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平成２８年第５回大玉村議会定例会会議録 

 

第５日  平成２８年９月１２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 

建 設 課 長 伊 藤 寿 夫 
会 計 管 理 者 
兼 出 納 室 長 中 沢 みち子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 押 山 美奈子 教育総務課長 武 田 幸 子 

生涯学習課長 後 藤   隆 代表監査委員 甲野藤 健 一 

 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、傍聴に渡辺弘一さんほか１０名の方々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。 

   ４番鈴木康広君より通告がありました「障害者福祉施設などの安全を確保するため

の対策を求める」ほか３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。議長より許可をいただきましたので、障害者福

祉施設などの安全を確保するための対策を求めるほか３件の質問をいたします。 

   現在、想定外と言われることが数多く起きています。できています。相模原障害者

施設の殺傷事件、これも今までは想定されなかったような大変痛ましい事件で、これ

は特殊な内容、これが大玉村で起こることはないと思うんですが、それであっても想

定というもの自体が今、今までとは全く変わっている。近く言えば、台風１０号につ

いては太平洋側から東北地方に上陸、台風が上陸することによって今までないような、

岩手県で２０名の犠牲者、特に高齢者グループホームにおいては１つの施設で９名の

方が亡くなるという甚大な被害が起きています。それについても、役場等については

そこの地域の水害については想定されていなかったということが。 

   今までの常識などによって想定されたものでは、全ての物事を網羅できないような

事態というのが今現在数多く起こっている。想定自体を根本から見直す必要があるよ

うな時代に来ているのかという観点から、社会福祉施設と教育施設の２つの施設にお

いて、安全についての確保の方法、これを再度考えてみたいということで、今回の質

問をいたします。 

   相模原障害者施設殺傷事件を受けて、村内の福祉施設や教育施設、安全についてそ

れぞれの状況を伺います。 

   村内の福祉施設の設置数、それぞれの設立時の安全確保のための指導内容、また検

証結果、また今回の事件を受けて新たな指導があったかどうかを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、村内の福祉施設ですが、児童施設あるいは高齢者施設、障害者施設を含めま

して１２施設となっております。 
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   それから、設置時の安全確保のための指導内容ということですが、基本的には地域

に開かれた施設づくりということで、閉鎖的にならないような施設づくりが求められ

ております。また、日常の安全管理ということで関係機関、警察であるとか消防であ

るとか、行政関係との連絡体制、協力体制、情報交換等になりますが、そういった部

分の体制、それから緊急時の安全確保ということで、不審者情報に対する通報、それ

から情報提供による注意喚起、また、その不審者の立ち入り等に対する通報や職員の

対応、支援体制など、こういったものを避難訓練あるいは緊急時の危機管理の徹底を

図るというような指導がなされております。 

   また、今回の事件等によりまして、県から７月２６日付で各施設利用者の安全確保

についてということで、夜間の施錠、あるいは巡回、侵入防止柵の点検、関係機関と

の連絡体制の確認、施設の安全確保に努めるよう通知されたところであります。村と

しても、常日頃、児童の安全確保のために月１回の避難訓練、あるいは不審者の立ち

入った場合などにおける緊急時の危機管理の徹底を図っておるところでございます。 

   さらに、今回の事件を受け、より一層保護者との緊密な連絡体制、また、地域関係

機関との連絡体制を確保できるよう努力してまいりたいと、また、周知をしておると

ころでございます。 

   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。 

   既に想定されるような問題に対しての、今言ったような関係機関からの連絡とか、

あといろいろな訓練等は実施されていたと。なお、今回の事件を受けて７月２６日に

再度、通知等によって設備面のほうの施錠等の確認などのほうについて再度注意喚起

がなされるという内容の話であったというふうに、今、承りました。 

   意外と社会福祉施設の場合については、そういうことが周りに伝わりにくかったの

ではないかというような形を私としては印象を持っていました。ただ、今の返答によ

ると実際にはそういうものが十分になされていたという形で、なお、一番最初にあっ

た開放的な、要するに閉鎖的にならないためという形のほうの大指針が村にあるので

あれば、それと今言ったような通達関係をどういうふうに整合させるかということに

ついて、より検討いただければと思います。 

   続きまして、村内の教育施設のそれぞれの設置の安全確認のための指導内容と検証。

今回の事件を受けてどのような指導があったか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   教育施設のうち教育総務課所管いたします施設につきましては、幼稚園、小、中学

校の５校園でございます。各幼稚園、学校におきましては、それぞれさまざまな状況

を想定いたしました避難訓練を実施いたしまして、不審者対応も含め訓練を行ってい

るところでございます。実際に訓練を行うことによりまして、状況に応じた迅速で的

確な避難の仕方、こういったことを理解することにつながっているところでございま
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す。今回の事件等を受けまして、校長会あるいは教頭、副園長連絡会におきまして指

導の徹底を指示いたしたところでございます。 

   また、生涯学習課が所管いたします社会教育、社会体育施設でありますが、全部で

９つの施設でありまして、そのうち職員または委託職員が管理をいたします施設につ

きましては５つの施設でございます。それぞれ開設当初から緊急連絡網の整備あるい

は緊急時等の対応等につきまして、定期的なミーティングを開催するなど安全確保を

図ってまいっているところでございます。 

   今回の事件等を受けまして、新たに女性の職員が勤務する職場におきましては、日

中、夜間を問わず原則として複数の勤務体制をとるというふうなことを新たに講じて

いるところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際に今回のほうの事件を受けて、女性１人の勤務体制については、より実際にそ

の管理している女性についても不安でしょうし、何かあった場合についてそれを外部

に情報を発信するというのも１人であれば、男性でも同じですが、難しいと考えると、

２人いればそれについては、また少し状況については改善するという観点からそうい

うような対応をお願いしたいと思います。 

   まさにこういうような悲しい事件であっても、それから何かを学んでそれを想定内

に入れることによって、より安全性を高めるような方策こそが必要なのかと考えて、

今回の質問に対する回答については、ほぼ内容的には満足できるものがあると思って

います。 

   では、次なんですが、大玉村は子育て支援の充実などの施策によって住みよい地域

づくりを目指しています。社会的弱者、子どもたちとか、あと要するに障害者、あと

は要するに高齢者も含めると思うんですが、そういう人たちに寄り添う地域づくりと

いう観点、これを実は実際に大玉が今実施していて、これによって人口がわずかずつ

ふえるというふうな状況があるのかなと私は考えています。 

   その観点から伺います。 

   コミュニティ・スクールの「みんなで支え、みんなで育て、みんなが育つ大玉の教

育」の観点から地域の見守り、安全確保にその内容を活用できるような方法がないか、

これについて、社会福祉あと地域教育、要するに教育のほう両方の立場から回答をお

願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をいたします。 

   現在、既に老人クラブや行政区、あるいは地区ボランティア団体におきまして学校

の登下校時の見守り活動を実施いただいておるところでございますが、村民みんなが

教育を初め地域づくりに参加し、みずからも成長していくというそのコミュニティ・

スクールの理念のもと、団体あるいは組織のほかに事業所等も協力を得ながら、村全
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体で見守る体制づくりを検討してまいりたいというふうに考えておるところでござい

ます。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   「みんなで支え、みんなで育て、みんなが育つ大玉の教育」というふうなコミュニ

ティ・スクールの観点からというふうなご質問でございますが、現在、学校支援地域

本部の活動として登下校時の見守り等も行っているところでございます。これら各行

政区あるいは老人クラブ、ただいまの答弁にありましたようなそれらの団体とあわせ

ながらみんなで見守るような体制づくりに努めてまいりたいというふうに考えてござ

います。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   教育関係、要するに子どもたちを守るという形においては、今言ったように多くの

人たち、実際にその老人会の見守りも含めて多くのその体制ができ上がっている、そ

れはもう確立されている、大玉については、ほぼ確立されてこういう箇所を伸ばして

いくという状況になっていると思います。 

   では、老人、要するに高齢者に対する、今言った安全確保とかいう形については、

災害時の消防団のほうのような活動とかそういう形はあったんですが、そういうもの

をより充実するための方法としてもともと村が言っているみんなで支えるのであれば、

どういう人たちが、じゃ、そういうふうな高齢者についての支えという形が検討でき

るか、これについても検討が可能ではないか、そういう視点も必要ではないかと私は

考えます。 

   ２番の質問、地域と行政と民間企業が連携するためには、今後どのような課題があ

り、その解決に行政はどのようにかかわるべきか。今、地域との関連を強めていくた

めには、やはり行政とそれだけではなく企業等についての関連を含めること、これも

必要ではないかと思います。 

   では、実際にそういうことを実施するために、もしくはそういうふうなお願いをし

た場合にどういう問題があってそれがうまくいかないとか、もしくはお願いはしてい

ないんだが、どういう問題が考えられるかということについて、今現在考えられるこ

とについて、また、そういう問題を解決するためにはどういう方法があるか、考えら

れるか、この２つ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。 

   現在、村の地域包括支援センターが中心となりまして認知症等の高齢者、見守り支

援を図るというようなことで、認知症等高齢者見守りＳＯＳネットワークというのが

構築されておるところでございます。これにつきましては、警察署とか関係機関ある

いは社会福祉協議会、それから福祉団体、老人クラブ連合会などで構成されておると
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ころですが、徘徊高齢者の情報収集とか、あとは保護のための村内事業所の協力を要

請しているところなんですが、どこまで協力していただけるかとかどのような協力体

制ができるのかというようなことで、私も事業所等訪問しながら各企業の方にお願い

しておるところですが、そういったどこまでの協力体制、あるいはどういったその協

力がしていただけるかというような、そういう課題等はあろうかと思います。 

   こういったその活動をさらに発展させて地域を含めた認知症の方以外についてもあ

る程度寄り添う形の体制がとれるかというようなことで検討をしておるところでござ

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。 

   認知症のほうの実際にその状況と個人情報にかかわると伺うために勝手にそれをそ

の要するに、情報として出すということは難しいかという考え方も当然あると思いま

す。ただ、日常的な活動から違う活動をしている高齢者等がいた場合に、あれこれっ

て誰にちょっと心配だと、もし事業者とか、ちょっと心配だというときに、そういう

情報がより必要なところ、それが行政なのかどこかの支援センターなのか、そういう

形でそこに情報が集められる体制、それの依頼というのは実際可能ではないかと。そ

ういうものがあることによって問題が見えにくくとか小さい段階とかという形ができ

るかではないかと思います。 

   あくまで情報というものについては、非常に難しい部分があるので、それについて

は今言ったような情報のほうの管理の観点も含めた形でもし実施可能であればそうい

う形のものも検討されていただいたらなと思います。 

   では最後に、大玉村が今後社会的弱者のほうを村政運営の中で最重要な課題と位置

づけるかどうかについて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   当然重要な課題の１つというふうに捉えております。社会的弱者といわれる高齢者

であるとか障害者等に対しまして、誰もが安全で快適な生活が送れるよう地域で支え

ていけるように関係機関と協力、連携して環境づくりに努めてまいりたいというふう

に考えてお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。 

   社会的弱者の保護については重要な課題の１つであるというような答弁をいただき

ました。大玉村というのは実は人口がわずかずつふえているという、今現在人口減少

社会なり地方自治体が消滅というようのが叫ばれている状況においては、まさに夢の

ような自治体とそこから言われています。なぜそういうことが起きているか、社会的

な人の移動が当然あるからです。大玉村に来て、大玉村の要するに生活とかがいいと

いう観点を持って子育て世帯とか、もしくは仕事を終わった世代の人も来る可能性も

あると思います。 
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   そういう人たちが大玉に入って大玉村でのその生活について、ほかにはない特色を

感じられるから大玉には人口がふえる要素が一つとしてあるのかと、であれば今後今

言ったようにいろいろなその保護を必要とする世代、そういう人たちはふえていく可

能性があると。 

   実際に、この後お話に入りますが、保育とかもしくは幼稚園みたいな形、そういう

ものについても大玉村の現状というのは急速に変化しています。前は十年一昔なんて

言ったのが、今５年とか３年で状況が大きく変わってしまうという観点を見れば、今

言った社会的弱者への保護という観点について、重要な課題の１つではあると思うん

ですが、その課題のステップというか高さを今現在、通常持っているものよりも１つ

上のランクにしていく必要があるのではないか、そうしないと大玉村のこのそういう

ものに対する対策というのは後手に回ってしまうんではないかと危惧しています。 

   そのことについて一言。 

○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。 

   確かに高齢者であるとか児童であるとかということで、ますますその需要が高まっ

てくるというような想定はしておるところでございますが、なかなか行政だけでの対

応というのには限度があるというようなことから、やっぱり地域の皆さんの協力、こ

れが不可欠であるというふうに考えておりますので、いかにして地域の皆さんの協力

を得ながら進めていけるかどうかというようなことが今後の課題でもあり、検討材料

だというふうに考えてお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。 

   では、次の質問に移ります。 

   幼稚園３年保育の検討状況は。また、保育所との連携強化による豊かな養育環境を

求める観点から質問いたします。 

   幼稚園の３年保育の検討は今どのような状況にあるか。２年保育と３年保育を保護

者が自由に選択するようなが可能となる時期などについても、もしその状況が今想定

されるのであれば、その想定について。１つは今の検討状況。あと自由な選択が可能

であれば、その時期についての予測とかがあればお願いしたい。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ４番議員さんにお答えいたします。 

