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平成３０年第４回大和村議会定例会会議録 

 

平成３０年１２月１１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 承認第10号 平成30年度大和村一般会計補正予算（第４号）の専決処分の

承認について 

日程第６ 承認第11号 平成30年度大和村簡易水道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７ 承認第12号 平成30年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第２号）の

専決処分の承認について 

日程第８ 議案第43号 平成30年度大和村一般会計補正予算（第５号）について 

日程第９ 議案第44号 平成30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第10 議案第45号 平成30年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第11 議案第46号 平成30年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

日程第12 議案第47号 平成30年度大和村介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

日程第13 議案第48号 平成30年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第14 議案第49号 平成30年度大和村大和の園特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第15 議案第50号 平成30年度大和村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 
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日程第16 議案第51号 大和村長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について 

日程第17 議案第52号 大和村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第18 発議第２号 大和村議会会議規則の一部を改正する規則について 

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                      兼大和診事務長  神 田 雄 一 君 兼 会計課 長 

                     兼大和の園園長 
 

住民税務課長  三 宅 正 剛 君    教委指導主事  小 原 和 博 君 
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開会 午後１時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

皆さん、こんにちは。 

今年は村制施行110周年記念関連行事や、群島の生涯学習大会、民生委員大会など、

例年以上に大変行事の多い年でありましたけれども、準備や片付け、運営に関しま

して、役場職員の皆さまに感謝を申し上げます。 

ただいまから平成30年第４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、配付してあ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条の規定によりまして、６番、民文忠君、７番、

池田幸一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12月14日までの４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12月14日までの４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３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し

ております。この間、４集落にて議会報告会を開催をいたし、41名の皆さまに御参
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加をいただきました。 

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。 

９月の定例会以後の行政報告をさせていただきます。 

９月は、台風24号・25号の影響がございまして、村内でも屋根が飛ぶなど、それ

ぞれの集落でも被害があったわけでございますが、その影響で村的な行事も中止せ

ざるを得ない状況になりました。今後も我々もしっかり災害に強い村づくりに取り

組んでいかなければならないと、改めて思ってところでもございます。来年度に向

けて、また地域住民の皆さんが安心して暮らせる村づくりということで、避難所の

整備なども含めて取り組んで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。 

10月に入りまして、ドクターヘリの運行の委員会で定期的にありますけれども、

大和村は近いからあまり関係ないんじゃないかというふうに思っておりましたけれ

ども、村内でも数件の出動依頼もありまして、住民が助かっている事例もあるよう

でございます。そういう中では、やはり診療所の先生と連携を図りながら、我々も

しっかりした対応ができるようにしていかなければならないというふうに考えてお

ります。村内にもランデブーポイントということで、緊急時の離着陸ができる場所

もそれぞれの集落にも準備しておりますので、そこらへんは分駐所と連携を図りな

がら今後も取り組んで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。 

10月にありました、17日でございますけれども、今回、環境省と野生生物の希少

種における検討を徐々に進めております。昨年の８月にクロウサギの施設の準備検

討委員会というのをやりましたけれども、それ以後、なかなか環境省との調整が進

んでいなかったために、もう再度我々も来年度からいろんな施設の検討も進める中

で、関係省庁との調整をしていこうということで、環境省とも内諾もやりながら12

月には文化庁にも打ち合わせをさせていただきました。来年から着実にこの我々大

和村でクロウサギの飼育をした経験もございますので、その点についてしっかりと
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国との連携を図りながら進めていきたいというふうに思っております。 

11月に入りまして、御案内のとおり、県人世界大会ということで、海外から奄美

関係者もお越しをいただいて交流を深めていただいたところでもございます。これ

からもしっかり奄美の出身者が海外でもこうして活躍されておりますので、しっか

り我々も交流を深めながら大和村のＰＲにつながっていければというふうに思って

おります。 

11月に入りました中で、12・13日の日でございますけれども、鹿児島県知事と地

元選出の国会議員の先生方、そして朝山管理者と私で財務省、総務省、そして石井

国交大臣にも奄振の法延長に向けた取り組みをさせていただきました。必要性は認

めていただいておりますので、今月には国からの奄振の来年度予算も示されるので

はないかというふうに思っております。今月は、早速、自民党の奄振委員会も開催

日程が決まっておりますので、そこにお邪魔し、そこでまたお礼方々申し上げたい

というふうに思っているところでもございます。 

先ほど議長からありましたように、今年、村政110周年を迎えました。本当に私た

ちがこの大和村の村で生まれた良かったという村づくりをしっかり先人たちの残し

た功績を受け継ぎながら、そしてまたそれを伸ばしていけるような村づくりに、議

会の皆さんと一緒にまた取り組みを進めていきたいというふうに思っております。

それに併せて、出身者の皆さんも大勢お越しをいただきましたので、これからも

しっかり郷友会の皆さんとの連携も深めていきたいというふうに思うところでもご

ざいます。 

12月に入りまして、110周年のときに皆さまに飲んでいただきました「開饒」とい

う新しい銘柄の焼酎を出すことができました。それに伴って、私どもまほろば館で

販売できるようにということで、大島税務署からこの間、免許の交付を受けたとこ

ろでもございます。我々も物産展等で販売できるようにということで、これからも

いろんな形で、ただその場所で販売だけじゃなく、インターネットでも販売できる

ような取り組みも、今後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。 

以上で行政報告とさせていただきます。 

○議長（勝山浩平君） 

これで行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 承認第10号 平成30年度大和村一般会計補正予算（第４号）の専決処分の
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承認について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第５、承認第10号、平成30年度大和村一般会計補正予算（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30年度大和村一般会計補正予算（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30年度大和村一般会計補正予算（第４号）は、歳入においては県支出金、町

村有建物災害共済金など、歳出においては台風災害に係る補修・修繕など、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４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４号）は、歳入歳出それぞれ7,621万円増額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ29億1,354万4,000円にいたしました。 

今回の補正は、歳入歳出ともに、今年９月末に奄美群島に上陸いたしました台

風24号の災害に伴う補正でございます。 

歳入の主なものを御説明いたします。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３衛生費県補助金は、災害等廃棄物処理事業費

補助金として125万円を計上いたしました。 

同じく８ページでございます。 

款17繰入金、項１基金繰入金においては、財政調整基金から5,800万円を繰り入れ、

財源不足を補いました。 

同じく８ページでございます。 

款19諸収入、項３雑入、目２雑入は、県町村会災害保険として71万円、町村有建

物災害共済金として1,625万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。９ページをお開きください。 

款２総務費、項１総務管理費、目９定住促進費においては、大和村住宅改修助成

金として満額助成の20件分として1,000万円計上いたしました。 
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同じく９ページ、款４衛生費、項１保健衛生費、目３環境衛生費は、簡易水道事

業特別会計への繰出金として240万円計上いたしました。同じく、目21災害等廃棄物

処理事業は、被災ごみ等の廃棄物処分手数料として250万円計上いたしました。 

同じく９ページでございます。 

款４衛生費、項２清掃費、目２し尿処理費は、衛生センターにおける台風時の災

害復旧工事費として3,000万円計上いたしました。 

10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、名音漁港流入土砂搬出重

機借上料として130万円を計上いたしました。 

同じく10ページでございます。 

款７土木費、項５都市計画費、目１公園費は、まほろば水と森公園内のトイレ屋

根修繕費及び嶺山公園、国直サンセットパークにおける照明施設の修繕費を合わせ

まして412万円を計上いたしました。 

同じく10ページでございます。 

款７土木費、項６住宅費、目１住宅管理費は、村内の公営定住住宅における31件

分の修繕費及び原材料費並びに技術人賃金として、合わせて450万円計上いたしまし

た。 

11ページをお開きください。 

款10災害復旧費、項１公共土木施設災害復旧費、目１河川等災害復旧費は、村道

における道路災害復旧に伴い、倒木除去への賃金、測量設計業務委託費、重機借上

料など、合わせて1,695万6,000円を計上いたしました。 

予備費においては、９万2,000円増額をいたしまして、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） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○１番（前田清和君） 

専決処分の承認なので、どうのこうのあれはないですけど、ただ２点だけちょっ

とお伺いしたいと思います。９ページのその定住促進費、先ほど台風24号の被害と

いうことで1,000万円、20件、 高50万円の20件ということで1,000万円補正を組ん

でおりますが、台風24号のその村内の家屋の被害状況というのは何件ありますか。
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分かれば教えていただければと思います。 

○総務課長（政村勇二君） 

台風24号における村内の家屋被害状況におきましては、件数で言いますと87戸の

被害がございました。 

○１番（前田清和君） 

村内で87件ということで、それは廃屋、空き家とかいろいろあると思うんですけ

ど、ただここには20件分の1,000万円という補正を組んでいるんですが、例えばこれ

が20件以上、例えばこれが20件以上、例えば30件、40件、申請に来られたりする可

能性もあるわけですよね。そういうことも考えたときに、当初、この定住促進費と

いうのは、 初の趣旨がＩターンじゃなくて、もともと島に住んでいる方々の定住

していただこうということで、リフォームでやっているんですが、この台風24号の

災害ということで、ここに抱き合わせてやっていると思うんですけど、ちょっと考

えたときに、これだったら災害助成じゃないけど、定住促進費でこの補正を組むの

は、何かちょっと趣旨が違ってこないのかなというか、もともとのこの制度をつ

くった目的と、この台風に重なってのそのお金の出し方というのには、ちょっとい

ろいろと考える部分がありまして、そういう点、どうお考えですか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

この住宅改修助成金、定住促進費に組んでありますが、台風の被害に遭って、住

宅に住めなくなった、そのままでは住めなくなったということで、村外に出てしま

う可能性、そういうのを防ぐためにも、今のこの制度の中で、台風被害の件数など

を見越して1,000万円を組ませていただいたところであります。 

○１番（前田清和君） 

今後、やはりこの自然災害というのは、いつどこで起きるか分かりませんし、こ

れは例えばこのままいくと、この定住促進費で何か災害があったときには、ここに

助成が、もうこれからこのまま使えるということで理解してもよろしいんですか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

たまたま住宅改修に関する助成金というのが、もともと定住促進費に含まれて

あって、そこで予算を今回組んだということであります。すべての災害被害に対し

て、定住促進費で対応するというわけではございません。 

○１番（前田清和君） 

後でまた細かく教えていただきたいと思いますが、もう１点ですが、次のページ

の10ページ、先ほど土木費で台風被害によって公園費と住宅管理費、862万円計上し
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ておりますけど、公共施設、台風24号で大きな被害が出たと思います、村内も。今

感じるのは、県道79号線、まほろばフォレストポリスに上るところの看板が台風で

落ちて、湯湾釜の選果場の国道79号の大きな看板が落ちてと。これは県道ですので、

大島支庁管轄になると思うんですが、やはり観光客が来るのにフォレストポリスに

左に上るその大きな看板が壊れたまま、もう２カ月、３カ月経っていますので、こ

れはやっぱり行政としても大島支庁のほうに早めに何とかした、そういう行動と申

しますか、いつまでもそのまま置いといても、観光客がよく聞くんですよ。フォレ

ストに上る看板、今まであった大きな看板が台風でなくて、まったく分からないと

いうのがありますので、特に県道79号線の被害というのをしっかり把握していただ

いて、やはり大島支庁のほうに連絡を取って、早めに対応すべきだと思いますが、

いかがでしょう。 

○建設課長（前田逸人君） 

議員がおっしゃるように、看板が２つ倒壊しているというのは、こちらのほうも

理解しているところでございまして、県のほうも台風24号による災害調査を行って

いると思います。こちらのほうも県の建設課のほうに、看板が倒れているというこ

とは報告をしておりますので、早急に対応できる、予算の関係があるかと思います

が、早急に対応していただくように、県のほうにも再度要望したいと思います。 

以上です。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかに質疑はありませんか。 

［「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。 

これから、承認第10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］ 
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○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10号は、承認することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 承認第11号 平成30年度大和村簡易水道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６、承認第11号、平成30年度大和村簡易水道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30年度大和村簡易水道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30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、台風被害により

修繕費等の施設管理費の増額に伴い、歳入歳出の調整を図る必要が生じましたので、

地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分をさせていただきました。 

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240万円増額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ8,158万9,000円にいたしました。 

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240万円の増額は、歳出

補正に伴うものでございます。 

次に、10ページをお願いします。 

歳出の主なもの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施設管理費において、台風の影響により浄水

施設の機器に不具合が生じたため、その修繕料を75万円増額いたしました。また、

台風による河川の増水のため、水源池に土砂の流入及び堆積があり、重機借上料と

して120万8,000円を増額いたしております。 
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款３予備費におきまして、10万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。 

［「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。 

これから、承認第11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11号は、承認することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 承認第12号 平成30年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第２号）の

専決処分の承認について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第７、承認第12号、平成30年度大和村大和診療所特別会計補正予算（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30年度大和村大和診療所特別会計補正予算（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30年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第２号）は、歳入においては診

療収入の増額、歳出におきましては一般管理費の増額など、地方自治法第179条第１
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項の規定に基づき、専決処分させていただきました。 

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、よろしく御承認をお

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２号）は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ45万円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,874万8,000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、目３後期高齢者保険診療報酬収入の45万円の増額は、後期高齢者

診療報酬、診療収入の増によるものです。 

次に、６ページの歳出を説明申し上げます。 

款１総務費、目１一般管理費の４５万円の増額の需用費については、大和診療所

大型エアコン室外機台風破損による修繕によるものです。 

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） 

討論なしと認めます。 

これから承認第12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。 
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したがって、承認第12号は、承認することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第43号 平成30年度大和村一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第８、議案第43号、平成30年度大和村一般会計補正予算（第５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５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５号）につきましては、河川等災害復旧

事業、学校空調設備設置事業など、歳入歳出それぞれ8,526万2,000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５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５号）は、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ8,526万2,000円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29

