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平成２８年第４回大玉村議会定例会会議録 

 

第５日  平成２８年６月２０日（月曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 鈴 木 幸 一 

住民福祉部長 菊 地 平一郎 産業建設部長 舘 下 憲 一 

教 育 部 長 菅 野 昭 裕 総 務 課 長 押 山 正 弘 

政策推進課長 中 沢 武 志 税 務 課 長 熊 耳 倉 吉 

住民生活課長 安 田 春 好 健康福祉課長 溝 井 久美子 

再生復興課長 渡 辺 雅 彦 産 業 課 長 菊 地   健 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

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

 

○議長（遠藤義夫） おはようございます。出席ご苦労さまでございます。ただいまの出

席議員は、１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開き

ます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日、傍聴に田中幸夫さんがお見えになっておりますので、ご報告

申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、一般質問を行います。 

   ５番押山義則君より通告ありました「「日本で最も美しい村」への事業展開を検証

する」ほか１件の質問を許します。５番。 

○５番（押山義則） ５番押山義則でございます。議長の許可をいただきましたので、平

成２８年６月定例議会一般質問を行います。よろしくお願い申し上げます。 

   さて、消費税の先送りとか、アベノミクスの失政などと世論が騒がしい中、参議院

選スタートとなるようであります。今回は１８歳以上に選挙権が認められました。そ

して、また、東京都政の混乱などもあり、マスコミも政治一色の状況でございます。 

   押山利一村政、浅和村政の後継者、村長として就任されまして３年になろうとして

おります。この２年１０カ月余りは、東日本大震災、そして原発被災からの復興・復

旧に尽きると考えておりますが、そのような中にありまして、日本で最も美しい村、

また、世界遺産マチュピチュとの友好都市協定など、全国的にマスコミをにぎわす、

大変活躍でございました。 

   改めて災害から５年を節目として新たな覚悟のもとに、村づくりの基本として第四

次大玉村総合振興計画後期基本計画、また大玉村復興計画の第二期、大玉村まち・ひ

と・しごと創生総合戦略、さらに大玉村観光振興計画など、それぞれ企画、策定され

まして、新たな展開を期待するところでありますが、今回の一般質問は、まずそれぞ

れの企画の中に村づくりの起爆剤というか、村活性化の軌跡として位置づけされてい

る「日本で最も美しい村」、それに関する事業展開について、予算化されている内容

などに基づきまして検証させていただきます。また、地域づくりの方向性について、

あわせて質問申し上げます。 

   さて、２６年１０月ですか、大玉村が美しい村連合への参加を承認され、２７年

４月２２日には大玉村日本で最も美しい村づくり推進会議が設置となりました。さま

ざまな形で事業がスタートされましたが、まずこの事業の進め方、基本となる具体的な

活動指針、方針について改めてお伺い申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 
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○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   大玉村日本で最も美しい村推進会議の設置目的の中に３つほど項目がございますが、

１つに、みずからの地域に誇りを持ち、将来にわたって美しい地域づくりを行うこと。

２つとして、住民による村づくり活動の展開により地域の活性化を図り、地域の自立

を推進すること。３つ目としまして、景観や環境を守り、これらを活用することで観

光的付加価値を高め、地域資源の保護と地域経済の発展に寄与することを目的に、各

所属団体、二十数の所属団体がこの内容に沿った取り組みを行うことで、地域推進会

議の役割が機能するところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 日本で最も美しい村事業の考え方でございますが、私は実質的には

美しい村としての理念といいますか、それを追い求める施策の進め方が大事と思って

おります。 

   例えばでありますが、昨日開設されました名倉山への登山道、開設セレモニーは参

加させていただきました。頂上からのいぐねと田園風景の景観は大変すばらしい、改

めて美しい村、実感いたしました。 

   ただ、残念に思うことは、行政が主体での登山道開設のセレモニーです。私はいさ

さか不満であります。これまでの一般質問でも申し上げてまいりましたが、地域主導

の行事として事業展開を望んでおります。美しい村の理念というのは、そのあたりに

あると私は信じております。地域の産業として地域の活性化に結びつけてほしい。地

域だけで大変なら、村内のさまざまな組織に協力を願うとか考えられなかったのでし

ょうか。今後、山開きとか開催するとしても、最初が肝心だと思うのであります。村

長、常々言っておられます。共生、協働の精神がせっかくのチャンスでも生かされな

い。担当、何の理由といいますか、こういう形にしかならないのでしょうか。何で地

域主導の形に持っていけないのでしょうか。改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんに、名倉山登山道のオープンの関係で地域主

導というような、今ご質問でございましたが、今回の登山道につきましては、当然、

村で施工しましてオープンさせるということで、地域協働ということで教育委員会の

ほうにご協力をいただいて、村民登山の一環として実施したと。ただ、事業主体が村

であったということで、それを地域主体にというご質問でございますが、なかなか現

在そういった組織が、例えば、それをどのような団体にお願いするかというような、

そういった問題もありますし、これからその部分については十分に検討してまいりた

いと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 苦しい答弁のようでありますが、せっかくのチャンスなのでありま

す。なかなか地域にとってはこういう機会、少ないのであります。そういうものを生
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かされない行政のあり方、私はいささか疑問であります。村長、改めて考え、意見あ

りましたら。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   本当に地域を巻き込んでイベントをやるというのが、やっぱり今おっしゃるとおり、

理想だというふうに考えております。時期的なものもありまして、若干工事が、オー

プンがおくれたということもありますし、教育委員会等の登山とあわせて実施をする

ということもありまして、なかなか地元の１区との話し合いとか、組織化とか、そう

いうものが少し時間的になかったということも現実でございます。登山道を設置する

ほかに、委託をしていない頂上の障害木を職員がチェーンソーを持って何度も何度も

登って切ったりというような、オープンに向けての作業が、思った以外の作業がかな

りありましたので、私としてはやむなかったかなという感じはしていますが、理想は

やはりみんなで支えという部分でありますので、地元の人たちにより強く関心を持っ

ていただいて、登山に来た方たちを地元の人たちが温かく迎え入れると、案内をする

というようなこともこれから本当に必要になるだろうというふうに考えておりますの

で、ポケットパークとあわせて名倉山登山道、地元と十分協議をして、その気運を高

めていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   時間のことも言われましたが、名倉山の登山道の計画が始まったのは大分前であり

ます。しっかり十分時間はあったと私は思っております。また、ついでに申し上げま

すが、この事業、玉井財産区の協力があったはずです。登山道の一隅にでも玉井財産

区協力事業の丸太の１本も立てられないものでしょうか。管理会でも議論の末に基金

からの支出を決定しております。それぐらいの配慮は必要ではないでしょうか。 

   また、この後の質問者からもあると思いますが、登山道の案内標識の整備、あわせ

てできなかったのでしょうか。今、私の地域の山口部落あたりから、よそから来た方

が登山道どこですかと、そういうものを尋ねられて、地域でも知らない。そういう状

況であります。大変その辺は不評であります。ささいなことが村民の理解につながる

のでありますから、セレモニーの反省も含めてそのあたりの考え、改めて担当で結構

です、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   看板につきましては、今は製作して設置しているところでございますので、多少ご

不便おかけしますが、間もなく案内のほうはスムーズに行くのであろうと思っており

ます。 

   それから、セレモニーに関しても、先ほど村長が申したように、地元の方にご理解

いただくように時間をとるというべきであったのですが、その分がちょっと業務のほ
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うに追われてうまくいかなかったということの反省点がございますので、それは今後

そういった形で進めていきたい。 

   財産区の部分についても、予算をいただきながらそういったものを検討していきた

いと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 改めてでありますが、村民の理解は大切であります。そのことが美

しい村の理念と私は思っております。配慮が足りないと、せっかくの美しい村の事業

が村長のパフォーマンスのための施策としか捉われかねません。その辺はしっかり考

えていただきたいと思います。 

   名倉山、登山道としての魅力はいま一つでありますが、春夏秋冬、大玉村の四季と

のコラボ、工夫次第でさまざまな可能性があります。これから来年あたりに向けて初

日の出とか、それから夜うまく活用すればどんど焼きも、村長が言っていましたが、

そういうものも可能性はあります。また、水ぬるむ田植えのころとか、百日川の桜と

か、上からの眺め見事でした。夏の花火、秋の収穫などなど、また地元とか観光協会

とかそういうものとタイアップすれば、ミス名倉山とか、ベストカップル名倉山とか、

さまざまな村民に親しまれる、そういう行事が可能だと思っております。そういう里

山のシンボルとしての事業展開等、行政が誘導してほしいと願うところであります。 

   質問、主眼からひとつ、いささか逸脱した話でございますが、村長、感想ありまし

たら伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんに再度お答えをいたします。 

   おっしゃるとおりだというふうに感じております。つくったものは生かしていかな

きゃいけないということですので、観光協会のほうにも一つアイデアをお話をしたり、

本宮とちょうど半分半分なので、本宮を巻き込んで、大玉側から上がって本宮のほう

におりてそのまま真っすぐアサヒビール園に行くとか、名倉山とスーパードライとい

う名前ちょっと言いましたが、極端に言うと、そういう大玉単独ではなくて本宮とタ

イアップをして事業を行うとか、そういうことも含めて観光協会のほうでも考えてく

れないかとか。それから、今お話があったどんど焼きとか花火とか、活用はいろいろ

あろうと思いますので、そういうアイデアも生かせるものについては、安全の確保と

いうのが一つありますが、その辺も含めて生かしていくということを行政も考えます

し、村民の皆さんにも、各種団体にもぜひ活用していただきたいと、それを勧めてま

いりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 改めてでありますが、よろしくお願い申し上げます。 

   それでは、予算化された具体的な内容から伺ってまいります。 

   いぐねと田園風景が、加盟審査の際、対象の一つに捉えられ、景観眺望のための名

倉山の登山道の整備や５月議会ではいぐねの調査研究として予算化がされました。い
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ぐねの保存に向けての施策の一端かなと思いますが、まず確かめておきたいことは、

果たしてこのいぐねの保護というか、保全の必要性、これあるのでありましょうか。

いぐね、確かに景観的には田園風景と相まって郷愁を感じさせる風物でありますが、

時代の変遷とともに、保存、維持には難しいものがあるのではないでしょうか。防風

林としての役割、確かに果たしておりますが、建築方式が変化した現在、防風よりも

落ち葉とか日陰、日照の観点から敬遠される部分もあります。また、管理する関係で

は、林業に携わる人材の減少で厳しいものもあり、若い世代からは、いぐね不要論も

聞かれます。まず、そのような中でのいぐねに対しての調査研究、この後、保存に向

けての保護規制など考えておられるのか。これ、事業の整合性も含めまして、今後の

施策の事業展開を伺いたいのであります。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   いぐねがなくなりつつあるということでございますが、日本で最も美しい村連合に

加盟するに当たり、条件の一つとして、生活の営みによりつくられた景観ということ

で、大玉村ではいぐねが該当しております。これを保存していくことは、日本で最も

美しい村連合への継続加盟には欠かせないものでありますが、今回、いぐねの調査研

究を行って、文書や写真、映像などを記録に残すことで、いぐねを後世に残すという

村民の意識を高めてまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 答弁漏れしましたが、規制ということには特に考えてございま

せんが、今ほど申し上げましたように、村内のいぐねの調査を行って、それを文書な

どで、映像などで残して、村民に後世に残すという意識を高めていきたいと思ってお

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） このことも、先ほど来申し上げておりますが、村民の、住民の理解

が必要ではないかと思っております。大玉村、住宅増、住民増が施策の最重要課題で

あります。住環境を考えるとき、いぐね、決して喜ばれるばかりではありません。管

理にはさまざまな課題もありまして、大変な悩みの種の部分もございます。十分に状

況を踏まえた施策の展開を願いたいんでありますが、改めて伺いたいのですが、この

調査研究、これかなりの金額なのでありますが、どのような内容でどのような委託を

されるのでしょうか。この中身について詳しく伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   ５月の臨時議会で、一般会計の補正予算で、いぐね調査業務委託料ということで

４００万円を計上し、議決を得たところでございます。いぐねの村内の状況、樹種等

を含めまして状況の調査を行い、それらを文書や映像で残すということで現在、業務
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内容の展開に向けて進めているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 改めて伺います。 

   この手の研究といいますか、この手の研究なら、地域を知る有識者とか、そういう

方、理解されている、カメラも大分さわっている方もおられます。そういう方で、い

いものを、地域のいいいぐね、いぐねらしいものを記録するというのは、それぐらい

は可能だと思います。こういう調査研究、名目的には仰々しいことでありますが、こ

の手の研究は、中高生の研究発表のレベルかなと私は考えております。費用対効果と

いうこともございます。その辺も含めて十分に検討を願いたいと思っております。 

   いぐね、かつて宮城県の岩出山町ですか、大崎耕土の中に大変いぐねの立派な散居

林がございました。ただ、大崎耕土、田んぼの大型化、また改築とともに、当時の古

いうちがみんななくなって、新しいうちつくるとともに、いぐねが全てなくなってお

ります。かつてのいぐねの東北では一番美しい地域だったところも、もういぐね、影

も形もないような状況でございます。これからの時代、余りに過去のものにこだわる

というか、確かに美しい村、いぐねと田園風景としては確かに郷愁は感じると思いま

すが、これを行政がしっかりそういう形でやるというのは、少し疑問に思うのであり、

村長はその辺は施策としてやるのですから、肯定的な考え方伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   いぐねについては、必要か不必要かというのは、その家々が判断することですので、

村がなくなってもいいとか、守るべきだという、個々に対しての指導というのは考え

ておりませんし、確かに時代が変わってきましたので、いぐねの役割も変わってきた

し、葉っぱは迷惑なものになってきてしまっておりますが、やはり今の時代になって

もいぐねが残っているということは、大玉村の文化としていぐねがやっぱり残ってい

るんだというふうに感じております。今が限界かなというふうに感じております。新

しい家はいぐねを植えない。それは構造的にも台風の関係ありますが、ただ防風林と

しての効果が絶大だということはやはりあります。ですから、ないよりはあったほう

が家を守ることにはなるだろうというふうには感じております。ですから、景観だけ

ではなくて、防災の関係からもいぐねはかなり役に立っているというふうに感じてお

りますし、今言ったように、大玉村の田園の文化としても住文化、住宅文化としても

残しているんだろうなというふうに感じておりますが、やはり徐々になくなりつつあ

りますので、大きな大玉村のそういう残ってきた文化の大きな要素ですので、それを

記録としてきちっと残したいということで、これは県のサポート事業の４分の３助成

をいただいてやっておりますので、金はほかから持ってくればいいのだろうというこ

とではなくて、審査をいただいて、これは非常にいい事業だということで県の認定も

受けて実施をしております。そのかわりグレードが問われます。単なるその辺の方が

行って写真を撮って何ぼもらっているというものではなくて、郡山に大学の先生のい

ぐねの研究者がおりますので、そういう方の指導を受けながら、いぐねの全体的な樹
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種、それから大玉村のいぐねの特徴、全国的ないぐねの特徴を踏まえ、そして映像も

正面から、それから空中からという形できちっと記録保存したいというふうに考えて

おります。埋蔵文化財とか、昔の家屋の記録保存と同じように、いぐねを一つの大玉

村の大切な文化として記録を残していきたいというふうに考えております。大変、大

玉にとっては重要な調査だというふうには認識をしております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。理解いたしました。 

   次の質問に入ります。 

   ５月議会で、あわせて観光案内板設置が予算化されました。美しい村連合のロゴマ

ーク看板などの設置を含むと伺いましたが、これ端的に伺いたいのでありますが、景

観条例などの整備の必要性を伺いたいのであります。北塩原村では徹底した景観管理

を行っております。大玉村がどのようにされる考えか、美しい村連合参加へのいろい

ろ条件的なものもあるのでございましょうが、そういうものも含めますと、単なる景

観、ロゴマーク、看板のことでありますが、看板の設置につけて景観条例の整備も考

えるべきかなと思うのでありますが、その辺改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   現在、大玉村にはふるさと景観保護条例がございまして、看板関係、一定の規模の

屋外広告物看板については、届け出の義務を義務づけております。景観保護を守る上

で必要と認めた場合は、指導なり勧告ができるということで、現在、新たな条例につ

いては考えていない状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 新たな条例は考えていない。ただ、看板、北塩原村あたりは色まで

規制しております。もちろん国立公園内のこともありまして、電柱の色も目立たない、

コンクリートの柱でないもの立っておりますが、大玉村、美しい村連合なるなら、そ

の辺の整備も考えながら看板設置すべきだと思います。どのような看板をどのような

場所に設置されるのか、今回もかなりの予算とっております。景観や費用効果とか、

その辺のものも考えなければなりません。嫌な言い方ですが、看板倒れというような

言葉も考えますので、しっかり検証願いたいと思うのでありますが、まず改めてどの

ような看板をどのような場所に設置されるのかだけ伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員にお答えします。 

   看板の関係でございますが、先ほどの臨時議会で看板関係について議決をいただき

ましたが、村内の入り口に数カ所、美しい村連合の看板を設置するということと、あ

と観光関係の看板をリニューアルするということで現在進めておるところでございま

す。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 
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○５番（押山義則） 詳しい内容は説明ありませんでしたが、しっかりそのあたり邪魔に

