。そのなかで、簡単に高齢者から子どもまでの縦割りの保存会と申し

ましたが、先ほど藏議員さんのなかに各課の仕事等を組織的にという意味で質問が

あったと思うんですけれども、非常にこういう組織的にやる仕事においては、非常

に難しい時代に入ってきていると思います。ちょっと学校を例にして挙げますと、

校長は教頭以下を縦方面で指導していきます。横の面では先生方がそれぞれの係の

仕事をするわけですけれども、その縦の線と横の線がうまくいってですね、はじめ

て教育教学効果が高まるんですけれども、ところがこの縦の線が私たちがやるよう

な叱咤激励で職員を育てようにしてもらうと、今はそれが通りません。パワハラで

訴えられてしまいます。ですので、そしてまた打たれ弱いんですよね。すぐ心の病

になっている職員も多々おります。そういうことで、これは全国的な傾向でありま

して、そこに業務改善という言葉が出てきているんですけど、非常に難しい時代に

入ってきております。昔はそこで円滑な人間関係を酒を飲んだりしながらできよっ

たんですけどね、そういう雰囲気もなくなってしまっております。そこで横の線で

すけども、やっぱり横の先生方を育てる係を育てる意味においては、先進地に視察

に行ったり、あるいは教育委員会のなかから学校内部で指導力の向上のために研究

授業をしながら、創意工夫でやっているわけですけれども。端的に言いますと、非

常に縦の線がなかなか難しい時代になっております。そういうことで、高齢者から
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子どもまでの縦割りの組織とおっしゃいましたが、そういう縦割りの組織はうまく

いかない場合は教育委員会も指導するときに応援に参りますので、どうぞ御活用し

ていただきたいと思っております。 

さて、既に保存会を組織し伝承に努めている集落もございます。保存会を組織し

伝承に努めている団体には活動費を助成しております。教育委員会では保存の一環

として、八月踊りの収録を行っております。現在は大和浜、今里、 近では平成26

年度に大棚の収録が終わっております。現在のところ、３集落に留まっております

が、他の集落も収録に努めていきます。なお、村内全ての学校におきましては、運

動会での八月踊りの披露に向け、地域の方々に御指導をいただき、伝統に努めてお

ります。伝統文化の伝承保存には、教育委員会私たちも援助しながら、集落が主体

的に取り組むことが実効性があると考えているところであります。 

次に２点目の旧３階校舎の対策についてでございますが、旧３階校舎につきまし

ては昭和53年に建築されたもので、平成23年の中学校統合に伴い旧大棚中学校の３

階校舎を使用しておりません。新耐震基準が施行された昭和56年以前の建築物でも

あり、耐震基準を満たしていないことから使用しておりませんが、建物の老朽化が

進み、外壁などの剥離等もあり危険箇所であることから、取り壊す方向で考えてお

ります。質問にありました非常に外壁も剥離しておるもんですから、今、工事用の

高い２メートルぐらいの杭にロープを這わせているところで。私たちも非常に安全

面に危惧しているところでいます。学校におきましては、月１回ですね、安全点検

をやっているわけですけれども、平面的に見るにあたっては大棚の場合は上を見て

ですね、学校の安全点検に努めながら、私たちも専門の方を入れながら今の外壁の

状況を専門的に調べて、私たちだけではなくて調べてもらって。本当、危険性が高

まっているとしたら何らかの補修に努めたいと思っておるところであります。 

次に２番目の、小学校校庭の補修整備についてですが、現状といたしましては、

大棚小学校については大雨時に水が数日で溜まったという状態や、それで梅雨時期

に校庭に苔のようなものが生えている状況があります。おっしゃったように、学校

の先生方も学校において作業の際に水が溜まる場所に砂などを追加したり、草刈り

を小まめにして苔などが生えないように努めておりますが、おっしゃるように十分

ではありません。将来的には、根本的には大棚校が排水対策が必要だと考えており

ます。将来的には周辺の道路の整備状況などを勘案して、対応したいと思っておる

ところであります。 

以上、前田議員の御質問にお答え申し上げます。 
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○１番（前田清和君） 