億9,880万6,000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。９ページをお開きください。 

款13国庫支出金、項１国庫負担金、目３公共土木施設災害復旧費国庫負担金は、

河川等災害復旧事業として、村道３件分の3,000万円を計上いたしました。 

同じく９ページをお願いいたします。 

款13国庫支出金、項２国庫補助金、目４教育費国庫補助金については、村内の各

小学校及び中学校の冷房設備事業として435万円を計上いたしました。 

同じく９ページでございます。 

款16寄附金、項１寄附金、目３企業版ふるさと納税は、企業からのふるさと納税

が１件あったため、99万9,000円を計上いたしました。 

10ページをお開きください。 

款17繰入金、項１基金繰入金においては、財政調整基金から2,000万円を借り入れ、
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財源不足を補いました。 

同じく10ページをお願いします。 

款20村債、項１村債は、総務費債として水産加工施設整備事業費で990万円、教育

費債として学校施設冷房設備設置事業で910万円、河川等災害復旧費債として河川等

災害復旧事業で900万円の、総額2,800万円を計上いたしました。 

次に、歳出の主なものを御説明いたします。 

11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、節８の報償費は、裁判における

弁護士への報償費として、151万2,000円を計上いたしました。 

12ページをお開きください。 

款２総務費、項１総務管理費、目12地域振興事業費は、水産加工施設の工事請負

費として1,100万円を計上いたしました。 

13ページをお開きください。 

款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費においては、介護保険特別会

計への繰出金のほか、集落公民館改修助成金など、合わせて279万3,000円を計上い

たしました。 

14ページをお開きください。 

款４衛生費、項１保健衛生費、目３環境衛生費においては、簡易水道事業特別会

計への繰出金のほか、集落排水事業特別会計繰出金の減額に伴い、合計330万円の減

額計上をいたしました。 

15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漁港管理費においては、今里漁港の整備

に伴い、706万円を計上いたしました。 

16ページをお開きください。 

款６商工費、項１商工費、目２観光費は、観光施設の修繕費及び道の駅構想に伴

う公有財産購入費として392万6,000円を計上いたしました。 

同じく16ページをお願いいたします。 

款７土木費、項４港湾費、目１港湾管理費は、大棚・思勝両港湾における港湾施

設の修繕費として237万5,000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学校管理費は、村内小学校への冷房設備設置に

伴い、1,140万円を計上いたしました。 
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款９教育費、項２中学校費、目１学校管理費におきましても、中学校への冷房設

備設置に伴い、310万円を計上いたしました。 

18ページをお開きください。 

款10災害復旧費、項１公共土木施設災害復旧費、目１河川等災害復旧費は、村道

の災害復旧に伴い、4,380万3,000円を計上いたしました。 

予備費においては、42万円を減額し、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） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○３番（藏 正君） 

関連事項になりますけれども、まず 初に、湯湾釜選果場のスモモの収入が48

万4,000円ありますが、昨年のスモモの選果については、作業員、選果場スタッフの

確保が困難になり、役場のスタッフが応援をして何とか行っているんですけど、そ

れに伴って家庭選別がうまくいってなくて、ちょっと品質的な劣化が目立ったとい

うことと、またそれが選果場のスタッフの不慣れな点とかいうのがあって、やっぱ

り選果レベルというのが下がったとかいうのも考えるんじゃないかなと思うんです

が、これは来年のスモモの出荷に向けて、例えば選果スタッフの賃金をちょっと上

げた形で募集するとか、そういった計画がないのか。さらには、果樹部会でも反省

会などを行いまして、その家庭選別の重要さをアピールし始めているところですけ

ども、またそういった反省会とかをもっと盛大な形で、みんなが意識するような形

でやりたいと思っていますので、そこらへんの予算措置等も考えていただけるのか

尋ねたいと思います。 

もう１点は、公園費の財産購入費が道の駅関連ということだったんですけども、

この16ページにあります土木費の公園費の設計委託とかありますが、この中とかに

群倉の修復計画とかいうのがないのか、またもうこの議会報告会なんかをやって

いっても、どこの集落からの必ず出てくる意見の中に、群倉がちょっともう見苦し

いと、見に来ている人の姿を見ると悲しくなるとかいう意見がいっぱい出てきてい

まして、その群倉の修復計画、今後の計画とかいうのはどのようなものになってい

るのか教えていただきたいと思います。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

湯湾釜選果場の選果スタッフの確保につきましては、今年は予想以上に出荷量が
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多かったということで、議員さんがおっしゃるように、役場職員が平均５、６人体

制で毎日応援したところでございます。その原因として、スタッフがもともといな

いというのもありますが、経験している方もあまり来なくなり、初心者の方も混

じっておりました。そのため、今、予算編成中でありますが、単価アップを若干考

えているところであります。人員の確保につきましても、役場スタッフが応援に行

けば、それで済むわけですけれども、それは通常業務がありますので、できるだけ

早期にスタッフの募集を始めて、単価アップと併せて早期に人員確保にあたってい

くような計画をしているところです。今、予算編成中でございますので、いくらで

あるとかそういったものはまだ未定でございますが、そのように考えているところ

であります。 

○教委事務局長（福山 茂君） 

群倉の修復計画についてお答えいたします。群倉の修復につきましては、議員が

おっしゃるとおり、台風などによりまして、かなり劣化の激しい状況になっており

ます。その中で、現在、群倉の葺き替えを１棟、そして修復を１棟、補助などをい

ただきまして取り組むところで、契約も済んでおります。現在の状況としましては、

まず材料を業者の方が材料を集める準備を行っております。実際、材料集めを行っ

ております。その中でまた年度末までには葺き替えも終了する予定です。また、来

年度以降におきましても、修復などについて予算を計上するよう、また取り組んで

いきたいと思っております。 

○３番（藏 正君） 

まず、スモモの件に関しまして、以前、行政側が湯湾釜選果場の管理を行うよう

なったときに、農協がやっていたときと比べたら、スタッフへの賃金が150円か

ら200円ぐらい減額になっていると思うんです、時間給で。以前の農協がやっていた

ときも、なかなか人材が集めづらくて、単価を上げながら人材募集をしていた経緯

がありますので、そこから単価を下げて、大分年数が過ぎて従事者、ベテランの方

はもう大分いなくなっているんですけども、そこらへんも募集のなかなか集まらな

いという要因になっていると思いますので、そのへんはよろしくお願いしたいと思

います。 

それと、去年から始めましたスモモの反省会をもっと良い、有効な形で、昼間

やってもどうしても兼業の方がいらっしゃいますので、昼間やってもなかなか集ま

らないので、夕方以降の開催をしていきたいと考えております。スタッフがいっぱ

い集まって盛り上がっている中で、もうちょっと自分の過程選果を十分に行って、
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誇りを持った形で出荷するんですよというような意識付けをしたいと思っておりま

すので、行政側のバックアップの程もよろしくお願いしたいと思います。 

それと、群倉の件については、そういったもうちょっと例えば今年なんかは、奨

学学習推進大会はこっちであるし、110周年記念イベントもあって、人が集まるとい

うことは分かっているわけですよね。そういったときに、この群倉を見た人たちが、

あれっ、あんまり大事にしてないのかなというふうな感覚になってしまうと思うん

ですよ、どうしても。今の群倉の修復の計画を見ていると、もう後手後手に回って、

答弁の中の茅の造成がどうなっているのかも聞きたいんですけど、そういったもの

も併せて、例えば、聞けば群倉の修復で一番大変なのは、その茅束ね作業、その材

料の集め方と、その茅を束ねて、それを準備するのが一番大変で、それさえできて

いたら、あとは人数で、まあ技術はいりますけどね、そういったのが大変なのは茅

の束ねですよというふうに聞いたことがあるんですよ。そういったことも考えると、

今の答弁の中でも、その材料のあれも業者に任せるような感じで聞こえてきますの

で、そういったところも併せてもっと具体的な計画を組んで、その茅はどこにある、

原料は準備できてるよとか、村内のお年寄りの中には、もう自分なんかも手伝うか

ら、早くあそこを直してくれないかと、もう見苦しいという意見が多いんですよ。

ですから、そのお年寄りたちが自分たちも手伝うっていうのは、もうボランティア

ででもやりますよと、声かけてくれたらという意見がありますので、そういったも

のもシルバー人材の方々にも声を掛けて、その原料が来年以降の更新のためには、

そういった具体的な計画を組んでいくべきじゃないかなと思うんですけども、いか

がですか。 

○教委事務局長（福山 茂君） 

まず、時期につきましては、おっしゃるとおり大きな行事があるときに出来てい

れば本当によかったんですけど、例年、事業を進めていく中で、やはり材料を集め

る中で、ハブの心配、あと作業中の熱中症の心配などもあるものですから、それで、

例年11月以降に事業を始めさせていだたくような形を組まさせております。その作

業員等の関係もありますので、そういう形をとっているところです。 

もう一つ、材料につきましては、琉球竹を大和村の場合、使っていきたいという

形で、以前もまたお話をさせていただいておりますように、大和村におきましては

琉球竹を使いたい。そのためには、ササントのほうもですけども、実際、あそこは

風邪が強いものですから、それで今、戸円のほうで琉球竹の育成場として一度刈っ

てまた生えるような形で、下刈りなどもさせていただいて進めさせていただいてお
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ります。現在、その琉球竹のほうもですけれども、それを進めていく中で、こちら

としては下のほうに琉球竹、あとは材料的にはススキ関係というところでしていた

んですが、真茅のほうも必要であるというお話が出てきたものですから、現在、真

茅のほうをまた大量に集めるために、いろいろ場所をこちらのほうも、業者任せで

はございませんで、こちらのほうでも真茅が大和村内に生えている場所を選定しな

がら、連携をとりながら作業を進めているところです。また、早急に作業が進むよ

う、こちらのほうも応援していきたいと思っております。 

○議長（勝山浩平君） 

休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時１２分 

再開 午後２時１６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

再開します。 

○１番（前田清和君） 

関連ですが、今回、国会でブロック塀、また各学校においては冷房設備、臨時交

付金ということで国の補助をいただいて、３割負担で出来るということで、今回、

大和村も小学校・中学校に冷房を設置するということで、これは対象はブロック塀

もありますけど、ブロック塀は前も本会議で聞いたんですが、北部豪雨、震災のと

きに、教育委員会としても各学校を回って、各学校の塀は安全性があるということ

で、県にも提出しているということを聞いていますので、今回は学校教室の冷房設

備にこの交付金を使って事業をするということなんですが、通学路ですが、学校は

学校の周りだけの塀じゃなくて、子どもたちは自宅から学校へ行くまでのその通学

路があると思うんですよ。大和村の村内の学校はそれぞれの校区において、通学路

というのは決定されていますか。 

○教委事務局長（福山 茂君） 

通学路につきましては、各学校のほうから子どもたちが通う通学路として報告を

いただきます。通学路の点検につきましても、地震の後、通学路点検がありました

ので、併せてブロック塀の点検のほうもさせていただいたところです。 

○１番（前田清和君） 

集落内の通学路の持ち主の方が、子どもたちが通るんですけど、自分の家の塀が
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大変ちょっともう老朽化していると、怖いということで、そういう声もちょっと聞

こえてきます。今度は来年19年度の夏の国会で、通学路に対しても国からのそうい

う事業を盛り込んでいきたいという、国としての方針が出ているんですが、それを

待って大和村としてもそういう対応をこれから取っていくのか。これはまだ19年の

夏の国会の予定ですので、まだはっきりは分かりませんが、やはり通学路の確保と

いうのも、やはり事故が起こってからでは遅いと思いますので、やはり国がやる前

に村としてもある程度そういう計画を考えていってもよろしいんではないかなと思

うんですが、いかがですか。 

○教委事務局長（福山 茂君） 

通学路につきましてですけれども、先ほど通路の点検をしたと申しましたけれど

も、その中でやはりこの塀についてはどうかなという点もございましたので、そこ

については学校と協議をしまして、そこについては子どもをそこを通さずに、また

別にもルートがございますので、そちらを通っていただくようにお願いをしたとこ

ろです。やはり個人の財産でございますので、なかなかこちらとしてもいろいろす

ることはできませんので、そういうお願いをしたところです。 

2019年度の通学路に対する予算補助につきましては、現在、その詳細がまだ確認

できておりませんので、その詳細などを確認した上でいろいろ検討を進めていきた

いと思います。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかは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。 

これから、議案第43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］ 
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○議長（勝山浩平君） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第43号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第44号 平成30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第９、議案第44号、平成30年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第４

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４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４号）は、歳入におきまし

ては繰入金の増額、歳出におきましては総務管理費並びに施設管理費の賃金などの

増額により、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年度大和村簡易水道事業特別会計補正予算（第４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8,278万9,000円にしようとするものです。 

８ページをお開きください。８ページの歳入が説明を申し上げます。 

款３繰入金、項１一般会計繰入金、目１一般会計繰入金の120万円の増額は、歳出

補正に伴うものでございます。 

次に、10ページをお願いいたします。10ページの歳出について、主なものを御説

明申し上げます。 

款１事業費、項１水道管理費、目２施設管理費において、災害対応により出勤日

数が増加した臨時職員の賃金73万円、光熱水費を16万円、水道メーターの検針の委

託料25万円を増額計上いたしました。 

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

討論なしと認めます。 

これから、議案第44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） 

異議なしとします。 

したがって、議案第44号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第10 議案第45号 平成30年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第10、議案第45号、平成30年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第２

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年度大和村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、歳

入において特定健診等負担金の増額、歳出におきましては職員手当等の増額分によ

りまして、歳入歳出それぞれ３万6,000円の増額予算を計上いたしました。 
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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２号）は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ３万6,000円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億5,771

万9,000円に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３県支出金、目２保険給付費等交付金の３万6,000円の増額については、財源組

替えによるものです。 

10ページの歳出を説明申し上げます。 

款１総務費、項１総務管理費の２万5,000円の増額は、人勧による給料改定による

ものです。 

予備費において１万1,000円増額し、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。 

［「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45号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