ならないような、村民の目にもなるほどなと思うような看板の設置を願いたいと思い

ます。 

   次の質問に入ります。 

   新聞報道などで話題提供されております。キヌアの栽培について伺います。 

   新聞報道で、大玉でキヌア栽培、マチュピチュときずな、特産化を目指すとありま

す。推進会議がキヌアに関する栽培の勉強会も開催するとの報道もありましたが、突

然の報道でいささか違和感を持っております。私も農業委員会の一員として、この春

からエゴマの栽培を通して耕作放棄地の解消に向け活動を始めたやさきであります。

突然のキヌアの栽培奨励ということで、担当は違うのでありますが、行政内部の連携

についていささか気にしております。 

   改めて伺いたいのでありますが、まずキヌアに対してどの程度調査研究されて、栽

培奨励に向けてのスタートをされたのでしょうか。改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   大玉村国内外交流協会の共催によりまして、去る５月に日本キヌア協会の日高氏を

講師に迎えて、栽培の技術関係と、あと実際に種まきをしたということで、キヌアに

つきましては大変栄養価が高く、環境にも適応能力が高いということで、国連のＦＡ

Ｏですか、食糧農業機関においても栽培について推奨しているということで、それら

本村と友好都市協定を結びましたマチュピチュとの関連もございまして、今回講習会

を行いまして、試験栽培を行って、将来的にはこれらの使った、キヌア使ったメニュ

ーの開発とか特産化に向けて進めてまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   私はこのキヌアの栽培奨励について、ある角度から心配、危惧しております。私自

身、直売所、農業携わる関係から、産物としてのキヌアに興味というか、２０１３年

の国際キヌア年の年がございました。そのキャンペーンでキヌアの特性、改めて知り

まして、私が栽培続けているアピオスとのコラボで大変いいものがあるという情報が

入ったものですから、加工食品としての付加価値から日本で栽培の先進地で当時あり

ました。国際キヌア年のときに始まったのですが、山梨県の上野原市の農家から情報

をいただき、栽培に向けての勉強をした経過がございます。 

   キヌア、大変、先ほど部長申し上げましたとおり、栄養価が高く、この村でも当時

の情報では、梅雨の時期を外し栽培すれば、何とか取り組めるんじゃないかというよ

うなことの話も伺いました。ただ、あわせて問題点も提示されました。結論的には私

は当時、栽培断念したのでありますが、その問題点なのでありますが、第一キヌア、

アカザ科であるということで、大変繁殖力が強くて、結果、自然環境の変化を招きか

ねないとのことでありました。山梨県の場合は、ブドウ栽培とキヌアの生育条件がま
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るっきり一緒で、ブドウ畑の迷惑植物になりかねないということであります。収穫ま

でに責任を持った栽培をしないと、自然環境の変化に結びつく。キヌアそのものはご

存じかと思いますが、サポニンという苦味成分、大変強くて、ふだんは鳥やけもの、

虫も食わないんです。そういう意味で食害は少ないのでありますが、収穫されずほっ

ておかれて、数回の雨に遭うことで、サポニンというのは水に溶けやすいんです。あ

と、鳥の餌になる可能性がある。結果、近隣の山野に種が運ばれ、もともと繁殖力の

強い、高山でも生きられる、アカザでもまた特性が強いんです。そういうことから、

取り返しのつかない状況が想定される。区域を限って、管理の行き届いた責任栽培を

する必要があるという、そういう教えをいただきました。 

   もともとキヌアは、当時こういう話も教えていただきました。スペインが当時、周

辺を占領したときに、トウモロコシとジャガイモとインゲンマメはヨーロッパに持ち

帰って品種改良して今、主要作物にしましたが、キヌアはヨーロッパがワインの栽培

地ということもありまして、キヌアは遠慮したのではなかったのかなと、そういう、

その辺がヨーロッパでキヌアが広がらなかった、その理由があるんじゃないかなとい

うような話でありました。それが第１点。 

   第２点でありますが、キヌア、収穫してから食用するまでにサポニン除去の関係で

手がかかりすぎて、とてもじゃないが採算に合わない。人手の有した時点で１０回の

水抜きぐらいは最低必要だと。ただ、このキヌアの場合は、いまだかつてまだ品種改

良されていないんです。昔の原種のまま使っているようですから、大変サポニンが強

いんです。だから、今は日本で食べられるのは、ペルーからアメリカに輸入されたも

のが、それだけが日本に入っているのですが、私も高校時代、山岳部だったものです

から、当時の山岳部の顧問の先生が、豆とキヌアのスープがいつも携行食だったんで

す。それで、その当時は何とも思わないで食べていたのですが、確かに活力の源なん

です。そういう作物ではあるのですが、食べるまでに大変苦労があると伺っておりま

して、当時大した興味を示さなかったんですが、国際キヌア年のときに、「ああ、こ

ういうもの、確かによかったな」と思うのがあるものですから、少し考えさせていた

だきました。 

   本来、キヌアは外来種であります。生育の条件が整いますと、大玉村というか、日

本の高山帯で第二のセイタカアワダチソウにもなりかねない。そういう心配です。 

   いろいろ勝手なことを申し上げましたが、キヌアについて今申し上げましたことな

どを踏まえまして、今後の展開をどうされるのか、具体的に伺っておきたいでありま

す。これは私の心配と危惧からでございます。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   キヌアの、先ほどの５番議員さんがありましたように、捨てづくりをすると、その

ような、鳥などが種を運んで、ほかにも生育するというような部分もございますが、

今回あくまでも試験的な栽培でございますので、捨てづくり等々については十分留意

しながら栽培にしていきたいと思います。 
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   また、食べるまでに手がかかるという部分でございますが、その辺も含めて今回試

験して、食べるまでにどのような形態が必要かという部分も含めて試験をしておりま

すので、そういった試験結果を踏まえながら今後推進については十分留意をしていき

たいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   ぜひその点留意されまして、しっかり調査研究の上、進めていただきたいと思いま

す。 

   別の角度からちょっと伺います。 

   村の担当者がテレビ出演で、キヌアの花を村中咲かせて、日本で最も美しい村づく

りの起爆剤と考える発言、報道にございました。私、現在の自然豊かな大玉村を守る

のが美しい村としての基本理念だと捉えております。キヌアの花でなどの考え方は、

私は否定的であります。村長の考え、村長はどのように思っていらっしゃるのか、改

めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんに再度お答えします。 

   私、ちょっとその番組を見ていないので、誰がどういうことを言ったかはちょっと

わかりませんが、今回の場合には、どちらかというと民報社の、今、全市町村を応援

するキャンペーンをやっているんです。それで、直売所に出す米のブランド化も話が

出ておりますし、キヌアの件も出ておりますが、あれはその村、行政の中で今取り組

んでいるものを先行報道なんです。ですから、大変センセーショナルに報道されてお

りますが、役場の中では本当の部分的な試験栽培ということですので、これから産業

になるか、６次化になるか、今の現段階では海のものとも山のものともわからないと。

ただし、可能性があるものについては取り組んで研究しましょうということでおりま

すので、うまくいけばということで、アカザ科ですが、本来はホウレンソウと同じ種

類と。ホウレンソウ科、ですから葉っぱもお浸しで食えるというような状況で、利用

方法いろいろとあろうと思います。今、危惧されるように、外来種の問題については

担当のほうで指示しますが、今現在、国内で７カ所、８カ所、大量につくられている

ということですので、その辺について先行の事例を少し研究をして、そういうことが

あるかどうか、どういうふうに対応しているかについても少し調査をさせたいと思い

ますので、いずれも本当に狭い、１畝歩程度の、２畝歩程度の規模での試験ですので、

その結果を受けてさらにどう進めるかは十分に検討していきたいと。ただ、キヌアの

花がどういう花なのか、私もよくわからないのであれですが、多分、職員としては意

気込みを語ったのだろうというふうに感じておりますので、ご理解いただきたいと思

います。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） おっしゃるとおりだと思います。 
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   ただ、マスコミというのは恐ろしいものでありますが、少しは村内にもいろんな形

でこういうものに知識を持っている方もいらっしゃいます。その辺も含めまして、職

員の対応にも気を使っていただきたいと思います。 

   その対応の中でもう１点なんですが、私の知るところでは、キヌアの研修会当日、

種の配布もあったようでございます。ただ、誰が持ち帰ったのか記録もない。研修会

出席者の名簿もないのではといった情報もあります。大変不安であります。先ほど来

申し上げているとおり、いろんな角度から配慮が必要なのではないでしょうか。いろ

んな形で外来種の栽培であります。特殊な事業だと思うんです。余り安易に考えず、

専門機関などと相談の上に、事業進行が肝要であります。担当、その辺の覚悟を含め

まして、今後の展開について改めて伺います。ただ、これに対して記録とか何かなか

ったのか、それが本当だったのか、その辺はもしもそうであれば、ちょっと怠慢であ

ります。その辺も含めましてお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   講習会当日、種を配ったということで、その中で種を持っていった方があるという

ことで、今ほど話があったように、詳しい記録等には載っていないという部分でござ

います。先ほども答弁申し上げましたように、いわゆる外来種でございますので、生

態系に影響力とか、そういう部分にならないような、先ほども申し上げましたが、捨

てづくり等にならないように、今後十分留意して推進していきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） しっかり状況を把握して、正しい事業進行を進めてください。 

   次の質問に入ります。 

   地域づくり活動サポート事業、地域づくり、村づくりに関する提言ということで伺

います。 

   美しい村の理念そのもののような事業でございます。今年度当初、行政区内地域づ

くり助成事業補助金として、この５月の補正で改めまして、地域づくり活動サポート

事業助成金、形も金額も変わりまして、地域づくりに対しての施策が実行されており

ます。また、先ごろの回覧板でも、福島県高齢者支え合いコミュニティ支援事業の案

内があったところでございます。 

   地域づくり、さまざまなニーズ、またコンセプトが考えられますが、まず行政が考

えておられる支援体制の内容について具体的に伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   地域づくりサポート事業でございますが、交付対象となる活動は、身近な地域課題

の解決、地域の状況に応じた特色ある地域づくりの推進をしておりますが、特に地域

による高齢者の見守りや支援をこの制度で行いまして、地域の方々がお互いに助け合

い、地域で高齢者を支える地域づくりが期待できるということで、この事業のモデル
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ケースと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   もう１点、福島県高齢者支え合いコミュニティ支援事業についても伺いたいのであ

りますが、この事業は、私は行政区の回覧板で知りました。 

   まず、担当に伺いたいのでありますが、これは、この文書、今も持っておりますが、

行政の担当窓口の明示もない文書なのであります。どこで出したかもわからないよう

な回覧の文書、そういうのはちょっと行政のやり方としておかしいなと思っておりま

す。隅っこにでも、取り組む窓口ぐらいはスペースがあるのですから入れていただき

たい。担当窓口もない文書なんていうのは、回覧するのに全く不適当だと思います。

それはそれでいいですから、ただ、これでこの募集事業の具体的な例も紹介されてお

りますが、内容も全く、村なんか関係ないのかなと。県内で４団体の選定と、１事業

５０万円以内、１回限りこういった文書であります。ただ、こういう文書なら、私は

回さないほうがいいぐらい、そう思っています。例えば、これ行政で回覧しましたが、

あと村内の事業所に回した経過はあるのでしょうか。その辺も含めまして伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   高齢者関係の支え合い事業ということで、これは県の事業でして、県から今回モデ

ル事業ということで、県内４団体、それを審査した中で４団体について事業採択とい

うことで、現在は今採択されて、５月１０日までの募集でありました。 

   私のほうで県からの文書、こういう事業をしたいので、村内周知願いたいというよ

うな文書でございましたので、県の事業要項等を抜粋しながら募集をしたところであ

ります。これについては、村内の各家庭の回覧で文書を回覧したということで、健康

福祉課担当窓口も記載されていると思いますが。（不規則発言あり）はい。県の担当、

それから健康福祉課担当係も記載されていると思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） わかりました。 

   担当窓口は担当窓口としっかりわかるように、そういう明示をしていただきたいと

改めて思っております。ただ、私の地域ではこれしか来なかった、そういうことです。 

   地域づくりの必要性、重要性は、それぞれ危機感は共通していると思います。少し

でも可能性のある取り組みは私でも考えております。さまざまなものに活路を求めた

いと考えておりますので、その辺は改めて真摯に取り組んでいただきたいと思います。

私の住んでいる地域、約５０世帯なんですが、ひとり暮らしとか、特別な意味で表現

すれば、孤独で寂しい人、それが十数人になっております。多分５年後には倍増なの

かなと思っております。でも、時代の流れの中、隣近所のつながりが希薄、弱体化し

ておりまして、寂しい生活が現状であります。 
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   近ごろのニュースで、東日本大震災の津波被害で、仮設住宅暮らしを強いられた地

域の皆さんが昔の地域のつながりを取り戻し、お互い助け合い、励まし合う、地域の

リーダーの助けのもと、託老施設、いわゆる託児所のような共助の施設がふえつつあ

ると報道でありました。現在の我が地域を見ると、大変そういうのうらやましい限り

なのでありますが、我が村でもそれぞれのふれあいセンターや集会所など利活用した

託老施設の充実、さまざまな角度からの地域リーダーの養成ができないものでしょう

か。託老施設、聞きなれない言葉ですが、内容は理解されると思います。前向きに検

討願いたいと思っております。どのようにすれば実現可能か、感想でよろしいのであ

りますか。伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   お話ありましたように、各地区にあるふれあいセンター、それから空き家とか、あ

と空き店舗、そういったものについて、商工会等につきましても、ちょっとご検討い

ただきながら、どういった利用方法が可能なのか、これから検討してまいりたいとい

うふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 託老施設、確立できれば、さらに進化した地域サポートによる、後

の質問者も述べられるようでなりますが、交通手段の確保や買い物サポート、在宅介

護など、地域による生活支援制度の充実が図れると考えております。日本で最も美し

い村の実現に、心の日本で最も美しい村の実現をあわせて図っていただきたいと、そ

う思うところであります。 

   過日のまち・ひと・しごと創生総合戦略の話し合いの会議の中でも、このような提

言がいっぱいされました。そういった意見が無駄にならないように、しっかり取り組

んでいただきたい。改めて覚悟のほど、村長のほうに伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今、おっしゃるとおり、これから２０２５年、団塊の世代、後期高齢者になるのは

もう、昨年は１０年と言っていましたが、もう９年になりました。あと四、五年たつ

と、それが形としてはっきりと大変さがあらわれてくるだろうというふうに考えてお

りますので、今から準備をしないと間に合わないということで、今いろいろ検討に入

っているところでございます。 

   託老施設についても、今回の地域づくり活動サポート、支え合いコミュニティ関係

についても、できればその区の中で集会所とか、そういうものを活用して支え合いが

できないかというようなシステムができれば、モデル的なものができれば、それを全

村にお知らせをして広めていくとかという形で、今回の地域づくり活動サポート事業

は、託老、高齢者だけの地域づくりではないのですが、もう少し範囲が広いのですが、

できれば私は高齢者の地区内での見守りに多く取り組んでいただきたいというふうに

考えていますので、あと村の公共施設については、当然今後そういう方向でやってい
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かないと、十分な、遠方に向かう足の確保と同時に、やっぱり地域で歩いていける範

囲内でのそういうサポートというのも非常に重要になってくるというふうに考えてい

ますので、公共施設の面でもそういう活用は、これは十分に検討しなきゃならないと

いうふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   いろいろ地域の公共施設、南部ふれあいセンターはまだでき上がっておりません。

その辺もしっかり施策の中に取り組んでいただきたいと思います。 

   いろいろ細かいこと申し上げました。美しい村としての事業、心の事業であります。

何よりも、何よりも村民の理解が大切であります。そして、福祉の関係から地域づく

りの重要性を申し上げました。村づくりにとって何が最優先なのか、村長に改めて問

うという意を含めての私の一般質問であります。村長の理想とされる村づくりの方向

性と裏腹に、今回は職員の対応についてもちょっと疑問を申し上げました。議員ゆえ

に、そういうことも耳に入ってまいります。美しい村としてのさまざまな政策、推進

は私も大賛成であります。推進会議の設置の目的の、先ほど申されました３つの項目

の実現に向けてしっかり取り組んでいただけますよう願いまして、私の一般質問を終

わります。 

   どうもありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、５番押山義則君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は、午前１１時５分といたします。 

（午前１０時５２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ６番武田悦子君より通告ありました「幼稚園３年保育の実現と保育

所待機児童解消の課題について」ほか３件の質問を許します。６番。 

○６番（武田悦子） ６番武田悦子です。議長の許可をいただきましたので、さきに通告

いたしました４点について一般質問を行います。 

   まず初めに、これまでの議会で何度も取り上げてまいりましたが、幼稚園３年保育

について、実現に向けての現在の状況と課題について質問いたします。 

   大玉村が子育て支援に本格的に取り組み始めるのは、平成１０年以降であると思い

ます。この子育て支援という事業の最大の動機は、少子高齢化の進展ではないでしょ

うか。地方から若者が都市部へ流出するとともに、出生率が低下し、人口の自然減が

始まる。このまま推移すれば、地域社会の崩壊につながりかねない。何としてもふる

さとを、地域を維持していくため、人口減少を食いとめ、定住人口をふやしていくと

ころに自治体の施策が特化されてきたのではないかと思います。 
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   私は、これまで大玉村は、地方自治の本旨に基づき、真っ当な地方行政を行ってき