   ３年保育の実現に向けての検討状況でありますが、１５名からなる検討委員会を立

ち上げました。それで１回目、６月１日に検討委員会を行いまして、教育委員会で考

えております３年保育のあり方について素案というような案を示させていただきまし

た。それに対してさまざまなご意見、ご質疑等を多面的、多角的にいただきまして、

それをもとにして教育委員会でもう１回案をつくって改定案、それを７月８日が第

２回の委員会でした。そこで同じようなことについて検討を行って、３回目が８月

５日、このときに大筋、３年保育のあり方、大玉における３年保育はこのような形で



 

- 28 - 

 

進めていくというようなことについて委員さんたちからご理解をいただいて検討委員

会の結果を終えたところでございます。 

   １点目よろしいですか、２点目です。 

   ２年保育と３年保育の保護者の選択ということなんですけれども、３年保育が始ま

っても、基本的には幼稚園は義務教育ではありませんから幼稚園に子どもを就園させ

るかどうかというのは、保護者の選択であります。現在もそのような形で行っており

ますけれども、３年保育を始めてもそのことについては基本的には変わりません。同

じような方向で進めていきたいというように考えております。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今回の幼稚園の３年保育については、実は保育所のほうの待機児童の関連でよく話

されることが多くありました、機会が。ただ、本来の趣旨でいえば、幼稚園の３年保

育の趣旨というのは、１年早く社会生活的な団体活動をすることによって、より小学

校のほうへの就学時のほうの子どもたちのスキルというか、子どもたちの状況をよく

するための一つの手段として有効であるという観点からの話が検討されています。当

然、今回の検討委員会の大筋の中にもそういうのが当然含まれていると考えておりま

す。 

   今、言われたように、保護者が子どものほうの状況を見て、まだなかなか、４月に

生まれたか、３月に生まれたかによって発達段階の状況は大きく違っていると考えれ

ば、それについては今言ったように３年保育、４年保育については保護者のほうが、

義務ではないので、必要な状況で要するに幼稚園のほうに入ると、のであるから３年

保育になったからすぐに３年の幼稚園に入ることが義務づけられるではないというの

は当然のことであると思います。 

   ただ、これについては保育所と幼稚園のほうがうまく連携しないとなかなか難しい

と。もしくはその情報が出ていないと、もう幼稚園に行くこと自体が、要するにいい

というふうな判断を、もしくはその考えを保護者に強制というかそういう形でされて

しまうとそれについては難しい部分があるかと。これはやはりその専門のほうの幼稚

園もしくはその両方が連携し合いながらその内容について十分に検討して必要な情報

を出す、保護者のほうに伝える必要、状況が変化するにしたがって、そういうふうな

必要もふえていくのかなと考えています。 

   実際に、今言った３年保育なんですが、施設等とかいろいろな問題があると思うん

ですが、実施について一部的な、というのはその全体ではないんですが、仮にこうい

う部分だけとかというものがあれば、それについて伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ４番議員さんにお答えいたします。 

   一部というかモデル的に行うというのは、規模が大きい事業とかあるいはまたいろ

いろ課題が多い事業等につきましてはモデル的に先行してやっていくというようなこ

とも手法としてはあると思いますけれども、大玉の幼稚園、２園ですので片方先行さ
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せてやるというようなことは、それは想定しておりません。 

○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。 

   試験的なものについては想定していないと回答ございました。 

   では、実際に３年保育について、それを実施する場合に、当然いろいろ検討した中

では問題点が把握されたと思います。いかにリスク管理をするかというのが事業につ

いては大切ですので、それを見てどういうふうな課題があるというふうに挙げられて

いて、それに対してどういう対策をすることによってその問題点を解決しようと考え

ているかについて伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 再度お答えいたします。 

   我々が想定していました課題、それから検討委員会、先ほど３回と申し上げました

けれども、３回の検討委員会でも委員さんたちからさまざまな３年保育そのものにつ

いては教育的に非常にいいんじゃないかというようなこと、これが総論です。ただ、

実施するに当たって幾つか課題が出されました。 

   一番多かったのは、３歳の子どもたちを扱うに当たっての保育体制というんでしょ

うか、今は国の基準では４歳、５歳では１学級３５人というような、これ目安なんで

すけれども、大玉の規則では３０人というような形で１学級編成しています。その数

では３歳の子どもさんを扱うのは難しいんじゃないかというようなことについていろ

んな方々から意見をいただきました。そういった人的なもの、それにつきましては、

先生は１人つく、それに加えまして複数で見られるような形で補助職員というような

形で対応して手厚く、そして安全に保育ができるようにというようなことで、おおむ

ね２０人程度を１クラスというような形でやっていきたいというようなことで提案し

まして、そういった方向でご理解をいただいたところでございます。 

   それから、もう一つは施設の問題です。先ほど４番議員さんからご指摘がありまし

たように、この問題は保育所の待機解消というようなことと連動して捉えておりまし

た。ただ、教育委員会としましては、３年保育の有効性というようなことで考えてき

ましたけれども、ちょっと最後に詰めていった結論的に申し上げますと、２９年度か

らというようなことで待機児童の解消というようなことで行っていきたいとちょっと

考えておったんですけれども、いろんな意見等々検討した結果、２９年を１年間先延

ばして３０年に実施するというようなことで方向を固めました。 

   理由は、委員会の中でさまざまな意見が出されまして、保護者に対する丁寧な説明

が必要じゃないかと、全くそのとおりでございまして、そのことについても、それか

ら、３年保育実施するに当たって一番大きな問題は、私はカリキュラムの問題、何を

と、３歳の子どもたちだけのカリキュラムをつくればいいんじゃなくて、３歳の子ど

もを入れることによって４歳の子ども、５歳の子ども、もっと言うと小学校とのかか

わりみたいな、そういったカリキュラムの、いいカリキュラムをつくっていくという

ようなこと、これは今、実際いろいろ視察等やっておりますけれども、いいものをつ



 

- 30 - 

 

くるためにはもう１年あったほうがいいだろうというようなことです。 

   それから、もう一つは施設の問題、これは今までも議会でいろいろとご意見、ご質

問等ありましたけれども、２９年度というようなことでやって、今ある施設の中でや

っていけるだろうというようなことでやったんですけれども、結論的に申し上げます

と、３歳保育を実施するに当たっては、可能な限りにおいて施設の充実を図ってから

実施したい、そういったことの理由で１年先延ばしというようなことで考えました。 

   それから、もう一つ大きな課題は人的な配置です。職員の問題とかそういったこと

を先ほど申し上げましたように、特に３歳のお子さんをお預かりするに当たって、い

い保育をしていくためにというようなことで条件整備をしていくと、そういった理由

から課題を整理していって、今申し上げましたように３０年度実施というようなこと

で今進めている状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実は、次に予定していました幼稚園、保育所の連携の必要性を問うという内容につ

いて、これ今現在、今まで答弁いただいた内容、多く回答が入っていますので、これ

ちょっと読み上げて次に進みたいと思います。 

   児童保育者の状況により２年、３年保育のどちらがより適切なのか最終判断するに

は、幼・保の保護者の情報の共有が必要と考えるが、そのための取り組みという形で、

実際にそれも今後行うための準備を整えていると回答をもらいました。 

   あと、民間の保育所設置の可能性について、これを伺いたいと思います。 

   今現在そういう形の可能性について、話とかもしくは専門のそのものがあるかない

か、もしあるとすれば、もしくはあることを想定して、そういう場合の連携とかにつ

いての協議がなされている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。 

   現在、民間からの保育所設置の申し出等はございません。 

   今後ですけれども、保育所の待機児童解消に向けて民間企業の参入を促してまいり

たいというふうには考えておるところでございますけれども、それに向けた環境整備

に努める必要があるということで、また、その民間企業が参入する場合の保育所、こ

れについては小規模保育とか、あと家庭的保育とかそういった保育所の形態、これら

も視野に入れる必要があるかなということで、連携体制、民間企業が参入した場合の

村としての連携をいかにとれるかといった部分まで検討した中で参入を促してまいり

たいというふうに考えてお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。 

   保育所の設置については、今、もしそういう話があれば、それに対しての対応につ

いては十分検討されていると。その内容については、認可保育という保育所という形

の小規模とか、要するに家庭に近い形のものでも、そういうものが、実際にはいろい
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ろと保育所の中にあると。そういうものについて、あんまり地方ではそういうものは

実際というものは少ないと思うんですが、そういうもの含めてもし話があれば検討の

ほうの余地があるという内容を伺いました。 

   実際に今、保育所の待機問題というのは全国的な要するに問題であります。ただ、

これについては社会状況が変化することによって大きく変化し、それによって実際に

保育所に子どもを預けられないために勤めに出ることが難しいとかというふうな若い

世代の大きな問題、大きな生活上の困難の発生を見ているという形になります。この

場合、これはどうしても行政とか社会でそういう内容を精査して進めていても、大き

な変化の場合には、今回のような大玉村のような大きな急激な変化の場合については

想定外で、実施できなかったということは当然あると思います。 

   そのときに、今どういうふうな検討をしていて、いつごろにはこういうふうな対策

ができそうであるということをいかに窓口に来て相談した上で、なかなかいい検討を

出せなかった、保護者に対して、そういう情報をどこまで出せるか。それによって保

護者が納得をしないまでにしても、ある程度状況を理解して、じゃ、いついつくらい

には状況が改善される、であれば自分の人生設計の中で、そういうものについてどの

ように対応できるか、その情報発信も非常に必要であり重要であると考えます。 

   そういうものも含めて、子育て支援の先進地、大玉村、幼・保・小学校の連携の必

要性、これ当然言われています。あと保護者並びに地域の理解と協力、こういうもの

が今現在求められ、実際にそういうものが構築されています。こういうものに対する

より一層の重点的なその対応もしくはお願いなどが今後より重要な政策課題になると

考えているかどうかを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 教育サイドからお答えしたいと思います。 

   今、ご指摘がありましたように、大玉村、人は活力の源、あるいはまた、子どもは

地域の宝というようなことで教育に力を入れている村だというふうに思っております。

特に制度的に申し上げますと、平成２３年度に導入しましたコミュニティ・スクール、

これはまさに学校、家庭、地域、これが一体となって教育を進めるというシステムで、

この重要性が今、国のほうでもだんだんご指摘されております。そういった意味にお

きましても、横の広がりといったらいいんでしょうね、学校、家庭、地域が広がって

いくという、そういう横軸の広がりをこれからも大事にした教育を進めていきたいな

と思っております。 

   それから、もう一つの視点としまして、おおたま学園構想、これは連動しているわ

けですけれどもコミュニティ・スクールと、これは幼稚園と小学校、中学校、この縦

のつながりを大事にした教育を進めていきたいというようなことで、さまざまな取り

組みを行っております。今回、３年保育というようなことで、入ったときに、今まで

は幼稚園２年、小学校６年、中学校３年、この１１年間を見通した教育ができるとい

うようなことでやっておりましたけれども、３年保育を導入することによって１２年

間を見通した教育を進めることができるだろうというようなことで、この縦軸の広が
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りというようなことも大変大事にしていきたいと。そんな意味におきまして、じっく

り時間をとってその構想を進めていきたいと、そんなふうに考えております。 

   そういった意味におきまして、大玉村の大きな課題として、これについて今までの

ことを実証して検証したり、あるいはまた国の動き、今新たな動きがありますので、

そういったことを見据えながら、これから大玉の教育を進めていきたいと、そんなふ

うに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   教育サイドに関する検討もいただいて、コミュニティ・スクールという形の中から

学校を中心にした地域の再生ということがスクール・コミュニティとかというふうな、

前言われておりましたですが、そういう形が今でき上がりつつあると。これは学校を

中心とした地域、行政サイドの地域という形の、国も大きくかかわってきますので、

行政サイドのほうからこのことについての考えがあればぜひ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。 

   今、教育委員会のほうからコミュニティ・スクールを通じた連携というようなこと

でお話があったところですが、行政サイドといたしましても、今のところ保育所、行

政サイド、健康福祉課のほうで担当というようなことで行っておりますが、当然のよ

うに保育所、それから幼稚園、学校、これは一連の中で子ども・子育て支援法の中で

も一連の中での子育て教育というような形で言われております。そういったものを実

現するために連携を密にしながら進めてまいりたいというふうに考えておるところで

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。 

   では、次の質問に移ります。 

   地域を守る消防団の現状と課題、その維持のために行政ができることの全てを実施

することを求める。 

   今何とかそのいろいろな形で地域というものを守るためには、行政、あと地域のそ

れぞれの力が必要であると。その中で、地域の消防団の活躍状況、どれほど災害とか

もしくは不審者情報があったときに、消防団が活躍して地域を守っているか、これは

皆さん知っているかと思います。その地域を守る消防団の活躍状況や団員の人数など

の現状、解決すべき課題ということで、今現在の活躍の状況を表彰とか大会成績とか、

あと自然災害の出動なども含めてわかるところだけでいいんですが、お示ししていた

だきたい。 

○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。 

   まず、消防団の活動状況の中で、表彰についてということで、まず平成６年消防庁

長官表彰、竿頭綬ということで受賞しております。平成９年には県知事表彰、これも
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竿頭綬の表彰、平成１８年に県知事表彰、これは表彰旗になります。平成１９年消防