ただいま教育長から御説明いただきましたが、先日、教育委員会事務局長と担当

職員とで、その戸円小学校の体育館にどういう状況になっているのか見に行かせて

いただきました。雨風は確かにしのげます。ただ、すごい湿気がありまして、無造

作にではないですけど、置かれている姿を見たときに、少し寂しい思いがしまし

た。やはり本村は本当にいろいろな時代の流れによって、いろんな電気機械とかそ

ういうのが発達していますけれども、やはり大和村の村民として村の伝統とか誇り

を持っている一ひとりとしては、この先輩方が今まで築いたのを誰も見られない、

そういう所に置いておいていいものか。ちょっと、寂しかったです。 

また、その和家と資料関係というのは、教育委員会事務局の書庫のほうにあると

いうことでございましたが、先ほど歴史資料館ですか、これから他の町村もいろん

なそういうものを作っておられます。大和村は、何でこういうのがなかなかできな

いのか進まないのか。よく村民の方からも聞くんですけど、大和村の伝統歴史、全

然分からないと。どこに行ったら見れますかとか、そういうことをよく聞かれまし

た。昔は中央公民館に保管されてあったり、下のほうに大きな壺とかあったんです

が、今はそれすら一切見えない状況です。 

今回、人口交流ですか、観光振興を進める上で、ここに野生生物保護センターも

ございますし、そのついでに防災センターに来られたときに何か少しでも大和村の

歴史とか、そういうものを見る機会がないんですよ、今。これではせっかく大和村

に来ても、何も持って帰ってもらえていないような気がして少し寂しいんですが。

事務局長にお伺いしたら、保管するにも温度湿度があったりとか、そういうのがす

ごい大変だって難しいという言葉をいただいたんですが、難しいだけで終わってし

まったらそれまでです。防災センターという立派な建物もできていますし、そこに

はスペースがないということで、防災センターにもちょっとそういう資料を置ける

場所がないという返答をいただいたんですが、それでも今回、11月25日に村政110

周年を迎えるわけよ。島外から、または全国からこの大和村につながる方々が多少

なりとも帰ってこられると思います。そういう点も含めて、一度にたくさんは防災

センターに置けませんけれども、そういう書類とか何点かはどこか保管保存できる

ような、そういうのは検討できないでしょうか。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

ただいま前田議員のほうからございました。 

まず、保管場所についてですけれども、ございましたように湿気の関係とかが、
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ただいま体育館のほうがあれだということでございます。確かに湿気のほうが強い