たのだと考えています。過去においては、福祉が財政を食い潰すかのような議論があ

りましたが、それは事実ではありませんでした。近隣の自治体の中では、大玉村のよ

うな子育て支援がないのにもかかわらず、財政的に大変な状況になったところもある

わけですから、福祉が実際財政を食い潰すかの議論は正論ではないと思います。 

   大玉村がこれまで築いてきた「子育て支援の村」という評価が人口増につながって

いることは、誰もが認めることでありますし、子育て支援の村だからこそ定住を決め

た方々もたくさんいると思います。 

   保育所で待機児童が出ていることは、この皆さんの信頼を裏切ることになりかねま

せん。そういう意味からも、幼稚園の３年保育を行うことは、子育て支援の一層の進

展と保育所待機児童解消に大きく役立つと考えます。 

   そこで、幼稚園の３年保育に係る経費についてお伺いいたします。 

   幼稚園３年保育のためには、施設の整備が必要です。このために、どの程度の予算

が必要と推計しているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   今、ご指摘がありましたように、３年保育導入に当たっては、物的な条件整備、こ

れが欠かせません。今、３年保育の検討委員会を開いておりまして、そのさなかであ

りますので、詳細についてはちょっと控えさせていただきますが、３年保育導入する

に当たっては、まず３歳の子どもさんが使うトイレの改修等、そういったことについ

て４００万強ぐらいの予算が必要になると捉えております。 

   それから、備品等、これも３歳児に合った備品、それから幼児数がふえますので、

それに応じた備品等の購入も考えていく必要があるかと思います。それらにつきまし

ては、必要なものを必要最小限なものに整理しながら、充実した保育に努めていきた

いと思いますが、保育所で今使っているもの、どのぐらいそれを転用して使えるか、

そんなことも含めながら考えていきたいと思っています。 

   それから、保育室がふえますので、その保育室を増築するということが必要になっ

てくるかと思います。今、来年度の子どもたちの数を試算しているのですけれども、

来年度に限って言いますと、大山幼稚園、それから玉井幼稚園におきましても、今の

施設を使って３年保育が可能な状況にあるというふうな判断をしておりまして、保育

室の増強につきましては、玉井幼稚園が３０年度に向けて、それから大山幼稚園につ

きましては３１年度に向けて、一年ずらして保育室の増強、それを考えていくという

ことで今計算をしております、準備をしております。その金額でありますけれども、

おおよその金額で申し上げますと、大山幼稚園が１億３，０００万ぐらいが見込まれ

ます。これは大山幼稚園、遊戯室があるのですけれども、遊戯室が３歳が入るとちょ

っと手狭になるということで、遊戯室を保育室にして、そしてその分今度は今の園庭

に新たな遊戯室をつくるというようなことで予算の試算でございます。それから、玉

井幼稚園につきましては、保育室をふやすというようなことで、およそ９，０００万
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ぐらいの予算が必要になるのかなと、そんなふうに試算をしております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございました。 

   今のお話ですと、２９年度は今の施設を使って保育ができるのではないかというふ

うなことのようでございますが、先ほども教育長のほうからございました検討委員会、

今立ち上がってさまざまな検討をされているわけではありますが、具体的にどのよう

な中身を検討されているのかお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答え申し上げます。 

   検討委員会のメンバーは１５名をもって構成しております。保護者代表、特に幼稚

園の保護者、それから保育所の保護者、それから一般村民、それから関係者、つまり

園長あるいは保育所の所長、それから行政の関係の皆様方です。それから、学識経験

者というようなことで、幼稚園教育に造詣の深い福大の先生においでいただいて検討

委員会をやっております。１回目、６月１日に行いました。大玉村の幼稚園の３年保

育についての基本的な方向性を出させていただきました。それについてさまざまなご

意見をいただきまして、今それを部内で整理中でございます。この後、７月８日にさ

まざまな質問に対しての答えを用意しまして、２回目の検討委員会を開催する予定で

今準備を進めております。そこでまた、３年保育の向けての課題、そういったことを

整理していって、８月初めに３回目の検討委員会で大まかな方向性について示してい

ただきたいと、そんなふうな形で進めております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございました。 

   今、１回目検討委員会行われて、それぞれに検討を重ねられているところというお

話ございました。この幼稚園の３年保育でございますが、これが始まったからといっ

て保育所の待機児童がなくなるかといいますと、保育士の確保の問題、これなどさま

ざまな課題あると思いますが、しかし村長が最重要課題として挙げている子育て支援、

子育て中の若い方々の就労を保障し、生活を守るためにも、この８月初めの検討委員

会で方向性、確実に決まるということではございましたが、２９年度から幼稚園の

３年保育をしていくということの村長の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   私も３年保育を１年も早くやりたいということで、当初目指したのは２８年の今年

の４月１日から実施することで進めてまいりましたが、それは既存の小学校を使って

１年早くプレスクールということで、５歳以上を小学校に入れて幼稚園教育をすると、

つなげるということで検討をしてまいりましたが、やはり検討の結果、人口がふえる、

子どもがふえる年度が１年だけあるんです。そうすると、そのときに今度、大山小学
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校のほうが１クラス足りなくなると。そのときにプレハブをつくって対処するという

のは、やはり無理があるだろうということがありまして、残念ながら既存の施設を使

ってやることについては諦めたということで、改めて財政面の問題はありますが、こ

れに当然、人件費は今まで以上にふえますので、それも含めますとかなり財政的には

きついのですが、やはり３年保育としては、方向性としては大玉村の幼児教育の進む

べき方向性だというふうに考えておりますので、ぜひ予定どおり進んでいただければ

と思いますが、なお、それは教育委員会のほうに、検討委員会に委ねておりますので、

私のほうでこうしてくれということではなくて、教育委員会の検討に委ねたいという

ふうに考えております。ただ、１年も早く３年保育は実現したいという気持ちに変わ

りはございません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございました。 

   ８月の検討委員会で２９年度から実現をするという言葉を期待をしております。 

   次に、公共交通システムについて質問をいたします。 

   この問題についても、これまでも何回も質問をしてまいりましたし、村長みずから

の政策としても口にされてきたはずでございます。 

   そこで最初に、これまでの検討の経緯とその結果についてお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。 

   ふくしま自治研修センターの共同研究によりまして、公共交通、体系調査の報告が

なされまして、現在運行されています広域バスをベースに車両の増やデマンド型乗り

合いタクシーの導入について提案がございました。これらを受けて検討を重ねてまい

りましたが、現時点ではデマンド型乗り合いタクシーの導入については、経費面での

課題があるため、現在行っております外出支援や福祉バスの運用の見直し、体系の見

直しについて現在検討をしておるところでこざいます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   福祉バス、外出支援の見直しということでございましたが、この福祉バス並びに外

出支援、これらを利用している方、大玉村の高齢化率２５少し超えるぐらいというぐ

らいで、そう高くない高齢化率ではございますが、村内には外出のための足を必要と

している、このような人はどのぐらいの人数に上るのか。さらには、高齢者だけでは

なく、障害者、障害を抱える皆さんにとっても外出の足を確保するということは大変

な重要な課題となっていると思いますが、これらの実態をつかむ、このことがこの公

共交通を考える上でも一番重要なことではないかというふうに思うわけでありますが、

これらへの実態を把握するということは行われているのかどうか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 
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○総務部長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。 

   ふくしま自治研修センターの共同研究によりまして調査を実施しましたが、その中

で公共交通アンケート調査を抽出により実施しております。対象者１，５００人を抽

出しまして、回収率４６．５％で、実人数で申し上げますと６９７人。６９７人の中

には、６０歳以上の高齢者が２８９人ございまして、それらの調査結果の中で、高齢

者の意見についてもそれぞれ出されておるところでございますが、残念ながら実数の

数が少ないので、今後、公共交通システムの確立を進める上では、高齢者の実態把握

は必要と考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひしっかりと実態を把握した上で考えていかないと、どのような交通体系が必要

なのかということすら見えてこないのではないかなというふうに思います。先ほど総

務部長からも、この外出支援サービス、福祉バス、これらの見直しを進めていくとい

う、その方向で進めていくというお話ございましたが、今現在行われているこれらの

サービスで、どの程度の高齢者なりの足の確保ができているというふうに認識されて

いるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   現在行われております外出支援の登録者ですが、登録者については４０名、５月に

は２０回で１４名の支援を行っております。利用者につきましては、登録している方

が対象ということになりますので、限られた方ということになります。 

   それから、福祉バスについては、若干、利用者は減少傾向にはあるということでご

ざいますが、ちょっと今、数字的なものは手元にございませんけれども、年間

５，０００名から１万を切っているというような状況かと思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ５，０００と１万では倍の数になるわけで、随分それだけ実態を把握されていない

のかなというふうに思うところでありますが、しっかりとした実態把握がまずは必要

ではないかなというふうに思うところです。 

   さらに、先ほど、デマンド型は経費の面でできないというようなお話ございました。

お金があれば何でもできる、なければ何もできない、このようなことでは、高齢者や

障害者などの安心は確保することができません。どのような仕組みなら可能なのか、

その仕組みを本気でつくるかどうかだと思っております。今後どう進めていくのか、

村長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   公共交通システム、特に高齢者を含めて弱者の足の確保というのは、やはりこれか
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らの高齢化社会には不可欠だというふうに考えております。 

   ただ、２０２５年に向けてという話を再三させていただいていますが、現時点で拙

速にすぐにデマンド交通をやって、財源がないからとか大変だということですぐやめ

てしまうとかということもありますので、本宮とか二本松の状況も調べてあります。

なかなかやっぱり不十分だというような意見がございますので、今時点で考えている

のは、やはり三、四年先にきちっと、デマンド交通が理想だということは前からお話

をさせていただいています。玄関先まで車が行くということが理想だというふうには

考えていますが、現時点では福祉バス。福祉バスも先ほど５，０００、１万という話

がありました。最初に言った５，０００が正解で、５，０００を切っているというよ

うな状況でございますので、利用率が下がっていると。なぜ下がっているのかという

原因もちょっと突き詰めないといけないなというふうに考えていますが、あとはタク

シー券の関係、それからあと外出支援とかという、総合的に今はやっていくしかない

のかなというふうに考えておりますが、担当のほうでもできるだけ早く結論を出した

いということですが、何度も言いますが、財政的な問題というのはやはり避けて通れ

ないということがありますので、国の助成とか県の助成というのが期待できない中で

村単独でやっていくと。ですから、サポート、地域での支え合いの中で何とか補助的

にできないかなということも含めながら、できるだけ早く方向性を出したいというふ

うに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   この分野でも、地域の皆様の力が必要不可欠になってくるのかなというふうに思っ

ております。皆さんの力をどのように集約すればよりよい形ができるのか、しっかり

と行政が主導的役割をとって進めていっていただきたいというふうに思います。 

   ３番目の質問に移ります。 

   平成２５年４月、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実

と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害者総合支援法が施行

されました。そして、今年、２８年４月から障害者差別解消法が施行されました。こ

れは障害のある人もない人も、チャンスや待遇は平等に、障害者が社会の一員として

尊厳を持って生活することを目的にしています。障害者基本法第４条では、障害者を

差別する行為を禁止し、社会的バリアを取り除くための合理的な配慮をしないと差別

になると定めています。そして、これらを具体的に実現するのが差別解消法です。し

かし、現実はどうでしょうか。 

   今回は、聴力障害者の支援を中心に質問を行います。 

   聴力障害者への支援は立ちおくれている現状にあると思います。聴力障害者団体か

らは、手話言語法の制定を求める意見書の提出を求める動きが高まり、大玉村議会で

も手話言語法の制定に向けて意見書が提出されました。今年の３月に全国全ての自治

体で意見書が提出されました。また、各自治体でも手話言語条例の制定が進みつつあ
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ります。残念ながら福島県では郡山市のみですが、全国では４７の自治体で手話言語

条例や情報・コミュニケーション条例が制定されています。大玉村では、この条例の

制定についての考えはないのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   大玉村の障害者基本計画、また大玉村の障害者福祉計画の基本理念ということで、

全ての人が安心して生き生き暮らせる、そういった村づくりを目指して障害者の支援

に取り組んでいるというところではございますけれども、手話を日本語と同等の言語

と認識して、家庭とか学校、それから地域社会、その他のあらゆる場所で手話を利用

して、豊かな生活を送るための環境づくりの整備というのが必要だというふうに考え

ておるところでございますけれども、安達管内２市１村、これらで組織しております

あだち地方地域自立支援協議会、これと連携を図りまして、今後検討してまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   この手話は、聴力障害を持つ皆さんにとってはまさに言語であり、障害を持たない

人も手話を理解することで、ともに生きる地域社会を実現するものであると郡山市の

条例にはあります。 

   このような状況の中、６月９日現在、郡山市など県内５市を含む全国２５４の市区

長が聴覚障害者に対する情報保障の環境整備を進め、全国の自治体における施策展開

の情報交換などを目的に、全国手話言語市区長会を設立しました。これらの動きに呼

応して、町村でもこのような会をつくる、このような考えはありませんか。また、こ

の市区長会には、準会員として４つの町が加盟しています。大玉村が加盟するという

考えはありませんか。伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどもお話し申し上げましたけれども、安達地方に自立支援協議会というものが

ございます。それで、２市１村のそれぞれ関係する方々が集まった協議会でございま

すので、この中で協議、検討しながら、そちらについても検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ検討を進めていただきたいと思います。 

   ５年前の東日本大震災や今年の熊本地震でも、障害を抱える方が被災し、避難生活

を送るうえでの大変さを聞く機会がありました。また、大きな災害でなくても火事な

どの発生時に、聴力に障害を抱える方は、災害の発生それ自体気がつかないという話

を聞きます。自宅の隣で火災が発生していても、サイレンの音などが聞こえずに逃げ

るのが遅くなったという話も聞きます。二本松市では、火災発生時にメールなどで知
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らせるという取り組みがあるようです。大玉村でも、このような取り組みを行うこと

はできないのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、防災無線、デジタル化ということで取り組んでおります。それで、デジタル

化に合わせまして、聴覚障害者の皆さんにも防災情報が伝わるようにというようなこ

とで、メールあるいはアプリ等でお知らせをするような、そういったシステムについ

て取り組んでいるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひデジタル化に合わせて取り組んでいただきたいというふうに思います。 

   この障害を抱える皆さんにとっては、地域の中で身近に相談できる窓口や地域の中

でのつながりを求めています。都道府県や市町村においては、障害者差別を解消する

ための取り組みを行うネットワークとして、地域のさまざまな関係機関などによる障

害者差別解消支援地域協議会をつくることができるとされています。互いに顔の見え

る関係ができれば、互いを理解しやすくなります。障害のある人もない人も、ともに

暮らせる地域づくりの一歩として、この地域協議会を大玉村でもつくることが期待を

されていますが、その考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   地域協議会につきましても、大玉村だけということではなくて、安達地方２市１村

がそれぞれ検討した中で、合わせて一緒に進んでいきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この協議会とまで行かなくても、障害者団体との意見交換会などを

行うことで、皆さんが望む支援のあり方を知ることができるのではないかというふう

に思います。このような取り組みを進めてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   意見交換会ということで、二本松市におきましては５月に実施しております。それ

から、本宮市におきましても、先日、意見交換会を行ったということで、大玉村につ

きましても、日程ちょっとまだ決まっておりませんけれども、意見交換会を行う予定

としております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ有意義な意見交換会になることを望みます。 

   このいろいろな方がいるのが当たり前というのが、この社会であります。社会の中
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にあるバリアを取り除き、誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりを進めてい

くことを希望し、次の質問に移ります。 

   最後の質問です。観光資源の保全と新しい観光の創出について質問いたします。 

   大玉村は、これまで観光については余り積極的ではなかったように思っていますが、

この間、マチュピチュ村との友好都市締結や名倉山の登山道の整備など、村外から大

玉村に来てくださる方がふえています。また、大玉村観光振興計画も策定され、観光

に対する取り組みの強化が感じられるところですが、既存の観光資源の維持やそれら

の資源を活用して新たな取り組みを進めることも大切ではないかと思います。 

   そこで、観光振興計画の中でも、自然、歴史、文化資源として掲載してある遠藤ヶ

滝への遊歩道についてですが、木橋が破損し危険だという指摘、以前からあります。

大玉村の観光資源として遠藤ヶ滝は有名ですし、県民の森エリアの自然散策地として

も、とても有効な資源です。早急な修繕が必要ではないかと思いますが、その計画は

どのようになっているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   遠藤ヶ滝の遊歩道につきましては、ご存じのとおり明治百年事業の一環としまして、