長官表彰、これも表彰旗を受賞しております。それから昨年、平成２７年には福島民

報社の金ばれんを受賞しておるところでございます。主なものについての表彰でござ

います。 

   それから、各種大会における成績ということからすれば、４年に１回、福島県の消

防協会本宮支部における消防操法大会を実施しておりますけれども、過去７回の開催

のうち小型ポンプ操法の部で１位が延べ２回、２位が２回、３位が３回の入賞となっ

ております。中でも、平成９年開催の第３回大会においては、１位から３位までが大

玉村消防団が独占するというような活躍もございました。また、ポンプ車操法の部で

は、第４回それから第６回大会におきまして、それぞれ２位と、今年度の第７回大会

では３位という成績でありました。 

   さらに、２６年度には本宮支部を代表して、第７分団が３９回の県消防操法大会で

１２位というような結果ではございましたが、頑張ってくれたというようなことでご

ざいます。 

   それから、災害時の出動状況ということですが、２７年度におきましては、火災出

動９件、延べ団員数が５０６名、それから３件の人命捜索、これが１６７名捜索に当

たっております。それから台風等の災害警戒、盆の火防督励でありますとか強風時の

警戒等を含めますと、８０件、延べにして１，４５９名の団員の皆さんに警戒に当た

っていただいたという内容でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   大会等においては、小型ポンプ操法についてはいつもすばらしい成績をおさめてい

る、これは当然、練習のたまものということで、大玉のほうがそういうような活動を

するために必要な訓練をうまく実施できている、なかなか消防団自体が地域で維持で

きないというのが、今行政、自治体のほうでの課題の一つになっていると、大玉につ

いては、今現在その表彰の状況等を考えると何とかそういうものをほかよりは実施で

きているのかなというふうに感じました。 

   では、２番の各団の予定人員と実際の人員に差異はあるか、あとその年代構成と、

ある程度何歳くらいの年代、要するに３０代、２０代、４０代、５０代とかって感じ

でどういう世代が多いかについても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。 

   消防団の設置等に関する条例における消防団の定数は１７９名と定められておると

ころでございますが、現在の総団員数については１７３名ということで、６名の欠員

となっております。 

   また、年齢別構成で最も多いのが３５歳から３９歳まで、これが全体の３４％にな

ります。３０歳から３４歳までにつきましては全体の２７％、人数にして４７名で、

３０代が全体の６１％を占めておるところでございます。そのほか４０歳から４４歳
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までが全体の１６％、２８名、それから２５歳から２９歳までが全体の１４％で

２４名、以降４５歳から５０歳、２０歳から２４歳の順というふうになっておるとこ

ろです。最年少団員につきましては２０歳と、本部幹部を除く最も年齢の高い団員と

いうと４９歳ということになります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   残念ながら６名の欠員が出ると、これは実際に地域の団のほうで十分に募集活動を

行いながら、なかなか難しいというのは実際あって、それについては私のほうも伺っ

ています。これは一時的なものということもあるかもしれないので、ちょうどその地

域の若者たち、ちょうど消防団に入る世代について後１年、２年後であれば入りやす

いんだけれどもということで、じゃ、ここは少し待つかというふうな話があったとい

うこともありますので、簡単には言えないと。ただ、なかなかやはり大玉村において

も消防団のほうの確保については努力が必要な状況になっているということがわかり

ます。 

   また、３０代というのが子育て世代と、一番子どもたちの子育ての世代が６１％と

いう形で、どうしても子育て、あと当然仕事している仕事の忙しいところを地域貢献

のために消防団は頑張っているという、同時にこれは消防団に入ることによって地域

のいろいろな関連性を強めているということもありますので、実際に入っている消防

の方は大変喜んでというか、入ることによって生きがいとか充実を持ってという話を

聞きます。と考えればやはり消防団というのは、より募集などをしっかりして維持す

る必要があるというふうに考えます。 

   より多くの消防団員を募集するために現在行っている優遇制度等があれば伺いたい

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。 

   現在、村で実施している消防団に対する優遇制度というのは、個人団員に対する優

遇というのは特にないわけなんですけれども、消防団員を雇用しているような企業に

対するものについては、村広報紙、村ホームページへの広報掲載用の減免制度という

のがございます。これは雇用者に対して社員の消防団への入団を支援する制度として

２７年度から実施しているものでございます。ちなみに昨年度は１社２件の実績とな

っております。 

   それから、毎月の村の広報紙において歴代ＯＢによる応援コメント、これを掲載し

たり小学校の社会科の授業の中で団員による講話とか、あとは消防団の屯所の見学、

そういったものを行っております。地域消防活動に関する紹介とか学校教育を通して

の消防団あるいは地域防災に対する意識の醸成を図るということで、これらが少しで

も消防団の加入促進につながればというようなことで、こういった活動を引き続き続

けてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 



 

- 35 - 

 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   企業に対する、要するに優遇制度が実施されていると、実際に１件、要するに２名

のほうの対応であると。あと学校等においても実際に子どもたちにこういうような活

動をしているということ認識してもらって、その子どもたちが将来大人になったとき

とか自分の親とかがそういうときに参加することを後押しするとか、そういう形のも

のが実施されているように伺いました。 

   では、４番、雇用企業など団員個人にも何か新しい優遇制度などを検討できないか。 

○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。 

   地域防災の観点から消防団に対する期待、これますます高まっている中でございま

すので、全国的に見ますと団員の数は年々減少しているというような傾向にございま

す。団員の確保とか拡充については、その各自治体においても喫緊の課題だというこ

とで団員の確保のために事例としてですが、団員個人に対する優遇としましては管内

事業所と提携して団員の買い物とか、あと飲食の特典が受けられるような制度、こう

いったものがございます。それから、雇用企業に対する制度としましては、一定の団

員を雇用する企業等に対しまして協力事業所の認定制度があって、法人税であるとか

入札参加資格の点数の加算、そういった支援も自治体によってあるところ等ございま

す。 

   これらの事例を参考にしまして大玉村に合った効果的な制度を検討してまいりたい

というふうに考えてお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。ぜひ、検討お願いいたします。 

   では、最後に、近年頻発している水害、自然災害に対して可能な防止対策の即時実

施を求めるという点から質問したいと思います。 

   今回の台風についても、福島県、大玉村については、大きなものはなかったんです

が、今、そういうものがどこの地域で起こるかというのは全く想定できないというこ

とになっています。ただ、自然災害などの大規模災害が発生すれば、人命や財産など

が失われる。それを未然に防ぐことが当然、行政の最重要課題、これは大昔から治政

というのは要するに治水とかの形で、当然行政の重要課題だと思います。 

   村内の河川で完全に防災対策が完了しているという河川はある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。 

   村内には御存じのとおり３河川、安達太良川、杉田川、百日川が流れております。

それぞれ１級河川として指定されており、防災対策という、今ご質問でございますが、

防災といいますと河川改修がそれに当たるのかなということで、２７年度の現況調書

によりますと安達太良川につきましては６，７５６メートルのうちの河川改修率は

５０％となっております。それから、杉田川につきましては１万７，０１７メートル
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のうち４６．４％、百日川につきましては６，４００メートルのうち２９．７％が改

修されているということでございますが、先ほども４番議員さんがご質問したとおり

どのようなことが想定できるか、もう今わからないような状況になっている、ゲリラ

豪雨等でありましたり、予想つかない災害が起きるということでもありますので、引

き続き県のほうに改修を早急に進めるよう計画的に実施できるよう、防災の観点に結

びつけて進めるよう要望してまいりたいと思います。 

   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。 

   ３河川については５０％か、あと百日川２９％という形で若干低いと、これについ

ては１級河川については村という形ではない部分があるので、当然その河川の管理団

体のほうにそのほうの、改修のほうの陳情を行うことによって、当然それを少しでも

よくすると。 

   では、特に水害発生が懸念される地域が村内にあるかどうか。 

○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。 

   村としては、河床関係はある程度把握しておりますが、これは公表は今のところは

してございません。危険な場所と思われるのは、やはり堰などがある、河川をとめて

水を上げるということになりますので、その部分については大水が出れば溢水する可

能性があるということで、河床等も上流からの土砂の流出等により、浅くなっている

場所等、それから急カーブになっている場所等が危険な場所というふうに思われてお

りますので、そういった部分については工事のパトロールの重点地点として巡回して

いるところでございます。県とも連絡をとりながら監視体制を行っているところでご

ざいます。 

    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。 

   河床等については、要するに土砂等が堆積して浅くなっているとか、もしくは水を

せきとめているために水量の変化によって水が上がってしまう可能性のところがある

と。これは当然、今想定外のことが起きている状況であれば、もともと計画された実

施を完全に行ってもそれによって１００％実際に災害が起きないとは言い切れないと

いう状況が今現在あるのかなと考えています。その地域に防災対策を完全に実施する

とすれば当然膨大な費用等がかかると思うんですが、そういう場合についての、今、

費用等について検討されているのでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） 費用の件でよろしいですね。大変失礼しました。 

   費用関係でございますが、先ほども申しました防災関係の工事になりますと、護岸

のほうの工事ということになりますと、かなりの膨大な費用がかかるということで、
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今のお話に出ている河床を掘り下げたり、土砂を払うということは、非常に河川の断

面を確保するという意味でも大水が出た場合には非常に有効な策であるというふうに

村でも考えておりまして、住民からの要望によりまして百日川の部分、一部土砂払い

等をしております。 

   経費についても、そういった構造物をつくるというよりもはるかに経費は安価であ

り、今後も引き続き、県のほうにそれを早目に推進するよう要望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） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今、４番のほうの土砂払いの水害防止ということ、その経費バランスについても同

時に答弁いただきましたので、護岸工事とかをするためには、当然設計工事とかその

他いろいろな時間、多くの時間と多くの費用がかかると、これを村のほうで、じゃ、

やろうかなといったら、その費用はもともと莫大な形になると考えると、村とかのほ

うで、その費用自体をどういうような形で有効に使う、大玉村自体お金が当然余って

いるわけではないです。余っている自治体なんていうのは、最近取り沙汰されている

日本の首都は余っているかもしれないんですが、ほかのところは本当、足りなくて困

っていると。あるものを検討して何とか使っているという形となればより有効な費用

という形、土砂払いについては今言ったように、実際に実施されてある程度の成果が

今回出たんじゃないかと思われる報告があったといえば、そういう方法をどんどん使

ってもらうことがより大玉のほうの今後の防災対策には、方法の一つとしては有効で

ないかというふうに私も考えるところでございます。 

   美しい村、大玉村に合った独自の自然災害の防止方法を検討すべき、人にも自然に

も優しい、川自体の見た目が、要するに護岸が完全にコンクリートとなっていないと

いうことは、川としては、川に生物とか植物等がいるということなので、そういう意

味でいうと自然にも人にも優しいような持続可能な、なおかつ費用にも優しいような

開発とか維持、こういうものが有効です。こういうものを村の方針とできないかを伺

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） ４番議員さんにお答えいたします。 

   自然や環境に沿った開発関係ということでございます。 

   河川改修につきましては、現在、多自然型護岸ブロックというような環境配慮型の

ものが開発されております。これにつきましては、緑化、生物とか共存できるような

ことでございます。費用についてはちょっとまだ把握してございませんので、改修時

には、河川は先ほども申しましたが、１級河川がほとんどでございますので、県のほ

うで全て費用のほうも負担してやってもらうというのが原則でございますので、こう

いった要望をする際に通常のコンクリートブロックではなく環境に配慮したものを導

入してもらいたいというような、そういう形で要望をしてまいりたいというふうに考

えております。 
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   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。 

   大玉村の今現在の状況と大玉が向かうべき道筋という中には、地域との連携とか地

域力によってほかにない自治体、ほかにない地域にすることが挙げられていると思い

ます。その観点に立った施策が今後も続けられることを期待いたしまして、私の質問

を終わりたいと思います。 

   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。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時１５分といたします。 

（午前１１時０２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ５番押山義則君より通告がありました「鳥獣被害防止の充実に向け

ての対応策を伺う」ほか１件の質問を許します。５番。 

○５番（押山義則） ５番押山義則であります。議長の許可をいただきまして、平成

２８年９月議会一般質問入ります。 

   大変、稲穂の波が美しい大玉村であります。今年は天候異変と申しますか、空梅雨

だったり季節外れの長雨、また、台風の異常発生、豪雨被害と各地で混乱の状況にあ

りましたが、大玉村は幸い大きな被害はなく、今年の稲作も平年作とか、一応ほっと

しているところであります。 

   台風１０号による岩手、北海道の被害者の皆さんには改めてお見舞いを申し上げる

ところでありますが、今回の台風の被害を省みて自治体のありようが問われた、そん

な思いがいたします。自然の猛威には誰が悪いとか申せませんが、少なくとも人命を

救う対応はあったのかなと感じております。今回の台風への危機感とか危険性は異常

なほど報道もありましたし、台風の進路次第でどこで被害が起きても不思議ではない、

時間当たり１００ミリ超の豪雨など我が村でも経験のないことであり、杉田川とか百

日川の河床整備が進んでいない状況に一抹の不安、危機感を感じたのは私だけではな

いと思っております。それぞれ自治体のありよう、決して大玉村としても防災に対し

て盤石ではないし、教訓として行政として心していただきたいと申し上げまして質問

に入らせていただきます。 

   まず初めに、農作物への鳥獣被害、鳥獣被害防止への充実に向けての取り組み状況

を伺うということで質問申し上げます。 

   このことについては、村としても被害防止計画のもと、さまざまな施策を実施して

おられること、評価申し上げます。しかしながら、被害の拡大が進み、農家の皆さん

の不安の増大、さらには諦めの状況になりつつあります。今年は特にハクビシン、カ
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ラスの被害が異常発生して、イノシシの被害と合わせて農家の生産意欲の低下に拍車