んですけれども。そこに関しましては、やはり壺であったりくり舟とか大きなも

の、あとは湿気に強いものを入れさせていただいている状況です。 

あと、湿気であったり保管の環境がどうしても必要なものについては、和家の古

文書であったり森岡家の古文書、またその他については奄美博物館のほうに寄託、

預けさせていただいております。 

また歴史資料館のほうが、大和村が建てることができましたら、またこちらのほ

うに移すような形でお願いなどもしているところです。その歴史資料館につきまし

ては、やはり今、土地が和家の跡地ということも考えておりましたが、急傾斜地の

件から、現在また建築場所についていろいろ役場のほうで協議をしながら検討をし

ていく状況でございます。 

後にございました110周年の際に展示をすることなどはどうでしょうか、とい

うお話ございました。それにつきましては、国民文化祭の際に龍繍胴衣という貴重

なノ口の衣装を防災センターのほうに展示したことなどもございます。そういう形

で、大和村にこういう貴重な文化財があるんですという形を皆さまにお伝えするこ

となどもできないかということなども考えております。それにつきましては110周

年の実行委員会のなかでいろいろ話をし、そのなかでしっかりまた貴重なものです

ので、それが保管をして皆さまに見ていただける状況、また貴重なものが守れる状

況などを確認をしながら、またお話を進めていきたいと思います。 

○１番（前田清和君） 

ぜひ、その歴史資料館的みたいなものを検討していただきたいと思います。それ

ができなければ、先ほど言いましたように防災センターの１室でも利用して、なん

とか観光客が来たときに見てもらえるような大和村の歴史をできるのが、やはり私

たちの行政の仕事ではないかなと思いますので、その点だけまたお願いしておきま

す。 

それとあわせて、大和村には国県の文化財がありますよね。例えば、この「オキ

ナワウラジロガシ林」とか今里の「小学校旧奉安殿」、また大和浜の「群倉」と国

県の指定を受けている文化財がございますが、昨年度、郡倉の屋根が作業されまし

たけれども、今、旧今里小学校の奉安殿の管理というのはどうなっていますか。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

今里小学校の奉安殿につきましては、現在、今里小学校のほうにお願いをしまし

て、管理をしていただいている状況です。また、私どもも今里のほうに行く際には
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確認をさせていただいております。 

○１番（前田清和君） 

やはり、こういう国県の指定文化財ですので、やはりしょっちゅう行かなくても

構いませんけれども、やはり村のそれも誇りでございますから、そういう管理も

しっかりと気を付けてやっていただきたいなというふうに思います。 

それでは２点目の大棚小学校の旧３階校舎の件なんですけれども、皆さんもご存

知だと思いますが、今年６月19日、大阪北部地震がございました。大阪北部を震源

とする地震で死者４人、負傷者376人という災害が起こりました。その死者４人の

うち一人は小学校４年生の女の子、登校する際に学校のブロック塀が倒れて亡くな

るという悲惨な事故がございました。このことを受け、たぶん大和村としても国県

からの依頼で村内の学校の調査をされたとお聞きしましたが、調査結果はどのよう

になっていますか。 

○教育長（藤井俊郎君） 

さっきの伝統文化の件でちょっと補足説明します。 

ここの歴史館の構想について、ちょっと説明したいと思いますけれども、まず、

大和村の文化歴史という面において、この大和村の教育委員会が発行しておりまし

て、人・自然・文化・歴史が載っているわけであります。そして、実際に見ること

は保管情報が分散されているものですから、見えない現状があるわけですけれど

も、将来的には歴民館をつくって、その中に結局、大和村の特徴といいますとスモ

モとかサトウキビの歴史があるもんですから、そのあたりをメインにしながら、そ

して今のノロの衣ですね、そのあたりも保管していくと。そうしながら非常に学習

的に捉えて、そこに図書室を設けたり、そこに教育委員会をもってきたりですね、

そのような構想を持っております。そうしながら、また教育観光地面でその歴民館

を位置付けしたいと思うんですけれども、ここ周りを見たらウラジロガシ林があり

ますよね、それから高倉ありますし、それから野生生物保護センターがあります

し、それと開饒神社があります。という一連の中での歴民館の位置付けも考えてい

るところであります。 

そういうことで、なかには湿度なんかちゃんとしながら保管しないといけないと

いうような状況も、設備も一緒になってきますので、そのあたりをりゅうがく館龍

郷町ですね、それから生涯センターの宇検村なんかを見ながら、いい面を取り入れ

ながら大和村の文化歴史が大和村民ばかりじゃなくてですね、観光客にも見てもら

いたいような構想を持っているところでございます。 
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○議長（勝山浩平君） 