昭和４７年に県民の森が開園しました。もう４４年経過しているわけですが、そのと

きに県の管理区域としまして約７００ヘクタールを国から貸付しまして、あわせて遊

歩道も１，５００メーターを貸付して、現在に至っております。平成１０年にオート

キャンプ場が開設されまして、そのときに県のほうで管理区域を約９２ヘクタールと

いうことで、大分少なく縮小してしまいました。これについては県と国の話でござい

まして、村は残念ながら関与できなかったというような状況にいます。平成２１年に

県民の森をきちんと利活用しなくてはならないということで、福島森林管理署、大玉

村、それから大玉村観光協会、それから財団法人ふくしまフォレスト・エコ・ライフ

財団、それから相応寺さん、それから福島県森林整備課をメンバーとしまして、福島

県民の森利活用協議会というのを立ち上げまして、今後、遠藤ヶ滝の遊歩道をきちん

と管理しましょうということで、もともと今現在ある木橋につきましては、約２０年

ほど前に県が整備しておりまして、木柵につきましては、途中の歩道のちょっと危険

なところにある手すり、木柵については平成２１年に森林管理署が整備を行いました。

その後、もうずっと利用はしてきたわけですが、大分、ご存じのとおり、板の部分が

もう朽ちてきてどうしようもないということで、昨年、県のほうにも何とか修繕して

ほしいということでお願いしているのですが、県のほうでも大分予算がないというこ

とで、我々職員も参加して、ベニヤ板６枚で何とか急場をしのいだというような状況

でございます。村のほうでも積極的に、倒木があったりした場合は、それらを除去し

たり、今年の５月の連休にも、６番議員さんが尋ねられたように、危険であるという

ような指摘がありまして、職員のほうで急遽その危険な部分だけ応急処置したという

ことでございますので、今後の計画については、この森林利活用協議会の中で早急に

やってほしいということで要望しましたが、県のほうでは余りいい返事がありません



 

- 36 - 

 

ので、今月末にもう一度県のほうに訪問して、強く要望して、安全に遊歩道を利用で

きるようにしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   県が整備する、村が整備する、なかなか難しいところではございますが、せっかく

の資源でございます。しっかりと整備をして、もっともっと誘客につなげることがで

きるのではないかというふうに思いますので、県にはしっかりと要望をしていただく

ことはもちろんでございますが、村としてできる整備はあわせてしっかりと進めてい

ただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

   この遠藤ヶ滝とあわせて大玉村には観光資源となる場所はたくさんあると思います。

特に、村の西部地区と言われる地域には、自然を満喫することのできる資源がたくさ

んあります。アットホームやフォレストパーク、三ツ森ため池、そして大玉カントリ

ークラブ、これらを結んでのウオーキングコースや村民の森周辺を活用した森林セラ

ピーのコース、さらには野鳥の観察をできるコースなど、さまざま観光に結びつける

ことができる資源の宝庫ではないかと思います。平成３０年には、全国植樹祭のサテ

ライト会場として大玉村にも多くの方が来られることが予想されるわけですから、植

樹祭に向けても、新たな観光プランニングすることも必要ではないかと思います。こ

れらについてどのように考えておられるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。 

   今ほどありました大玉村西部安達太良山のふもとに点在している観光施設というこ

とでございますが、これらのプランニングについては、本村単独ということでなく、

現在、地方創生の中で、地域間連携の中で観光事業が取り組めるということで、事業

採択できる部分もございますので、現在、事務レベルで安達管内で協議を進めている

という部分もございますので、地方創生事業の中で事業を展開してまいりたいと思い

ます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 今、地方創生事業の中で事業を展開していくというお話ございまし

た。地方創生の中でも、もちろん必要なことではないかと思いますが、この地域の皆

さんの力も必要ではないかというふうに思うわけです。そこで、地方創生以前にもっ

と多くの皆さんのご意見なり、ご要望なりを聞く、そのようにして進めていく、この

ことも大切ではないかと思っております。 

   この日本で最も美しい村やマチュピチュの交流だけで、観光客、劇的にふえるとは

到底思えません。大玉村の今ある資源をどのように活用して、村民の皆さんをどのよ

うに巻き込んで、しっかりとした観光と結びつけていくのか、これが重要ではないか
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と思うわけでありますが、これらについて村長の考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今、言われたように、大玉村に観光施設はあるのかという話がよくお話しになるの

ですが、非常に多くの資源があるというふうに考えております。当然、先ほど言われ

たように、遠藤ヶ滝もそうですし、フォレストパークも、これ実際は東洋一の、日本

一、東洋一の施設の整ったものがありますし、アットホームもそうです、森の民話茶

屋、ゴルフ場、三ツ森、ありますけれども、そういうふうに形になっているもの以外

に景観もありますし、それから農業体験、農家民宿が今度かなり緩やかになります。

今、また法改正をしようというふうにしていますので、農家民宿も余り改造しないで

できるようになれば、大玉村農業体験を通して多くのそういう体験者を受け入れるこ

とができると。 

   前に、総合振興計画をやった会社とか、県民の森の横の上のほうの森林都市構想と

いうのが大分前にありまして、安達太良の中腹を開発すると、都市をつくるというよ

うな計画がありましたが、これは村で反対をして潰れましたが、そのときのコンサル

タントが言った言葉が非常に思い出されるのですが、「手つかずの自然、今守られて

いる自然が最終的には最大の観光資源、大玉村の財産になりますよ」と開発しようと

したコンサルが大玉に来て実態を見て、最終的に帰るときにそう言っていたのがあり

ますので、私はそれが非常に大玉村のやはり財産だということで、新たな観光資源を

つくるのではなくて、今あるものの中で資源を見つけ出していくというのが一番だと

思います。そのために、それを知っていただくためには、マチュピチュとか、名倉山

の上から見ていただくとかと、そういう施設というか設備を整えて、総合的に村を理

解していただく。それが最終的に農業のＩターンとかＵターンにも結びついてくるの

だろうというふうにも考えておりますので、総合的にやっていきたいと。 

   観光協会が、前は村長が、私も会長をやっておりましたが、やはり独立していただ

いたほうがということで、今、観光協会長は民間の方にお願いをして、大分意識も変

わってきておりますので、そういう面では、少しずつ観光という面に向けても、村民

の皆さんもそういう観光協会等についても意識が変わってきているのかなというふう

にも感じておりますので、これについてはこの方向で進めてまいりたいと。 

   ただ、広域につきましては、今度夏になると１００キロの山岳、安達太良山に登っ

て、本当に熱海のほうにおりて、名倉山を通って戻っていくという１００キロ４８時

間トレッキングがありますが、そういうものも一つやはり広域だとできるし、後はト

レッキングコースをつくりたいというふうに考えています。これは二本松と大玉と本

宮が入らないと距離がとれません。ですから、そういう形で自然を使ったそういうト

レッキングコースを話し合ったり、本宮に来た人が大玉回ってもらう、二本松に来た

人が大玉にも回ってもらうというようなことで、広域で進めたいということで、村内

と広域で両輪で進めてまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   以上、質問終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、６番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は、午後１時３０分といたします。 

（午前１１時４６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ２番遠藤勇雄君より通告ありました「喫緊の課題に応じた村政執行

を」ほか２件の質問を許します。２番。 

○２番（遠藤勇雄） ２番遠藤勇雄です。議長の許可を得ましたので、さきに通告してあ

ります３件について、これより一般質問を行います。 

   初めに、喫緊の課題に応じた村政執行についてであります。 

   私たち村民の日々の暮らしが少しでもよくなるような、住民目線に立った村政執行

が望まれています。そのためには、大玉村で、今すぐやらなければならない重要な課

題に正面から積極的に課題解決に向け取り組むことが重要ではないかとの考え方から

の質問であります。 

   まず、保育所の待機児童解消についてであります。 

   保育所の現在の待機児童数とその年齢別内訳を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   ５月３１日現在の待機児童数につきましては２２名、世帯でいいますと１５世帯に

なります。内訳としましては、ゼロ歳児１０名、１歳児３名、２歳児６名、３歳児

３名となっております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   ２２名ということであります。今、１５世帯ということでございますが、この待機

児童世帯の１５世帯の実態は把握されているか。把握されているとすれば、その実態

はどういうふうになっているのか、具体的にお伺いをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   待機児童の世帯の実態ということですが、まず育児休業の延長というような形で待

機されている方、また求職活動を一時停止しているというような方などが挙げられま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 
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○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   それで、待機児童の解消、これについては３月の時点では、あの答弁では多分

２９名か３０名というふうに記憶しておりますが、今回は２２名ということでござい

ますが、まだまだこれ解消には至っていない、人数は少なくなりましたがまだまだ解

消には至っていないというふうには理解をしております。 

   そこで、この解消が進まない理由の一つには、前の議会でもお話がありましたが、

保育士が不足しているんだと。幾ら公募しても、応募がないということが、そういう

例で挙げられていますけれども、この保育士の確保に向けたこれまでの取り組み、そ

の経過と実際何人か採用されたか、その結果について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   今年度より保育士の勤務年数に応じた昇給制度の確立ということで待遇改善を図っ

ております。そのほか通勤手当の支給等、そういった処遇の改善に努めておるところ

でございますけども、保育補助者、現在、大玉村保育所でも保育士の資格がなくとも

保育補助という形で勤務されている方がございますが、そういった方に対しまして、

保育士の資格を取得を希望する方について、その支援ということで資格取得のための

助成金、そういったものを検討しているところでございます。 

   保育士の確保につきましては、現在もやめられるような方も若干おります。また、

産休、または育児休暇ということで、これから休みに入られるというような方もござ

いますので、引き続き募集を行っているところでございますけれども、今までのそう

いった対策によりまして、ほかの保育所に転出するというものの抑制につながってい

ると。また、新規採用についても有利に働いているのではと。さらには、在職者の意

識の向上にもつながっているというふうに思っているところでございます。新規に入

られたという方もございますが、現在そういった育児の関係で休職されるという方も

ございますので、足りないという現状は続いているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 今、説明をいただきましたが、私、保育士が足りないというお話で、

じゃ実際にどういった具体的にその一歩前に進めるようなことをされたかということ

です。具体的に言いますと、例えば村のホームページ、それから一番何といっても村

の中では広報おおたまですよね。それらの掲載とか、ハローワーク、そういったこと

にはどういった対応されているか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   ハローワークにも募集行っておりますけれども、各戸チラシ配布、あるいはホーム

ページへの掲載、それから保育士の知人、友人等に対する個別のアプローチ、それか

らそれぞれ紹介というような形で保育士さんを紹介させていただいているケースもご

ざいます。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 今それぞれ努力されているということですが、ちょっと細かい話に

なってしまいますけれども、私もちょっと確認をさせてもらいました、大玉村のホー

ムページ。それには、最初出てくるのは、初めの画面はマチュピチュ村のこと、それ

からふるさと納税のこと、それから日本で最も美しい村、これが一番最初、表紙に出

てきます。その後、ホームページの中では求人情報というのがあります。それ見てみ

ますと、ハローワークに求人をした情報を、多分、村で作成をして載っけていると。

私のパソコンだけがそういう古いんだか何だかわかりませんが、そこには公募はあり

ません。求人情報は平成２７年９月分です。これ最近の見ました。それから、ハロー

ワーク対応、大玉村分７２件の求人が載っていますが、村の保育所の公募はありませ

ん。本宮市は載っていました。それから、広報紙ですが、これも去年９月から５月ま

で広報紙見させてもらいました。１月号１回だけです。ということで、私の確認が上

手でないんだかわかりませんが、やはりもしそうだとすれば、やっぱりもっと、我々

もそうですけれども、議員のほうもちょっと依頼も受けていますが、やっぱりこれ皆

さんで考えて努力をする必要があるかと思うのですが、もし何かありましたらお願い

します。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどハローワーク関係、それからホームページの関係、ご指摘ございましたが、

そちらにつきましては、若干古い部分もあろうかと思いますが、引き続き募集を行っ

ているというところでございます。 

   それから、なかなか一般公募では集まらないということで、特に力を入れているの

が、今、保育士仲間の中でのＬＩＮＥとか、そういったものを使っての募集というこ

とで、現在、知人とか友人のそういう紹介のほうを重点に募集させていただいている

というような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   引き続きひとつよろしくお願いしたいと思います。 

   全国的な不足なので、大玉だけの問題ではないですけれども、できることをお互い

にやる必要があるのかなということで質問させてもらいました。また、後でこの場面

出てきます。次に入ります。 

   待機児童の解消の一環として、大玉村では待機されている児童の方に、村外の認可

保育所、これに入所した場合に保育料を減免するということで、２８年度当初で予算

措置がされました。この制度ですが、保育料の軽減対策交付金ということですが、こ

れ現在何人か該当されているか、この交付金の交付状況を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   この交付金事業につきましては、現在、要綱の詳細について検討を行っている段階
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で、まだ交付には至っておらないところでございますので、早急に策定をして対応で

きるよう努めてまいりたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） そうですね。もし、これせっかくできた当初予算で予算措置されて

おりますので、早目に交付要綱をつくっていただいて、該当する方にはひとつ今の段

階で待機していますので、そういうことでお願いしたいと思います。 

   この待機児童解消の件につきましては、午前中、６番議員の方もお話しされました。

この保育所の待機児童については、昨年９月定例会から９月、１２月、３月とありま

すが、いずれも我々議員で一般質問、２名以上これずっとやっているわけであります。

これにはやっぱり早期の解消を求めていますので、そういったことで、また、あと今

回は私も含めて３名が質問をしています。いかにこの待機児童が重要な、今すぐにや

らなければならない課題であるかということを裏づけているものというふうに考えて

おります。午前中の質問とダブるところはあるかもしれませんが、そこで村長に伺い

ますけれども、待機児童の実態、これをどのように認識されておられるのか、改めて

伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   認識というのは共通をしておりますので、早期に解消しなければいけないというふ

うに考えて指示をしています。これは今言われたように、近隣の市も含めて保育士が

不足しているということ。大玉村の保育所の定員が８０名ぐらいからもう１３０、

１４０というふうに倍増しております。それに見合った保育士がどうしても見つから

ないということですので、これは最大限、給料も大幅に引き上げをしました。通勤手

当も新たに支給することにしました。ということで、定期昇給もするようにしたとい

うことで、４月から大きく待遇を変えました。ただ、すぐにそれにもって何人も集ま

るということではありませんが、やめると言った方が残っていただいたり、新たに入

っていただく方も数名おりましたので、これ今、部長が言いましたように、早期に解

消するためには、議員の皆様にもお願いをしながら、職員もあわせて、村民の皆様に

もお願いをしながら、保育士を確保していきたいということでございます。そのため

には、ある程度資格を取るときに助成金を出すとか、それから今言ったように、大玉

じゃなくて大玉以外の保育所に入った場合に、差額を今言われたような制度で支給す

るとか、それから今検討しておりますのは、在宅で預かっている、入れる、保育に欠

けるにもかかわらず在宅で預からざるを得ない方に何かできないかということも今検

討中でございます。そういうこともあわせて検討しているものですから、少し要綱が

おくれているという状況ありますが、いずれにしても４月１日にさかのぼって支給を

したいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 
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   今、その後の質問も大体、村長がしゃべってもらったのであれですが、まず、いつ

までの話になりますけれども、幼稚園の３年保育との絡みもあるかと思いますが、先

ほど村長から話のありました解消に向けて、大体いつごろをめどにこれを解消する考

えであるか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   これは明確に半年後と言えればいいわけですが、これどうしても保育士の確保とい

う高いハードルがございますので、今言えることは、できるだけ早期に解消を図りた

いということですが、午前中質問ありましたように、３年保育、これも早期に実現を

したいというふうに考え、今、教育委員会のほうで検討しておりますので、打てる手

は、誤解があると困りますが、幼稚園の３年保育は保育所の待機児童解消のためにと

いうことよりは、結果としてそういうふうになるかもしれませんが、目的は幼児教育

の充実ということですので、結果としてそれが保育所の待機児童解消に一部でもなれ

ば、これは幸いだというふうに考えておりますが、できるだけ早期にということで考

えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   今おっしゃられたように、我々も一日も早くひとつ対応させていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。また後でちょっと質問をさせてもらいます。 

   次に、（２）番に入りますが、道路除染についてであります。 

   この件につきましても、重要な課題であると思っております。今までの経過としま

して、住宅の除染、これにつきましてはほぼ終わっております。それから、田、畑な

どについての農地についても、これはしっかりと対応されているなというふうに思っ

てございます。しかしながら、この道路除染、これにつきましては、数字的に本当に

ほとんど進んでいないというのが現状かと思います。今年の４月６日の新聞掲載であ

りますが、その中の除染実施状況、これ４月末現在でありますけれども、大玉村の道

路除染実施距離、６キロです。全体計画は１０８キロであります。実施率にしますと、

５．６％であります。 

   したがいまして、伺いますが、道路除染の今後の計画と進捗状況を伺います。距離

といつごろまでに完了するかも含めてお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、道路除染の進捗状況についてですが、平成２３年、２４年につきまして、大

玉の１３区、それから大玉の１５区において線量低減化事業ということで６キロの除

染を行ったところであります。 

   今後の計画についてですが、対象路線の延長につきましては、先ほどお話ありまし

たように、１０８キロということで、方法については路肩部の表土剝ぎ取り、それか
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ら側溝内の堆積土の土壌の撤去というような予定でございます。 

   それで、まず先行しまして、今月２２日に小学校の通学路となっております、玉井

小学校前の旧県道になります。現在の竹の内・寺久根線の約１．７キロ、それから大

山小学校前の神原田・馬尽線、約２．３キロということで、合計で４キロの道路除染

の入札を予定しているところでございます。残りの路線につきましても、通学路、そ

れから生活道路となっておりまして、道路除染で出た除染土壌、これを一時的に道路

には置けないということで、随時仮置き場への搬入をしていくというようなことがご

ざいますので、仮置き場のあき状況、これを確認しながら、早い段階で発注していき

たいということで、秋ぐらいには、１０月前後ぐらいになる予定でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） １つ確認なんですけれども、全体計画より１０８キロになっていま