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） 

異議なしとします。 
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したがって、議案第45号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第11 議案第46号 平成30年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

○議長（勝山浩平君） 

日程第11、議案第46号、平成30年度大和村大和診療所特別会計補正予算（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年度大和村大和診療所特別会計補正予算（第３号）について、提案理由を

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３号）につきましては、歳入

において諸収入の増額、歳出におきましては一般管理費の賃金、備品購入費など、

歳入歳出それぞれ91万円の増額予算を計上いたしました。 

内容につきましては、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） 

内容の説明を申し上げます。 

大和村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91万円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,965万8,000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１診療収入、目１雑入の91万円の増額は、小児科診療における乳幼児予防接種

の増によるものです。 

次に、８ページの歳出を説明申し上げます。 

款１総務費、目１一般管理費の56万円の増額のうち、給料については看護師育休

による減額、職員手当については人勧による給料改定の増、賃金については在宅診

療増による看護師賃金の増、需用費については施設修繕料の増、備品購入費につい

ては大和診療所歯科診察室エアコン劣化による故障のため、新規エアコンを購入に

よるものです。 

款２医業費の35万円の増額のうち、役務費については一般臨床検査件数増による

検査手数料の増、使用料及び賃借料の増については超音波画像診断装置リース料改
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定によるものです。 

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。 

○３番（藏 正君） 

確認だけ、今ちょっと説明のなかった旅費が、特別旅費というふうになっている

んですけども、これはどういったものなのでしょうか。 

○大和診療所事務長（神田雄一君） 

特別旅費につきましては、大和診療所の所長の小川医師のほうの旅費でございま

す。 

○３番（藏 正君） 

特別に何か、また何か習いに行くとか、そういったことなんですか。 

○大和診療所事務長（神田雄一君） 

先生のほうも在宅医療とか、そういうものを熱心にされている先生のほうで、全

国的にある東京とか大阪のほうで、そういう研修会がありましたら、そのようなと

ころに研修に行っているところでございます。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかはありませんか。 

［「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。 

これから、議案第46号を採決をいたします。 

お諮りいたします。 

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） 
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異議なしとします。 

したがって、議案第46号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第12 議案第47号 平成30年度大和村介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

○議長（勝山浩平君） 

日程第12、議案第47号、平成30年度大和村介護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年度大和村介護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年度大和村介護保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、歳入に

おいて保険給付費の増額に伴う国庫支出金、県支出金、支払基金交付金及び繰入金

の増額、歳出におきましては人件費の調整や保険給付費の増額など、歳入歳出それ

ぞれ2,277万2,000円の増額予算を計上いたしました。 

内容につきましては、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。 

介護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2,277万2,000円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億8,678

万9,000円にしようとするものです。 

５ページの歳入から説明申し上げます。 

款３国庫支出金、款４県支出金、款５支払基金交付金、款７繰入金の増額は、保

険給付費の増によるものです。 

款７繰入金、項３基金繰入金の100万円の増額は、保険給付費の増によるものです。 

６ページをお開きください。 

款８繰越金464万5,000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、７ページの歳出を説明申し上げます。 

款１総務費、目１一般管理費の13万1,000円増額は、人勧による給料改定及びシス
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テム改修によるものです。 

款２保険給付費、項１介護サービス等諸費の1,600万円の増については、居宅介護

サービス等の利用者の増及び短期入所者の増によるものです。 

款７諸支出金の661万3,000円の増額は、前年度事業確定による返還金です。 

８ページをお開きください。 

予備費において8,000円増額し、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） 

この居宅介護サービスが相当な割合で増えているんですけども、これは今年の単

発的なものなのか、それとも何か理由があるのか。 

それと、これと何か大和の園関係の費用等は何かつながっていかないのか、

ちょっと教えていただけませんか。 

○保健福祉課長（神田雄一君） 

まず、大和の園のほうは施設サービス費ですので、居宅介護サービスでいきます

と、今お答えしたとおり、短期入所のほうが大分増えているものですから、その分

を介護保険の特会のほうから出ているようです。 

それと、居宅のほうに関しましても、今まで要支援の方がもう要介護のほうに上

がってきまして、在宅のほうでホームヘルパーとかデイサービスとか、そのへんが

若干、去年の同じ時期とすると10名ぐらい増えているような状況でございます。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかは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。 
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これから、議案第47号を採決いたします。 

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） 

異議なしとします。 

したがいまして、議案第47号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第13 議案第48号 平成30年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第13、議案第48号、平成30年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（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年度大和村集落排水事業特別会計補正予算（第３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３号）は、歳入におきまし

ては繰越金の増額、歳出におきましては西部地区ポンプ設備修繕料の増額など、歳

入歳出それぞれ118万3,000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118万3,000円増額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ３億373万5,000円にしようとするものです。 

７ページの歳入から御説明を申し上げます。 

款４繰入金、項１繰入金、目１繰入金の450万円の減額は、繰越金の確定に伴う調

整額でございます。 

款５繰越金、項１繰越金、目１繰越金の568万3,000円の増額につきましては、繰

越額の確定によるものでございます。 
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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、西部地区処理施設内

の機械設備修繕料として75万円を増額計上いたしました。また、東部地区の汚泥搬

出量増加に伴い、汚泥運搬費を39万7,000円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３万6,000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） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第48号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

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） 

異議なしとします。 

したがって、議案第48号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第14 議案第49号 平成30年度大和村大和の園特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

○議長（勝山浩平君） 

日程第14、議案第49号、平成30年度大和村大和の園特別会計補正予算（第２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。 
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○村長（伊集院 幼君） 

平成30年度大和村大和の園特別会計補正予算（第２号）について、提案の理由を

申し上げます。 

平成30年度大和村大和の園特別会計補正予算（第２号）は、歳入におきましては

財政調整基金繰入金の減額、歳出におきましては総務費の減額など、歳入歳出それ

ぞれ239万5,000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（神田雄一君） 

内容の説明を申し上げます。 

大和村大和の園特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ239万5,000円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億6,188

万9,000円と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４繰越金の480万5,000円の増額については、前年度からの繰越金です。 

款５繰入金、目１基金繰入金については、財政調整基金繰入金を720万円減額いた

しました。 

８ページの歳出を説明申し上げます。 

款１総務費、目１一般管理費の473万1,000円の減額は、退職者１名及び人勧によ

る給料改定によるものです。 

款４基金積立金において230万円準備基金に積み立てを行いました。 

予備費において３万6,000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） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○３番（藏 正君） 

今、大和の園においては、以前に職員が１人減になっていて、今回、前園長が辞

められて、保健福祉課長が兼務されていますよ。その前からしたら、もう１.５人ぐ

らいの減になっていると思うんですけど、そういった中でほかの職員負担がかかっ

ているとか、そういった何かあれは、今の現状の人数でうまく回っているんですか。 

○大和の園園長（神田雄一君） 
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人員に関しましては、介護士におきましても、定員以上の方が働いとるし、看護

師におきましても３名、調理員におきましては１名ちょっとこの間辞められました

ので、今、防災無線でも募集中でございます。それに関しましては、栄養士のほう

がそこに入ってやっておりますので、中でも事務室のほうが、今度、園長のほうが

１人退職しまして、その前に２名、役場のほうということで、実質、今３名で事務

所をやっておりますけど、12月か１月頃から事務所のほうも１人入る予定をしてお

りますので、今、一番肝心な送迎とか病院受診とか、そういうのがあるものですか

ら、そのへんは対応できるんじゃないかなと思っております。 

○３番（藏 正君） 

今度の一般質問でもちょっとしたいんですけど、職員のストレスを除去するよう

な管理も、やっぱり課長級の皆様方の責任だと思うんですね。どうやって職員のス

トレスを消していきながら働きやすい環境をつくっていってあげるのも大事なこと

だと思いますので、数が少なくなった中で現状の皆さんに不満とかそのストレス的

なものがかからないような方策をぜひ取っていただきたいと思います。 

○議長（勝山浩平君） 

ほかは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49号を採決をします。 

お諮りいたします。 

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） 

異議なしとします。 

したがって、議案第49号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第15 議案第50号 平成30年度大和村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第15、議案第50号、平成30年度大和村後期高齢者医療特別会計補正予算（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年度大和村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、提案の

理由を申し上げます。 

平成30年度大和村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、歳入におきま

しては繰入金の増額、歳出におきましては人件費の調整、保険基盤安定分担金の確

定などにより、歳入歳出それぞれ22万7,000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。 

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ22万7,000円増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,978万8,000円にしよ

うとするものです。 

５ページに歳入から説明申し上げます。 

款３繰入金、項１一般会計繰入金の22万7,000円の増については、事務費繰入及び

保険基盤安定繰入によるものです。 

次に、６ページの歳出を説明申し上げます、 

款１総務、目１一般管理費の７万7,000円の増については、人勧による給料改定に

よるものです。 

款２後期高齢者医療広域連合納付金については、保険基盤安定分担金の確定によ

るものです。 

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） 

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。 

これから、議案第50号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

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50号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第16 議案第51号 大和村長等の給与等に関する条例等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16、議案第51号、大和村長等の給与等に関する条例等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） 

大和村長等の給与等に関する条例等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。 

平成30年度人事院勧告による給与改定に基づき、特別職等の期末手当の支給率の

改定を行いたく御提案いたします。 

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） 

大和村長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、内容

の御説明を申し上げます。 

人事院勧告による給与改定に準じ、特別職の期末手当の支給率を0.05月分引き上
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げるものであります。期末手当の支給率については、平成30年12月に1.725月

を1.775月とし、第１条で12月に引き上げたものを平成31年には６月と12月の各支給

率を均等にして1.625月ずつとするものであります。 

以上、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） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第51号を採決をいたします。 

お諮りいたします。 

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51号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第17 議案第52号 大和村職員の給与に関する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17、議案第52号、大和村職員の給与に関する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） 

大和村職員の給与に関する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。 
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平成30年度人事院勧告に基づく本村職員の給与等の改定を行いたく御提案いたし

ます。 

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） 

大和村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、内容の御

説明を申し上げます。 

今回の人事院勧告の概要は、公務員と民間の給与を比較した結果、民間給与が公

務員給与の水準を上回ったため、給料表の水準の引き上げと勤勉手当の支給率

を0.05月分引き上げる等の勧告がなされたところであります。 

給与の改定については、給料表を４月に遡り増額し、その差額を12月に支給しよ

うとするものであります。 

勤勉手当の支給率の改定については、平成30年12月に一般職員0.90月を0.95月、

管理職1.10月を1.15月、共に0.05月分引き上げをいたします。 

第１条で、12月に引き上げた率を第２条で６月と12月の各支給率を均等にして、

一般職員を0.925月分ずつ、管理職を1.025月分ずつといたします。 

期末手当の６月と12月の支給率についても、これまでばらつきがあったものを平

成31年度に均等にして、一般職員は0.30月分ずつ、管理職1.10月分ずつにします。 

また、宿日直手当についても、人事院勧告に通じて平成30年度から日直の手当

を4,200円から4,400円に引き上げる内容になっております。 

以上、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） 

討論なしと認めます。 
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これから、議案第52号を採決をいたします。 

お諮りいたします。 

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52号は、原案のとおり可決をされました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第18 発議第２号 大和村議会会議規則の一部を改正する規則について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第18、発議第２号、大和村議会会議規則の一部を改正する規則についてを議

題といたします。 

提出者に趣旨説明を求めます。 

○２番（重信安男君） 

提案理由を申し上げます。 

議員のなり手不足問題が全国的な問題となっており、全国議長会が今年６月から

８月にかけて実施したアンケートでは、全国52％の議長がなり手不足を感じている

という結果が示されました。今年５月には、政治分野の男女共同参画推進法が施行

され、国や自治体には政治参加しやすい環境整備や人材育成を促すことが求められ

ております。共働き世代の増加や高齢化の進展で、男性も含め育児や介護との両立

が求められており、同法の施行後、議会会議規則の欠席規定に介護、育児、配偶者

の出産補助等を新たに加える内容の一部改正の動きが全国の地方議会で広がってお

ります。欠席規定を会議規則に具体的に明文化することは、女性の政治参加を促す

のみならず、議員のなり手不足対策にも大きく効果を現すものであると考え、議員

課の議会活動と家庭生活の両立性に向けた環境整備へ向け、欠席の届け出に関わる

規定について所要の整備を行うために、大和村議会会議規則の一部改正を行うもの

であります。 

以上です。 

○議長（勝山浩平君） 

これから発議第２号について、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） 

これで質疑を終わります。 

これから、発議第２号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、発議第２号を採決をいたします。 

お諮りいたします。 

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、発議第２号は、原案のとおり可決をされました。 

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５７分 
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平成３０年第４回大和村議会定例会会議録 

 

平成３０年１２月１４日（金） 

午 後 １ 時 ３ ０ 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 世界自然遺産登録に対する申し入れの決議について 

日程第３ 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４ 議員派遣の件について 

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                      兼大和診事務長  神 田 雄 一 君 
兼 会計課 長                      兼大和の園園長  

住民税務課長  三 宅 正 剛 君    教委指導主事  小 原 和 博 君 

 



 