教育委員会事務局長、先ほどの通学路の危険度調査を。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

先ほどのブロック塀の件につきまして。その６月の地震のその後の発生を受けま

して、大和村の教育委員会も至急対応をさせていただきました。その際には、まず

危険な点がないか、まず学校のほうで点検をお願いし、その後すぐまた教育委員会

のほうで、教育委員会の私担当、そしてあとは建築士の資格を持っている方という

形で今回副村長をお願いし、また建築士の資格を持っている職員も一人お願いし、

４人で現場を回ってきたところです。 

その際に高さが2.2メートルを超えるブロック塀等がないか、危険なものがない

か、あとはブロック塀にひび等がないか、あとはまた破損等はないか、そういうこ

となど確認をしてまいりました。高さなどにつきましては、危険だと言われた建築

基準法を満たしていない2.2メートルを超えるものはございませんでしたけれど

も、ひび割れ等につきましては低いブロック塀について、大棚の川沿いのブロック

塀ですね、あと名音のブロック塀が一部ございました。そして、大和小のそういう

ひどいものではなかったんですけれども、ブロック塀の一部ひび等が確認されまし

た。それと、緊急性を要するかどうかという点では、まだそこまでのではないんで

すけれども、そういう形で確認をしております。そのことは学校のほうにも伝えて

おります。また、その際に学校の校長先生、または教頭先生も一緒に立ち会っても

らっていますので、確認をしていただいている状況です。また、それとあわせまし

て、通学路を点検を建設課のほうとも一緒に対応なども行っております。 

それが一次診断となっております。今後二次診断という形で、専門家を入れまし

ての診断を行います。それにつきましては、また専門の方、設計関係の方をお願い

する形で今動いております。その結果によりまして、どう対応をしていったらいい

か、危険なもの、中の鉄筋等の確認などもございますので、そういうものをいろい

ろ確認していったうえで、また今後の計画を立てていきたいと思っています。そう

いう形で動いております。 

○１番（前田清和君） 

調査をしていただいた。これは県のほうにも連絡はされているんですか。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

はい。県のほうにも報告しております。 

○１番（前田清和君） 
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県に連絡して、県からの指示は先ほど言ったことですか。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

県へ一次診断の報告をしまして、県としましては二次診断のほうをする形で。そ

れはどの学校も同じですので。二次診断までいく形になっております。 

○１番（前田清和君） 

二次診断の結果、早急に対応しなければいけないということがあれば、それは村

としても対応するということで、よろしいですよね。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

その結果を受けまして、またいろいろ対応策を当然考えて参ります。 

○１番（前田清和君） 

先ほど、教育長から昭和53年、もう築40年です。昨年度29年度に名音校が1,600

万円をかけて解体されて、子ども達の安心もありましたけれども、たぶん、村長を

はじめ職員の方々、教育委員会も大棚校に来て見ていただければ、誰しもが思うと

思うんですよ。トラロープを張って、中は通られないようにして、やって管理はさ

れているんですが、ただ新校舎と体育館、あの旧校舎を通らないと体育館の利用が

大変不便なんです。トラロープを張ったその外を、いつコンクリが落ちてくるか分

からないか、そういう状況、冷や冷やしながら子ども達は体育館と新校舎を行き来

しているその姿を見た時に、先ほども地震とかありましたけれども、やはり対応は

早目早目がいいと思うんですよ。崩れることはないとしても、ブロックが落ちてき

て頭に怪我をしたときに、じゃあどこに責任が来るかとしたら学校ですよ。教育委

員会ですよ。その前に、やはり本当に取り壊すというのが本当に一番のベストで

す。それをできるだけ早く予算を組んでいただいてですね、子ども達が安心して安

全に学校に通えるような、そういう状況をつくるのが行政の仕事ではないかなと思

いますので、ぜひ、来年度の予算に組んでいただけませんか。 

○教育長（藤井俊郎君） 

今学校は安心で安全の場が第一ですので、外壁などを見た場合にですね、落ちる

ような恐れもありますので、早急に専門家を入れて、早急に剥離しそうなものを取

り除き、あるいは強力に接着するように早急に対応をいたします。 

○１番（前田清和君） 

ありがとうございます。ぜひ、そういう検討をしていただきたいというふうに思

います。 

それと小学校の校庭なんですが、本当にこれは大棚小学校だけじゃなくて、今里
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から名音、大和浜、それぞれで教職員の先生方が本当に夏休みも返上して、夏休み