をかける状況にあります。 

   そこで、まず村として被害状況の現状をどのように把握されておられるのか、さら

にさまざまな形で被害防止に向けて施策展開されておられますが、取り組みの状況、

予算なども含めた実施状況、効果などの活動状況について、村としての自己評価も含

めまして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） ５番議員さんにお答えいたします。 

   被害の状況につきましては、平成２７年度、水稲が３．４３ヘクタール、それから

青刈りトウモロコシ、こちらにつきましては０．１６ヘクタール、それからブロッコ

リー、これが０．０１ヘクタール、トマトが０．０１ヘクタール、大豆が０．０１ヘ

クタール、ネギ０．０３ヘクタール、カボチャ０．０７ヘクタール、ジャガイモ

０．０３ヘクタール、平成２７年度につきましては、被害箇所が３２カ所、平成

２８年度につきましては、現在報告がある部分ですが、被害箇所数が５カ所、被害農

作物については水稲、ジャガイモ、トロロなどとなっております。 

   それから、被害防止に向けての取り組み、予算を含めた活動ということでございま

すが、有害鳥獣対策協議会を平成２６年３月に設立されております。構成人員は有害

鳥獣狩猟捕獲隊員、ＪＡ、農業共済、県北森林組合というような形、村も入っており

ますが、そういった形で協議会を立ち上げて、それぞれ継続的に捕獲、それから防止

柵の電柵の普及、それから鳥獣害防止対策のわななどや消耗品の購入の補助というこ

とで、交付金をだしております。 

   平成２７年度からは大玉村鳥獣害被害対策実施隊ということで非常勤特別職という

ことで現在隊員１２名をお願いしてやっているところでございます。予算に関係でご

ざいますが、２７年度予算執行額が１２２万３，４４８円、これにつきましては捕獲

関係の箱わな、くくりわな等さまざまな経費ということでご理解いただきたいと思い

ます。 

   ２８年度につきましては、予算額が１９２万円ということで、主にイノシシ捕獲の

報償金が１０４万円という形で見てございます。 

   それから、被害に遭わない事故防止策ということで、電気牧柵の資材の購入の補助、

総事業の２分の１、上限５万円ということになってございますが、これら２７年度に

つきましては２８件、１２２万５，５８０円、２８年度につきましては、予算額で

１００万円を計上しております。２０件の５万円と。現在の執行済みにつきましては

１２件、５４万３，２３８円を参考までにお知らせします。 

   それから、効果ということでございますが、先ほど５番議員さんがお話しになった

とおり、なかなか決定的な状況にはまだ至っていない、どうしても電気牧柵について

も設置した場所はいいんですが、その隣が今度やられるということで、イタチごっこ

のような状況に今なっているのかな、ただし大分年数も、３年程度多分たったかと思

うんですが、牧柵の範囲も広がってきて、それなりにその牧柵をやった部分について
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は被害が発生が少なくなっている、新たにやっぱり発生しているのは、その牧柵のな

いような場所がどうしても被害に遭ってしまう。 

   先ほど申された、そのカラスであったりハクビシンの被害というのは、冒頭で

２８年度の被害箇所数５カ所ということでお話ししましたが、やはりイノシシとかそ

ういうものであれば、行政のほうにその被害届はあるんですが、やはり家庭菜園の延

長であったりという部分でのハクビシンの被害とかそういうものはなかなか行政のほ

うにも声が届いていないような状況であるということで、できればそういったものに

も当然対応していかなくてはならないので、もう少し住民の方にもそういった被害に

ついては村のほうにお知らせしてほしいということで周知を図っていきたいなという

ふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   それぞれ被害の報告ございました。部長から最後に答弁ありました、その被害状況

の把握のために軽微な農作物被害の報告、それを求め、促す必要があるんではないか、

隣の二本松市あたりは軽いものも全て報告いただくんですね。だから、ある程度の被

害の状況とか被害の範囲とかそういうようなものを大きな枠の中で捉えて対策実施し

ております。その辺が大変、大玉村としては足りない、形ができていない。大きなも

のの被害はある程度、その都度被害があって、報告で調査に行かれるんだと思います

が、軽微なもの、それの積み重ねが結局この防止に向けての一番の施策の充実に方向

性として向かうんじゃないかと思っておりますので、その点、軽微な農作物な被害の

報告を求め、促すその形をつくっていただきたい、そういうふうに私からは要望して

おきます。 

   それから、今、答弁ありませんでしたが、狩猟者の確保についてでございますが、

狩猟後継者とかわななどの技術資格者の育成状況も、この辺も大変気になるところで

あります。先ごろ、村の職員などもいろんな形でそれに取り組んだと伺っております

が、その辺の育成状況も、その後どういうふうに進んでいるのかも伺いたいと思いま

す。 

   それから、村としても捕獲器材といいますか、箱わなとかくくりわななどを整備さ

れていると思いますが、そういうものの整備状況、十分なのか、また、使いこなせて

いるのか、その辺も部長の判断で結構ですので、伺い申し上げたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   それぞれの資格関係とかわな関係のほう、きちんと使っているかということでござ

いますが、わな関係につきましては、先ほどもご答弁申し上げました鳥獣被害対策実

施隊という非常勤特別職の方１２名にお願いして、この方に中心で当然わなをかけて

いただいているところでございます。 

   そのほかに後継者の問題で、職員も狩猟の免許を取得したりわなの免許を取得する
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ということで、実施隊がやはり高齢化になっておりますので、そういった部分で以前

より何とかしないとこれは非常に今後困るというような話もございまして、職員のほ

うで、じゃ、有志を募ってそれぞれわな等の免許、それから猟銃の免許ということを

取得しています。 

   その後につきましては、今後、狩猟期間がまた１１月まいりますので、そのときに

それぞれの猟友会のほうに加入して、猟友会の指導を受けながら駆除のほうの手伝い

をするというような形になろうかと思います。職員ですので、この実施隊のほうに直

接加入というわけにはいきませんので、それらをサポートする役目として入ってもら

うというように考えてございます。 

   それから、わなとその狩猟につきましては、現在も免許取得に対する補助金等を枠

が若干でありますが、持ってございますので、駆除のほうに参加していきたいという

方に周知しながら、そういった支援をしていきたいというふうに考えております。 

   それから、わなの中身というか、あれでございますが、２７年度につきましてはイ

ノシシ、キツネ、ハクビシンとかを対象にそれぞれ７回、延べ日数にしますと

４４８日になるわけですが、この中ではイノシシを２１頭ほど確保しております。そ

れから、２８年度につきましては、イノシシ、ツキノワグマ、カラス対策ということ

で、今現在では４回、延べ２００日ほどそれぞれイノシシ１頭、ツキノワグマ１頭を

８月までの末に捕獲してございます。 

   そういった中身で、その隊員のほうの今後、高齢化を迎えておりますので、そうい

ったものについては職員のサポートなり、今後、若い方にできれば参加していただけ

る方に参加していただきたいということで、お知らせをしながら進めていきたいとい

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） ただいま鳥獣被害対策実施隊の活動状況なども伺いました。 

   この実施隊の活動状況、支援状況の実態について改めて伺いたいんでありますが、

２７年の４月１日より実施隊の設置条例が施行されたところであります。隊員の皆さ

んには年間を通して被害防止に向けて厳しい環境の中、ご苦労を願っているわけであ

りますが、活動状況は今、伺いましたが、施行から１年半たちました。成果を含めて

近隣の市町村と比較して大玉村うまくいっているか、その辺の判断は部長どのように

されておられますか。 

○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。 

   本村におきましては１２名の方にお願いをしておるわけですが、ほかについては当

然、行政が大きければ人数も多くなるということで、そういった部分ではさまざまな

そういった少ない人数でやらなくてはならないという大変さがあるのかなというふう

に考えております。 

   この実施隊、よそと比べてということでございますが、効果につきましては先ほど
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も申しましたけれども、なかなかその１２名、かなり年齢も少し高いということで、

なかなか大変ではあると思いますが、やはり経験ももちろんないとなかなか難しいと

いう部分がありまして、先ほどその職員が支援するというようなことも答弁させても

らいましたけれども、職員が入ってすぐに、じゃ、交代してできるか、例えば定年に

なりますと、この非常勤特別職のほうには問題ないという形になりますけれども、そ

れで例えば即戦力になるかということでありますと、やはり私もちょっといろいろ見

た限りでは非常に難しいんではないのかな。 

   ですから、先ほど言ったサポートに回って早目にそのいろんな技術を習得して、そ

のときには即戦力で活躍できるようにというようなことをこれから支援していかない

と、ただ、補助を出してわなの資格を取りました、ではやはり５番議員さんが言って

いるように、その実施についてどうなんだという形になりますので、そういった最終

的な目的が達成できるような方向で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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   重ねて、自治体の支援体制について伺いたいんでありますが、隊員の皆さんには銃

器を初め車の使用など多大な負担を重ねての活動をお願いしております。現場の実情

を鑑みまして、実体について改めて伺いたいところがあるんでありますが、例えば隊

員の皆さんあたりからスピーディーな活動のため無線の必要性なども伺いました。申

請手数料の援助とか側面からの支援で支える必要があると思っております。ほかにも

さまざまな経費など考えられます。しっかりその辺はこの対策実施隊が充実できるよ

うな支援体制を願いたいんでありますが、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番議員さんお答えいたします。 

   実施隊のほうに関する支援ということで、これにつきましては年間でございますが、

１名につき２万円の報酬をお支払いさせていただいております。それからイノシシの

捕獲奨励金としまして村では１頭当たり２万円、県もこれ出しております。県は１頭

当たり８，０００円でございます。そのほかにさまざまなわなの部品であったり、そ

ういった実弾等の購入とかも費用がかかりますので、それらの活動委託料といたしま

して２４万円を計上して今年度は１５２万円総額で予算を充てております。 

   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。 

   総額１５２万、決して１人当たりにすると大きいとは思っておりません。車の使用

とか、昼夜問わず出動していただいております。その辺も含めまして、今後とも支援

だけはしっかりして隊員の意気が下がらないような形は整えていっていただきたいと

思っております。 

   さらに、捕獲許可申請について伺っておきます。当然、役割として村当局が捕獲申
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請されていると考えますが、どのようなシステムになっているのか改めて伺いたいと

思います。このシステム、それぞれの自治体によって違うようでありまして、対応次

第によって、求められるのは迅速な対応でございます。その辺が大玉村できているか

どうか、相手のあることですから、なかなか難しいところもありますが、その辺につ

いてどのような体制になっているのか、システムについて改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   許可につきましては、いわゆる有害鳥獣駆除隊のほうから大玉村長宛てに駆除の許

可申請、同日付で許可という形でやっております。 

   なお、イノシシに関しましては、ほとんどが通年のような形になっております。い

わゆるその来ているのを見計らって次の申請を出すと、ただし熊に関しましては、あ

くまでもやはり保護動物という関係がございまして、これについては必要日数、ちょ

っとど忘れしましたが、イノシシについては１回の申請で６４日間の最大の許可にな

ります。また、ツキノワグマが４３日間という形になっております。参考までに申し

ますと、例えばイノシシのわなにツキノワグマがかかってしまったという場合は、基

本的には目的外ですので、放さなくちゃなんないという現実といいますか、そういう

ことがあるのですが、現実的に生きた熊をその場で放すというのはなかなか難しいと

いうことで、そういった部分では熊が逃げられるようなわなの購入とかそういったも

のも進めていく必要があるのかなというふうには考えてございます。 

   そういうことで、イノシシに関しましては狩猟期間中含めると、ほとんど１年間活

動しているというふうにご理解をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 理解いたしました。 

   通年の捕獲体制からなかなか設定は難しいものなんだと思います。ただ、とりあえ

ず願うところは迅速な対応を願いたいということであります。 

   続きまして、今後の被害防止に向けての取り組みの方針について伺いたいと思いま

す。 

   防止計画の中でも５点ほど明示されておられます。ただ、実際の現状の認識であり

ますが、どう捉えておられるのか、実態に即しているのかということを伺いたいので

あります。また、この防止計画の中で被害防止策の普及に努めるとうたっております

が、今後の計画、これどこまでやっていかなきゃいけないのか。それから、被害防止

に向けて、対応として一番必要なのは、私は地域住民のこの防止に向けての意識向上

と地域ぐるみで被害防止の対策する活動が必要だと思っております。防護柵設置など

とあわせて両面からの対策活動を推進することが一番のこの防止対策でないかなと思

っております。 

   そこででありますが、地域ごとの対策協議隊員といいますか、協力隊員の設置など、

そういう意味での確保などは考えられないものでしょうか。 
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   先ほどの質問とあわせまして伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   被害防止に向けて今後の方針でございますが、鳥獣被害対策実施隊による捕獲とい