－45－

開議 午後１時２９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

皆さん、こんにちは。 

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。 

通告順にしたがいまして、順次発言を許可いたします。 

９番、奥田忠廣君に発言を許可いたします。 

○９番（奥田忠廣君） 

皆さん、こんにちは。 

通告をしてあります２項目について質問をいたします。 

１項目目は、31年度予算編成の基本姿勢について、31年度は平成が終わり、新し

い元号が始まります。31年度予算編成にあたり、本村重要課題はどのようなもの

か。また、31年10月には消費税が10％となりますが、村民負担軽減策は考えられな

いのか。次に、大金久防災会館建設損害賠償請求裁判について、10月11日、棄却判

決であり、２週間の期限内に控訴せず、判決が確定したら、裁判結果について反省

するのはないか。今後の請負契約締結について、見直すところがあるのではない

か。以上について質問をいたします。 

来年は、５月に平成が終わり、新しい元号となります。今年は、本村も11月には

村政施行110周年を内外の多くの関係の皆様方と盛大に祝うことができました。大変

盛り上がった素晴らしい記念行事でありました。先人たちが私たちに残した素晴ら

しい大和の村々の歴史を私たちが次の世代に、この誇りある歴史を引き継ぎ、発展

させていかなければならないとの決意を新たにした記念行事でありました。31年度

に向けた村民福祉向上はもちろんですけれど、どのような予算編成、基本姿勢で予

算編成に臨むのか、村長の答弁を求めます。 

2019年５月に平成が終わり、新しい元号になります。法律で平成27年度に決まっ

ていた消費税増税は、何度も先送りされていたが、2019年10月に10％になります。

国の消費増税対策を新聞報道などで見てみますと、消費税率10％への引き上げに伴
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う対策として、2019年10月から2020年６月までの９カ月間の間、軽減措置が９項目

ほど内容が示されておりますが、複雑で、この中から村民に軽減できる消費増税は

どのようなものがあるのか、どのような方法で村民へ周知をするのか、答弁を求め

ます。 

国の定める消費増税軽減策は、低所得者を主に対象としたものであります。村民

の中で国の様々な助成措置を受けることのできる方々も多くおりますけれども、こ

れらの方は非課税対象であります。また、村民の中には軽減措置を受けることので

きない課税対象者もおります。非課税対象者と課税対象者との年収額はわずかな差

しかない方が多いと思います。このような課税対象者の方々の不満が聞こえてきま

すが、このような不満の声に耳を傾けることができないのか、村独自の対策などは

考えられないのか、村長の答弁を求めます。 

次に、大金久防災会館建設損害賠償請求裁判について質問をいたします。10月11

日棄却判決であり、２週間の期限内で控訴せず、判決が確定しました。この裁判の

提起は行政の判断で行ったのか、議会は何も知らないところで裁判が始まったの

か、村長の答弁を求めます。 

この大金久防災会館建設損害賠償請求裁判提起は、議会の議決を経て裁判が提起

されたと理解をしているが、そうではなかったのか。議会は関係のない裁判であっ

たのか。鹿児島地方裁判名瀬支部は、10月11日、村の請求を棄却したら、村は２週

間の期限内に控訴せず、判決が確定をいたしました。私が裁判結果を知ったの

は、11月８日木曜日の新聞報道であります。恐らく議会の皆さんも私と同じく新聞

報道で知ったと思います。10月11日に知っていた議員は恐らくいなかっただろうと

思います。控訴するしないの問題ではなく、結果についてまず議会に報告し、議会

の判断を仰ぐべきではないのか。行政の判断だけで判決受け入れであるなら、議会

は要りません。損害賠償金額2,656万1,000円は、村民負担にすべきでなく、判断し

た行政の、村長を含めた方々が負担すべきものと考えますし、大和村には議会は要

らないということになるが、村長の答弁を求めます。 

以上、壇上より質問いたし、答弁後に再質問をいたします。 

○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、平成31年度予算編成の施政についての１番目の編成にあたり本村

の重要目玉課題についての御質問でございますが、平成31年度におきましては、予
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算編成の基本方針といたしまして、行財政改革の推進、農林水産業と観光振興によ

る雇用創出や交流人口の拡大、企業誘致と空き家改修や定住促進住宅の整備促進、

子育て支援の拡大、道路交通網、情報通信網、生活環境の整備促進、安全・安心な

大和村づくりなど、６項目におきまして予算編成を進めているところでございま

す。 

課題といたしましては、1,500名を割り込んでおります人口減少が考えられるとこ

ろでございます。これまでも移住定住への取り組みといたしまして、定住住宅の改

修等を促進し、住居の確保に取り組んできたところでございます。今後は、その取

り組みを継続するほか、今回目玉といたしましては、奨学金返還助成金制度の構築

や企業誘致への取り組みを充実させることで、Ｕターン者の確保や働く場所の提供

を目指すことで、人口減少対策として考えているところでございます。そのほか子

育て世代への支援や村民の生活環境の充実など、様々な取り組みにおいても職員と

ともに健全財政の確立を図り、来年度に向けての予算編成を行っていきたいと思っ

ているところでございます。 

次に、２番目の2019年10月に消費税が10％となるが、村民の負担軽減対策は考え

られないかとの御質問でございますが、来年10月から増税されます消費税につきま

しては、軽減税率制度の対象品目が区別をされているところでございます。その中

におきましては、村民の生活に直結しそうな軽減税率８％のものといたしまして、

米、精肉、鮮魚、野菜などの生鮮食品のほか、パンや弁当、惣菜などの加工食品は

消費税８％のままとなっております。今回、税率が10％となる品目といたしまし

て、レストラン、ファストフード店での外食や酒類が10％の対象品目となりまし

て、一律ですべての商品等が10％になるものではないため、まずは増税前に８％の

ものと10％のものの周知徹底を図る必要があるというふうに考えております。併せ

まして、新年度における消費税税率までの国の動向にも注視をしながら、住民に不

満が出てこないような取り組みを行政としてどうできるのかということも考えてい

かなければならないというふうに思っているところでもございます。 

次に、２点目の大金久防災会館損害賠償請求裁判についての御質問にお答えをい

たします。１番目の裁判の結果を受けて、反省するのはないかとの御質問でござい

ますが、御質問にお答えする前に、損害賠償請求が棄却されたことに対しまして

は、大変残念でありまして、大変申し訳なく思っているところでございます。そし

て、判決内容の精査や、これらの日程等の関係から、10月30日に判決が確定した

後、議会の皆さまへ説明が遅れましたことは、まずお詫びを申し上げるところでも
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ございます。議員の御質問にありましたように、新聞報道等でまず皆さんが知った

ことに対しましては、我々も棄却判決後２週間の期限を迎えた中で判断をしようと

いうことで考えた関係で、皆さんに御説明が遅れたところでもございます。そうい

う中で、本村に関しての御質問にまずはお答えいたしますが、村が提起いたしまし

た損害賠償請求は棄却ということになりましたが、大事なことは判決の内容である

というふうに思っております。物事には何事にも原因があるわけでございますが、

今回の損害賠償請求を提起しましたのは、被告が工期遅延をしたために、村といた

しましては本来であれば受けられるべき交付金等が受けられなくなったために損害

が発生したと。その損害を発生させたのは被告が原因であり、責任があるとのこと

で損害の賠償を請求させていただいたところでもございます。被告は工期遅延の原

因といたしまして、用地の確保の遅れ、発注の遅れ、工期に合意していない、別途

発注工事の遅れにより、現場着工ができなかった。したがって、工期が足りない砂

防法違反であるなどを主張いたしましたが、判決によりますと、被告のこれらの主

張はすべて採用することはできないとされております。しかし、当初契約の工事が

年度内に完成できなかったために、村は事務処理といたしまして、当初契約を年度

内分の補助事業分と残工事を新の単独事業分といたしまして、２つに分割して契約

書を作成したところであり、この変更契約を締結したことによって、当初契約の工

事は金額も完成義務も変更契約分相当に縮減されましたので、当初契約の履行遅滞

があったとはいえないとされ、村の損害賠償請求の成立を認めることはできないと

されたところであります。このほかにも被告と取り交わした覚書書の中にペナル

ティを課さないとの記載がありますが、村といたしましては、このペナルティとい

う言葉の意味は指名停止の意味で作成をいたしましたが、被告側にペナルティは指

名停止だけでなく、損害などすべてを含むと主張されまして、被告の主張が採用さ

れたということもあります。村の請求は棄却されましたが、変更契約を締結したか

ら、あるいは覚書書を作成したから損害が発生したものではなく、損害は被告が工

期遅延をした時点で発生しているものであります。つまり、被告が主張いたしまし

た工期遅延をした原因は村にあるとの主張は認めることはできないとされたわけで

ありますから、裏を返せば工期遅延の原因は被告にあるということでございます。

工期遅延の原因は被告にあり、損害が発生いたしましたが、変更契約を締結したこ

とによって損害賠償請求権が成立しなくなり、損害賠償が受けられなくなったとい

うことでございます。しかし、通常の業務の進め方につきましては、村の主張がす

べて認められたわけではございませんので、今後ともその適正な業務執行に努めて
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いきますとともに、二度とこのようなことが起こらないように細心の注意を払いな

がら、今後の業務を進めていきたいと考えております。 

２番目の今後の請負契約につきまして見直すところがあるのではないかとの御質

問でございますが、先ほどの答弁とも関連いたしますが、これまで行ってきた通常

の業務の進め方につきましては、特に何も指摘はされておりませんが、これまで以

上に緊張感をもって取り組んでいきたいというふうに思っております。そして、今

後とも適正な業務執行に努めながら、契約の相手方としてふさわしい業者選定や現

場指導に、これまで以上に適正に取り組んでいき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。 

○副村長（泉 有智君） 

捕捉して説明させていただきたいと思います。 

１点目の裁判の提起は誰の判断かということでございましたけれども、裁判の提

起等々につきましては、村が議会の議決を求めて、提起したいということで議決を

求めております。それの議決書の中におきましても、第１審または第２審の判決の

結果、必要がある場合は上訴するものとすると、このようなことも含めて議決をい

ただいているところであります。普通であれば、仮に上訴するとすれば、再度議決

が必要で、上訴しない場合は議決は必要ないということになりますけれども、当初

の提起議案におきまして、上訴するか、必要に応じてする場合は上訴するというこ

とで議決もいただいておりましたので、皆様方に説明が遅れたことはお詫びを申し

上げたいと思います。 

そして、控訴しないというふうに私どもが判断したことでありますけれども、先

ほどの村長の説明にもありましたが、棄却という理由が契約書の解釈の問題などか

ら棄却されております。弁護士とも協議しましたけれども、これを完全に覆すだけ

の法的な資料を準備するのがやはり困難であろうということと、やはり控訴審で絶

対勝訴するということもいえませんし、やはりそして２年以上も裁判を続けており

ますので、少しでも早く、結着をつけて１日でも早く正常化をしたいなという思い

などから控訴はしないということを判断したところであります。 

○９番（奥田忠廣君） 

まず、この初めの質問の消費税のことについてお尋ねをいたします。これね、平

成31年10月に、消費税の軽減税率制度が実施されますという、こういうのが来てい
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るんですけど、今日、これは事務局からいただいたんですけれども、中身をちょっ

と見ますけれども、この10月からと、現在、消費税対策というが11月13日の新聞、

それから12月12日の新聞を見ますと、非常に分かりにくい、私たちも。これはコン

ビニや外食チェーン店とか、ポイント還元とかいろいろあって、これは村の高齢者

の方々はまったくこういうのにどうしたらいいかまず分からないと思う。まず、大

和村の消費者、村民が消費するときにはもう少し分かりやすく、どういうときには

どうなりますよというのがしっかり説明をというよりも、とにかく詳細に説明をす

る。ということになると、なお難しくなる。ですから、ポイントというのはどうい

うものなのか、コンビニや外食チェーン、中で食べるのと、持って帰るのはまた違

うというような。食べ物を買って、そういうような非常に分かりにくくて、この消

費税というのを10％にするというのは、平成27年に法律で決まったけれども、延長

延長になって来年の10月に実施するということになってる。だけど、景気を刺激す

るためには、政府としては大盤振る舞いをして、消費税が社会福祉に回る金がある

かなと思うぐらいのことになっていますけれども、これ皆さんはこの消費税増税に

ついて、増税とこの還元率について、どのような説明を村民にしようと思っている

んですか。どういう場所で、どのような説明をしようと思っているんですか。これ

は分かりづらいですよ。カード決済をする、これは５％の還元ですか。行政は、こ

の消費税の軽減措置というのは、どのような勉強をされて、村民に説明をするつも

りですか。 

○村長（伊集院 幼君） 

議員のおっしゃるように、まだ私たちもこの消費税が上がるということは聞いて

おりまして、その内容について私がさっき答弁した項目については、８％のままだ

から、そういうまたポイント制とか、またあと何パーセントか還元されるとか、い

ろいろありますので、その点についてはしっかり我々が庁舎内で理解した上で、村

民に分かりやすく我々は説明しなければならないというふうに思っておりますの

で、また詳しいことは国からしっかり、予算編成が決まるまではいろんな形で、税

のことが決まってから予算編成に向けられるというふうに思っておりますので、そ

の点についてはしっかり我々が情報をキャッチいたしまして、分かりやすく今後村

民に説明をし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） 

このポイント還元についても、中小企業と大企業とはまた違ってくるということ

になりますので、これをどのように説明して、どのようにやっていくのかというの
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は、非常にこれは大事な問題だと思うんですよ。しかし、この還元策というのは、

再来年のオリンピックの始まる前までしかない。９カ月間ということで限定をして

いるし、またそこらあたりの説明というのも、これはどの課がこの担当になるんで

すか、これ、大和村では。住民税務課ですか。総務課ですか。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