すが、これ当初、私の記憶では３３０キロだと記憶しております。多分これは大玉村

の全路線だと思うのですが、これが当初に見ますと３分の１程度に変更になっている

と、少なくなっているということですが、この少なくなった一応理由です、お知らせ

ください。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどの３００キロ超の延長につきましては、道路台帳に載っている距離というこ

とで、村道といいますけれども、林道とか、農道とか、そういったものの全部全て含

めての延長、それが掲載されていたということでございますけれども、それから村内

の道路につきまして線量の測定を行っております。その線量測定の結果と、あと生活

道路、そういったものを勘案して１０８キロということで計上させております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 線量と生活道路中心、一番最初はスクールゾーンを初めにというこ

とでしょうけれども、ここでちょっと村長伺いますが、さっき言いました３３０キロ、

全部なんですけれども、今回計画している１０８キロで本当に大玉村のこれからの子

どもたちも含めて安心・安全に、これを１０８キロやれば安心・安全だというふうに

言われるかどうか、ちょっと村長、確認したいのですが、いかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えを申し上げます。 

   ３３０キロ、今言いましたように林道とか農道とか、通常、人が余り通らないよう

な場所、これ全て３３０キロ、山の中まで除染すれば、これは理想でございますが、

やはり線量をはかって低い、もう雨が降ったり雪が降ったりして下がっている場所、

それで支障ない場所を外したり、そういう林道、農道を外したりという形で、今は路

面は完全にもう下がっておりますので、これからやるべきところは耳かきが中心にな

ります。それから側溝です。ですから、道路全体の除染ということは今はもうあり得

ないので、そういう形でやっていきますと、耳かきとか側溝のないところについては
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もう除染をする必要はないだろうということで、全線調査をした結果が１０８キロは

これはどうしてもやらなきゃいけないということですが、これは１０８キロに確定し

たわけではありませんので、その後、今言いましたように要望があったり、新たな側

溝で高いところがあらわれたりと、新たに、雨降れば当然入ってきますので、そうい

うところのあれば、これ当然追加でやっていきたいと。今一番、子どもたち通ったり、

生活の中で必要だという部分については、１０８キロをやれば大丈夫ということで今

進んでいるところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   次の質問に入りますけれども、道路除染のこの経費、今計画されている１０８キロ

ですが、これ今回６月補正で出ておりますけれども、この財源ですが、住宅除染と同

様に全額は国等で負担されると。村の負担は一切ないんだということが補正に上がっ

ていますが、確認ですけれども、それで、今の考え方でいいかどうか確認お願いしま

す。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   この財源については、住宅除染と同様でございます。県の補助金ということで、除

染対策事業交付金という名目になりますけれども、全額交付金で負担されます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   全額、県のほうで、国のほうで負担いただけるということで、村のほうでは一切負

担はないということでございますが、負担できる除染経費、これに期限はあるかとい

うことです。もう５年が過ぎて、今言った国の負担する除染経費に期限はあるかと。

あるとすれば、期限はいつまでか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   除染事業自体につきましては、国のほうでは２８年度中の完了というふうに言われ

ております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ２８年度ということは、来年の３月までということですよね。計画

で１０８キロ、今、先ほどとっそくやるのは大山小学校、それから玉井小学校の合わ

せて４キロ、関係のね、４キロということですが、あと１０４キロを、じゃ３月まで

にできるんですか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   国では２８年度完了というようなことで進んでおりますけれども、現実的にはなか
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なか各市町村、難しいというのが現状でございます。道路の除染につきましても、本

格的に発注して、冬場もございますので、３月までに完了できるかというと、そうい

う気象状況も関係してきますので、かなり難しい部分もあろうかと思いますが、その

部分については、はっきりとして繰り越しでやっていいとか悪いとかという話にはな

かなかはっきりした回答はないというような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） いずれこの道路除染、これから、これ必要でやらなきゃならないの

であります。それで、この道路除染の実施状況につきましては、先ほど６キロという

ことで。あと部長のほうからは、６キロについてはいわゆる２３年度、２４年度の、

これは村ではなくて行政区が主体となってやった分だと。そして、そこに補助といい

ますか、経費を村が負担するというか、国が負担するような格好で、行政区でやった

分だけなんですよね。それ以降は実際は村としてはこれやっていないということで、

つまり年度からいうと、２５年度以降はこれまだやっていないわけですよね、１回も

ね。これはちょっとどうなのかなと思います。ちなみに隣の市、本宮市、二本松市、

ご承知のように、今盛んとやっています。これ６月４日の新聞でいきますけれども、

本宮市の実施距離１１１キロ、１２．３％、それから二本松市実施距離５２０キロ、

８２．５％という新聞の記事でございます。その時点で大玉は５．６キロの５．６％

です。これ、大玉村がおくれた理由は、まずは住宅除染を先に優先したと。それから、

道路除染で出た土壌の仮置き場がなかなか見つからないんだと、そういうことも聞い

ておりますけれども、これはずっと押山村長が就任以来、もう２年９カ月、３年近く

なりますが、これは実施していないということになるんですよね。これが現実だと思

うんです。安全・安心のために、これは本当に今すぐやらなければならないというこ

とで、重要な一つであったと考えます。そういうことで、本宮、二本松も実施してい

るのに、大玉がしていなかったということはどういうことかということで、これを村

長に伺いますけれども、実施がおくれたというふうに私は認識をしているのですが、

おくれたということをまた村民の方々にどう説明されるか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   私はおくれたという認識はしておりません。まずは人が生活するときに、何時間そ

こにいるかということでございます。住宅の場合には、ですから学校を先に除染をし

たというのは、子どもたちが日中、学校にずっといると。それから、あと学校から帰

ればうちの中にずっといるわけです。ですから、住宅の除染を最優先をしたというの

は、これは前からの継続として住宅に除染をしてきたということでございます。それ

から、公共施設、学校とか幼稚園、そういう、それからあと人の集まるところをでき

るだけ優先的にやってきたということでございます。 

   じゃ、なぜ道路に手がつかなかったのかというのは、大玉の現状を見ていただくと、

本宮１００社とかというレベルで工事業者がおりますが、大玉村の場合には本当に数

社しかいないと、外から来た方を含めても、もう１０とか若干の業者しかいないとい
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う、大変数の少ない業者の中で、その業者もほかの道路工事をやったりしながら除染

に入っていると。電気屋さんから壁屋さんまで参入いただいて除染をやってきたわけ

ですが、そういう少ない業者の中で最優先すべきは住宅だということで、住宅にまず

除染をやってきたということでございます。 

   それから、あと、道路除染についてはいろいろありまして、新聞の記事というのは、

あくまでもその町が発表したものですから、例えば１，０００キロあった場合でも、

３００キロだけ一応上げといて、発注３００やれば１００％になります、発注率は。

そういう実態もないわけではありませんし、ほかの町村を見ますと、住宅除染がまだ

半分ぐらいしか行っていない市町村もあるわけです。ですから、大玉としては、最優

先すべきは人の長く滞在するところと。 

   それから、道路については耳をカットしたときの土というのは物すごい量が出るん

です。それから、側溝の土壌。それを持っていく場所がなかったんです、確保できて

いないと。それからずっと努力をして場所の確保に努めてまいりまして、やっとここ

に来て玉井地区、間もなく発注しましたので工事に入ります。大山地区も１町５反、

仮置き場、搬出場兼仮置き場ですが、確保ができましたので、今度は道路除染を一気

にやれるということですので、ただその仮置き場が完成しないうちは持っていく場所

がありませんので、徐々にパイロットで搬出した場所に、少しあけば持っていけるか

なという程度ですので、秋口には全線まとめて発注をしたいというふうに考えており

ますが、そのための受け皿を今一生懸命、商工会と打ち合わせをさせていただいてい

ますので、これがうまくいきますと一括発注ができて、飛躍的に早くできると。 

   ですから、トータルで道路だけ見ればおくれているように見えますけれども、住宅

とか農地とか、それから公共施設、会社工場等をトータルで見れば、大玉村は除染は

他よりも進んでいるというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） そういうお話でありますが、秋口には全線を発注したいということ

でございますので、まずは１０８キロ、これは早急に。あと、来年の３月まではこれ

何といったらいいのでしょう、いずれ今の段階では難しいと思いますので、仮置き場

の関係とか、なので１日も早く除染をするということでお願いをしたいと思います。 

   次の質問に移りますが、今までこれら保育所の待機児童の解消、そして今、道路除

染のお話をさせていただきました。村長答弁ありましたように、これは両方ともすぐ

にやらなければならないような問題でございます。特に待機児童解消の課題につきま

しては、これは当然に起こるべくして起こったことの課題であります。つまり、従来

から定住人口増加対策、これを進めてきました。特に子育て支援ということで、医療

費の１８歳未満の支援については県内トップを切ってやってきたと、そういった子育

て支援、それから住宅政策、これも着実に行ってきた成果が、人口が国勢調査でも

２０年間微増ではありますがふえていると、これが結果であります。人口がふえれば

当然若い人たちも入ってきて、当然子どもたちも、そんな一遍ではないですけれども
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ふえてきているのが現状で、それが今、待機児童、条件はいろいろあるかと思います

けれども、そういったことで子育て支援の待機児童の解消は、いわゆる子育て支援の

大きな課題でもあります。最優先に解決しなければならないというふうに考えてござ

います。 

   また、村長に伺いますが、午前中の話とダブるかもしれませんが、今申し上げたよ

うに、村民の最も身近なこれら近々の重要課題への対応をまず最優先にやっていただ

きたいというふうに考えますが、改めて村長の考え方を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   午前中からも引き続き保育所の問題は、これ当然喫緊の最優先課題、それから除染

も、今、職員が一生懸命除染にかかわって日夜頑張っていただいておりますので、こ

れも当然短時間でやらなきゃいけないと。さっきの道路除染についても３月までに完

成ということはこれ不可能ですし、とりあえず繰越明許で、大玉村だけではありませ

んので、来年の３月で切られるなんてことはあり得ませんので、これは完全に終わる

までは国の、もしくは東電で、出していただくのは当たり前のことですので、これは

そういう心配は要らないというふうに考えております。これからため池除染とか、里

山除染が新たに入ってきますので、まだまだこの除染作業というのは続いていくだろ

うというふうに考えておりますので、途中で国が打ち切るなんていうことはあり得な

いというふうに考えております。 

   この保育と除染については、当然喫緊の最重要課題ではありますが、村政を考えた

ときには今、足元のものだけに対応していると、１０年、２０年後の大玉村の村づく

りに穴をあけてしまうということもありますので、将来のために今やるべきこと、手

を打たなければいけないこともやっぱり喫緊の課題になりますし、それから農業関係

で米価の下落がありますので、これに対しても喫緊の課題として機械の補助等をかな

り大幅にやらせていただいているということもありますので、最優先でやるべきもの、

当然今の２件はありますが、それ以外にも中長期的な視野に立って、今手を打ってお

かないと将来の村づくりに寄与できないというようなこともございますので、バラン

スのとれた政策、村政執行を心がけてやってまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   中長期的な中に入るかどうかわかりませんけれども、そこに観光面で事業がいろい

ろ展開されています。これ地方創生との絡みもあるのでしょうけれども、観光の事業

といえば名倉山の登山道整備、それからあずまや建設、いぐね調査、観光パンフレッ

ト作成、これ予算化、臨時議会でされました。これはこれでいいのですが、金額的に

は１，７００万円程度ですね。うち、村の負担は、村から税金といいますか、村から

税金といいますか、村から出るお金は約７００万円です。また、マチュピチュ村との

友好都市協定、交流事業、日本で最も美しい村連合加盟による事業、こういったこと
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も推進されています。ですが、この観光面は、これ将来的に、例えば５年後、１０年

後を見据えたこれらの観光事業、これも大切でありますが、先ほど申し上げたように、

村長もお話しされましたが、保育所に入れなくて困っている家庭、働きたくても働け

ないお父さん、お母さん、このような状況がありますので、これが村民に寄り添った

行政、地方自治体としての基本理念だと思いますので、ちょっとその辺についてはよ

ろしくお願いをしたいと思います。 

   次に移ります。 

   健全財政は維持されるかについてでありますが、２８年度から３２年度までの５年

間の経常収支比率の見通しとその増減の要因を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   経常収支比率は算式で申し上げますと、地方税や地方交付税が経常一般財源になっ

て分母になります。一方、分子で申し上げますと、経常経費が分子となってそれぞれ

の経常収支比率が算出されますが、直近の２６年度の決算の数字で申し上げますと、

本村は８８．５でございます。 

   これらの増減の要因ということでございますが、経常収支比率の分子の部分では、

先ほども話が出ておりますが、保育士確保による委託料とか通勤手当の増、また社会

福祉協議会職員の給与改善等による補助金の増、また今後実施される、幼稚園の３年

保育の実施に係る人件費等、これらなどが、また消費税の増税等も懸念されて経常収

支比率の分子の経常経費が増加となることが予想されます。一方、分母となる経常収

入のほうでは、地方交付税が大きな動向を占めますので、現在の段階では、今後

３２年までの５年間の交付税がどのように示されるかというのは、国からも当然示さ

れておりませんので、そういった中で今後５年間の経常収支の比率を数値で申し上げ

ることはできませんが、以上のような中で今後とも経費がふえる、増加となる要因も

ございますが、今後ますます経常的経費の削減に努めまして、財政の健全化を図って

まいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） それで、先ほど今お話ありましたが、収支比率、何回も言いますが、

平成２４年度は８２．２％、平成２５年度は８４．９％、平成２６年度は８８．５％、

今、部長おっしゃったとおりです。２７年度は９月に決算の数字が出ますが、これ確

実に私は９０％出ると思います。例えばになってしまいますけれども、９０％超えた

場合に、一般論として財政運営においてどういう影響が考えられるか、まだ９０％超

えてもこれはまだ大玉村は大丈夫ですよというのか、その辺お答え願います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   平成２７年度の決算の関係については、現在、財政係のほうで決算の準備を進めて

おりまして、まだ２７年の決算ベースの経常収支比率は算出されておりませんが、今
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ほど申し上げました経費の増加も懸念されておりますので、予想で今、２番議員さん

から９０を超えるんじゃないかという部分がありますが、そういった中でも、現在、

財政調整基金ですか、財調なりそういう基金を使いながら当初予算表を編成し、また

交付税が確定した部分では財政調整基金に積み立てたり、当初で崩したのを戻したり

ということで、それぞれ決算時点での繰越金等々が確定して、今後予想される事業に

対して財政調整基金を積み立てたりということで進めておりますので、一概に９０を

超えたからといって財政がもっとこれ以上厳しくなるのかということになると、そう

いった基金を活用しながら事業を展開してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   財政、心配するのは私だけではないと思いますけれども、いろいろこの事業関係、

一般財源の支出が本当に増加傾向にあるのは今お話があったとおり。例えば、あだた

ら直売所建設、これ２億３，８６０万ですが、公債費、借金は９，６００万ですよね。

それから、防災行政無線のデジタル化、これでは約３億８，６００万の全額、これが

事業債ということで借金で認められて、最終的には村では３割程度ですか、これが最

終の借金となって１億ちょっとですか、これだけでも２億の新たな借金になるわけで

す。お金だけの話ではなくて、それに、これはやらなきゃならないことなので、これ

はそれでいいと思います。ただ、そういうことがあります。そういうことで、これ心

配なんですが、例えば９０とか何かで、例えば財務調査とか、例えば県とかそういう

指導とかは、そういうのは入っていないですよね。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   県内で申し上げますと、２６年度の数字で、町村で一番高いのが磐梯町の

９４．１という数値がございますが、今ほど２番議員さんからありましたように、経

常収支比率が９０を超えたからといって県の指導等が入るのかということになると、

県では定期的に市町村財政課のほうで財政診断ということで、昨年も本村では財政診

断を受けましたが、そういった形で、一概に９０を超えたからということで県の指導

が入るとなると、直接はそういうのは気にしておりません。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   昨年、その診断を受けた結果は、もしお聞かせできれば。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   昨年、市町村財政課のほうから財政の診断を受けましたが、そういった中で、特定

目的の基金について繰りかえ運用をしている形が、財政調整基金以外でございますが、

特定目的については繰りかえ運用した部分で、その後、後年度で基金に戻していると
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いう部分がございましたが、特定目的については適正な目的に沿った基金の運用をし

てくださいという指導がございました。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） それでは、もう一度すみません、確認させてください。 

   では、財政的には今のところは大丈夫だということですか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員にお答えします。 

   経常収支比率の部分で質問がございますが、先ほども申し上げましたが、現在の

２６年度の８８．５が９０になったからといって、財政的にもっと厳しくなるんじゃ

ないかという部分がありますが、先ほども申し上げましたが、財政調整基金なりの基

金を運用しながら、あと決算の繰越金、今度の９月の議会もございますが、こういっ

た中で繰越金を見ながら当初の財政調整基金の取り崩しを戻したり、また新たに積み

立てるということで効率的な財政運用を図って、健全財政の運営に努めてまいりたい

と思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   では、村長にもう一度確認します。大玉村がここまで合併しないで自立をして