うことで、被害を受けた農地の関係の調査とか鳥獣が出没するルートにわなを設置し

てもらう。それから、わなにかかった有害鳥獣の処分ということで、今ほども話に出

ましたが、違うものがかかった場合には逃げられるようなわなを使っているという状

況で、そういったものも今後有効に使っていく。 

   それから、積雪期間中になりますと足跡が見えるということで、そういったその追

い込みによる捕獲処分も有効であるというふうに言われていますので、そういったも

のもやっていきたい。それから、農作物がその被害に遭わない、自己防衛の取り組み

ということで、先ほども申しましたが、電気牧柵等の資材購入の補助を継続していき

たいということで、やはりその牧柵のないところには必ず出るような状況でございま

すので、そういったものを自己防衛でありますが、できるだけやっていただく。有害

鳥獣が出没しやすい環境をなくすということで、例えば農地の山林側の刈り払いを行

ってちょっと見通しをよくして、山から直接この農地に入ったりできないようにする

というようなことも広報等で呼びかけたい。それから、農作物の果樹とか不利用にな

った作物を放置したり食物残渣を放置したりということになると、そこに集まってき

ますので、そういったことはやめてもらうということで、これも広報でお知らせ、こ

れについては既に周知しているものもございます。 

   鳥獣計画の実施内容につきましては、被害の実態に合わせてそれぞれ計画を見直し

て関係機関と調整しながらやっていきたい。今ほど、その地域ごとの実施隊に関連す

るような、隊員とかというようなことがございましたので、今後、実施隊との話をし

ながらどういったものが、どういった形がいいのかちょっとその辺は検討していきた

いと考えております。 

   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す。 

   この被害防止がうまくいっているところは、地域ぐるみが成功している、そういう

ふうに伺っております。やはりできることはやっていく必要があると思いますので、

その辺、地域地域ごとの協力隊員の確保をするとかその辺の設定も十分考慮に入れた

取り組みをしていただきたいと思います。 

   それから、防止計画の内容でありますが、イノシシ、ツキノワグマのみを捕獲対象

とされておられます。冒頭申し上げましたハクビシンとかカラスの被害、これ小農家

にとっては大きな被害であります。最近はアライグマなどもいるとか、そういう話も

聞きますが、それを含めた防止計画にしていただきたいと思うんでありますが、ちな

みに隣の二本松の防止計画はハクビシン、カラスが前面に出て、うたっております。

なぜ大玉村はこれがなくてイノシシ、ツキノワグマのみなのか、その辺もちょっと内
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容的なものでありますが、伺っておきます。 

○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。 

   先ほども答弁したかと思うんですが、被害の実態に合わせ計画を見直しするという

ことで、ご答弁させていただきましたので、そのような被害が多ければそちらのほう

も入れていくというふうにご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） よろしくお願い申し上げたいと思います。 

   それから、直売所の生産農家の皆さん、多かれ少なかれ被害を受けております。わ

ななどの技術資格者の拡充をそういう形で図っていただいて、直売所などを通じてわ

なとかそういうものの設置とか貸し出しとかを含めた対応を検討できないでしょうか。

その辺も伺っておきます。 

○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。 

   村では当然、その補助を今、先ほどもちょっと申しましたが、免許取得に１０万円

ほどとっておりますので、ぜひそういったやりたいという、取り組みたいという方が

いれば募集してやっ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） 答弁ありがとうございましたが、積極的にその辺は直売所あたりに

働きかけて、そういう方向性で持っていっていただきたいと思うところであります。

今回、鳥獣被害防止について質問申し上げました。実態を踏まえた迅速な対応で被害

対策実施隊の充実も願いまして、そして農家の皆さんの不安が縮小されますよう願い

まして、この項の質問は終わりたいと思います。 

   次に、２８年度の予算執行状況を伺うということで、何点か質問申し上げます。 

   ２８年度、６ケ月経過いたしまして、それぞれの項目での進捗状況を確認申し上げ

たいと存じます。 

   まず、あだたらの里直売所建設事業について伺います。 

   時期的に計画の詳細は固まっているものと思いますが、事業の進捗状況をお示し願

いたいんであります。 

   村民、特に会員の皆さん、大変関心が大きいことであります。議会の予算委員会の

中でも議論の深かった項目でありますので、詳細な内容説明を求めたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   直売所の進捗につきましては、手続状況でございますが、平成２８年３月３０日に

都市計画法に基づく開発許可申請書を提出しております。不足書類等の提出を求めら

れ、その他追加の書類提出、開発申請の追記等手続を行い、県北建設事務所の事務方、
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技術方の審査が終了しまして、許可証の送達が８月１９日にございました。許可月日

が７月１５日ということでございました。 

   今後の見通しでございます。造成工事、標準後期２００日、６．５カ月ということ

で、２８年度あだたらの里直売所敷地造成工事ということで、工期が２８年９月９日

から２９年３月１４日ということで、先週入札を行いまして、斎藤建設工業株式会社

のほうで落札となってございます。 

   工事の内容につきましては、残土処理が１，１０９．８立米です。側溝工事が

２３４．４メートル、舗装工事が１９０．７平米、下層路盤工が３，１７６．５平米、

地上式消火栓６５ミリのものが１基ということで発注になってございます。 

   今後は建築確認の申請、それから敷地造成が完了しますと県の完了検査、開発行為

の関係の完了検査がございます。県の完了検査終了後に直売所の建築工事の発注とい

う形になります。この辺の日程につきましては、先ほど申しましたように３月１４日

が一応造成のほうの工期になってございますが、その後、県の検査が入ります。修正

箇所等があれば、それよりまた何日かかかるという形になりますので、今の現在では

この検査の終了後の建築工事発注日は特定まだできていないというような状況でござ

います。 

   ただ、予定としましては３月には、年度内には造成のほうは完了しますので、その

辺でできれば年度内に発注、繰り越しというような形になりますが、なるべく早く進

めたいというふうに考えております。 

   それから、直売所の工期につきましては２１５日、これは約７カ月でございます。

建築面積につきましては５３４．９５平米、延べ床面積が３６３．３２平米、直売ス

ペースが２４８．４３平米、多目的スペースが７．４５平米、事務室が３６．４３平

米、作業室、会議室が４２．２３平米、風除室が９．３１平米、そのほかに多目的ト

イレ、これは義務づけられておりますので、障害者関係の方のトイレが１カ所、それ

から廊下、更衣室、物入れ、東側の大きい下屋ができます。幅が２間で長さが１７間、

坪数にしますと３４坪ぐらいになります。 

   建築の予算につきましては、１億９，０００万ほど計画してございます。そのほか

に環境整備工事、これが標準工期９０日、約３カ月を予定しております。これにつき

ましては敷地造成後に残った舗装工事２，６５０平米、それから駐車場の区画線工事、

外構工事の関係の予算で、約１，１５０万を計上しております。 

   先ほどの工期の見込みでございますが、見込みにつきましては敷地造成は来年の

３月１４日が工期、それから…… 

   大変失礼しました。建設工事につきましては１億９，０００万でございます。ちょ

っと聞き取りづらくて申しわけございません。１億９，０００万でございます。 

   それから工事の完成につきましては、県の完了検査が先ほど言いました敷地造成が

３月１４日に終われば、その後、県の検査がございまして直売所の工事につきまして

３月の県の検査が終わったあたりから発注できれば来年の１０月ごろには完成を目標

にということで、そのほかの環境整備、先ほど言いましたが、舗装工事等が若干残り
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ますが、これも全て年内１２月までには完了したいということで、実質オープンにつ

きましては１０月ごろオープンさせたい、若干その工事が残工事が残りますが、

１０月ですと新米も出ますので、そういった部分でとりあえずそこでオープンをさせ

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） ５番。 

○５番（押山義則） この直売所建築については、当初から村長からも話ございました。

今年度中にはできるんじゃないかという、そういう期待のほうが大きかったものです

から、またさらに来年の１０月まで延びるということで、その辺はちょっといささか

遺憾に思っております。 

   それから、設計の内容についてでありますが、まず、議会のほうには正式には示さ

れてはいないと思っております。それぞれ当初の設計案での段階でバリアフリーの問

題とか駐車場の問題とか、そういうもののいろいろ話題提供後に議論ございました。

その辺も含めまして、その辺は改めてでありますが、議会のほうにも示していただき

たいと思っております。 

   次に、話は変わりますが、直売所の規模拡大に伴いまして、会員生産者の生産意欲

とか販売意欲は大きく高まっております。それぞれの会員が生産計画とか出荷計画を

研究されて、競争の世界、ともに走ると私はそういうふうに理解しておりますが、そ

ういうものに取り残されないように頑張ろうとする姿勢はありあり見えております。

このたびの規模拡大の機会を逃すことなく、直売所の運営強化、それから生産体制の

確立強化、これ喫緊の課題と捉えております。 

   端的に伺いますが、運営体制の強化とか生産体制の確立をどのように進めていかれ

るのか、その辺は具体的に伺いたいと思います。どうしても、来年の夏ごろには完成

するだろうというふうな思いでおりましたので、その辺ちょっと気勢をそがれたよう

な会員の中にはそういう感じが流れているんじゃないかと思います。その辺も含めま

して、今後の取り組みを具体的に伺ってまいります。 

○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。 

   これ開発許可の申請も大分時間がかかったということで、これは何とも村単独で進

めるというわけにいきませんので、関係省庁の許可を得て合法的に進めなければなら

ないということで、非常に村としても早く許可を出してほしいということで再三お願

いしていたわけなんですが、やっと許可がおりてきたというような状況でございます。 

   生産体制の関係でございますが、会員ごとの年間月別出荷計画書の作成をして提出

をしていただいております。これは３年前から行っておりますが、端境期における生

産体制の強化対策ということで、ビニールハウスの設置補助、２７年度につきまして

は７件、１４３万７，１６１円の支出、２８年度については３件、７５万の支出を予

定しております。 

   それから、直売会主催の研修会等も行っていただいております。本年の２８年６月
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１５日、食品表示法、米トレーサビリティ法についてということで、県北建設事務所、

普及所のほうからそれぞれ農薬の使用なり生産工程の管理について研修会を行ってお

ります。７月１２日につきましては、株式会社トーセイの真空梱包機についてとか、

最新の直売所システムについてということで、株式会社デジアイズの、これも研修を

行っております。８月２４日につきましては、消費者に選ばれる直売所とするための

生産者の役割ということで、郡山市の鈴木農場、伊東種苗店、県の指導農業士である

鈴木様から講習を受けてございます。 

   そのほか視察、研修につきましては、棚倉の山ぼうし、それから道の駅会津坂下、

これは減農薬の栽培関係の研修でございます。それから、産業振興センター主催の研

修としまして７月１４日に加工品の製造、加工表示についてということで、県北保健

福祉事務所の衛生課の方の職員を講師に研修を行っております。 

   こういった中身を見ながら、出荷計画の作成、それから端境期の対策としてビニー

ルハウスの補助、それから食品表示法、農薬使用法、トレーサビリティなどさまざま

その規制がございますので、そういったものをしっかり勉強していただいて、運営体

制、生産体制の強化を図る取り組みを行っているところであります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 村長から伺っておきたいんでありますが、これ就任当時、直売所の

村民からの出資とか会員参加型の運営の考え方とか村民株式会社のような経営体系の

構想を伺った覚えがあります。これについて、実際こうやって着工するに当たりまし

てどのように検討なされたのか、また、建設協議会での議題として載せたのか、載っ

たのか、その辺について担当でも結構ですが伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんに私のほうから村民株式会社、公設民営化、法人

化等に答弁させていただきます。 

   法人化、公設民営化につきましては、村の事業の中で収益的事業についてを対象に

検討を進めてまいりましたが、今年度法人設立の各母体となり得るあだたらの里直売

所の経営コンサルタントによる経営診断を行ったところでございます。経営診断では、

業績、売り上げ分析、運営体制の現状の分析などがなされております。 

   そういった中で、運営責任の体制の強化や運営方針の明確化など今後に向けての課

題や改善点も診断結果に盛り込まれてございます。経営診断をなされました経営コン

サルタントを交えながら、今後、公設民営化に関する検討委員会で議論を進めてまい

りたいと思っております。 

   以上です。 

○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。 

   建設協議会のほうでそういったお話がなされたかというご質問ですが、建設協議会

につきましては、あくまで売り場のスペースであるとか風除室とかというそういうこ
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とで、運営のほうにつきましては議題とはなってございません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 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５８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） 午前中に引き続き、５番押山義則君の質問を許します。５番。 

○５番（押山義則） 午前中に引き続きまして、あだたらの里直売所の建設事業について

伺います。 

   最後の質問で村民株式会社のような経営体制の構想、村長の話で伺ったと申し上げ

ました。村長に改めて伺いたいんでありますが、現在、新直売所の建設、すぐ着工す

るに当たりまして、公設民営化の方向性、新築に向けて今現在どのような考えでいら

っしゃるか、最初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。 

   公設民営化の方向性については、既に何年も前から収益事業については公設民営化

をすべきという庁内検討は済んでおります。それに基づいて今回公設民営化を進める

ということで、具体的に直売所、それから収益施設で言いますと、アットホームおお

たま、それから村民プール等々、もっとあろうと思いますが、どれを公設民営化にす

るかというのは、その都度、これはルールにのっとって指定管理をすると、もしくは

運営権を委譲するというような手続が必要になってきますので、その都度検討します

が、まず最初の公設民営化は直売所を考えております。 

   ですから、この直売所を最初の母体として公設民営のスタートとしたいというふう

に考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   午前中、部長からは公設民営化の今の進捗状況について伺いました。説明を私も聞

いていまして、わかりにくい、難しい説明だと思っています。やっぱり村民というか

我々にもっとわかりやすいように、今、こういう状況だからいつスタートできるとい

うような、そういう方向性を示せないものでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   まず、受け皿となる会社ができないと公設民営化が進まないと、これは村外の事業

所に公設民営で委託することは可能です、これは。ところがやっぱり村内の収益事業
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の収益が村外に出てしまうということですので、何度も申し上げているように村内か

らお金を出さない方向をやっぱり考えていかなきゃならないとなると、公設民営の受

け皿をまずつくらなければいけないということを再三言ってまいりました。 

   直売所がいろいろ排水の関係とかなんかもありまして、なかなか時間がかかって、

来年の秋になってしまうと。私も大変、一日も早くというふうに考えておりましたが、

相手のあることですので、なかなかスムーズに行かないという面もありましたが、今、

具体的には直売所ができ上がる日程がある程度はっきりしてきましたので、公設民営

の受け皿づくりについても加速化をして、それに間に合わせるように事務を進めてい

くということになります。 

   どの時点で指定管理者、もしくは運営権を委譲するかということについては、その

時点で最終的には条例等の絡みもありますし、議会の承認も必要になってまいります。

そういうことで、直売所ができた時点で同時に立ち上げるのか、それとも今の古い直

売所を改築して体制が整ったところで指定管理、もしくは運営権の委譲にするのかと

いうことについては、これから詰め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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   方向性としては、来年秋の新直売所の完成に向けて、後日民営化を進めていくこと