暑いなか草刈り、大和校もしていました。水はけも悪い。雑草が生えている。海苔

が生えていると。やはりこれから運動会も始まり、すぐすぐはできませんけどね、

やはり学校で子ども達が勉強して、校庭でスポーツをして、やはりそういう環境を

つくるのが行政、私たちの仕事ではないかなと思っています。ですから、これは大

棚校の校庭だけではなく、村内の校庭をぜひ、これも検討していただきたいんです

よ。今回、大棚のことばかりすごく言っていますけど、同僚議員から「いや、これ

大棚ばかりじゃないよと。今里から大和まで、学校のグラウンド状況はみんなこう

ですよ」という声があったので、これに抱き合わせて言わせていただきましたの

で、ぜひ学校の校庭の補修整備、進めていだたきたいというふうに思っておりま

す。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

校庭の整備につきましては、先ほど教育長のほうからもお答えしていますとお

り、大棚につきましては根本的には排水溝の対策が必要になってくるかと思ってお

ります。また、それと併せまして、今前田議員のほうからありましたように、各学

校につきまして、校庭の状態がやはり良くないということも考えております。 

また運動会、体育大会の前には建設業者さんのほうにお願いしまして、各ＰＴＡ

の分もお願いしまして、またローラー掛けなどもしているところですけれども、ま

た教育委員会としまして今調査などもしておりまして、砂を入れ替えることはでき

るのかどうか、また金額的なものがどうなのかとか、そういうことなども現在調査

をし、また他の地区の学校などの入れている砂の状況はどういうものであるかと

か、そういうことなども今調査などもしております。またそういう形で、可能なも

のでありましたら、また対応なども進めていきたいと思っております。 

○１番（前田清和君） 

ぜひ、検討していただきたいと思います。 

すみません。ちょっとまた１個戻りますが、もう１個聞きたいことがございまし

て、伝統文化、伝統芸能に取り組んでいますが、今後の伝承保存活動について具体

的にということでございます。先ほど、教育長からもありましたが、うち大棚集落

も八月踊り保存会というのがございます。ほかにも今里とかあって、現在３集落、

文化協会から補助金をいただいて、私たちも活動をしているところでございます。

若者からお年寄りまで、これは本当、有志有る方々で作っております。しかし、な

かなかその運営が大変なんですよね。やはり、ただ踊るだけじゃ、人は寄って来な
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いんです。そこには何かメリットがなければ、なかなか人が集まらないというの