１１年目です。村長おっしゃられるように、財政的自立ということも、これ当初の予

算編成の中で第一の柱として言われております。これからも自立していくためには、

今言ったように健全財政、これが一番であります。今、部長ともそういったやりとり

をさせていただきましたが、村長に確認です。これから健全財政を継続して維持して

いく、どうやって維持していくか、村長に伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答え申し上げます。 

   大玉村の財政規模は３５億から４０億です。大変小さいものですから、何か大きい

ことをやると数値は上がります、当然に。経常収支比率も９０％を超すという可能性

は十分にあります。それは分母が、これが５０億、１００億、２００億ならば１億、

２億ふえても数字は変わりません。大玉村、３５億、４０億しかありませんから、

２億の仕事をやれば数値が上がります。でも、それは一時的なもので、借金も財政収

支比率の議論を今やっていますけれども、実際はその財政指数には公債費の借金をど

れぐらいしているかとか、後年度どのぐらい借金を返さなきゃならないかという比率

がありますが、これについては非常に大玉村は低いんです。 

   ですから、財政的危機に陥っているわけではないので、ただ、ですから前は健全財

政ですよとその数値をもって言っていたのですけれども、実際の健全財政というのは

数値だけでははかれませんので、実質的に財政の硬直化を見るためにはいろんな４つ

も５つも数値があるわけですが、今一番高くなりつつあるのが今言った経常収支比率
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です。あとの数値は何の問題もないわけです。 

   ですが、この財政、きょうは傍聴の方もおられるので、何の話しているのかなとい

うことになると思いますが、例えば１０億あるうちの８０％だと８億はどこかに補助

したり、人件費に払ったり、保育所の先生方に払ったり、毎年どうしても払わなけれ

ばならないお金が８割だと、２億は自由に使えるわけです。道路をつくったり、何か

やったり、名倉山に登山道をつくったりというのは臨時的なものです。それが９０％

になると、１０億のうち１億円しか自由に使える金がなくなるということです。です

から、財政的に非常に窮屈になるということです。家庭で考えてもわかりますよね。

１０万給料をもらって１万円しか自由に使えなければ、非常に窮屈です。ですから、

これは村民の皆さんにも、大玉村、今そんなに自由に使える金がいっぱいあるわけで

はないですよということはやっぱり知っていただかなければならないということで、

財政の自立という話もさせていただいたし、正直に財政、今自由になるお金は減って

いますよというお話をさせていただいていますが、一時的なものもあります。 

   原発で今、原発の担当者は課長を含めて４名います。この４名の職員の給料は全部

村から出ているんです、もう５年間、億の金です。これは東電からも国からも一銭も

来ていないんです。東電は払わないと言っているんですよ、これに対しては。ですか

ら、今要求はしていますが、ですからこの４人分の給料が下がっただけでも随分違う

ということは、今非常事態なんです、ある面からいうと。払わなくてもいいようなも

のも払わざるを得ないと。今４人の職員、先ほど言ったように、除染で一生懸命頑張

っています。これなくしたら大変なことになります。 

   ですから、やむを得ない部分もありますし、その分、ふるさと納税等で２年間で

７，０００万、８，０００万近いお金をいただいて、半分は返していますけれども、

あとは基金に積ませていただいているというようなことと、あと村の皆さんにお願い

しているのは、買い物は村内でしていただいて、なるべく外に金を出さないように循

環をしていただくとか、本当に小さいことからでもやはり財政の自立という面では、

村を挙げて村民の皆さんにも理解をしていただいて取り組んでいただければというふ

うに考えていますので、これから保育所をつくれば、保育所の先生方、飛躍的にふえ

ました。８０人の子どもを預かるのと１４０人の子どもを預かるのでは倍の先生方が

かかるわけです。でもこれを減らすことはできません。これからまたふやしていこう

と思っています。それから、３年保育をやれば建物もつくらなきゃならないし、先生

方もふえます。 

   ですから、ある程度の覚悟を持って行政をやっていかないと立ち行かないと。ただ

し、危険水域に入らないようにだけは、減らせるところはどこかということはこれか

ら十分に内部で検討をして、減らせるところには減らしていきたいと。あと、人が若

干ふえております、役場職員。もう今いろんな仕事が入ってきていますので、一時減

った職員が少しふえていますので、その人件費が今ふえているというのは、先ほど言

いましたように、原発由来の中で非常的なものも大分ありますので、そういうことも

含めてあるということなので、２番議員さんご心配されているように、我々も財政的



 

- 52 - 

 

にはやっぱり将来に向かっても自立をするためにともに考えていかなきゃならないな

というふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   私も別に保育所、これはやらなきゃならない、ですから１億かかっても借金しても、

これはやらなきゃないということで、大玉の３５とか４０億のなかで、今、村長、お

話しされたように、身の丈に合ったこと、そして今、村民の皆さんが何に困っている

か、何をやっていただきたいか、それらにまず答えて、必要なところに必要なものと

いう考え方でこれからひとつまた財政運営のほう、しっかりとやっていきたいという

考えでおります。そのようなことで次の質問に入ります。 

   ３番の中学校周辺の住宅開発等についてであります。 

   ご承知のように、村内随所において住宅開発が行われています。特に大山小学校周

辺、それから大玉中学校周辺、この役場から大山方面に向かうこの道路の沿線、町・

宮ノ前線ですか、この開発がめじろ押しに進んでいます。そこで、中学校北西側とい

ったらいいんですか、駐車場の上の土地、畑地の農地でありますけれども、現在、住

宅開発で住宅が点在しております。多分、ここ今後も住宅が予想されます。いわゆる

この一団地の土地が虫食い状態になる心配があります。そこで、これら有効な土地利

用の観点から、虫食い状態を防ぐために効果的な未然に防止するような対策はないか

伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員にお答えします。 

   住宅地の宅地については、村の発展の基盤であることから、自然的土地利用との調

和のもと需要に応じた用地の確保が基本となっておりまして、各地で人口が減少する

中で、本村は微増でございますが定住化促進の関係で人口がふえているという部分も

ございます。そういった中で虫食い状態の未然防止ということでございますが、現在、

宅地開発はあくまでも民間主導で行っておりまして、業者と土地所有者との関係があ

り、農振法なり農地法をクリアすれば現時点では村が規制できないという状況になっ

ております。そういった形で土地所有者の方々や地域、そういう自主的な話し合いで

計画的に土地利用を図るということで、現在行政については法律をクリアしていれば

規制できないというような状態になっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 多分、そのとおりだと思います。これ今回、行政組織で今年４月か

ら都市計画担当ということで新たに職員が配置されております。そういう意味で、今

後の本村にとっては必要な部署だと思っております。 

   例えばの話ですけれども、これが例えばあそこの地域を村が主体となって、相応寺

の前ですとか、区画整理事業をやっておりますが、そういったことはこの時代難しい
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かどうかわかりませんが、そういう事業が村でやるということは、ちょっと考え方と

してはいかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答え申し上げます。 

   所有者の方が意見がある程度まとまって、そういう方向に行きたいというようなこ

とになれば、当然そういった事業を村のほうでも模索して、それが土地改良区関係の

土地改良事業になるか、都市計関係の事業になるかは、この場ではちょっとお答えで

きませんが、地元がそういう状況になれば、当然、行政としても支援していきたいと

いうふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   そういう積極的に答弁をいただきました。ありがとうございます。 

   じゃ、次の話に入ります。 

   中学校グラウンドの砂じん、砂ぼこりですが、特に春先、風が強いときなどは砂が

舞って、あそこの道路を通行していても前が見えないぐらいに砂が飛ぶこともござい

ます。また、近隣の住宅にもそういう意味では影響がある実態でありますが、これら

の状況を村としては把握されているか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   中学校グラウンドのいわゆる砂じん、砂ぼこりでありますが、こちらの状況につい

ては状況把握しているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 今、住宅がどんどんできています。それで、住環境の改善からも何

らかのその砂を防止するような、策は前から考えてはおられると思うのですが、防止

対策はないかどうかお聞きします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   いわゆる砂じん、砂ぼこりを防止する方策といたしましては、グラウンドの芝生化

等が考えられますけれども、中学校におきましては、陸上競技、あるいはサッカー、

野球等の競技において、村が進めました幼稚園あるいは小学校のような全面的な芝生

化というのは適さないというふうにされているところでございます。 

   また、人工芝あるいは全天候型のアンツーカー、そういったものについても検討は

いたしましたが、その費用についてかなり高額なものになるというふうなことから、

実施はなかなか難しいというのが現在の状況でございます。 

   今後におきましても、当然、砂じんの飛散状況を把握することはもちろんでありま

すが、教育的効果あるいは費用対効果、それらの面を考えながら有効な砂じん防止策

について検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 
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   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 今、芝生化、全天候、これは私も望んではおりません。何か少しで

も飛ばないような方向をこれからもひとつ積極的に検討いただければと思います。 

   次の質問です。 

   地域コミュニティでありますけれども、村外に一戸建て住宅、集合住宅がどんどん

できています。そこで新たに転入された方々との地域コミュニティ、これがこれから

大きな課題になってくるかと思いますし、今現在でも多分各区でいろいろと一つの課

題になっているんじゃないかと思います。各地区では、組に入っていただいて、とも

に地域活動に参加していただく。それから、新たに組をつくっていただく。そういっ

た方法もいろいろあろうかと思います。さらに、ごみ処理の問題やら地域での行事や

活動の参加も含めて、村としてこのコミュニティのあり方をどう考えているのか伺い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   地域コミュニティとしては、行政区なり組がございますが、現在、村内に定住され

る方で新たに住宅を新築する場合、特に浜通りの避難地から住所異動を行っていない

で移動してくるという部分もございますが、生活の拠点を大玉村に移した場合は、地

域の組や区に加入していただいて、既存の方々と地域活動をしていただくようなこと

で考えております。そういった中で、組なり区に加入していただくように、行政区長

さんにもお話をしているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） その後の行政の役割ということも、これも今、部長のほうで答弁し

たかと思います。例えば、これおいでになるときにはそこでお話をしたり、組に入っ

ていただきたいとか、あと行政区長さんに依頼をしてお願いをしているというような

ことでしょうけれども、例えばこの組に入るかどうかはその人の個人で、それはいろ

いろあるかと思いますけれども、例えば転入された方々に通知を差し上げて、例えば

村のこういうところが、大玉はいいところはこういうところだ、制度はこういうこと

とか、特色、そして今話ありましたように、地域活動への理解と、それから積極的に

いろいろな行事に参加してもらいたいと、そういった新しい方に何か集めてというか、

個々じゃなくてみんなで集まってもらって、説明会みたいな、何というかそういうこ

とがちょっとやれればどうなのかなと思うのですが、本当の提案みたいなのですが、

いかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   新しく村内に定住、住宅を建てた方にお知らせして、そういう村内の地域コミュニ

ティとかといいところを説明したらということでございますが、なかなか現状に一堂
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に集めて、会して説明するというのはなかなか難しい部分もございますので、住民異

動をしてこられた方については窓口で地元の区長さんなりにお話しくださいというこ

とを話したり、あと先ほども話しましたが、避難者については住民票を持ってこない

という部分もございますので、そういった中で近隣の方々と話し合って既存の集落に

入っているという、現に既存の集落に入って活動している方もございますので、そう

いった形で周りの方々からいろいろ声かけをしていただいて、地域のコミュニティ活

動に参加していただくというのが理想かと思います。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） いずれ行政のほうだけ押しつける話でもないですし、地域の中での

その組といいますか、各地域といわゆる行政が一体となって物事を進めていかないと、

この地域コミュニティというのは育っていかないと思いますので、そういった意味で

は各地域でもいろいろと大変であると思いますけれども、村と一緒になってこれらの

地域コミュニティを今これから課題になるところでありますので、やっていかなけれ

ばならないということをもちまして、以上で私の一般質問を終わります。 

   ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、２番遠藤勇雄君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は、午後２時５５分といたします。 

（午後２時３８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開します。 

（午後２時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「地域村政懇談会について」

ほか１件の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １０番須藤軍蔵でございます。議長の許可を得ましたので、通告

いたしております質問を行います。 

   初めに、地域村政懇談会とのかかわりで幾つかお尋ねをいたします。 

   ３月議会の質問では、村長が掲げている「村民に一番近い村政」、あるいは「とも

に支え合う村政」というものについて、例えばどういうことですかというようなこと

でのやりとりをした経過がございますが、そういう中で、私は特に議会は言うに及ば

ず、住民の意見を聞くということが、まずは一番大切ではないかというようなことを

申し上げたような経過があるわけであります。 

   それは、言うだけではしようがないので、何が何だかわからない話をそこら辺で語

っていたって大した意味もないので、私はその実践をするという立場から、今回の

５月２日に９区、１０区合同での村政懇談会。村政懇話会なり、私の後援会なりでは、

もう何十年も歴代村長、ずっと１月なり２月に懇談会を開いてきましたが、行政とし

ての、多分村長は、今期初めてかなというように思いますし、特に隣接する７区、

８区の区長さん及び在住する議員の皆さんにもご参加いただいたというようなことで、
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大変いろいろとご協力いただきましたので、感謝を申し上げたいと思います。 

   また、村長さん初め、４部長さんにもおいでいただき、さらには行政相談員といい

ますか、そういう皆さんにも、多分１行政区に５人なり６人配置しているという中で、

今回多分９人だったかと思うんですけれども来ていただきました。そういうことは、

かつて多分なかったのかなというふうに思いますので、画期的なことだというふうに

思います。 

   そこで、行政区としてやった、そうした懇談会についての進め方なり、あるいはも

っとこういうふうにしたほうがいいんじゃないかというような、村長のご意見なりご

ざいましたらお承りをしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答え申し上げます。 

   今、言われたように、「みんなで支え、みんなでつくる」というのを、やはりベー

スは村民の皆さんがどういうお考えをお持ちなのかということをお聞きすることとい

うことで、就任当初から、５人でも１０人でも集まっていただいて伺いますよという

ことをお話をさせていただいて、各地を回らせていただいて、いろいろお話を伺いま

したが、合同での懇談会というのは初めての経験でありました。４名の部長、一緒に

同行していって、今言われたように地区の支援員が、ほぼ全員参加をしたということ

で、大変有意義な懇談会だったなというふうに感じています。 

   大きければ全員の意見を聞くことはできませんが、参加した方がこういうこともあ

るんだなということの、他の意見を聞くことも大変有効だなというふうに感じており

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 職員で構成される行政支援員、相談員の方々のそうした、出向い

た、あしたから連休だという時期で、非常に心苦しかったんですよね。女性の方、正

直言ってそんなに失礼ですけれども、いろいろあって夜だし、１人か２人は責任でし

ょうがねくて来るかというように思ったんですけれども、それだけ来ていただきまし

た。 

   せっかくのあれなので、来た人の意見なり感想等あれば、集約しているかどうか、

また、意見があればお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １０番議員さんにお答えします。 

   懇談会には、村長並びに４名の部長が出席させていただきまして、懇談会で出され

た意見や要望などについては、各所管の部内で集約、総括するものとしております。 

   当日出席した行政区支援員は、各行政区の実態を理解してもらうために同席したも

のでございますが、特にそういった中で意見の集約は行っておりませんが、余りふだ

ん行政区とかかわりの少ない職員からは、住民の皆様から活発に多くの意見や要望な

どを聞き、行政区の現状や地域の抱える問題等について、大変参考になったという感
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想を聞いております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   懇談会では、道路、それから用排水等々の行政各班にわたるさまざまな問題も出さ

れましたが、さらには、先ほども話ありましたこの行政区をめぐる各種の団体等々の

役員の選び方とか、これから消防も含めて、そういう確保が大変だ等々の話、あるい

は、立地を生かした観光、しいては交通安全に対する提言なども話があったりして、

幅広くあったわけですけれども、特別あえてまとめはしなかったわけでありますが、

どうしてかというと、この次来たとき、そういう皆さん方が語った話が一体どれだけ

進んでいるのか、同じ話をするといったって困るということで、そういうまとめには

しなくて、同じ話が出たときにどう答えるかが楽しみだなというふう思っております。 

   そこで、これからの２点は具体的な中身であります。今までのは総体的な概略であ

りますから。 

   １つは、村が発注した道路を、間伐材、あれを集中的に運んで、道路をうんとめち

ゃめちゃにしちゃった。軽トラック、軽乗用車なんていうのは、亀の子みたいになっ

て、ガリガリと道路がなるというような状況について、一体それは業者が直すのか、

村が直すのかというようなことについてお話がありましたが、よく実態を見て、それ

からお答えしますからということでございましたので、あとは現場を見てというよう

な、そのほかにも幾つかあったと思うんですけれども、まずその代表的な、大々的な

間伐事業に起因する道路の破損についての取り組みは、その後どのようになされたの

かお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   懇談会の中でお話ありました村道４８１号線、東光雨ケ沢１号線になっているかと