で理解しておきます。改めてこの直売所建設に向けて運営の基本方針、今、村長から

も説明ありました。建設協議会の考え方、確認したい部分あるんでありますが、将来

の方向性についての検討状況について、建設協議会の中か部内の話でも結構ですので、

伺いたいんであります。内容としては、加工場、農家レストランの検討はどのように

されているか、これが１点。 

   それから２点目、今現在ある活動グループとか、それからテナントの活用を考えて

いるか。それから３つ目、生産関係のことでありますが、メインとなる生産組織の確

保、これは農業生産法人などとの協力体制はどのように考えておられるか、それから

細かいことで、ハウス農業とか農家への依存とか、この販売商品確保への工夫、そう

いうものはどのような体制でやっていかれる考えか。 

   それから、最後にもう１点、隣で民間企業が何らかの形で事業を始めると伺ってお

ります。それとの協調とか、それとの話し合いはどのような状況にあるのか、それを

５点伺います。 

○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。 

   運営の基本方針でございますが、本村の農産物のＰＲ、地産地消、それから耕作放

棄地等の解消、高齢者の生きがい対策、観光等のＰＲ、情報の発信ということで考え

てございます。 

   建設協議会の考え方でございますが、これは新しくできるあだたらの里に対しまし

て準備協議会からいろんな提言を受けました。その中におきまして、さまざまな団体、
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直売会であったり認定農業者連絡協議会であったり、そういったさまざまな団体と長

年直売所に携わってきた出荷者の方やそういった方を委員とした建設協議会に諮り、

計画の平面図を進めてきているところでございます。 

   代表したものを何点か、その意見等をお話ししますと、直売所の建設協議会につき

ましてはレイアウト、間取り関係に関する意見、それから荷さばき室に下屋とかプラ

ットホームをつけてほしいと、それから大事なのはお客さんで買い物しやすさが重要

だというような意見、それから陳列棚の間は手押しカートがすれ違えればいいなとい

うようなそういう意見、加工室を設置したときは誰がどのように利用するのか、どう

するのかというようなそういった疑問も要望意見の中にございました。 

   今ほどの５点でございますが、まず、加工場、レストランにつきましては、新しい

直売所のほうは販売スペースのみということでございますので、それについては今現

在使っている直売所のほうを今後検討していくような状況でございます。 

   それから、２番目の活動するグループとかテナントをどうなんだというご質問でご

ざいましたが、これについても今後その農家レストラン等、そういうものをどういう

ふうにしていくのか、今、村長が言った公設民営化のほうに任せるのか、もしくは議

員さんが質問のとおりテナント等を入れるのか、そういったのは今後検討していかな

くてはいけない状況でございます。 

   それから３番目の生産組織、法人等の関係でございますが、この後の質問にも出て

きますが、法人関係、今何社か立ち上がりました。その立ち上がっている中で、こう

いった直売関係に何らかの業務なりそういったものを見出していくということがあれ

ば、いろんな支援策を今後協力していきたいなと考えております。 

   それから４番の販売商品関係でございますが、これも最初のほうの質問に重複して

しまいますが、公設民営化の関係でどういったものを主力にしていくのかというのが

今後公設民営化の中でも十分に検討していかなければならないものだと考えておりま

す。 

   ５番の民間の業者との話し合いということで、こちらにつきましても西側のほうに

何か施設できるということで、今、計画が進んでいるようでございますので、お互い

にその相乗効果で経済活性化につながるような状況に持っていきたいということで村

でも考えておりますので、業者のほうともいろいろ協議調整を進めていきたいなとい

うふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   方向性は確かに伺いました。あと、最後の答弁で隣の企業との協調、話し合い、こ

の辺はしっかり村民も興味を持っていることでありますので、しっかり進めていただ

きたいと思います。 

   とにかく直売所の新築は、今村民の最も注目している事業かと存じます。村づくり、

地域づくりに大きな影響が考えられます。忌憚のなきよう事業を進捗されるようお願
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いしておきます。 

   次の質問に入ります。 

   農業支援対策についてでございます。 

   まず、国が積極的に推し進めている農業の大規模化ですか、それから農業生産法人、

それの設立に向けて農地集約の進捗状況や認定農業者の認定数の推移とか今後の方向

性を伺っておきます。 

   そういった意味で、生産法人の設立状況と今後の方向性ということで、ただ、この

国の施策、これ国策の是非はいろいろ考えられますが、村として農業支援対策の方向

性、村としての農業支援対策の方向性、これどう捉えておられるのか、２本あわせて

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番議員さんにお答えいたします。 

   農業生産法人の設立状況でございますが、本年度の８月現在で村内のほうの農業生

産法人は４法人となっております。法人名を申し上げますと、農作業互助会、鈴木農

畜、あだたらドリームアグリ、アグリジャパン大玉ということで、それぞれ４法人が

設立されておりますが、その他については今のところまだ情報はございません。 

   それから、機械の共同利用の事業でございますが、２８年度は申請件数が１３件、

事業費が４，４３７万３，１１６円、補助金につきましては１，４７９万

１，０３８円ということで、当初予算分は終了させていただいております。 

   こういった状況を見ますと、農業の支援策として村としてはさまざま支援策を行っ

ているわけですが、この共同利用についても、もう既に予算は終了しているというこ

とで、それぞれのこの農業者、認定農業者の数はちょっと手元に資料がないので、申

しわけございませんが、人数ちょっと把握してございませんが、そういった方をメイ

ンに何人かで共同して機械の利用を促進していくということで、御存じのとおりその

農業情勢は非常に明るいものではありませんので、これからもまた厳しい状況ではあ

ると思いますが、さまざまなそういった状況を情報を仕入れながら農業者の方といろ

いろ相談しながら、本村の基幹産業でありますので、衰退しないような方向で努力し

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） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な説明をありがとうございました。 

   この農業生産法人、例えば今回の補正でも組織支援事業補助金というものが計上さ

れております。事業支援ということだと思うんでありますが、今回補正を見て気にな

ったことなんですが、事業支援のこの中身というか根拠であります。それについてち

ょっと知りたいんでありますが、事業規模とか概要によって今回の１，０００万の補

正はどのような形で根拠、数字的な根拠でも結構ですが、こういう形でこういう支援

をするんだと、これは新しい事業だと思うんで、その辺も部長、ちょっとわかりまし

たら伺います。聞いていますか。 
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○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ちょっと大変申しわけございません、質問のところに記載

がなかったものですから、補正予算の関係でございますが、これは施設関係に対する

支援補助ということで３分の１ということで計上させていただいておりますので、補

正予算の質疑の際に詳細をお答えしたいなと思いますが、上限１，０００万というこ

とで規定してございます。 

   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。 

   この辺が一番難しいところで、国策で農業支援やっておられます。これ今回一般財

源のような形で持っています。ただ、国策の中でこういうものというのは利用できる

方向性はないのかなと、その辺が疑問なんです。大規模化を進めていますが、私も農

業の中の中身を見るとき、北海道の農業と大玉の農業が同じ補助制度になっている。

本当に疑問に思っております。大玉あたりがこんな大型化なんか不可能なんでありま

して、結局その枠内で何町歩以上でないとこれだけの金が来ないとかそういうものを

今回も法人できている関係で、一生懸命形整えないと補助対象にならないとかそうい

う話も伺っております。その辺、県の補助、国の補助との、この村の助成との兼ね合

いというものはどのように考えておられますか。 

○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。 

   これにつきましては、国の産地パワーアップ事業というような、そういう事業の中

身になるかと思うんですが、国はおおむね５０ヘクタールというような、そういう数

字を出してございます。今ほどお話がありましたが、これは国の要領要綱にやはり定

められたもので進める以外、今のところはそういう状況でございます。県のほうには

村のほうでもいろいろ働きかけ等しておりますので、国で推進している農業施策のほ

うに村も努力している中身ですので、県のほうもできるだけ県のほうの補助もつけて

ほしいということで、そういったものも要望しているところでございます。 

○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致します。 

   今、部長申し上げました補助金関係、平成２８年度が全国で何百億という予算をと

っているんですが、福島県には３億円しか来なかったです。３億円しか来ないために

今回できた農業生産法人が県のほうに申請をしましたらば、もうないということで補

助金がつかないということですが、事業を遂行するためには機械設備を早急に導入し

なきゃいけないということで購入を考えていましたが、難しいということでリースに

なりました。そのリースを今度入れる建屋がないとこれはリースができないというこ

とでやむなく国・県のほうの補助金、来年まで待つことができないということで単独

事業で自分たちでやるということですので、村としては要綱に基づいて３分の１上限

１，０００万を今回出しましょうということで出したということですので、国・県の
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補助を探った結果、ところが今回、国がまた大規模補正をしまして、今その農業生産

法人が県のほうに改めて申請をしなおしたんです。これが該当すれば若干国・県の金

が入る可能性も出てきたと。その場合には１，０００万が減額されるのか、そのまま

１，０００万なるのかというのは、その補助額によって変わりますので、少し流動的

な部分がございますが、そういう状況の中での助成ということになります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な説明ありがとうございました。よく理解いたしました。 

   続いて、この農業支援対策について伺いたいんでありますが、先ほどから話してお

ります直売所、通じての小農といいますか、それの発展、これをどう捉えておられる

かをちょっと伺っておきたいんです。小農の充実が地域環境づくりとか地域の財政の

充実とか地域健康づくりに結びつくと思っております。 

   小農支援の必要性を充実が求められるのが結局直売所とかなんかの成功に、あと地

域の農業の発展に結びつくと考えております。その辺はどのように捉えておられるの

か、あわせて先ほどちょっと答弁いただきましたが、農業機械など共同利用のための

購入支援についてでありますが、これは今説明伺いました。ただ、今後のあり方、今

後もどういう形か、延長されて続けていかれるのか、それだけ確認しておきます。 

○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。 

   小農の充実ということで、大玉村は兼業農家が非常に多いという状況でございます

ので、当然大きな生産法人だけで全てが完了というわけではございませんので、そう

いった部分については、当然直売所関係に出している方にはビニールハウスの補助で

あったり、そういった補助を今までも続けてきておりますので、やはりそういった農

業情勢を見ながら、そういった小規模の方がどういった要望があるのか、どういった

部分で苦慮されているのか、そういった声を聞きながら進めていきたいというふうに

考えてございます。 

   それから、共同利用の関係でございますが、当初からしまして３年間は同じ補助率

でいいということで、３年後については若干見直しをしながら進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。 

   農業支援対策、大玉村、基幹産業は農業でありますので、村の農業が発展するよう

さまざまな角度からご支援されることを願っておきます。 

   次の質問に入ります。 

   環境基本条例及び水資源循環基本条例の制定についてということで伺います。 

   改めてこの２つの条例制定の目的と内容について、また制定に向けての進捗状況、

これを伺います。 
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○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。 

   まず、現在の進捗状況ですが、環境基本条例、仮称、仮の名前ですけれども、大玉

村環境基本条例、そしてふるさと水環境保全条例というような仮称をつけております

が、その条例につきましては素案を作成いたしまして、各課等による協議、それから

意見等の取りまとめを行いまして案を作成したところでございます。今後ですが、パ

ブリックコメントを通じまして、村民の皆さんのご意見をいただきながら関係機関と

の調整、それから内容等を精査した上で議会のほうに上程したいというふうに考えて

おります。 

   中身ですが、まず、環境基本条例関係でございますけれども、目的としましては環

境基本法第７条の規定に基づきまして、地方公共団体の責務として環境の保全と創造

についての基本的な考え方を定め、村、村民、そして事業者の責務を明らかにすると

ともに、環境の保全と創造に関する施策の基本的な事項を定める。将来にわたって村

民が健康で安全かつ快適な文化的生活を営むことができる良好な環境の実現に資する

というような目的の中で環境基本条例を制定したい。この条例につきましては、それ

ぞれの定義、基本理念、それから村の責務、村民の責務、事業者の責務、それから基

本方針、また、村の施策と環境基本計画との関係、それらの各条文を制定した中での

条例ということになります。 

   それから、大玉村のふるさと水環境保全条例でございますけれども、これの条例の

目的につきましては、水環境基本法第５条の規定に基づきまして、地方公共団体の責

務として健全な水環境の保全について基本理念を定め、事業者及び村民の責務を明ら

かにするとともに、健全な水環境の保全に関する施策の基本的な事項を定めることに

より施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の村民の安全かつ健康で

快適な生活の確保に寄与することを目的とするという目的の中で、それぞれ定義、基

本理念、村の責務、それから事業者の責務、村民の責務、また水環境保全の基本計画

あるいは流域における基本的な施策、開発行為の届け出、そういった条項の中での条

例の制定としております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） それぞれ進捗状況について伺いました。 

   環境基本条例、大玉村、日本で最も美しい村としてのさまざまな角度からの検証と

か、それに対する必要性、また現代社会の中で求められるそのニーズに向けた是々

非々の立場から多種多様な対応の検討が必要なんだと思います。こういう形での環境

基本条例の制定でありますが、一日も早くこういうものは確立されていってほしいと

思います。 

   それから、水資源循環基本条例、この水資源の保全については、私の過去の質問で

幾度か取り組んだ内容であります。答弁の約束では今ごろとっくにできているはずで

ありましたが、これもできるだけ早く制定されていただきたいと思います。よろしく
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お願いします。 