が、それですごい今、四苦八苦しているところなんですよ。これは金額のことを

言ったら大変申し訳ないんですが、やはり、何かそういう存続保存会とか、そうい

う各集落の何か残すうえには、やはり行政のちょっとした手助けは必要じゃないの

かなと。それによって、保存会というのもそれぞれ各集落でこれから作ろうという

集落もございます。それがあれば、本当にもっともっと自由に。「じゃあ、俺んと

こも頑張るぞ」という思いになれると思いますので、その点もぜひぜひ考えていた

だきたいのと、何年か前ですかね、もう３、４年になります、国民文化際ございま

した。あのときは大和村全集落から八月踊りを出してきて、村の体育館でやった。

大変、本当にいい思い出がございます。しかし、その国民文化祭に向けて、その一

時期はどこの集落も一生懸命やったんですけど、またそれが終わってしまうとなか

なか八月踊りとか伝統活動につながってきていないんだなというのが現状じゃない

かなと思いますので、例えば、私の案ではないんですけど、大和村には文化祭的な

ものが行事として、ここ数年は僕は分からないですが、運動会や体育祭とかそうい

うのは村の行事としてあるんですけど、大和村の文化祭というのを、例えば毎年

じゃなくても２年に１回とか３年に１回、そういうイベントをすることでまたそれ

ぞれの集落が伝統文化に活気づいてくるんじゃないかなと思うんですが。いかがで

すかね。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

まず 初の活動費、保存会についての活動が大変であるという形で、その活動費

の助成等の引き上げとかということなんですかね。確かに、年間を通して保存活動

をしていく。多くの集落の方々が活動をして資金面においても苦慮されていること

などは、また伺っております。 

また、伝統文化の承継が進まないのは、やはり活動の予算的なことなどもあるか

と思います。助成金の額などにつきましては、また今後協議をしながら、そういう

団体の皆さまが活動が続けられるような具体策を講じていきたいと思います。ま

た、内部で協議などもして参りたいと思います。 

次に、国民文化祭のような文化の発表の場と言う形で文化祭などということでご

ざいましたけれども、国民文化祭の全集落が一度に会しての八月踊り、そういうの

が各集落の気持ちが盛り上がって来て、気運が高まってきてやるのが一番だと、教

育委員会として思っております。行政からの押し付けではなくて、やはり気運が高

まってすることによって保存活動なども頑張っていこうと、そういう気持ちなどで
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盛り上がっていくものだと思っております。提案にありましたように、数年に一度

という形での文化祭などを考えてはどうかということでございます。こちらも教育

委員会の中でもそういう話なども出たりしております。数年に一度のサイクルで、

そういう発表の場などを計画をできないかなどの話しています。ただ、全村内の集

落が一度に会してとなりますと、かなり大規模なものになりますので。そういうこ

となどを考えますと、やはりいろいろ検討などもしていかないといけないものもあ

るかと思っております。それにつきましては、各集落の八月踊りの保存などをされ

ている皆さまやそういう方々といろいろ話をしながら、また進めていければと思い

ます。 

○１番（前田清和君） 

後になりますが、もちろん、これは伝統文化とか八月踊り、大和浜の棒踊りと

か、それはもう本当、集落に任せたら集落任せなんですよ。集落の有志有る方々や

るんですけど、これは集落に任せてたから集落だけじゃできないので、これやっぱ

りバックアップするのは、僕は行政の力だと思うんです。できないから、なんとか

して欲しいんだけどというのは、じゃあそこには行政の力がちょっとは協力をいた

だかないと集落任せばっかりじゃ、いつまでたってもこの保存活動というのは、僕

は無理だと思います。いずれ、廃れていくと思います。廃れてからじゃ、絶対こう

いうのは取り返しがつかないんですよ。ですから、やっぱり頑張っている集落とい

うのは、何とかみんな仕事をしながら大変ですけれども、夜の時間１時間でも集

まって、何とか残していこうというそれがもう気持ちなんですよ。ぜひですね、も

ちろん集落任せになりますけれども、集落任せの後ろには行政の皆さま方のお力添

えを少しでもいただけるように 後お願いして、一般質問と代えさせていただきま

す。 

ありがとうございました。 

○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。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

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。 

明日、９月12日水曜日は10時30分から決算審査特別委員会を行います。 

傍聴にお越しいただきまして、ありがとうございました。お疲れさまでした。 

本日はこれにて、散会いたします。 
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平成３０年第３回大和村議会定例会会議録 

 

平成３０年９月２１日（金） 

午 後 ３ 時 ０ ０ 分 開 議 

 

１ 議事日程 

開議の宣告 

日程第１ 認定第１号～認定第８号について 

（決算審査特別委員長報告及び採決） 

日程第２ 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３ 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 

    会 計管理 者 
教委指導主事  小 原 和 博 君            大 石 松 美 君 

兼 会計課 長 
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保健福祉課長 
神 田 雄 一 君    住民税務課長  三 宅 正 剛 君 

兼大和診事務長 

大和の園園長  村 山 米 和 君 
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開議 午後３時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