思います。これにつきましては、５月９日に現地のほう、調査をさせていただきまし

た。 

   ご指摘のとおり、この道路を使用しまして、福島森林再生事業雨ケ沢地区の工事を

実施しました。ご質問のとおり、大型車両にて間伐材を１８台、それからチップ関係

に１３台ということで、あの村道を通過したわけでございます。 

   本路線につきましては、ご存じのとおり、構造上簡易的な舗装でございまして、降

雪時は特に小型の機械では除雪できなくて、村のほうでも大型機械を入れたりして、

そういった部分もあって、大分道路のほうも傷んでいるような状況でございました。 

   工事のほうでも、幾らかカーブとかに敷鉄板なり何なりをして、ある程度の破損防

止はしたようでございますが、やはりご指摘のとおり、小澤養魚場さんのところの入

り口のあたりが一番損傷がひどいというような状況で、現場のほうは確認してきまし

た。 

   これにつきましては、村発注工事でございますので、本来であれば工事中、もう少



 

- 58 - 

 

し安全関係に配慮して補修するなり、敷砂利等、途中で手を加えるなりということを

しながらやってくのが通常でございますので、今後の工事につきましては、そういっ

た部分を業者のほうに適切に指導して、住民の皆さんにご迷惑をおかけしないように

進めていきたいというふうに考えています。 

   そのほかの小さいものにつきましては、この１カ月の間に、敷砂利等細かいものに

ついては実施しまして、６月１３日にさらにこの雨ケ沢線も含めて、現地のほうを調

査してきました。これについては、やはり舗装の打ちかえ工事等実施しなくてはなら

ないというような状況になっていますので、今後、予算のほうを調整しながら、工事

のほうを早急に対応してまいりたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ５月９日、６月１３日ということで、連休明けすぐということの

素早い対応をいただきました。ありがとうございました。そういう対応でありますか

ら、それに即して至急補修をするということにお願いをしたいと思います。 

   次に、畜産農場にかかわる生活環境問題についてであります。 

   これ議会でもたびたび、ずっと私は取り上げてきましたが、議会でも皆さんのお力

添えをいただきながら、みんなで見ました。そのときもいろいろお話ありまして、こ

ういう状況ですよということで、業者にもそういう改善をしていただくようにお願い

もしましたという話がありましたが、その後、どのように進展がなされているか、こ

の間の経過についてお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えいたします。 

   まず、農場の現況、指導等についてでございますけれども、今年度におきましては、

５月２６日、６月１４日に県の家畜保健衛生所職員とともに、現地の鶏舎の確認を行

っております。６月１４日には聞き取り、指導を行ったところでございます。 

   具体的な改善策等につきましては、昨年１１月２６日付で、村から経営者へ鶏ふん

の河川への流入防止、それから、鶏ふんの河川流入を防ぐための貯留槽の設置等によ

る対策、それから鶏ふんの定期的な搬出、また、定期的な現地の確認を実施するとい

うような、そういう４項目についての再発防止対策についての要請書を提出しており

ます。 

   １２月７日付で、それぞれの要請について了承するという旨の回答をいただいてい

るところでございます。 

   鶏ふんの搬出につきましては、鶏ふんをつくる攪拌機が故障して、修理をするとい

うことで、使用できるようになりましたので、６月１４日に確認した際には、攪拌機

のある倉庫へ鶏ふんの搬出も始まっていたということで、今後につきましても、定期

的な鶏ふんの搬出、それから攪拌が実施されれば、少しずつ改善はされていくのかな

というところでございます。 

   定期的に現地の確認、それから指導を今後とも行っていきたいというふうに考えて



 

- 59 - 

 

おります。 

   また、６月１４日には、県の家畜保健衛生所の聞き取り調査と、今後の具体的な改

善方法につきまして、まずは高床式の鶏舎から鶏ふんの搬出を早急に行うこと、あと、

ハエ対策としまして、成虫になってしまったハエにつきましては、噴霧による殺虫剤

での駆除、鶏舎の周りに漏れている鶏ふんにつきましては、粉末タイプの殺虫剤とい

うようなことで、成虫になる前に駆除するよう指導を行ってきたところでございます。 

   鶏舎の鶏ふんの搬出が終了すれば、次に、その鶏舎の周りに漏れ出した鶏ふんの処

理ということで、その後は定期的な鶏ふんの搬出、それからその攪拌による堆肥の生

産ということで、それが実施されれば改善されていくのではというふうに考えている

ところでございます。 

   行政の対応につきましては、今後も県の家畜保健衛生所と、それから県北地方振興

局の県民環境部などと連携しまして、定期的な立入調査を実施してまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） いろいろとありがとうございます。攪拌機については、この前も

行ったときも、直しているんだけれども、ちっとも業者がどうのこうのなんていって、

また今回も同じ話かなと思ったんだけれども、直ったという話。その後の梅雨の時期

になるんだけれども、行政として特段の対応をどうするんだという話を何もやってい

ないと思ったから、そうしたら、それも含めてそういうことをやるということですね。 

   いずれにしても、あそこの２つの農場さんとも、非常に経営者としては立派な方々

なんです。あの鳥屋さんは、勲章ももらった方ですしね。勲章の評価はその人、個人

個人で、私は余りどうとも思っていないんですが、ちゃんと大々的な祝賀会もやられ

て、実は招待状なんていうのもあったりして、そういう立派な方であります。 

   もう一方、片や食品の残渣を活用して循環型の農業、あるいは堆肥生産、非常に高

い志で立派な堆肥を生産すると、それ酵母牛なり、あるいは、おったまげた堆肥とか

等々も含めて、非常に頑張ってやっておられる経営者、両方とも。 

   ただ、そこで生産される過程において、そういうにおいをずっと出しっぱなしで、

それも地域の皆さんなり、そこの地域の皆さんがずっと受けていられないという話は

ないわけね。 

   そういう立派な皆さんだから、行政は指導に対して及び腰ではないのかという、私

はうがった見方を言っちゃうんですね、ちっとも進まなくなると。行ったときの対応

というのは、非常にうまいというか、大したもので、それぞれの行ったとき、行った

とき、新しい対応をしているんですという話をするんです。まことに立派だなという

ように思って帰ってくると、何にも変わっていないという中身でありますから、やっ

ぱりここはしっかりと、そういう経営者としてのあれも守りながら、それを今後もず

っと続けていくという前提に立てば、やっぱり抜本的な対策を講じないと、あの腹の

底からあれするようなにおい、これは特に堆肥の関係。牛の関係は解決しないのでは
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ないかなというふうに思いますので、そういう面も含めて、村長の腰の据え方という

決意のほどを改めてお伺いをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   おっしゃるとおり、長年にわたって解決がなかなかできないということでまいりま

したが、現場を押さえたと、流した現場を写真で押さえたというのもありまして、や

はり、これ以上そういうことが続くということであればということでもありますので、

前にも申しましたように、やっぱり圧力をかけ続けるという方法、条例等で法的にに

おいの規制とか、あと、前から言いますが条例をきつくしても、結局は既存の、村内

の畜産業者にまで及んでしまうという部分もありまして、どうももろ刃の剣になって

しまうという部分がありましたので、なかなか法的規制というのを村内でというのも

難しい状態でしたが、これからも、今、部長が申しましたように、手を抜かずに引き

続き継続して調査をしながら、圧力をかけながらやっていきたいということですので、

それぞれ地元、それから議会の皆さんにもご協力をよろしくお願い申し上げたいと考

えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 次に移ります。地域づくり助成事業についてお尋ねをいたします。 

   午前中も幾つかご質問もございましたが、まず、この地域づくりの助成事業の目的、

主旨、それから要綱などについてございましたら、改めてその辺について伺うなり、

そういう要綱があればお示しをいただきたいというふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １０番議員さんにお答えします。 

   大玉村地域づくり活動サポート事業助成金交付要綱というのを策定しまして、この

事業につきましては、住民と行政が協働するむらづくりを推進するため、地域住民に

よる地域の課題の解決や特色を生かした魅力ある地域づくり活動を行う支援をするん

だということで、午前中の質問にもありましたように、特に今回につきましては、高

齢者の見守り等、地域で高齢者を支えるなど、地域づくり活動に対して支援するもの

でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今、お話ありましたが、そうするとそれぞれの地域での地域おこ

しなり、そうした地域の資源を活用したいろいろの取り組みということにも対応する

ということとは違うわけですね。 

   この前はそういう話かと私は、ちょっと間違っているかもしれないけれども、この

前５月に臨時議会を開いて、前にあった５０万を三角にして、次にその下に１００万

でしたね。これ臨時議会を開いて予算化したわけですから、ついでにこっちの別な名

倉山だのポケットパークだのあずまやだの、いぐねだのあるから、この予算が大もと
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でありますが、そこにくっつけただけであって、ついでにやったんだというような本

当の話はしてもらっては困るんだね。これ具体的に予算化したからには、どうやって

やるんだということが１つ、２つはあると思う。それを今、その一端を披れきいただ

きたい。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １０番議員さんにお答えします。 

   １０番議員さんおっしゃったように、当初では一般財源で５団体、１０万円の５団

体の予算を計上しておりましたが、その後、補助事業に該当するということで、５月

の臨時議会におきまして、１０万の１０団体ということで計上させていただきました。 

   先ほど申し上げましたように、地域の中で、地域づくりのために活動していただく

ために支援するということでございますので、行政区を中心にそういった形で活動を

推進してくださいということで、それぞれの行政区長さんの会議等々については内容

をお示ししたところでございます。 

   以上です。 

   具体的な助成ということでございますが、先ほども申し上げましたが、高齢者の地

域の見守りということで、行政区の方々が、例えばひとり暮らしの老人の家庭とか、

老老世帯とか、そういう形で定期的に声かけ運動をするとか、そういう部分で、個々

が高齢者を見守りするのではなくて、地域で高齢者を見守っていただきたいという、

そういう活動が一例でございますが、そういった形で活動していただいた団体に支援

するという内容でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そうすると、その要綱というのはあるんですね。要綱を後で示し

ていただきたいと思いますし、地域の見守り、あるいは高齢者に対する云々というよ

うなことが主たるものだというようなお話ですけれども、前に村長さんからお話承っ

た段階では、ニュアンスがちょっと違うように、私は地域でのいろいろな地域を活性

化するための何か取り組みというものについての、というようなニュアンスで非常に

期待はしていたんですけれども、そういうことは別問題だということですかね。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １０番議員さんにお答えします。 

   １０番議員さんおっしゃっているとおり、地域がいろいろ主体となって、特に私は

地域の高齢者の見守りということで一例を挙げておりますが、そういった形で地域で

いろいろ活動するための助成をするというものでございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 臨時議会を開いて予算化をしたわけですから、いずれは予算は予

算だと、終わったら終わったで返すのが予算だというようなことで、それはそうだけ

れども、予算を組むからにはそれなりの精査をこういう方向でやるんだという１つや

２つはあって、私は予算、でなかったら６月だっていいんだ、これ、９月だって、何

もできないのならば。 
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   だから、臨時議会を開いたなりの、それなりの意気込みというものは何かあるのか

なと。特に私は、そこで感じたのは、そういうものをつくる場合には、サポーターと

いいますか、そういう中核になる人をどう育成するかということを観点に、今回質問

をする計画だったのね。それはそういうことではないんだということになればそれま

でなんだけれども。 

   例えば、活性化の問題で言えば、今、活性化をさまざまする場合、担当職員の中で、

私それやりますという、なぜ披れきしてみろ、したほうがいいといったかというと、

そういうものを具体的に持っているかどうかということなんだね。俺はこうやって

１つつくると。それがなくてただ予算だけ組んだのではおかしいと。 

   例えば、朝もちょっと参考までに聞いたけれども、畜産フェア、何十年もやった仕

掛け人は、キャラクターもいろいろあるけれども、当時の産業課係長かな、なってき

て、課長と決してウマが合ったわけではないようだけれども、でもやっぱりあのキャ

ラクターで畜産農家に喝を入れて、普及所の女性先生方を引っ張ってきて腸詰めをや

ったり、イベントをやって今日まで続いているんですよね。その仕掛け人は、あのあ

れなんですよ。 

   それで、あともう一つは、夏の成人式ですか、この仕掛け人は誰だと。これは、や

っぱりほかから来た人なんだね。 

   やっぱりそういう意味では、今は村長が中心になって、天野先生、あれはでかいん

すよ。それで、それをちゃんと受ける人がいるんですね。それを言って、その人がす

っかりやったのでは意味がない、ちゃんと受ける人。 

   私は、この地域づくりをやる場合、そういう人を育成しなくちゃだめなんじゃない

ですかという話を、だけれども何かかみ合わないような。やっぱりそういうものは決

して、受ける人は地域に、村民はいると思うのね。ただ、なかなかそこまでのたどり

着くまでができないと。行政として、はっきり言って、仕上げられる人はいないのか

なと。担当の中でだけずっとやって。それは横の連絡をとりながら、そういうものを

仕上げっぺというふうにしないと私はだめなのかなと。 

   先ほど午前中もいろいろありました、そういう意味での地域の活性化、あるいは観

光資源の生かし方等々も含めれば、いわゆる村民の皆さんの中に、そういういろいろ

な関心なり持っている方はたくさんあると思う。だからそういう人を発掘する、つな

ぎ役の人を、わからなければほかに行って聞いてくる、見てくる、まねごとすること

も含めて、そういうものを含めてこの予算をきっちり活用する、有効に使うと。ただ

県から、これ福島未来を描く市町村の支援事業というのが来た、だからそこに当ては

めたと、こういうだけに私は映るんですけれども、そうでなく、いや、こういうふう

にするんだという、だから先ほど何回も言っているように、ひとつこういうことをや

るんだという具体的なことを示さないかと言ったのはそういうことであって、結局は

何もできませんでしたと終わっては残念だなということで、改めてそういうことに対

するところの人材づくりも含めて、その事業をきっちり成功させるための取り組みに

ついての決意のほどを、村長なり担当なりにお伺いをいたします。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   当初は村費で５カ所、考えたのは玉井３カ所、大山２カ所ぐらい手を挙げていただ

ければというふうに考えておりましたし、説明したとおりでございます。 

   それがたまたまサポート事業に該当するぞという、申請段階で県のほうから了解が

とられるということでした。サポート事業は４月に入ってからの申請の事業なもので

すから、臨時議会で上げた理由は、サポート事業に該当するということがわかりまし

たので、申請の日程等を勘案して、６月ではなくて５月の臨時議会に上げさせていた

だきました。 

   それは、あくまでもやり方は同じです、当初と。５カ所だったものが１０カ所にふ

えたと、しかも、それは県のほうからいただけるということでしたので、財政的な問

題だけです。中身は変わりありません。地域づくりに使っていただくということです。 

   ただ、係のほうは盆踊りの復活とか、区民祭の復活とか、それから子どもの見守り

とかという原案は出ているんですが、ちょっと私のほうでプレッシャーをかけ過ぎま

して、高齢者の見守りを何カ所かでやっていただきたいという強い意思があったもの

ですから、ちょっとどうしても高齢者の支援というものが全面に出てきてしまってい

るんですが、形は一切変わっておりませんので、そういうことで今言ったみたいに区

民祭を改めて復活するとか、もっとアイデアを出してと。 

   ただ、この事業が、基本的には我々のほうから例を示さないということで、当初か

ら考えておりましたのは、高齢者の見守り、例えばこういうことができるよという例

を示すことはできるわけですけれども、各行政区によって、玉井、大玉２区と、例え

ば１０区、９区、まちのなりわいが違います、なり方が。ですから、行政区ごとに全

部条件が違いますから、それはその行政区の中で話し合っていただいて、つくってい

ただいて、マッチするもの。ですから、２区でできたシステムをそのまま９区、

１０区に持っていっても多分できないと思いますので、そういう意味でそれぞれの行

政区で話し合いをしてやっていただければというふうに考えていたわけですが、余り

にも高齢者の支援体制というものを強く求めたものですから、なかなかそういう今、

答弁になったんですが、目的は一切変わっておりませんので、１０件が１０件、高齢

者を除いたものでも可能なんです。ただ、二～三カ所はやっていただければありがた

いなという強い意向があります。ただ、どこにお願いするということができませんの

で、これについては、例えば高齢者の見守りということが全面に出ていると。 

   それから、１０分の３、例えば直売所のほうで今、ボランティアでブルースカイお

おたま、あそこで申請をもしした場合には、そういう区に関係のない団体が申請をし

た場合は１０分の３を助成をするということ、上限１０万になるんだな、ですから

３万までは出ますよというようなことで、各１０分の１０の区以外についても、今回

の要綱の中ではつくり上げていきたいというふうに考えています。それで合わせて

１００万の中でやっていくということですので、当初と考え方は変わっていないと。

ただ、行政区以外の各種団体でも取り組みが可能だと。ただし、補助率が低いですか



 

- 64 - 

 

ら、利用いただけるかどうかわかりませんが、そういう状況です。 

   今の話の中で受け皿があるだろうということ、当然受け皿は各行政区にあると思い

ますので、今ちょっと総務部長とも話したのは、例えば区長と支援員が話をして、あ

とは組長さんとかが話をしたり、受け皿の方を含めて、この行政区で何ができるかと

いうようなものに結びつけるのもいいのかなというふうには、ちょっと今思ったとこ

ろでもあります。かなり自由度の高いものだというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今の村長の答弁、大変、麻生さんにもぜひ聞かせたいなというふ