その一般的な説明会をどちらが主体となってやるかということは、今後、課内

で、また庁内で検討しなければならないと思いますが、いずれにしても税務署等の

協力も得ながら、できるだけ早い時期に説明会等ができればというふうに考えてお

ります。主体は、消費税全般のことに関しましては、今日、税制大綱が示されとい

うことですので、その内容等をよく理解した上で行いたいというふうに考えており

ます。 

○９番（奥田忠廣君） 

これは私たちに聞かれても、僕らも分からんですよ、村民に。これどうなってる

んですかと聞かれても分かりませんとしか言いようがないんですよ。ですから、こ

れは10月からですけれども、早い段階でやっぱり周知徹底をさせて、どういうとき

にはどうなりますよ、こういうときにはこうなりますよと、大和村は高齢者が多い

から、なかなか理解しにくい方々が多いと思うんですよ。これを分かりやすく説明

をされるのも、あなた方の責任ですから、しっかりとしてこれはやっていただきた

い。 

それと、還元、いろんなことがありますけれども、これはこの還元の中でほとん

ど非課税の方々が多く還元をされるということになって、大和村の本村の場合は非

課税の方も課税対象者もいらっしゃいますけれども、私が先ほど質問の中で申し上

げたように、課税対象者と非課税対象者とのこの境というのが非常に金額的には微

妙なところなんです。何であの方たちは農業収入もあるのに、私たちは課税だけ

ど、あの方たちは非課税になっている。私たちより年間の収入を見ると、絶対多い

はずだという不満の声も聞こえてくる。今、私たちの大和村で、農業の収入を申告

している方はどのくらいいらっしゃいますか。農業収入を申告して、それが課税対

象になっている方々がどのくらいいらっしゃいますか。ほとんどの方が非課税に

なっていませんか。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

正確な資料はただいま持ち合わせておりませんが、恐らく記憶の範囲では所得税

が課せられている世帯は少ないのではないかと思います。詳しい状況につきまして
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は、後ほどまたお届けしたいと思います。 

○９番（奥田忠廣君） 

私が思うのに、農業収入が課税対象になる方はいないと思うんですよ。農業収

入、課税対象というのは、恐らく農業収入というのは申告しない人もいますし、申

告する人もいるだろうけれども、ほとんどが非課税になっとると思う。そういう方

々と課税対象者との、そのつなぎ目の収入というんですか、もう微妙なところなん

です。ひょっとしたら、課税対象者のほうが少ない方もいらっしゃると思います、

非課税対象者。そこらあたり、何か方法はないのか。ああ、あの人たちはいいよ

と、国の制度でいろんなものをみんなもらえると。私たちは、あの方々よりも年収

は少ないはずなのに何ももらえないというような不満の声が聞こえるんですけれど

も、そこらあたりの不満を解消するためにはどうすればいいと思いますか。どのよ

うな説明をするか、これはもう税金が消費税が10％に上がったら、なお出ますよ、

そういう話。非課税対象者がいろんなことに還元されている、課税対象者は何もな

いということになりはしないか。だから、先ほど私が質問の中でも言いましたけ

ど、何か方法はないかということを申し上げております。何かありますかね、村

長。 

○村長（伊集院 幼君） 

まさに議員のおっしゃるような現状が出てくると思います。これはあくまでも個

人の申告によって、我々が非課税世帯なのかどうかということを判断しながらやっ

ていかなければならないわけでありますけれども、確かにこの非課税世帯も年々に

よって変動することもあるわけでございまして、今私たち村がいろんな形で助成制

度をやっている中で、まさに非課税世帯は既に子育てをする人たちもいろんな形で

手立てを受けております。そして、助成制度を受けている方以外に、何も受けてな

い方がいらっしゃるということで、私たちはやっぱりそこを平等性を保とうという

ことがあって、言ってみると、児童生徒を今育てている人たちにいろんな形で助成

金制度を皆さんの御理解の中でつくらせていただきました。しかしながら、この消

費税が上がるということによって、今度、この所得の少ない、言ってみると、恩恵

を受けない方は、あくまでも国がどういう形で取り決めをするかということに、私

はその状況を見た中で行政として何ができるかということを、また我々も考えてい

かなければならないと思っております。確かにおっしゃるように、我々としてはま

ずは子育てしやすい村にしたいということがありまして、そのことを優先して不平

等がないようにしていこうという考えで、今いろいろ制度をやっておりますので、
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これからまた消費税が上がることによって、どういった声が出るかということを、

我々もまた住民の状況を把握しながら対策を考えていきたいというふうに思いま

す。 

○９番（奥田忠廣君） 

もう一つ聞きますけれども、課税対象者と非課税対象者の割合はどうなっていま

すか、私たちの大和村は。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

すみません。その件に関しましても、ちょっと手元に資料がないので、はっきり

したことはお答えできませんが、課税対象者のほうが多いのではないかと、非課税

よりもですね。その給与所得等を含めまして、所得の状況を見たときに、課税対象

のほうが多いということが印象であります。詳しい数字は後ほどお届けさせていた

だきたいと思います。 

○９番（奥田忠廣君） 

後で資料をください、ありましたら。 

この来年度予算ですけれども、村長の行政報告でもありましたように、このクロ

ウサギ飼育場の建設、これは環境省と文化庁とも話したということでありますけれ

ども、来年度、このクロウサギのことについてはどのような進め方になりますか、

来年度は。何か建設ができるような状態になりますか。 

○村長（伊集院 幼君） 

まだ今のところはっきり申し上げられませんが、国の反応といたしましては、で

きないことでもないと。ハードルは少し高くなりますけれども、我々が通常考えて

いる一般的な考えでは、なかなか許可が下りないのではないかと。それは今の奄美

の生き物に対する、天然記念物に対する取り組みをしっかり計画を立てていかない

といけないというふうに思っておりまして、来年度からはこの準備検討委員会も検

討委員会に格上げしまして、早急に検討委員会を開きながら、そしてまた、今、奄

振でも施設の建設に向けた要望もしておりますので、予算が確定し次第、私たちも

その施設のどういった内容であるか、どういった目的でその施設を必要としている

のかということを整理しながら、また国のほうに、また事前協議なりをしていきた

いというふうに思っております。 

○９番（奥田忠廣君） 

私は、このクロウサギというのは、非常に良いことかなと。昔は、大和校でクロ

ウサギの飼育もしていた。大和村は、クロウサギを飼育するということについて
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は、やはり認めてもらいたいという気持ちなんです。奄美のその希少動物というの

はクロウサギだけじゃないんですよ。クロウサギだけの飼育場を造ったって、私は

あまりインパクトはないのかなと。奄美にいるケナガネズミもいますし、いろんな

希少な動物も含めたものというような方法に持っていっていただきたい。来年度に

向けて、これが一つの大和村の大きな課題だと思いますので、ぜひここらあたりは

力を入れていただきたいと思います。 

それと、現在、大和村が行っております家屋の改修の助成金、これは来年も続け

ていくんですか。 

○企画観光課長（森永 学君） 

続けていきたいと考えております。 

○９番（奥田忠廣君） 

それと、漁業者への機材の助成、燃料の助成、これも来年度は続けていけるんで

しょうか。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

今行っております燃料助成につきましては現行のままで、資機材、漁具について

は、少し要綱を変えたいという部分がありまして、今考えているところでありま

す。制度自体は継続していきたいと思っております。 

○９番（奥田忠廣君） 

どういうふうに変えるんですか。 

○産業振興課長（郁島武正君） 

漁具の購入助成のほうでございますが、他の例えば住宅改修の助成とか見まして

も、１回申請すると数年間はできないとかそういったものがございます。その中で

今の漁具購入助成につきましては、そのような規定がないものですから、そのあた

りも含めて少し見直しをしたいと今考えているところであります。 

○９番（奥田忠廣君） 

来年度の大きな問題は、村長、今里までのバスの運行です。私たちも詳しい説明

は受けておりませんが、来年度、このバス運行については、大枠でどのような考え

を今なさっているんですか。 

○村長（伊集院 幼君） 

本当に議員のおっしゃるとおり、大きな問題だと我々も受け止めながら、今、来

年度に向けては民間を一応どう活用していくか、しかしながら、その先がまだ見え

ない中で、我々としては村がしっかり体制づくりをしなければいけないというふう
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に考えておりまして、３月の議会までには示すことができませんが、とりあえずあ

る程度の私たちも体制づくりの期間が必要なものですから、来年度、年度途中から

は、私たちがしっかり体制を整えた中で運行をやっていかなければならないという

ふうに考えています。その点については、また予算計上の前に、議会の皆さま、そ

して地域の区長の皆さんにも、ちょっと説明の中で御意見をいただきながら進めて

いくことが大事じゃないかというふうに思っております。 

○９番（奥田忠廣君） 

来年度予算の大きな、委託するにしても、村が直営でやるにしても、大きな予算

のかかる問題だと思っているんです。通学バス、一切を賄わなくちゃいけないとい

うことになりますと、この２案ぐらいの案を持って、やはり説明をしていただきた

いんですよ。１つにもう誇示して、これだということじゃなくて、私たち議会にも

判断をさせていただきたいということをお願いしたい。 

次に、この大和村の損害賠償請求、これは先ほど副村長が説明をしましたけれど

も、まったく間違っている、あなた方の説明。裁判というのは、議会の議決を経て

裁判は提起した。判決の結果は、必要と認められないときには報告の義務はないみ

たいなことを言いますけれども、私はそうは思っていません。あなた方は、ここに

いる８名の議員を何のためにいると思っているんですか、議員は。この８名の議員

は何のために、この議場にいたり、議員をやっていると思っていますか。 

○副村長（泉 有智君） 

私が先ほど申し上げましたのは、説明しなくていいとかいうことの意味ではなく

て、仮に判決結果が不服で上告する場合の議決は、また議会の議決が必要ですとい

うことを説明したつもりであります。議会の皆さま方の御意見というのは、非常に

尊重しているものであります。 

○９番（奥田忠廣君） 

私が今申し上げたのは、私たちは何のためにいるかと、議会議員とは何のために

いるのかと。あなた方はどう考えて行動しているんですか、行政の運営を。 

○副村長（泉 有智君） 

やはり村民の福祉向上、そのために私どもの行政を監視・批判、そしてまた住民

の方々のために議会議員の方々がまた活動しているものだというふうに思っており

ます。 

○９番（奥田忠廣君） 

まったく違う。私たちは、行政の 終議決機関ですよ、議会は。そうじゃありま
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せんか。あなた方が提案をする、それを可とする、否とする、これは議会がやって

いるんじゃないですか。裁判というのは、もうちょっと大事なものですよ。ここに

いる議員の皆さん、控訴せずに判決が決まった、報道でしか知らなかった。あなた

方は２週間の間、何も行動を起こさなかった。議会なんかいらんと思っているはず

ですよ、あなたは。私たちはそう判断しました。私はそう判断した、あの新聞報道

を見て。あっ、議会というのは、行政の皆さんはいらないというぐらいの判断をし

ているんだなと、私はそう思いましたよ。 

○村長（伊集院 幼君） 

私が先ほど答弁した中でも申し上げましたけれども、確かに議会のほうに報告が

遅れたことに対しては、大変申し訳なかったというふうに思います。議会を軽視し

ているわけじゃございません。我々もこの２年半かかった裁判の中で、村としてど

ういう形でやっぱりやっていったほうがいいかということを、いろんな形で模索を

しながら、我々も控訴を断念し、裁判の結果をこうして受け止め、そして周りにど

ういう形の説明ができるかということも含めて、我々も考える時間が必要だったと

いうこともあります。それは議員がおっしゃるように、ただ予算の同意をいただい

たからいいということじゃなくて、我々はしっかり皆さんに説明責任を果たし、そ

の内容皆さんが誰に聞かれても説明が住民にできるようなことを、皆さんにこうし

て説明が遅れたことに対しましては、我々も誠に不手際があったというふうに思う

ところでもございます。しかし、この裁判は、我々もこの工期が遅れたことに対す

る、そしてこの我々の今までになかったこの事務手続きの取り方を、我々もまた相

手にしっかり考えていただこうということもありまして、今回こういう裁判という

ことになったわけでございます。これはまさに、これからこういうことが起こらな

いように、私たちはしっかりしなければならないというふうに思っておりますの

で、その点についてはまた議員の皆さんの御理解をいただければというふうに思う

ところであります。 

○９番（奥田忠廣君） 

私はね、議会議員になって、名音の入会権裁判、これは15年やりました、裁判。

裁判をやり始めて15年で和解という判決であったんですけれども、和解だったんで

すけれども、報告がありましたよ、どういうような状況だと。私が申し上げたいの

は、議会の議会議員が知らずに、村民のほうが先に知っていた。あなた方はこの裁

判の結果は知っていますかと、私は知らないと、そういう状態をつくったんです

よ、あなた方は。控訴するしないという判断、あなた方はやった、判断は。議会は
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もう関係なくてやった。議会でも恐らく、あなた方がどうしますかと言った、控訴

しなさいという議員はいなかったと思う。裁判を長くだらだらと続けるべきじゃな

いし、どこかで結着をつけんといかん。私は、あなた方、行政運営というのは、も

う少し緊張感をもってやっていただきたいということを申し上げたいんです

よ。2,656万円の交付金が受けられなかった、これは村民の大きな損害ですよ。そし

て、この契約の仕方、この契約の仕方も何度も変更契約をした。私がこの大金久防

災会館の当初の契約、工事当初、屋外整備工事というのがある。これは埋め立てで

すよね、向こうを嵩上げをする。この期間と建屋を造る工事契約、同じですよ。27

年３月20日工期終了。土を入れて、土地を造る期間も27年３月20日。土を入れる、

盛り土をするのが遅れたら、これも遅れる、同じ期間。同じ工期というのは、これ

は今から土地を造らんといかん、整地をせんといかん。整地が遅れたら、建屋も遅

れるのは当たり前です、これ。こういうこの契約の仕方というのは、間違っていま

せんか、これ。整地と建設と同じ工期であり、同じ日にち。ここらあたりの工事の

発注というのは、今後考えていくべきじゃないですか。先にやる事業、後からやる

事業、これは明許繰越でこうなってきて、期間がなかったというのは私も分かるん

ですよ。しかし、土地の整地というのは、早く終わってもらって上物が建つという

のが普通。この私が資料としていただいたのはまったく同じで、契約日が10日違

う。ただ、それだけですよ。工期は一緒です。今後このような発注の仕方というの

は、よく見てやるべきじゃないですか、もうちょっと考えて。答弁はないですか。 

○副村長（泉 有智君） 

今の議員の御質問は、まさに裁判の中でも争ったことでありますので、一つ一つ

まで説明は控えさせていただきますけれども、やはりそのようなことで結論として

は、工期内に完成できた、言葉をかえて言えば、このような相手方は主張をしまし

たけれども、そこは我々の主張のほうが採用できたわけですけれども、やはり今

おっしゃった工期の課さないということに関しては、我々としても十分反省してお

りますし、今後はそのようなことに十分配慮しながら、やっぱり発注の順序、そう

いう中身についても十分吟味して改善をしていきたいと思っております。 

○９番（奥田忠廣君） 

来年は、平成が終わります。５月には新しい元号が始まる。どうか皆さんに申し

上げたいのは、行政の運営というのは、もうちょっと緊張感をもってやっていただ

きたい。これでいいだろうと、これぐらいはいいだろうということじゃなくて、

しっかり誰に対しても説明ができるような行政運営をやっていただきたいというの
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を申し上げて、終わります。 