皆さん、こんにちは。 

本日の会議を開きます。 

本日の日程は、配付してあります議事日程のとおりであります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 認定第１号～認定第８号について（決算審査特別委員長報告及び採決） 

○議長（勝山浩平君） 

日程第１、認定第１号、平成29年度大和村一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、認定第２号、平成29年度大和村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、認定第３号、平成29年度大和村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、認定第４号、平成29年度大和村大和診療所特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、認定第５号、平成29年度大和村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、認定第６号、平成29年度大和村集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、認定第７号、平成29年度大和村大和の園特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、認定第８号、平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について、以上の８件を一括議題といたします。 

決算審査特別委員会委員長に委員会の報告を求めます。 

○決算審査特別委員長（重信安男君） 

皆さんこんにちは。 

決算審査特別委員会に付託を受けました、認定第１号、平成29年度大和村一般会

計歳入歳出決算認定及び、認定第２号から認定第８号までの平成29年度各特別会計

歳入歳出決算認定の審査を３日間の日程で行いました。 

９月５日の事業箇所の現地調査から始まり、９月12日及び13日の審査において、

村長以下、関係職員の出席を求め、提出された決算書や主要施策成果表及び監査委

員の意見書などをもとに、詳細に審査を行い、本委員会に付託された８件の決算を

いずれも認定すべきものと決定いたしました。 

平成29年度の概要は、一般会計歳入総額が30億4,352万2,000円、歳出総額が29

億4,190万円で、差し引き１億162万1,000円の黒字決算となっており、翌年度へ繰

り越すべき財源、2,818万6,000円を差し引いた、実質収支額は、7,343万5,000円と

なり、実質単年度収支は8,065万8,000円の黒字となっています。財政状況について
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は、例年どおり地方交付税を主とした依存財源が77％を占め、昨年度比で約４％減

少し、自主財源も23％で、昨年度と比較して約４％向上したことは大変喜ばしいこ

とであります。また、実質収支比率が前年度と比較して1.6％ダウンしたことは喜

ばしいことですが、財政力指数0.08、経常収支比率88.2％は、前年度とほぼ変わら

ない結果となっていますので、次年度から少しでも好転化するよう努めていただき

たいと思います。 

一般会計及び特別会計において、全般的に良好な行財政運営ですが、毎年度取り

上げられている各会計の滞納整理のほかに、監査委員の意見書でも指摘されている

不納欠損についても、村税が本村の貴重な自主財源であることから、これ以上不納

欠損処理が増加しないような対策を講じるよう意見が出され、夜間徴収や分納誓約

及び督促状を定期的に送付し、住民に不公平感が起きないように努力するとの答弁

がありました。 

まず、一般会計において、公園のトイレ管理について、ボランティアで管理する

団体と、委託で管理する団体で清掃作業を行っていますが、不公平ではないかとの

意見があり、関係する集落や団体の意見を聴いて対応したいとの答弁がありまし

た。 

また、大和まほろば館において、現在、臨時職員での対応であるので、金銭管理

の指導を十分に行うことや、農産物の売り上げを伸ばす方法等も考えていただくよ

う指導をしてほしいとの意見が出され、担当者から、複数人での金銭の確認やレジ

システムの導入により、野菜の管理や売り上げの増加につながるとの答弁がありま

した。 

最後に、各保育所の延長料金の廃止はできないかとの意見があり、早急に検討す

るとの答弁がありました。 

次に、各特別会計の決算状況について、本年度も、全体的に黒字決算であり、健

全な財政運営が行われ喜ばしいことであります。各特別会計においては、大和ダム

の現状について意見が出され、マンガンの含有率が基準より約20倍ほど高く、飲料

水として使えない状況であります。現在、アクアファインをダムの中に２基設置

し、マンガンの抑制を行う計画をしているとの答弁がありました。 

大和診療所において、所長及びスタッフの努力により、現在健全な運営がなされ

ていますが、待ち時間が長いとの意見があり、今後、患者への声かけなどを行い、

待ち時間を短縮する方策を考えるとの答弁がありました。 

一般会計同様に各特別会計においても滞納や滞納繰り越しがあるので、徴収につ
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いて、職員の奮闘を促す意見が出ました。 