   次の質問に入ります。 

   幼稚園の３年保育に向けてということで伺います。 

   前の質問者からもありました。私は端的に調査研究の途中経過とか方向性は定まっ

たのか、いろんな大きな意味で期待の大きい中、予算化も含めて検討状況を伺うとい

うことで質問の設定したのでありますが、先ほどの答弁で３０年度に取りかかると、

スタートすると、これ２９年度の導入に向けていろんな形で検討されてきたはずであ

ります。そういう形でこれからまたカリキュラムの作成とかなんかもまだ終わってい

ないようなそういう状況を伺いましたが、村長に伺いたいんでありますが、何で

２９年度できないんでしょうか。３０年度におくれる理由というのは大きな理由は本

当の意味でどういうことなんでしょうか。村長で結構です。約束事項でありますんで。 

○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。 

   行政のほうとしては来年の４月から３年保育を実現したいということでおりますが、

教育委員会のほうで先ほど教育長が述べましたように、関係者が集まって協議をした

と、中で３年保育については疑義がないと、進めるべきだということですが、それ以

外の部分でやはり拙速になりやすいというようなことで、無理のないところで３０年

からというふうに結論を出したということを聞いておりますが、これを行政側の判断

で無理してでも２９年度にやってくれというか、それともやはり教育委員会を調整を

しながらと、３０年に持っていくのかということについては、これから総合教育会議

とかそういうものございますので、早急に開いて結論を早く出さなくちゃいけないな

というふうに考えてはおります。 

   ただ、やはり実施機関の教育委員会の意見というのは我々としても尊重せざるを得

ないところはありますので、それについてはこれから詰めていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 保育事業の関係とか待機児童の関係、そういうもの、もろもろあり

まして、村民の大変期待している３年保育だと思いますんで、いよいよ会議の中でそ

ういう決定されればやむを得ないと思いますが、できればなるべく早く２９年度に実

施できるように願っておきたいと思います。 

   この１点でちょっと確認だけしたいんですが、３年保育にした場合、これ教育長に

伺いたいんですが、予算規模というのはどれぐらい、保育事業との兼ね合いもあわせ

て３年保育となると教室の確保とか先生方の確保とかどれぐらい拡大するもんでしょ

うか。１点確認しておきたいんです。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   ３年保育、２９年度を目途に進めておったんですけれども、１年先延ばしというよ

うなことで進める方向性につきましては、先ほど４番議員さんの質問にお答えしたと
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おりです。 

   予算規模、さまざまな視点から見ていかなきゃならないんですけれども、施設の増

設があります。これがちょっと定かな数字じゃない、多分それぞれ１億円程度だった

と思います。それから、職員をふやすことによってふえる３年保育にするための、こ

れ保育所との相殺がありますので、相殺というのは出入りがありますので、あれなん

ですけれども、極力先ほど申し上げましたように３５が国の基準なんですけれども、

それを３歳児に限っては手厚く安全にというようなことで１人の保育者、それから補

助職員をつけてというようなことで、この予算がちょっと時間いただけますか、今調

べます。それから、年間で１，８００万程度です、職員の保育所にかかる分について

は。 

   それから施設の改修等々がありますけれども、これは先ほど申し上げましたように、

当初は今ある施設を部分的に改修してというようなこと考えましたけれども、来年度

の当初予算に玉井幼稚園のほうの改修を最初増築を予定しております。先ほど言った

１億円弱というのはそれでありますけれども、そして保育、子どもの数、それから施

設の関係等から大山と玉井の増築を１年ずらすことによって３年保育がどちらも円滑

にいくことが可能ですので、そんなことも含めながら予算の面と、それから保育の質

の内容と、それからまた保護者の方々のご理解と、そして先ほども申し上げましたけ

れども、３歳の子どものカリキュラムをどうするかということだけではなくて、本当

は３歳の子が入ってくることによって４歳の子の今の保育の中身も、それから５歳の

子の保育の中身も変わってきますので、そういったことを研究していって３年保育の

導入に備えたいと、そんなふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ３年保育の実現に向けてはクリアしなければならないハードルとか

問題点いっぱいあるようでございますが、慎重に検討されまして進めていかれること

を望みます。 

   最後の質問に入ります。 

   歴史文化基本構想策定についてということで、教育長に改めて伺います。 

   構想が発表されましてから、大分長期にわたる構想策定等感じるのでありますが、

テーマなどをきちんと絞り切れたのか、大分長くなっていますので、改めてこの目的

の検証が歴史文化基本構想の目的の検証が私は必要な気がするんであります。いろん

な方にお話も伺いますが、構想そのもののスパンもかなり長過ぎますし、担当してい

る人も余りにも長きにわたってやっていて何が目的なのかわからないような状況に陥

っているんじゃないのかなと、そういう懸念もしてきます。 

   大玉村の村づくりとか地域づくりとか何かには欠かせない構想だと思いますんで、

その辺、教育長に今の取り組み方に対して、正しいと思っていらっしゃるか、私は余

りにもこのスパンが長過ぎて、時間がかかり過ぎているんじゃないかと思います。県

内では会津若松などが早々と仏都会津ということでカリキュラムも既にでき上がって

もうスタートしています。大きなところでもそれぐらい、大きなところだから早くで
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きる、小さなところのほうが早くできるような私感覚もするんですが、その辺教育長

どう思っていますか。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   歴史文化基本構想につきましては、たしか２７年に立ち上げたというに記憶があり

ます。その中で、専門的に専門部会を開いているんですけれども、大きなテーマは方

向性が決まりました。大玉のことを考えると、これは切っても切り離せないのが安達

太良山だろうというようなことで、安達太良山とともに生きる輝かしい大玉村、これ

を当面テーマにしまして６つの項目に分けて今、協議を進めていただいております。 

   ６つの項目といいますのは、自然遺産というそういうくくり、それから歴史遺産と

いうくくり、それから産業遺産というくくり、それから民族遺産というくくり、それ

から伝説と昔話というくくり、それから風俗、習慣というくくり、こういったことか

ら大玉にあるものをもう一回見直していきましょう、それからつないでいきましょう

というようなことで、これ進めています。 

   ２８年度中に具体的な内容について決めまして、２９年度、これ国のほうから補助

をいただいていますので、そういったことも絡めてこれを明らかにして、村民の皆さ

んに活用していただけるような、そしてまた、この作成過程を通しまして、大玉の歴

史文化というようなことに対してもっともっと関心を持っていただくような機会にし

ていきたいなと、そんなふうに考えています。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 失礼しました。 

   ６つの中身が示されました。具体的には、村民の誰もが理解できる構想じゃなけれ

ばならないと思っております。それで、やっぱり６つありますが、メインとなるもの、

それは何かきちっと押さえるべきなのかなと思っています。６つやるといろんな意味

で中途半端にならないのかなと、そういうふうな考えを持ちます。 

   あちこちの自治体の歴史文化基本構想を見ましたし、伺いました。やっぱりメイン

となっているものを１つに絞って、そして取り組んで重点的にやっているというのは

それぞれの自治体の考え方であります。大玉村、６つ、安達太良をメインに出したこ

とはすばらしいことだと思いますが、その辺に対して教育長の考え方、改めて伺いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 再度お答えいたします。 

   メインテーマ、先ほど申し上げましたように安達太良山とともに生きる輝かしい大

玉村というようなことで、その６つに絞り込んできた経緯がございまして、それぞれ

１つの目で見るよりは多面的に見ていったほうが大玉の歴史というようなことがよく

見えるんじゃないかというようなことで、専門家の方々のご意見をもとにここに絞っ

たところでございます。これをもとにしながら、それぞれまた関連するものをつない

でいったりというようなことで大玉の歴史文化について改めてそういう視点を当てな
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がら、そこにスポットを当てながら大玉の歴史というようなことについて、村民にわ

かってもらうような形にしていきたいなと思っております。 

   それから、もう一つ今考えております構想におおたま学というのがございます。こ

れは大玉村のことを知ってもらうと。この歴史文化構想と全く重なることではないん

ですけれども、この歴史文化構想でいただいたようなものを取り込みながら、もっと

多面的に、これはまさに歴史、自然、いろんなものを含みますけれども、それをでき

たら小学生から、それから高齢者の方までそれぞれ大玉を理解していただくため、そ

してまた、郷土に、大玉村に誇りを持ってもらうために、そういったことについて来

年度に向けてこのこともつないでいきたい、そしてそれを歴史文化構想というような

ことと絡めておおたま学というようなことについても考えていきたいなと、そんなふ

うに思っております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な説明ありがとうございました。 

   ２８年度の予算執行状況を伺うということで、いろいろお尋ね申し上げました。 

   ２８年度村政執行の基本方針と、その中で常に村民の立場に立った時代の潮流を的

確に把握し、期待と信頼に応える村政でございます。村長の改選期まであと１年足ら

ずでございます。大事な年度後半になるかなと思っております。約束された主要事案、

確実に確実に実行されますことを願い、質問を終わりたいんでありますが、村長に最

後の質問をいたしますが、２８年度後半に向けてさまざまな角度から村長の覚悟のほ

どを伺って私の質問を終わります。 

○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。 

   ４年間与えられた時期の最後の１年ということです。事業を遂行するためには、村

長としてこれはやりたいと、こうやることがいつも言っているように１０年、２０年

後の村の自立に資するものでなければならないというのがベースになっておりますの

で、今、やらなきゃいけない喫緊のもの、それから将来のためにやるものということ

で、事業をいろいろと計画をし遂行してきました。４年間で完結できるものもあるで

しょうし、また、事業を遂行するためには村の事情だけではなくて対外的な事情、予

算の関係、国の予算関係も含めてなかなか思うようにいかないものもございます。 

   ですから、あと１年という中では今、直売所とか懸案のもの、水力発電も引き継ぎ

ましたので、そういうことも含め、いろいろ施策を取り組んだものについてはできる

だけきちっと形にしたいと。将来の大玉のためにそれがなるようなものとして形をつ

くっていきたいというふうには強く考えてい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） ありがとうございました。 

   以上で質問を終わります。 

○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。 
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   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後２時２５分といたします。 

（午後２時１３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ２番遠藤勇雄君より通告ありました「調査等委託業務の進捗状況と

その後の事業推進は」ほか３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４件について、これより一般質問を行います。 

   １番の調査等委託業務の進捗状況とその後の事業推進は、についてであります。 

   これから申し上げます３つの事業で調査等の委託経費のその後の進捗状況と今後の

見通しを伺い、経費に見合った効果のある事業実施を望むための質問であります。 

   なお、この３つの事業、これから質問させていただきますが、性格として繰越明許

という形の事業でございます。これは申し上げるまでもなく、本来ですと２７年度で

予算化されておりますので、２７年度で事業実施しなければなりませんが、諸事情に

よって２８年度に繰り越しされて事業展開される性格のものでございます。 

   それでは、まず（１）番でありますが、小水力発電施設整備事業としての杉田川上

流の砂防ダムに係る設計委託についてであります。この設計委託については、昨年

１１月２０日の臨時議会で予算としては５５０万程度の議決をされたものでありまし

て、杉田川上流の砂防ダム、安達太良温泉の上ですね、そこの砂防ダムの水力で発電

をして売電をするというための設計であります。伺います。この設計の委託先と詳細

設計の進捗状況についてまずは伺います。 

○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。 

   小水力発電の委託先と詳細設計の進捗状況ということですが、今、質問があったよ

うに繰り越し事業で詳細設計の事業費、５５７万９，０００円なんですが、これ

２７年度から２８年度に繰り越してございます。２７年度に可能性調査を行いまして

可能性調査の中で３つの案が出されております。 

   １つが遠藤ヶ滝、取水はあくまでも杉田川の砂防ダムでございますが、発電の施設

を遠藤ヶ滝橋の下流、そして上流、そしてダム直下にするかと、この３つの案が出さ

れております。そういった中でそれぞれ可能性調査の中で建設費の回収年数等々の試

算が出されておりますが、一番、先ほどの案の中で一番回収年数が早いのが遠藤ヶ滝

橋の上流で１４年という数字が出されておりまして、建設費については概算の建設費

ですが、約１億６，０００万程度の建設費が要するんではないかという、出されてお

りますが、発電施設については耐用年数、減価償却が２０年ということで、２０年た

つとある程度大規模なメンテナンスも必要になる、また、工事費の増嵩も予想される

ということで、現在民間事業等と共同でできないか、また、民間の単独でできないか、
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そういう部分で検討しておりますので、詳細の設計については発注していないという

状況でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 今の答弁ですと、委託としては発注していないということでござい

ますが、そうしますと今現在で、概要はわかりましたので、現時点の設計概要は、こ

れは省かせていただきます。 

   次の事業の収支算定による財政見通しということで伺います。 

   実際、これを今、大体概要を伺いましたけれども、実際これを進めていく場合には、

この事業の収支がどういうことになっているのか、その財政見通しをきちんと把握し

た上で次の段階に進んでいくということが、これは必要なことでありますので、今、

お話にもありましたが、改めてお聞きしますけれども、収支算定によって何年後に採

算が合うベースになるのか、そういったことをまずはお聞きいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答え申し上げます。 

   事業の収支の財政見通しでございますが、先ほどの遠藤ヶ滝上流の場合の建設費、

約１億６，０００万を全額借り入れしまして、利率１．２％で借り入れしまして、そ

して売電収益が１年に２，１９７万７，０００円が見込めるということで、これらと

借り入れした償還等を計算しまして建設費の回収年が１４年かかるという財政見通し

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） ありがとうございます。 

   今のところそういうことだということでありますが、もう一度、財源内訳とかわか

れば、あと今後の今の状況も含めて４番になりますけれども、財源内訳なり、あと今

後のどうこれらの事業を進めていくか、もう一度お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えしますが、まず、財源の状況ということで、この可