○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。 

次に、３番、藏正君の発言を許可いたします。 

○３番（藏 正君） 

皆さん、こんにちは。 

早速、一般質問を申し上げます。 

初に、上水道の管理について伺います。村民の命の水の管理に対して、適正に

管理されていることが証明できるような管理体制が施されているのか。また、思勝

貯水池の管理道を改善し、作業員のストレス解消を図り、円滑な作業環境を整備す

る必要があるのではないかと通告しました。上水道の現場の管理は、職員２名体制

で、水量や残留塩素、濁度のチェックなど毎日確認し、適正な状態で利用されてい

ますが、その適正さを立証できる体制になっているのでしょうか。毎日の管理簿を

見させてもらいましたが、数値の記載とチェック印のみで、作業内容の記載はまっ

たくなく、業務報告の形になっていません。また、現場は職員２名に任せきりで、

第三者によるチェック体制もなく、現状では職員が適正な作業を実施しているか立

証できる体制とはいえません。職員の健全性を立証するためにも、第三者による抜

き打ち検査など、命の水の現場の緊張感を維持する仕組みが必要だと思います。ま

た、思勝貯水池の急傾斜は、職員の大きなストレスになり、モチベーション低下の

要因になっています。管理者は単に職員に言いつけるのではなく、職員のストレス

の要因を理解し、解消して、信頼関係を高めていくことが本村職員の誇りある業務

の遂行につながると考えますが、村長の見解を伺います。 

大和川の堆積土砂の撤去と、長溝地区の水害解消策について伺います。大和川に

ついては、県の管理下にあり、毎年の予算に応じて堆積土砂の撤去が行われていま

すが、すぐ上流には既に大量の土砂が堆積しており、抜本的な改善になっていませ

ん。また、近隣の長溝地区の農家は、毎年といっていいほど畑が水没し、被害を

被っています。農家の損害解消を 優先に、大和川の堆積土砂の問題について、抜

本的な改善を図っていくべきではないのか、村長の答弁を求めます。 

湯湾釜分校の利用について伺います。子育て世代の保護者の子ども保育に対する

要望は、多種多様なものがあり、現状の環境では解決できないことが多々ありま

す。湯湾釜分校を大和保育所として利用し、大和保育所を放課後児童クラブで利用

することで、現状の課題を少しでも改善できるのではないかとの意見が出ていま
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す。昨年の出生者は14名で、今年度も３月までに13名の赤ちゃんが生まれる予定だ

そうです。ゼロ歳児保育の待機者が出るなど、働く親と子育ての環境整備にはまだ

まだ課題が山積しています。放課後児童クラブでは、拠点が固定されずに、安定し

たカリキュラムが構築できない状況が続いています。大和保育所では、年少組と年

長組の仕分け保育にスペース的な問題があり、年長組の昼寝時間の縮小等がうまく

いかないなどの課題があります。子育て世代の保護者間の意見交換会を実施してみ

たところ、子ども保育に関しては様々な要望があり、ゼロ歳児保育の拡大や一時預

かり体制の構築など、共働き時代に直面した意見が多々ありました。あらゆる意見

を一気に解決するのは、へき地保育所しか完備していない本村においては難題とい

えますが、湯湾釜分校をうまく利用し、保育世帯のストレスを少しでも緩和しても

らいたいとの意見について、村長の答弁を求めます。 

大金久防災会館建設損害賠償請求裁判について伺います。判決の結果について、

広報紙に掲載するなど、村民に分かりやすく説明する必要があるのではないでしょ

うか。先日、裁判の経過報告並びに今後の措置について説明がありましたが、当局

は村民に対して説明会も開かないし、広報紙にも載せないような話でした。裁判の

結果、村の損害が確定したことは紛れもない事実であり、村民に説明も謝罪もない

というのは、村民軽視にほかならず、到底村民から納得されるものではありませ

ん。 低でも裁判の経緯を村民に分かりやすく説明し、村民の判断を仰ぐべきでは

ないかと思いますが、村長の答弁を求めます。 

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） 

それでは、ただいまの藏議員の御質問にお答えをいたします。 

１点目の上水道水源池の管理についての１番目の適正に管理されていることが証

明できるような管理体制が施されているかとの御質問でございますが、水道水の管

理体制につきましては、水道法第４条におきまして水質基準が規定されておりまし

て、同法第20条第１項において水質検査に関する規定が設けられているところでご

ざいます。大和村におきましては、これは水道法の規定に基づきまして、水道水水

質検査計画を策定し、毎日行われております点検業務において、数項目の点検を

行っております。また、点検後は毎日、業務日誌に点検結果を記載し、異常等が発

生した場合は、直ちに連絡する体制を取っているところでもございます。議員の御

指摘にもありますように、業務日誌等の内容の記載においては、まだ不十分さがあ

ろうかと思いますが、今後しっかり業務に関わっている人、職員がどういう形で
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チェックをするかということも含めて、今後取り組み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。 

また、毎月点検しております水源池の取水設備整備を行い、定期点検といたしま

して、各種管理機器の動作確認、ろ過砂の洗浄や沈殿池の清掃を行い、これらの施

設管理に係る業務につきましては、県の指導監査を受け、指摘された指導事項等が

あった場合は、直ちに改善するように努めているところでもございます。 

以上のことから、村民の命の水に対しまして、適正に管理されているというふう

に認識しておりますが、今後もしっかり管理体制の見直しをしながら、十分な管理

の中で住民にしっかりした水を提供できるように、我々も取り組みをしていきたい

というふうに思うところでございます。 

２番目の思勝貯水池の管理道について、円滑な作業環境を整備する必要があるの

ではないかとの御質問でございますが、思勝地区の浄水施設に通じる管理道につき

ましては、勾配がきつく、荷物の運搬等にはかなり労力を要するという現状がござ

います。昨年、台風の影響により浄水施設内の擁壁が倒壊したため、改修工事を実

施をいたしたところでございます。その際に、施設の北東側から地権者の同意を得

て、仮の管理道を整備し、工事を行った経緯がございます。村といたしましても、

管理道を整備し、車両で浄水施設まで到達できるように、地権者の方に用地を譲っ

ていただけないか打診をいたしましたが、実現には至らなかったという経緯もござ

います。いずれにいたしましても、労務作業内容の見直しを行うなど、作業員の精

神的・肉体的ストレスの軽減を図る必要があるというふうに考えているところであ

ります。具体的には、20リッターの塩素水を10リッターに分け、２名で運搬するな

どの方法によりまして負担の軽減を図っていきたいと考えております。また、新年

度予算におきましては、モノラックの整備ができるよう地権者との交渉や、整備に

向けた取り組みを図っていきたいと考えているところでもございますので、御理解

をいただければというふうに思います。 

次に、２点目の大和川の堆積土砂除去と長溝地区の水害解消策につきましての御

質問でございますが、堆積土砂除去につきましては、県管理ということでございま

して、県のほうに堆積除去を確認し、治水上、緊急性の高いと判断される箇所か

ら、梅雨時期までに土砂除去を行っているところでもございます。しかしながら、

予算の関係もございまして、毎年行うことができずに、大和川、長溝地区におきま

しては、平成24年度に寄州除去を行ったところであり、村といたしましても長溝地

区におきましては、今年８月に来年度の寄州除去の要望も提出をしたところでもご
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ざいます。議員の御指摘のとおり、現在は上流部に相当な土砂が堆積をしているこ

とから、抜本的な改善策が図られていない現状にもございます。これまでは人家地

域の寄州工事を重点的に行ってきたところでもございますが、治水対策につきまし

ては、上流部に堆積している土砂も併せて除去する必要があるというふうに認識を

しておりまして、県のほうに予算の増額も含め、引き続き強く要望をしていきたい

というふうに思っております。 

次に、３点目の湯湾釜分校を大和保育所として利用し、大和保育所を放課後児童

クラブで利用することで、現状の課題を少しでも改善できるのではないかとの御質

問でございますが、子育て世代の保育の充実を図るためには、施設や場所等も含

め、あらゆる角度から検討がなされる必要があるとの認識をしております。議員の

質問にもありましたように、私たちも子育て支援を充実したいということで、これ

までも議会のほうからいろんな形で御意見・御要望をいただいた中で、ゼロ歳保育

もスタートさせていただきました。実施することによって、多くの方が利用してい

ただいて、我々も大変嬉しく思っておりますが、また増えることによって、我々と

してどういう対応が必要であるかということも今検討もしているところでもござい

ます。そういう中では、この施設の場所等も含める中では、やっぱりあらゆる角度

から検討をする必要があるのではないかというふうに認識をしているところでもご

ざいます。その一つとして、休校中の湯湾釜分校の活用ということも考えられ、公

的機関の施設として何らかの活用をするのであれば、それぞれの関係省庁に申請を

することで、利用することは可能であるというふうに思っております。ただし、施

設や場所等を検討するにも、保育の現状や保育に対する保護者等の要望も踏まえた

上で、費用の確保や保育のあり方について検討していければというふうに考えると

ころでございます。 

次に、４点目の大金久防災会館損害賠償請求裁判についての御質問でございま

す。現状としては、広報紙に掲載するなど、住民説明会をしないということで、皆

さまにもちょっと説明をさせていただいたところでもございますが、判決の結果に

つきましては、広報紙に掲載するなど、何某かの形でやっぱりしなければならない

というふうには思っております。しかしながら、広報紙に掲載することがどうであ

るか、その説明を受ける側にとっては、いろんな形で解釈が出てくるのではないか

というふうにも考えております。先ほど奥田議員にも話しましたように、裁判が２

年半にもわたる膨大な資料の中で、支庁に対し、法と証拠に基づき裁判が判決を下

したものでございます。村が公表するとなれば、判決文の全文を掲載し、読んだ方
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の判断を仰ぎながら、また原告と被告では判決に対するスタンス、見解が違うこと

が考えられるというふうに思っております。したがって、判決内容を要約して掲載

するなどした場合、一方的不公平との批判が出ることも考えられますので、判決内

容を要約して掲載するなどできない問題だというふうに考えております。判決文に

つきましても、50ページにわたるものでございますので、広報紙においては紙面的

にはちょっと考えられないのではないかというふうに思っておりまして、別の用途

がこうして広報紙に出しますと、いろんな形で用途が使われないかということもあ

ろうかと思っております。11月21日に議員の皆様方に判決概要を説明もさせていた

だきましたが、いろんな質問もございました。人の考えは十人十色でございますの

で、広報紙の掲載や説明会等を行った場合、終わった裁判の詳細を検証するよう

な、蒸し返すようなことにはならないかということも十分我々も予想して、考えら

れるんじゃないかというふうに思っているところでもございます。そのようなとき

に判決に基づき事実を説明しても、こちらの一方的な説明であるなどの批判が出る

ことも予想されると思います。このようなことになった場合は、新しい火種の発生

にもつながり、決して好ましいことではないというふうに考えております。 

また、判決結果につきましては、 近インターネットでも調べることができま

す。また、裁判所に行けば閲覧ができるようでございますが、本件はまだインター

ネットにアップまではされていないようであります。裁判所がアップしていないの

に、私ども役場が先駆けてアップした場合は、批判を受けることも考えられると

思っておりまして、先に我々が行動を起こすことはいかがなものかというふうには

思っているところでもございます。この事後処理につきましても、私たちもより慎

重な対応が必要であるのではないかと考えているところでもございます。私たちも

議員からの質問にもありましたように、村民に対する説明責任は考えておりまし

て、この広報紙、そして改めて住民説明会で説明するというよりも、また我々が各

集落に出向くときにでも、いろんな形で私は説明が必要かというふうに考えている

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たいと思います。 

○３番（藏 正君） 

水道水の管理について、まず確認していきたいと思いますけれども、まずは思勝

貯水池の急傾斜の管理道の改善について、モノレールの計画は今進めているという

ふうに捉えてもよろしいんですね。 
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○住民税務課長（三宅正剛君） 