うに思っています。この中身が、実際に有効に活用されるように取り組んでいかなけ

ればならないということで、質問を終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

   ４番鈴木康広君より通告ありました「保育所の待機問題の解決のために」ほか２件

の質問を許します。４番。 

○４番（鈴木康広） ４番鈴木康広です。議長より発言の許可をいただきましたので、さ

きに通告しました「保育所の待機問題の解決のために」ほか２件の質問を行います。 

   初めに、東京都知事の辞任劇や、来る国政選挙を踏まえて、自治体の首長や議員の

地位にある者は、自分の施策や思いを伝えるための努力を惜しんではいけない。いか

に簡単明瞭に説明して、必要なタイミングで情報発信しなければいけないかというの

を最近感じております。今、大玉の施策においてもそのような時期が来ているのでは

ないかという観点から質問いたします。 

   まず、待機問題について、今までの一般質問で多くの答弁をいただきましたが、見

方を変えたり、関連した項目に、より踏み込んだ質問を行いたいと思っております。 

   まず、待機のほうの発生について、５月３１日時点で２２名、１５世帯の発生があ

ると。村外の保育所の利用に関する補助については、今現在、利用はないと、内容は

検討中という内容の答弁がありました。 

   検討中ということなんですが、３番目の村外利用の、もともと今現在、村外の保育

所を利用している方が、村内に転入して、今現在利用している保育所をそのまま使っ

た場合について、この制度が使えるような形を想定した検討が進んでいるかどうか、

もし、それがわかればお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えしたいと思いますが、村外の保育

所を利用していて、村内に転入してきたという場合については、その時点で、村で保

育所に入所申し込みをしても、待機者があって入所できないというようなことであれ

ば、それも利用、軽減事業に該当させたいというふうには考えております。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。今回の制度自体というのは、実際に保育所

の待機状態に困っている、そして村内の親たちに、少しでもその状況をよくするため
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と考えた制度ということなので、実際に今現在、村外を利用していて、継続性がある

とか、よく申請要件だとそういうものがあったりして難しい内容が入ったりする場合

があるんですが、その趣旨に基づいた判断であれば、今言ったような形が大変すばら

しいと思いますので、そういう形でぜひ検討いただければと思っております。 

   続きまして、保育に関する補助等は、どの時期にどのような人々、どのような方法、

これについては、先ほど質問した以外にも、今現在実施されている第２子、第３子と

かの、要するに保育所のほうの軽減措置等も含めてどういう方法で、それが案内され

ているか、これを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   いろいろ子育て支援策ということで事業を行っているわけなんですが、子育て応援

の手引きというのを作成しておりますけれども、これについては、子育て世帯の家庭、

また、出生届が出た中で、手引きをお渡しして、こういった事業がありますよという

ようなことでお知らせをしているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。村内の実際に子どもを持った、もしくは子

どもを育てる人たちについて、ある程度その内容が把握できる方法が今問われている。

これは、村外に対しても、大玉のほうの支援が進んでいるということを知らせるため

であれば、ホームページ、そのほかの媒体に、その内容を載せたりとか、もしくは、

村内に改善センター、公民館等の利用者のほうに、子どもを連れてきた親が目につく

ところにそういうものを置くとかという方法も考えられると思うんですが、そういう

ものというのは検討がなされたかどうか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   子育て関係の支援策につきましては、村のホームページにも載せてありますけれど

も、そのほか、先ほど申し上げましたその子育て応援の手引きというのは、こういっ

た手引きになるわけなんですけれども、それらについて、改善センター等について、

まだ設置はしておりませんけれども、目のつくところに置いておきたいなというふう

に考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。関連してなんですが、今、待機の問題につ

いては、３年保育の実現、後日、８月の検討会の結果を受けて、要するに進んでいく

という答弁がありました。実際にその物事が進む前段階で、いち早く実現のための想

定とか検討を、庁内の各担当のほうが進めていくことが、実際に物事をスムーズに、

いち早くスピーディーに進めるために必要かと考えます。 

   職員が長の方針を十分に周知していることが、要するにその物事について検討する

場合についての優先順位を決めるんだと思うんですが、この質問最後として、村長に
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子育て支援施策を大玉は積極的に進めていくことを踏まえた発言として、３年保育に

かける思いと、そのスピード化が伝わる答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   きょう一日議論になりました子育て支援策というのは、大玉村最重要課題だという

ことには間違いございませんし、一番大切なものだということで取り組んでおります

ので、それぞれ解決すべき問題がありますので、それには重点的に取り組んでいきた

いというふうに考えています。 

   それから、幼稚園の３年保育については、先ほど申し上げましたように、私のほう

はできるだけ早急にということでおりますが、これには入る人たちの保護者の意見も

ありますし、いろいろ解決すべき問題もありますので、教育委員会のほうに検討を委

ねておりますので、その結論を待ちたいと。結論が出れば、それに基づいて粛々と進

めてまいりたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。粛々と進めるということなので、よりそれ

がしっかりと進むことを期待しております。 

   では、ふるさと納税の協力を募るための方策の質問に移ります。 

   ふるさと納税の目的別寄附のそれぞれの納付金額、支出金額の状況を伺いたいと思

います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   目的別の寄附金額関係でございます。平成２７年度の寄附の使い道ごとの件数と金

額を読み上げたいと思います。 

   マチュピチュ村との交流事業への応援１７件、６１万円。自然環境にやさしい村づ

くりの応援２４７件、５００万６，０００円、夢を育てる教育・子育て応援２９５件、

７９０万円、元気なむらづくりへの応援１９２件、３６９万円、大玉まるごと応援

７７５件、３，００９万１，０００円、合計しまして１，５２６件で、３，７２９万

７，０００円となっております。 

   それから、支出のほうでございますが、これは２７年度の返礼品に係る支出のほう、

ふるさと納税の協力者への謝礼としまして１，４６１万円、これ端数がありますが、

千円単位でお知らせしたいと思います。 

   ふるさと納税の謝礼の送付代１８８万６，０００円、それから、ふるさと納税返礼

用のＰＲ画像の編成委託業務が９９万７，０００円、ふるさと納税のシステム使用料、

これが８９万９，０００円、合計しまして１，８３９万４，０００円ぐらいになるか

と思います。 

   支出金額、納付金額は、以上のような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 
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○４番（鈴木康広） ありがとうございます。今現在、寄附の目的別寄附については、ま

るごとという用途を限らないものがほとんど３，０００万を超えるということで、一

番多いと。それ以外については非常に、若干、ものによっては多いところもあるんで

すが、基本的にはその村の必要なところに使ってくれという、大変ありがたい形の寄

附をされたと。 

   支出金額については、実際に返礼品、もしくは返礼品と一緒に送ったＰＲ画像とか、

返礼品を送るためのシステムという形で必要的な経費。別に、いただいた寄附を何か

に使ったという形のものではなく、必要な経費というものの支出が今、挙げられた

１，８３９万円ということ。 

   実際に、今回の寄附を村の中で何か事業等に使ったということが、もう一度確認な

んですが、あるかないかを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   主だったものでございますが、台湾交流事業に９１万２，０００円、それからホー

ムページリニューアル事業に１２１万５，０００円、ＰＲ映像関係作成に９７万

２，０００円ということでの支出をさせていただいております。 

   以上です。 

   大変失礼しました。 

   先ほど答弁しました使い道ごとの金額でございますが、村のまるごと応援というと

ころが３，００９万１，０００円と申しましたが、これ２，００９万１，０００円の

計算違いでございましたので、２，００９万に訂正いただき、合計では３，７２９万

７，０００円ということでございますので、大変申しわけございませんが、訂正のほ

うをお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。実際、使い道としては、海外交流、マチュ

ピチュとかという形のものがあるんですが、ＰＲとかあるんですが、子どもたちとか

自然のものについての実際的なものについては、ちょっと、なかなかわかりにくい部

分があるのではないかという感じを受けました。 

   きょうの質問にありました３年保育に関することなんですが、３歳児トイレでいう

と４００万とか、そのほか備品とかが近々必要な可能性があるということもあったり

すれば、もしそういうもの自体等を、このふるさと納税から支出をして、そういうも

のを実際にこういうものに使う、こんなやつに使うと。また、将来的に３０年度、も

しくは３１年度に９，０００万とか１億３，０００万とかという形の支出があるとす

れば、こういう支出がしたいと、村はこういうことをしたいと、そのためには幾らの

募金が必要だというふうな呼びかけとか。なかなか実際に決まっていない話なので、

今現在は３年保育がまだ決まっていません。これは、来る８月には決まるところです

が、決まればそういうことについても可能なのかなと。 

   ちょっと質問の形として、最後のこのリピーターをふやすためにどのような取り組
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みが必要か。これ、よりわかりやすく、あ、それだったらというふうな形の特色を出

したものが必要だと思います。こういうものについての検討がなされるかどうか、伺

いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   リピーターをふやすためにということで、今現在は、村のホームページに記載はさ

れております。あとは、民間が運営している全国のふるさと納税を地域、特典、使い

道から選ぶことができるということで、ふるさと納税サイトでふるさとチョイスとい

うものがございます。そちらのほうに、村ではエントリーさせていただいておりま

す。 

   それから、返礼品等の発送について、今、管理システムとしてヤマトシステムを使

っておりますので、そういったものでは、送りやすい時間帯を選べるとか、そういう

部分で納税者の方への優位性を図っている。 

   それから、実際にふやすためには、返礼品の充実とか納税のしやすさとか、いろい

ろ挙げられると思うんですが、いろいろな方法で村へのふるさと納税をしてもらうよ

うに、いろいろな情報媒体、それからＰＲ等に努めていくことが一番大事なのかなと

思いますので、そういった部分で努力していきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。リピーターをふやすために、今現在行われ

ている対策としては、返礼品の内容、それが魅力的である、その受け取り等、もしく

はその寄附の方法等が、利便性が使いやすいという形のものをしているということを

理解することができました。 

   と同時に、やはりどういう目的でこのふるさと納税、本来は、返礼品目的の制度で

はなかったはずです。ふるさと支援という形で、その地域の支援に関するものであれ

ば、その地域でどういうものが必要なのか、これをより大きくアピールするというも

のが必要ではないかと思いますので、先ほど挙げた内容についても、まだ今現在は決

定されていませんが、時期を見て、そういうものについても十分ご検討いただければ

ありがたいと思います。 

   では、次の質問に移ります。 

   名倉山登山道の整備をということで、名倉山登山道ができまして、私も登山の初日

に行って、地域の方と一緒に登りました。登っておりているときに、いろいろな意見、

その地区の意見じゃなくて同じ地域の、日ごろからつき合いになる親御さん、子ども

たちも一緒に登ったと。その人たちからのいろいろな意見等を聞きまして、きょうの

午前中の質問にもあったんですが、なかなか今現在、その登山道整備のための期間が

なかったために、地域との関連性が薄いという形が今、課題としてあると。そこにつ

いては、今後検討していくという形の答弁がありました。 

   それも含めて、今現在、登山道を利用していますが、その安全対策、これが十分と
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言えるかという点を質問いたします。 

○議長（遠藤義夫） ここで、議長からお諮りいたします。 

   議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。 

   産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   安全性は十分かということでございますが、基本的に名倉山登山道でございますの

で、一般的にいう自然観察関係の遊歩道とは全く別物というふうにご理解いただきた

いと思いまして、登山道というのは、議員さん方もご存じのとおり、当然、整備され

て歩きやすいような状況の部分ばかりではありませんので、当然そういった遊歩道の

ような考えで、ハイキングというようなそういった考えで登られる方にとっては、ち

ょっと不満のあるような部分もあるのかなというような部分も感じられるところでご

ざいますが、登山道としてはかなり整備されていると私どもでは認識しておりますの

で、その部分については、危険は自分で回避していただくというようなことでお願い

したいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。登山道ということで、あくまで遊歩道では

ないと。その整備の目的についても、それも含めた実施ということで、本来、安全で

ないものを当然実施するわけがないので、安全であると認識されていることはわかっ

ておりました。 

   では、案内標識等の場所と数、これが今現在、十分あるかどうか、期間が短かった

こともありますので、その辺について質問したいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   案内標識の数関係でございますが、登山道の入り口を初め、登山道のほうには３カ

所、今のところ設置してございます。 

   それから、今、取り組み中でございますが、県道から駐車場までの案内板を４枚か

ら５枚設置するということで今、整備を進めているところでございますので、よろし

くお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。案内標識等については、今現在どうしても

期間の関係もあって十分とはいえない部分があるが、今後整備していくという内容を

伺いました。 

   次の質問なんですが、登山道に危険と思われる場所はないかということなんですが、

実はこれ、遊歩道ではない登山道であると。ただ、いろいろな人間が行くとなると、
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そこで足をくじいてしまったとか、子どもが急に調子が悪くなったとかという形のこ

とが、それはないというふうに想定するのは難しいと。実際そういうことがある可能

性もあると思います。 

   仮定の話だから議論しても仕方ないと言われるかもしれないんですが、もし大玉の

ほうの登山口から登っていく途中で、その登山者が自力で下山できないというような

場合のことですけれども、ちょっと家族に電話をして迎えに来てくれと言ったけれど

も、場所がわからないから、大玉村の役場のほうに電話が来たという場合に、じゃ、

これは誰が対応とか、それの想定も含めて、想定は結構必要だと思うんですね、それ

も含めてそれも想定しているかどうか。想定している場合どういう対応をとるか、こ

こを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   ただいまの危険と思われる場所ということで、一応村のほうでも、登山道の途中に

路肩がちょっと崩壊しているところがありまして、それは、くいとロープ、それから

注意喚起等はしておりますが、その部分はやはり、できるだけそこを避けて通っても

らいたい。 

   それから、あと、一段上がっていって、登山者の皆さんに植樹をしていただいたと

ころの場所なんですが、あそこがどうしてもガレ場のような状況になっていまして、

落石が見られるということで、あれもくいを打って中に入れないようにということで、

一応注意喚起はしているんですが、その２点は特に、中に入ると危険であるなという

ようなことを認識しておりますので、今後も注意喚起等を続けていきたいなというふ

うに考えています。 

   今ご質問あった、例えば途中でけがをされた場合ということで、幸いにもあそこは

無線塔のそばで、電話のほうは多分、携帯のほうは通じると思いますので、できるだ

けそういった連絡できるものを持って登ったりと。あと、当然ご存じのとおり、イノ

シシとか熊、それからカモシカ等も生息しておりますので、そういった危険性もある

ということで、登山道自体の危険性もあるかもしれませんが、そういった野生動物の

危険もありますので、十分注意して利用してもらいたいなと思います。 

   そういう連絡手段を持って登れば、どこか、例えば１１９番とか１１０番とかとい

うことも当然、下山できないということになれば、救助のヘリもあると思いますので、

そういったもの、例えば役場のほうに来れば、役場のほうでも当然、消防のほうに連

絡して、役場ではなかなか対応が難しいとすれば、消防のほうの出動ということもご

ざいますので、とにかく、今どこにいるかを連絡もらえば、あれだけの距離ですので、

例えば登り始めて何分ぐらいとか、真ん中辺ぐらいかなというようなことで連絡をも

らえれば、ある程度は対応できるのかなというふうに考えておりますので、そういっ

たことでご了解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 
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○４番（鈴木康広） ありがとうございます。今、質問しただけでも、いろいろな想定の

中で、それに対して一番効率的な対処方法等が出てくる。いかに、物事を進めた場合

については、そういうような想定をしていくか、これが何かあったときの対応が早く

なるということになる。 

   今回、村のほうが音頭をとってというか、村のほうでつくった登山道となれば、そ

こで事故等が起こった場合については、人によってはそれに対しての補償等を求める

可能性もないとは言えません。登った口が、その大玉口からなのか、本宮口なのかに

よって違うのかとか、同じ上のほうだったら、どっちから登ったかによってそれが違

うのかということを考えると、結構、せっかくこんないい場所をつくったのにどうな

んだろうなと難しい部分はありますが、ただ、それを考え過ぎるとせっかくの登山道

を楽しめない。実際に来てもらう人に、あれはしちゃいけない、これはしちゃいけな

いとか、使ってくれるなみたいな話になっては意味がありませんので、今想定される

範囲の内容について、必要なものについては、何かと整備していく形。 

   あと今言ったように、してはいけないことについては、しっかりとそういう形等を

含めて、しっかりした案内があれば有効に登山道を利用できると、それも含めた整備、

これを改めてどういう形の整備が必要になるか。登山道自体の対外的なＰＲ、大玉に

はこういう登山道があるよという点も含めた形で、今後どういう形を進めるかを伺い

たいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   その危険な部分の注意喚起につきましては、その都度いろいろ方策をとっていきた

いというふうに考えております。例えば、熊ですと出没する時期は限られております

ので、そういったときに、その注意喚起看板等を危険であれば対応するなど、その都

度その都度、対応していきたいというふうに考えております。 

   それから、ＰＲ関係ですが、名倉山登山道のルート関係の観光マップをこれから作

成するということで計画してございますので、そういったもので村外のほうにもＰＲ

していきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございました。せっかく整備しまして、大玉の一つの観

光のスポットとなる大切な資産ですので、今言った形のものでよく、あと地域とのほ

うの関連性があればあるほど、いろいろなものについてその情報も早く入ってきます

ので、そういうものをいち早く進めていくことをお願いしまして、私の一般質問を終

わります。 

   ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、４番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散
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会いたします。ご苦労さまでございました。 

（午後４時００分） 