最後に、当委員会では、委員長の報告と併せて、議会の意見を取りまとめていま

すので、意見書として取り上げていただくよう申し上げ、平成29年度決算審査特別

委員会の委員長報告を終わります。 

○議長（勝山浩平君） 

これで、委員長報告を終わります。 

ただいま、決算審査特別委員会委員長から報告がありましたが、決算審査特別委

員会は議長を除いてすべての議員が委員となっております。したがって、認定第１

号から認定第８号までの委員長報告に対する質疑は省略をいたします。 

これから、各認提議案の討論及び採決を行います。 

最初に、認定第１号、平成29年度大和村一般会計歳入歳出決算の認定について、

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、平成29年度大和村一般会計歳入歳出決算認定の件を採決いたします。

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（勝山浩平君） 

全会一致であります。 

したがって、平成29年度大和村一般会計歳入歳出決算については、認定すること

に決定をいたしました。 

次に、認定第２号、平成29年度大和村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、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、平成29年度大和村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件を採決
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いたします。この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（勝山浩平君） 

全会一致であります。 

したがって、平成29年度大和村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算については、

認定することに決定をいたしました。 

次に、認定第３号、平成29年度大和村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について、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、平成29年度大和村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件を採決

いたします。この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（勝山浩平君） 

全会一致であります。 

したがって、平成29年度大和村国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、

認定することに決定をいたしました。 

次に、認定第４号、平成29年度大和村大和診療所特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、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、平成29年度大和村大和診療所特別会計歳入歳出決算認定の件を採決い

たします。この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。 
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この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（勝山浩平君） 

全会一致であります。 

したがって、平成29年度大和村大和診療所特別会計歳入歳出決算については、認

定することに決定をいたしました。 

次に、認定第５号、平成29年度大和村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、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、平成29年度大和村介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件を採決いた

します。この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（勝山浩平君） 

全会一致であります。 

したがって、平成29年度大和村介護保険特別会計歳入歳出決算については、認定

することに決定をいたしました。 

次に、認定第６号、平成29年度大和村集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、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、平成29年度大和村集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定の件を採決

いたします。この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

［賛成者起立］ 



 

－112－ 

○議長（勝山浩平君） 

全会一致であります。 

したがって、平成29年度大和村集落排水事業特別会計歳入歳出決算については、

認定することに決定をいたしました。 

次に、認定第７号、平成29年度大和村大和の園特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての討論を行います。 

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、平成29年度大和村大和の園特別会計歳入歳出決算認定の件を採決いた

します。この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（勝山浩平君） 

全会一致であります。 

したがって、平成29年度大和村大和の園特別会計歳入歳出決算については、認定

することに決定をいたしました。 

次に、認定第８号、平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定についての討論を行います。 

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、平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件を採

決いたします。この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。 

この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（勝山浩平君） 

全会一致であります。 
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したがいまして、平成29年度大和村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につい

ては、認定することに決定をいたしました。 

次に、決算審査特別委員会の意見についてお諮りをいたします。本意見を議会の

意見として村長に提出したいと思います。 

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、決算審査特別委員会の意見書を議会の意見書として村長に提出する

ことに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 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２、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。 

お諮りいたします。 

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに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、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３ 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３、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題といたします。 

議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りしました

次期定例会等の本会議の会期日程など議会の運営に関する事項等について、閉会中

の継続調査の申し出があります。 
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お諮りします。 

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに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、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。 

これで、本日の日程はすべて終了いたしました。 

会議を閉じます。 

以上をもちまして、平成30年第３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１７分 
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