新年度予算の編成時期でございますので、来年度に向けて、設置に関わる費用等

を計上して、何とか承認していただくように、担当課としてはお願いをしたいとい

うふうに考えております。 

○３番（藏 正君） 

ぜひ、前向きにというか、モノレールの設置をしていただきたいと思います。と

いうのは、先日、自分が志戸勘貯水池、名音貯水池、戸円と大棚、思勝と、現場を

その担当の方たちに同行していただいて、作業内容を説明してもらいながら、現場

を視察してきました。その中でいろいろ感じたのが、一番重く感じたのは、その思

勝の、ただ何も持たないで歩くだけでも、距離がそんなに長くはないんですけど、

到着したときにもう息がちょっと切れている状態で、聞くところによると、週に１

回ぐらいは20リッターの塩素水を担いで上がっているというふうに。見たら、相当

なストレスになると思うんですよね。上がってから、もうしばらくは作業をできな

いみたいな。だから、そのへんのことを多分、その職員の方々は前からそういった

ことを訴えてきていると思うんですよ、そのモノレールとか何かやってくれないか

ということを。それがなかなかつながっていかないのが彼らの現場に対する、ほか

の仕事に対するそのやる気とか、そうしたモチベーションの低下につながっている

んじゃないかなと思いまして、だからそのへんの職員のストレス解消というのが、

その現場での肝心な仕事に対するモチベーションアップにつながるんじゃないかな

とか思ったところでした。ぜひ、それはやっていただきたいと思います。 

それから、自分は多分水質には、先ほど法令に基づいた検査を行っていますか

ら、水質的には何ら問題はないと思うんですが、村民の水を預かって、自分が預

かって管理していますよという、そういった気概があまり伝わってこない。ちょっ

と残念だったんですけど、これは彼らを責めるという意味じゃなくて、例えばまず

は沈殿池があって、ろ過池があって、配水池と、３段階になっているんですけど、

彼らに言わせてみたら、法律的にも配水池、 終的にろ過池を通って配水池に溜

まった水を塩素で消毒して、各家庭に送り出しているんですけど、そこで数値を

測っているわけだから、水質的には問題ないんですよ。でも、その外観的に、沈殿

池にノリがもう浮いている。ろ過池にカエルとかが死んでいる。オーバー水で入っ

ていく、そのパイプに網がかかっている、カエルがそこにもかかっている、だけど

自分が一緒に行くからよと言ってるその日もそのままの状態にあるということは、

村民の水を自分がきれいにして、いつ来てもいいですよとか、そういう体制になっ
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てないということだと思うんですよ。彼らが自分たちが大和村の水は、自分たちが

守っているんだというぐらいの気概にさせる、何か仕組みが必要じゃないかなと、

すごく思いました。というのは、そういった現場の状況を誰かが抜き打ちで見てい

くというシステムがあったら、第三者が時々見に来るんだよというシステムがあっ

たら、その貯水池に対する現場の緊張感というのが発生するんですよ。だから、そ

ういったシステムを作り上げていく必要があるんじゃないかなと、すごく思いまし

た。そこらへんの方法、抜き打ち検査の方法というのは、また当局のほうで考えて

いただきたいと思うんですけれども、そのようなシステムが必要だというふうな意

見について、どのように思いますか。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

ただいま民間の指導員等の設置によって抜き打ち的な検査を行ったりとか、そう

いう良い意味で緊張感をもって仕事に取り組む環境ができるという面もあります

が、一方では作業員との信頼関係を損なうのではないかという懸念もあるわけでご

ざいまして、設置に関しましては内部で検討をさせていただきたいというふうに、

今のところ考えております。 

○３番（藏 正君） 

私の話し方が、さっきから現場の状況から言っていますから、その作業員たちに

対する疑念が先にきたと思うんですけど、私が提案するその抜き打ち検査というの

は、逆に言うと作業員たちの堅実性、健全性を実証するものになると思うんです

よ。君たちがやっているかどうか、僕なんかいつも監視しているからやという、そ

ういう方向じゃなくて、この職員たちが健全に作業しているというのを立証する方

法というのを作ってくださいということなんですよ。彼らに怠慢せんばいかんよち

いうんじゃなくて、このシステム上、彼らがあそこをきれいな環境を維持していく

という、そういう形を作ってほしいということを申し上げているので、そのへんは

勘違いしないでもらいたいんですけど、いかがですか。 

○住民税務課長（三宅正剛君） 

おっしゃる意味は理解いたしましたけれども、まず業務に係る、先ほど村長のほ

うからもございましたように、業務日誌の記載の徹底、作業内容を細かく、まずは

記載して、報告・連絡を徹底するという管理体制をまず徹底してまいりたいと。そ

の後に作業状況等を写真等を撮って報告を週１回するとか、そういった方法をまず

やらせていただいて、なお環境がちょっと変わらないということであれば、また考

えさせていただきたいというふうに考えております。 
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○３番（藏 正君） 

水源池についてちょっと心配なのが、その管理をきちんといかないと、これは思

勝貯水池で感じたところなんですけど、オーバー水がろ過池の中から、オーバー水

が筒状に正常な形でオーバー水が排泄されるときは、その配管を通って、当たり前

のところに排水溝に流れていくんですけど、そこが詰まっていた場合、タンク自体

がオーバー水になってしまって、別のルートで流れ落ちているんですね。思勝の場

合の配管は多分100か何かの管があって、そこからすごい量でオーバー水が出ている

んですよ。その量がその配管が詰まることで、柵を流れて違うところに行ってたと

きに、その先に多分ここに来るだろうなと思われるところがもう、まだ大きな崩れ

じゃないんですけど、大分削れて、その地主の畑の中に土砂が入っている状況があ

ります。ですから、下手をするとその水源池の管理のせいじゃないのって言われか

ねないというのがありますから、そこらへんも併せて現場の管理については徹底を

していただきたいと思います。 

あともう一つ、答弁がありましたからあれなんですけれども、日誌をもうちょっ

と、やっぱり自分たちが今日はこんな仕事をしたんだよというのを、日誌を見ただ

けで、ああこんな作業をしてきたんだねというのが分かるような形にしていただき

たいと思います。 

次に、大和川の土砂、寄州の件について伺いたいと思います。まず、建設課長に

伺いますけれども、大和川の瀬架橋、あそこからあの植物、私たちシマグチでブフ

というんですけど、あれがどんな状況にあるのか、目視して確認したことはありま

すか。 

○建設課長（前田逸人君） 

私も何度か、平成24年度も村長の答弁にもありましたように、寄州除去を行って

おります。その状況についてもその24年、５年前、６年前になるんですが、そのあ

たりからもう現場は確認しておりまして、やはり時間が経ちますと、寄州除去はや

るんですが、やっぱり１年、２年経ちますと、どうしても伸びが早くて、また水量

もやっぱり少しあるものですから、その伸び方というのは早くて、大分１、２年

経ったら、河川の流れを阻害しているという状況は確認はしております。 

○３番（藏 正君） 

実際にもうあそこらへん一帯は、もうほぼ９割、草、竹が端っこだけを今水が流

れているような状況にあります。長溝地区の三田ゴモリというんですかね、あそこ

から来る水も結構な量があって、そこから出てくる排水溝の高さ、底盤が大和川の
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底ともうほぼ一緒なんですよ。ですから、一緒で、ヨリスが溜まっているところの

高さはもう全然側溝よりも高いところにありまして、あのブフの状態を見ている

と、当然、大雨のときにも流れを思い切り阻害する状況になっているんですよ。そ

のせいで長溝地区が水没しやすい状況にあるということを、まず理解するべきじゃ

ないかなと思うんですよ。県の管理だからということで、県任せにするんじゃなく

て、あそこを何らかの形で、先ほど答弁があったように、下のほうだけさらって

も、上にもう次のやつがあるわけですから、すぐそこに下りてきます。今年も体育

館前あたりは一回土砂は除去したはずなんですけど、また新しく溜まっている状況

が続いています。ですから、今までのようなやり方を繰り返していても、結局はあ

まり効果がないということにしかならないと思うんですよ。そのことについて、そ

の現状、何かその打開する方法というのを考えるべきじゃないかなと思うんですけ

ど、いかがですか。 

○建設課長（前田逸人君） 

議員がおっしゃるように、大和川の長溝地区は確かに河川と比べますと、畑が下

がっております。天端と同じくらいの高さになっているんですよね。長溝地区、議

員がおっしゃる場所が、上流側が三田川と大和川が合流地点でございます。ですか

ら、下流側に比べれば２つが合流している地点ですので、土砂が堆積しやすいんで

すよね。また、下流側になりますと、一部河川が狭くなっているところがありまし

て、そこはどうしてもその場所というのが、どうしても流れがよどむ場所になって

いるんですよね。昨日確認しましたら、長溝から排水はされているところには天端

はあるんですけれども、若干やっぱり天端が少し高くて、そこまで差がなくて、そ

こらへんが水嵩を増すと、どうして水はけが悪くなるという状況に現在なっている

と思うんですよ。だから、そこらへんを寄州除去をするにあたって、県のほうにも

そこらへんの状況も説明しながら、長溝地区が今水害に、そういった状況も写真も

撮りながら、そういった形でもう少し抜本的な、そういったもう少し深く掘っても

らうとかいう、掘削してもらうとかいうことも要望していきながらやっていきたい

と思っております。県については、寄州除去の規定がありまして、平常水位から30

センチから50センチまでの高さからの掘削となるんですけれども、そうしますとそ

こまで変わらないということになるので、その長溝地区の水害状況等も県に報告し

ながら、ちょっと協議して、今以上の増額予算も含みながら要望していきたいと思

います。 

以上です。 
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○３番（藏 正君） 

今、平常水位から30センチから50センチとおっしゃいましたよね。あのブフの状

況を見ると、結構もう貯まっている堆積の上にきていますから、その平常水位か

ら50センチ取れたら、すごい良い環境ができると思うんですよ。ぜひそれを一斉

に、せめて瀬架橋の上、上流あたりからそこの付近までというものが一回やらない

と、結局はあまり効果が発揮できないと。この間、ちょっと昨日かな、話を聞いた

ら、その川の寄州というか土砂の上に入っている草、竹、ブフ、それとは同じよう

に何か処分できないというふうに聞いたんですけど、あれは産業廃棄物になってし

まって、単価が高くなると聞いたんですけど、そのへんはどうなんですか。 

○建設課長（前田逸人君） 

予算を要望しまして、県から予算をいただくんですが、中身としましては、処分

費がどうしても工事費に対する40％、掘削に関しては５％、伐採する手間暇、それ

が25％、そこを考えますと処分費に相当な額がかかるわけですね。ですから、予算

をもらってもその処分費がどうしても大きくて延長がいかない、あと掘削土砂もあ

まり施工が短くなっている状況なんですよね。その草というのは、どうしても産業

廃棄物になってしまうんですよ。そこらへんに捨てることができないものですか

ら、どうしてもやっぱり処分費というのがかかってしまうというのが現状でありま

す。 

○３番（藏 正君） 

ちょっと今分かりづらかったんですけど、例えばそのブフ、草、竹の部分を別の

事業で取って、要するに下の土砂については捨土場を村のあれを使うということで

安くつくような話を聞いたんですよ。要するに、その上とあの草を何かに利用でき

ないかとか、例えば堆肥、チップがない中で堆肥に利用するとか、例えばあれば高

倉のあれに使えないかとか、そのへん、誰が知っている人はいませんかね。川のあ

の草、竹は、使い方によっては高倉あたりに使えませんか。 

○教育委員会事務局長（福山 茂君） 

今、群倉の葺き替え等にというお話でございましたが、現在、琉球竹等は今、当

然考えているところです。ただ、これまで使っておりますのは、ススキなどがや

類、あと茅とか、そういう材料だと聞いております。おっしゃる川に生えておりま

すその植物については、使っていたというお話はちょっと聞いていないところで

す。 

○建設課長（前田逸人君） 



 

－68－

今、藏議員がおっしゃるような形で、何とか堆肥とか別な利用ができるようであ

れは、そこらへんはまたちょっと検討してまいりたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

○３番（藏 正君） 

例えば、それを別にやっても、結局、そこにかかる費用は変わらないよというの

だったら、あまり問題にならないのかもしれないんですけど、その利用の仕方を変

えることで、事業費が圧縮されたりとかするんだったら、そのへんも考えながら進

めていくべきじゃないかなと思うんですけど、どっちにしても農業災害の長溝地区

の農家の方の立場から考えると、あそこはもう今の状況を見ると、もう絶望的な状

況なんですよね。ですから、何らかの形で県に任せきりの形じゃないように、その

抜本的な改正ができるような形を村長が町村会長を務めているうちに、何か何とか

していただけたらと思うんですけれども、村長、いかがでしょうか。 

○村長（伊集院 幼君） 

担当課長も言いましたけれども、これまで寄州除去の仕方が、言ってみると、も

う草の根っこも取らずに、通常水位からもう30センチしか取ってない、もうそれば

かり言うものですから、下を体育館前を取らせたときには、そんな生ぬるいことを

したら、また同じことしないといけないよということを申し上げて、あそこは

ちょっと深く取ってもらいました。ですから、今、長溝地区も長いこと取っており

ませんので、議員がおっしゃるように、もうその利用よりも、まずはもうある程度

取ってもらって、今回予算はかかるけど、処分はしてもらって、それで一回は取っ

てもらうと。その間にやっぱり我々が今言う川に生えている草をどういう形で利用

できるかということは、また我々庁内でも話しながらやっていくことが大事だとい

うふうに思います。しっかり対策を講じられるように、我々もしっかり頑張ってい

きたいと思います。 

○３番（藏 正君） 

ぜひ、31年度あたりに大和川が大分前の形に戻れるように、村長、頑張っていた

だきたいと思います。 

あと、分校の利用について伺います。これも先日、子育て世代のこれから保育所

を利用する方々を中心に、もちろん利用されている方などもあわせて、全員じゃな

かったんですけども、声を掛けて、どんな意見があるのかなと思って話し合いをし

てみました。そしたら、何か保護者の要望というのは、もう様々な要望がありま

す。自分が聞いても、ちょっとこれはすぐすぐ解決できる話じゃないなと思ったの
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もありますけども、でも子どもに対する、その子育てというか、思いって、すごく

強いんですよね。言えば、何らかの理由があって大和村に来て、大和村に滞在して

いるわけですけども、大和村に滞在しているということで、要するにへき地保育所

しかないわけですよ。だから、できたら本当は自分の子どもに対して幼児教育が

ちゃんとできている何とか幼稚園があるところとか、できたらそういったところが

あったらいいのになという、これはもう親の気持ちとしたら当たり前のことだと思

うんですね。そこを今の大和村でできるわけないだろうという言い方じゃなくて、

今の状況の中で、だったらその保護者が考えていることが何か解決できる方法はな

いかなというのを、いろいろ自分なんかも話し合いでね、要するにそれは無理とか

いう言葉はもう無しという形の話し合いにするんですけど、だったらこうしたら、

これは解決できるんじゃないとかいう話の中で、その分校の利用の問題とか出てく

るんですよ。実際にさっきも言いましたけど、今年度も13名の赤ちゃんが生まれる

と。去年からゼロ歳児保育の待機者も出ているとかいうものを考えていくと、やっ

ぱりもっと大和村もさらに進化していく必要があるんじゃないかなと思うんです

ね。そういった意味でのその提案について、もう一度、課長からさっきから手が半

分挙がっていますが、課長の考えを聞かせていただきたいと思います。 

○保健福祉課長（神田雄一君） 

今議員から質問があったとおり、先ほど村長のほうから答弁がありましたけど、

やっぱり今質問の中では、放課後児童クラブを大和保育所とか、大和保育所を湯湾

釜分校にとか、そういう話があったんですけど、様々な意見とか、そういうものが

あると思いますけど、私としてはその質問の中身も含めて、子育て支援というもの

のあり方検討会等の関係者を集めて、保護者、保育士、役場とかの一応関係者を集

めて、そのような検討会をやっていくと、自ずとして保護者とかいろんなもので対

応していけるじゃないかなと思っております。それで、上司の指示を得ながら３月

までは資料づくりをして、４月頃に子育て支援あり方検討会なりを設けて、保護者

とかそういう意見を交換しながら、大和村の今後どうやってやっていくとかをやっ

ていけたらなと思っております。 

○３番（藏 正君） 

課長、すごく大事なことなんですけど、でも保護者と僕なんかが意見交換会をす

るときに、すごく思うのが、感じるのが、保護者は大和村の保育士がいる前で発言

できないんですよね。自分たちはこれもやってほしい、これもやってほしいという

ときに、ある意味、自分たちが保育士に対して文句を言っているような形になると
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いうのと、もう前から言ってるのにやってくれてないとかいう、開設側と利用側と

の間にすごい何か距離があるんですよ、まだいろんな形で。ですから、それを一気

に利用者を集めて同じ会場で話をするというのは、我々が思うその保護者側からの

活発な意見というのは、出づらいんじゃないかなという気がしますので、そこらへ

んは配慮した形で、意見は別で聴取しながら、そういった形をしていくべきじゃな

いかなというふうに思います。そんな形でよろしくお願いします。 

○教育長（藤井俊郎君） 

ただいまの藏さんの質問には、教育委員会も関連しますので、教育委員会の関連

ということでお答えいたします。現在、大和村は保育所という形で運営されており

ます。そうすると、保育所に合った保育内容がそこで出てくると、その保育内容が

保護者が期待しているようなことじゃないのもあります、保育ですので。保護者が

多分期待しているのは、幼稚園としてのやっぱり教育も保育所でやってもらいたい

というのも、その期待があると思うんですけども、そうなった場合、今、各市町村

ないし国が進めているのは、認定こども園ということで、保育所と幼稚園が一体に

なった教育内容の施設設備が今出来ているわけですよね。やっぱりそういう大和村

の方向性として、保育所と幼稚園が一緒になった、やっぱりそういうような施設あ

るいは教育内容にもっていけば、保護者の要望に応えられるんじゃないかと。保育

所というのは、お父さんお母さんに代わって、そこで保育をする。幼稚園は教育で

すので、子どもの言語環境、ことば教育、友だちとの関わり、あるいはそれから創

造で砂遊びをしながら、ちゃんと内容が違うものですから、方向性としてやっぱり

そういう方向性で大和村もいかなければいけないと思っております。それには施設

設備は必要ですので、おっしゃるみたいに、保育所と幼稚園が一体になった教育が

できる環境にあるのは、おっしゃるように分校だと思うんですよね。ところが、分

校は今、休校中で、私たちも廃校に向けてということで保護者、それから両集落の

方々に説明申し上げたんですが、突然のことで非常にそれに対して戸惑いがあっ

て、そういうことで今、冷静に考えて期間も設けておりますけども、やっぱりもし

分校という施設のそういう利用の仕方は有効だと思います。であれば、その分校を

どうするか、結論を出して、その後、それが進んでいくように思っているところで

す。 

以上です。 

○３番（藏 正君） 

教育長、ありがとうございます。 
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まさしく教育長が今おっしゃったような要望が保護者から出ているんですよ。た

だ預かるというだけじゃなくて、何か幼児教育というのを、もうちょっと充実でき

ないかというのがあって、できたらもう何か保護者の意見が伝えづらいとかいうの

が、指導員だけじゃなくて、そこに園長さんがいると。そこにも直接責任者がいる

施設があって、園長さんがいれば、そこで言って、見学にも行きやすかったりと

か、いろいろするんですけど、やっぱり自分たちがそこで子どもたちの様子を見て

いるのが、何か保育士の人たちが何か変な、こっちが見張りをしているんじゃない

かなとか思われないかなとか、だからそういったこの保育士とのコミュニケーショ

ンがなかなか保護者も遠慮して取りづらいようなのもあって、もうさっき言った本

当に認定こども園のような形にできたらいいのになという要望が出ております。そ

ういった形で、できる範囲でそんな形で進めていってもらえたらというふうに思い

ますけど、教育長、今さっき 後に言った、その分校をどうするかというような話

は、こちら側というか、民間側、保護者側からとか、もうちょっと何か動きがあっ

たほうがいいということなんですかね。保護者側から何かアプローチをかけていっ

たほうがいいと、今、自分は保護者側から、その分校をこんな形で利用してほしい

という意見が出てますよというので、自分はアプローチをかけているつもりなんで

すけども、教育委員会として休校を廃校にもっていくためには、何か別のアプロー

チが必要なんですか。 

○教育長（藤井俊郎君） 

前回の説明会で、やはり６年間も休校が続いている。そして、もうバスが通学す

る環境も変わってくる。そして、やっぱり１年生から６年生まで学んでいる大和中

学校で学ばせたほうが、社会性が問題になるんですよね、子どもたちの。社会性が

ないものだから、いじめがあったり、いじめによる不登校ができたりしている現状

があるんですけど、非常にそういう面で恵まれた本校に吸収して、そこで学んだ方

がいいんじゃないかなということで説明申し上げたんですけども、さっき申し上げ

たように、非常に突然なものだから、やっぱり非常に愛着心が強くて、非常に戸惑

いが生じている現状があるもので、もう少し冷却期間をおいて、その後、どのよう

な意識をもたれるのか、つまり吸収して、それからやっていきたいと思っておりま

す。 

そして、ついでに今、保育所と幼稚園が一緒になった施設も一緒です。教育の内

容も一貫して、その中に保育所もいますし、幼稚園教諭の免許を持った方もいま

す。それは先進的にやっているのが与論町ですね。既に手掛けている。大和村もそ
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ういう方向にもっていきたいと思っております。 

○３番（藏 正君） 

自分たちの与論のハレルヤこども園ですかね、あそこを見たり、与論町のこども

園も見てきましたけど、やっぱりそういった指導関係まで徹底してやっているとい

うのがあって、すごいうらやましく思いました。やっぱりそこらへんのことを一気

にああいうふうな真似までは到底できないとは思うんですけども、少しでもこの大

和村の保育環境が、保護者が喜べるような環境に少しでも変えられたらと思って、

まだ今、保護者たちからアンケートの調査なんかもやっているんですけど、でも我

々だけでやると、何か主導しているような話が出たりいろいろありまして、僕なん

かがやっているのは、あくまでも保護者がどんなふうな考え方をしているのかとい

うのをアンケートで集めています。もし、これから本腰を入れて分校に変わってい

くとかいうときには、また当局なりの調査等も必要になってくると思いますので、

そのへんも保護者の意見を踏まえた形で動いていただきたいと思います。 

ちょっと気になっているのが、村長が以前、特別委員会の中で大学とのアプロー

チの拠点とかいう意見があって、そのへんが随分進んでいるんじゃないかなとかい

うあれもあるんですけど、そこらへんはいかがですか。ちょっと確認したいと思い

ます。 

○村長（伊集院 幼君） 

特に何も進んでおりません。ただ、後々、あの施設を何某かに活用しなければな

らないという思いで、私はそういうことを申し上げましたので、皆さんからの、地

域からのいろんな要望に添って、やっぱりあそこをうまく活用していきたいという

ふうには考えております。 

○３番（藏 正君） 

そのへんは前向きによろしくお願いしたいと思います。 

後に、裁判の結果についてなんですけども、奥田議員から厳しい意見もありま

したけど、村民側の気持ちに立って考えると、どうしても何もしないねというふう

になってしまうと思うんですよ。やっぱり 低でも広報紙に、さっき村長の答弁の

中に、どんなふうに受け止められるか分からないというのがありましたけど、そこ

はやっぱりそれなりに慎重に考えながら、我々の、当局が却下された部分はどう

いった理由で却下されたのか、向こうの反訴についても、どういった理由で却下さ

れたという、そこをきちんと説明できるような形で、村長が先ほど答弁したような

形で、こちらはこういった形でと、こちらの言い分は理解はしてもらったけども、
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その契約の仕方とか、その覚書みたいなペナルティの捉え方でという、ああいう形

で、お互いに却下されたのは何でかなというのを村民は分かってないわけですよ

ね。負けないと思っていたのにという同じ気持ちだと思うんですよ、残念だと。そ

こには損害というのが間違いなく確定したわけですから、そこの部分をきちんと村

が説明できる範囲でやっぱり載せるべきじゃないんですか。そうしないと、村民は

大和村は結局、損害を出しながら何もしなかったねというふうになっちゃいます

よ。いかがですか。 

○村長（伊集院 幼君） 

我々の見解としては、やっぱり裁判の判決というのがもう莫大な中であると。

今、簡潔に私が先ほど答弁いたしましたけれども、あの内容がどう取られるかとい

うことを、我々もちょっともう皆さんに説明する中で、ちょっともう短縮して先ほ

どは答弁をいたしました。しかしながら、それで本当に理解してもらえるかとい

う、我々もやっぱり判決の中身をしっかり検討していかんのかなという思いがあっ

て、ちょっと広報紙は好ましくないんじゃないかということを言わさせてもらいま

した。また、そういう中では我々も何もしないんじゃなくて、我々もしっかり機会

を見つけてやらなければならないと思っておりますので、その時期を見て、我々は

どういった形でするかということも含めてしたいと思っています。ですから、この

集約してどう説明させるかというのが、ちょっと難しいかなと思って、それで我々

はちょっと広報紙には大分ページを有するだろうということで、我々はちょっとそ

ういう判断をさせていただいたところであります。 

○３番（藏 正君） 

確かに50何ページのあれを見ていったら、途中でもう意味が分からなくなると思

うんですよ。だけど、皆さん方だけで精査できないんだったら、やっぱりちょっと

専門の方を交えてでも、そのへんを要約して載せないと、村長は集落に出向く機会

を見つけてとおっしゃいますけど、これは時間が空けば空くほど、村民からの疑念

は何か強くなって、村民は今どう思っているかといったら、大和村はもうあれはな

かったことにしようと言ってるんだねとおっしゃっているんですよ。そう思われて

も仕方ないと思うんですよ。ですから、こういったものこそ、さっき奥田議員が

言った、あの控訴期間の間になぜ議会に言ってくれなかったかというのは、我々全

員思っています。村民も何でこうなったの、村は何も発表もしないし、何もしない

ねと思っているんですよ。ですから、ここは何らかの形で、何かを恐れるんじゃな

くて、今、 低限この分は自分たちが主張できる分、向こうも、相手方も村民じゃ
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ないですか。広い意味でいえば同じ村民ですから、向こう側の棄却の部分、やっぱ

り尊重して、その両方を誠意をもって村民に示して、申し訳なかったということ

を、まずはその誠意を村民に示さないと、この失敗が次に生かされないんじゃない

かなと思います。何とか、一番 低でも広報紙でそういったことを村民に、言えば

済まなかった、謝罪の文ですよ。そこは伝えるべきだと思いますけど、いかがです

か。 

○村長（伊集院 幼君） 

議員がおっしゃるとおり、村民がいろんな形で疑問を抱いているということは、

我々もあると思います。ですから、我々も本当にさっきはちょっと我々の理屈じゃ

ないんですけど、やっぱりその判決文をいかに載せるかということも、我々も

ちょっと検討はしましたけれども、いろんな形で分かりやすく、どうできるかとい

うことが、ちょっと我々がこれまで相談にのっていただいた弁護士ともお話をさせ

ていただいて、どういう形でこうして情報公開ができるかということも含めてさせ

ていただきたい。おっしゃるように、これはもう判決が出た以上は、我々もそれだ

け村民にいろんな違和感をもたせたということは、我々もちょっとお詫びをしなけ

ればならないと思っておりますので、それについてはまた近いうちに、いろんな形

でお示しができればというふうに思います。 

○３番（藏 正君） 

ぜひ、もうきちんとした形でそれが要約できないにしても、村民に迷惑かけまし

たということの謝罪はきちんとしておかないと、後々遺恨を残すことになると思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

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。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 世界自然遺産登録に対する申し入れの決議について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第２、世界自然遺産登録に対する申し入れの決議についてを議題といたしま

す。 

お手元にお配りしてあります、世界自然遺産登録に対する申し入れの決議につい

て、本日午前中、全員協議会で協議をしたところであります。このことに対しての

御意見はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（勝山浩平君） 

意見なしといたします。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり決議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、世界自然遺産登録に対する申し入れは、原案のとおり決議をされま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 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３、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。 

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４ 議員派遣の件について 

○議長（勝山浩平君） 

日程第４、議員派遣の件についてを議題といたします。 

議員派遣の件については、お手元にお配りしたとおり派遣することにしたいと思

います。御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（勝山浩平君） 

異議なしとします。 

したがって、議員派遣の件については、お手元に配りしましたとおり派遣するこ

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） 

異議なしと認めます。 

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、お手元に配りました本会議

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。 

お諮りいたします。 

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありません

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、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

いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（勝山浩平君） 

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４回大和村議会定例会を閉会いたします。 

お疲れさまでございました。 
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閉会 午後３時２０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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