能性調査の段階では先ほどの財政見通しの中では、工事相当については全額借り入れ、

それを償還しまして、一定の利率１．２％で計算しておりますが、それを売電収益で

償還なりしていくと、最終的に建設費を回収するのが１４年かかるという見通しでご

ざいます。 

   また、今後の見通しでございますが、杉田川橋の上流につきましても工事費が１億

６，０００という見込みでございますが、今後の工事費の増嵩も予想され、また、メ

ンテナンスの費用についても考慮されるということで、現在民間の業者が村と共同で

実施が可能か、また、民間の業者が単独でやるかという、いろいろ数社の引き合いも

ございますので、そういった内容を聞き取りながら、今後につきましては村単独では

なくて共同でするか、民間でするかについて検討をしてまいりたいと思います。 
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   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 今のお話を聞いていますと、後半の部分ですけれども、前回の百日

川の小水力発電計画、これらの今置かれている現状と同じように私は感じます。結局、

この百日川の件については、最終的には村単独では売電ができないので、これは直営

ではやらないと。その後の対応としては民間との企業との共同、または民間の方にお

願いするというような、この百日川の水力発電計画についてもそういった答弁に私は

認識をしております。 

   今回の答弁もそのようなことで、同じような感じがしておりますので、これらの今

回の小水力発電、これらの推進についても借り入れということで、１４年間では採算

ベースに合うんでないかという答弁でございますけれども、将来的に村で多くの負担

が生じることのないように、しっかりと今言った収支見通しを立てていただいて、こ

れなら村民の皆さんも理解していただけると、そういうような計画をきちんと立てて

いただいて、確かに再生可能エネルギーの宣言をされましたが、私は急ぐ必要もない

のかなと、どうしても必要な施設なのか、この事業をする推進の前に、もっと行政と

してやるべきことはないか、こういったことを慎重に考えて、検討していただきたい

と思います。 

   このようなことで村長伺いますが、今、部長の今後の推進を含めて、今いろいろと

るる答弁をいただきましたが、村長としての今後のこの水力発電事業について、今後

の事業推進についての考えをお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。 

   昨年の暮れの可能性調査の中で概算設計を出しました。先ほど部長のほうから１億

６，０００万というような話ありましたけれども、実際に詳細はじいてみますと２億

を超える額になるだろうということが判明いたしました。百日川の場合には村単独で

はできないので見送ったと。今回については、その福島県のほうも通じて県内外から

８社の民間企業が大玉村とぜひやらせてくれないかとか単独でも結構ですとか共同開

発いかがでしょうかというような８社からの話もございましたし、その前に調査設計

で来て、その後どういうふうな方針で取り組むかという時点においても福島県の超学

際的研究機構、そこにもご相談を申し上げて過去の福島市でやった事例とかなんかも

踏まえながら、その８社について今年の春先、５月から６月、７月にかけて、全て役

場にお越しいただいて、８社からそれぞれの会社の杉田川の砂防ダムを利用した発電、

どういう考えを持っているか、それぞれお聞きしました。取水の仕方、それから導水

管の配置の方法、発電設備の場所、そういうのを８社から全て聞き取りをしていろん

なユニークなアイディアもございましたので、その中で取水法も、砂防ダムは県の所

管、それから道路とかものについては農水省の土地というようなこともございまして、

それぞれ８社のアイディアが県の砂防ダム、あるいは国の国有地、その中で許可にな

るかどうか、現在その辺を検討して、その中で検討で国・県が大丈夫だよというふう
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な中で一番いいものを大玉村としては採用して、協定を結んで共同開発の中で進めら

れれば一番いいのかなというふうに考えております。共同開発の仕方も資本割合を幾

ら、折半折半で出すかとか大玉村はゼロだけれども、人的なあるいは地元としてのい

ろいろな支援策、そういうものを含めた共同支援というような形で、できれば大玉村

の予算、一般財源を使わなくて、そういう形の中で共同開発ができて、秋後半ぐらい

には業者さんと基本協定が結べればいいなというような形で今後進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   それでは、村ではなくて業者のほうで進めるというようなことをいただきましたの

で、そのようなことで進めていただければよいかと思います。 

   それでは、次の質問に移ります。 

   （２）の法人設立検討事業委託についてであります。この件につきましては、先ほ

ど５番議員さんとも重複する部分があるかと思いますが、重複する部分についてはご

了承いただければと存じます。 

   この件については、昨年の９月の補正で２００万程度の予算が議決されております。

目的についてはご承知のように、民間の経営感覚を生かした運営を図るために法人設

立に向けた調査検討を行うんだという趣旨でございました。公設民営化の対象施設と

しては当時の答弁ですとアットホームおおたま、直売所、堆肥センター、プール等を

考えているということでございます。村長からは村民による会社としたいんだという

答弁で、それはお金の循環となるようにそういった意味で村民による会社としたいと

いう答弁をいただいております。 

   そこで伺いますが、法人設立に向けた調査の進捗状況について伺います。 

○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。 

   法人調査に向けた調査の進捗状況でございますが、２７年度の法人設立検討事業と

いうことで２１０万円ほどの事業費を２７年度から２８年度に繰り越ししてございま

す。これにつきましては、現在の進捗状況でございますが、法人設立に向けた調査に

つきましては、村の収益施設の中で各母体となり得るあだたらの里直売所の経営診断

を実施して６月末には調査の結果をいただいております。 

   経営診断の中では、業績の分析や売り上げ分析、運営体制の現状などが分析、診断

されまして、今後に向けての課題点も示されましたので、今後、公設民営化検討委員

会で内容を十分審議し、協議して公設民営について進んで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。 

   今のところは直売所に関する診断ということで、それ以外の施設についてはこれか

らということになりますか。 
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○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   調査につきましては、先ほども申し上げましたが、経営の母体となり得るあだたら

の里の直売所の調査を行いまして、繰り越した事業費のうち約４０万程度で調査の、

先ほどの直売所の経営の診断の調査を行ってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 経営母体ということはそこが中心で、その私、もう一度お聞きしま

すが、公設民営化は対象施設としては先ほど申し上げました４つの施設があるんだと

申し上げましたが、その母体となるのが直売所であるというふうに理解してよろしい

ですか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   先ほどの答弁のとおり、今後村の収益施設の中で公設民営化を進めるにつきまして

は、直売所が経営の母体となりまして、それらが現在の直売所の経営体制、運営体制

等について診断を受けたところでございますので、直売所で母体として進んで、その

後どういう施設がなじむかということで検討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） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） わかりました。 

   それでは、その次の質問にはいりますが、先ほどお答えしたかと思いますけれども、

現時点での調査、検討の内容について先ほど説明ありましたが、もう一度お願いしま

す。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   直売所の経営診断の中で、運営体制の責任の充実、強化や運営方針の明確化など今

後の課題や改善点などについて指導を受けたところでございます。内容につきまして

は、先ほど申し上げましたが、運営体制の責任体制を充実していくということと、店

舗運営管理の充実化、いろいろ項目がございますが、運営方針の明確化ということで

何項目かございますが、それらに対していろいろな改善点、課題等について示された

ところでございますので、今回、経営診断を受けました経営コンサルタントにつきま

しても、今後公設民営化検討委員会に参画いただきながら公設民営化を検討してまい

りたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 先ほどの質問とちょっと重複しますけれども、改めて質問させても

らいます。 

   公設民営化の件については、これは村長さんが当初から施設の１つとして掲げてこ
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られたものであります。直売所、督促ですね、直売所の法人化ということで法人をい

つまでに設立する予定かということで質問させていただきます。直売所は来年の秋に

はオープンしたいというお話もございますが、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。 

   先ほどお答えしたとおりですが、直売所が来年の秋にオープンする時点、それから

あと今の直売所を今の時点では直売所の検討委員会、２年ほど運営についてどうあり

を方検討していただいた中では、農家レストランと加工所をつくってほしいという結

論が出ております、２年の検討結果。それを尊重するとすれば、今の直売所は農家食

堂、農家レストランと食堂、同じですが、レストランというふうにして、余り金をか

けてというよりは、農家食堂として、そして加工所という要望がありましたので、そ

れについてどのようにしていくかということをこれから１２月に予算を確保して、

６次化の検討等も含めて、メニューの検討も含めて採算が合うのかどうかも含めて、

そういうコンサルも入れながら検討していきたいというように考えていますが、今の

直売所をどう使っていくかということの結論もありますので、それも含めて結論が出

た時点で、もしくは整備が終わった時点で受け皿の母体というのができれば、間に合

えばいいということですが、その場合に会社をつくるための時間がかかります。 

   その会社については、私も最初のときには株式会社または組合等というふうに書か

せていただきましたが、村民を巻き込んで、村民の方から出資をいただいて自分の会

社だと、この施設は自分の出資した会社が運営しているものの一つなんだというのが

非常にいいのかなというふうに考えておりますが、それは検討会が立ち上がりますの

で、そこに委ねたいというふうに考えておりますが、方向が定まってから会社をつく

るまでにまだ時間がかかりますので、できるだけ早く検討結果を出していただいて進

みたいと。その中には、２５％出資しますと第３セクターということ、それから今、

一般に行われている公社、国見がやっているみたいに１００％出資の株式会社等々、

形態は、同じ株式会社でも本当に何通りもございますので、その辺については経営状

況の判断等も含めながら、十分に検討させていただきたいというように考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） それで、繰り返しになるかもしれませんが、建物をつくって魂入れ

ずでは困りますので、今、村長からお話ありましたように、この経営母体をしっかり

決めていただいて、そしてなおかつ、建物も同時並行に進めていくというようなこと

かと思います。繰り返しますが、この運営母体、法人化に向けたこの運営母体、まず

はしっかり整った段階で事業を進めていくという考えでこれからも進めていきたいと

思いますが、村長その辺、もう一度お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   大玉村にとっては大変大きな出口のそして入り口の収益施設になりますので、しっ
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かりと経営母体をつくって運営をし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） それでは、次に移ります。 

   （３）番の土地利用規制、方策、検討事業についてであります。 

   この件に関しても、昨年の９月で補正されまして、３００万の予算でございます。

検討事業の内容につきましては、都市計画の見直し、４号線沿線です、都市計画の見

直し、農振区域見直しのためということでございます。 

   関連して、本年の４月には村の組織でありますけれども、都市計画担当の方が配置

されて、より推進を図っている中であると考えますが、まずこれの検討事業の委託先

と進捗状況を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   委託先につきましては、株式会社福山コンサルタント福島営業所になります。進捗

状況につきましては平成２８年６月２８日で完了となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 次に、検討結果、６月で終了したということですが、その内容につ

いて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） 検討結果でございますが、積極的な都市計画を行うことを

前提に用途地域を指定すると同時に施設立地を規制している農振を除外し、国道４号

線沿道への企業、店舗誘致を促す環境整備を目的とし、企業誘致に向けた都市計画的

手法による土地利用転換についての検討を多面的に行いました。 

   対象区域の特性から立地が考えられる誘致施設別運用の効果及び、実現性について

比較検討し、特に実現性将来像について検討を重ね、問題点の抽出、明確化を図った

ところであります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 今後の事業展開の見通しを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんに再度お答えいたします。 

   今後につきましては検討結果の内容を踏まえ、庁内及び関係機関との意見調整を行

い、県の農政部局、都市計画関係部局等関係部署への直接的なアプローチにより抽出

されるであろう問題点、検討結果を踏まえ、方向性、実現性の明確化をさらに深める

ための調査研究を行っていく、必要に応じて東北地方整備局に対する協議に関しても

検討を行っ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。 
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○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   具体的に例えば今、４号線沿線はある特定の企業しか入りませんけれども、この見

直しによって、これ多分５年、１０年の話ではないかもしれませんが、大体どのくら

いの時期にこういうことが、例えば企業が張りつけできるとか、農振の見直しができ

るとか、大体の見通しで結構なんですが、その結果、どこまでの時点でそういう結果

が出るのか、その見通しを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんに再度お答えします。 

   見通しというような今、ご質問でございますが、御存じのとおりあそこにつきまし

ては、県圃場整備を実施しておりまして、第１種農地という、そういった農業振興政

策の縛りに入っていることで、質問の内容のとおり限られた企業しかあそこには進出

できない、沿道サービスと言われますガソリンスタンドであったり、自動車の整備工

場、運輸会社の倉庫であったり、食堂とかそういったものしか今は対象にならないと

いう状況でございます。圃場整備をして大分年数がたっております。社会状況も変わ

りまして、農業情勢も御存じのとおり非常に大きく変化してきております。 

   そういった中で、当初、圃場整備をした時期から全く同じ内容で、第１種農地で優

良な農地なので守っていかなくちゃならないというような考えで来ているわけでござ

いますので、そういったものをいつの時点でそれらの、じゃ、方向転換をするのか、

先ほどその時期の質問ありました。ここではやはり、これからその農政関係の件、そ

れから都市計画も県のほうでも担当していますし、東北農政局ということが主管して

ございますので、そういったところに直接アプローチしていかないと、例えば今、話

にも出ましたが、１０年２０年ですぐ回答が出るかどうか、全く今のところわからな

い状況でありますが、新しく担当、係ができましたので、そちらをメインに積極的に

業務のほうの推進を図っていきたい、期限をここで言えないのが非常に残念でござい

ますが、できるだけ努力して進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） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   それで、今３つの事業、調査等含めてそれぞれお話をいただきました。それぞれに

ある程度の結論は出ているかと思いますが、これらをまとめた意味で村長に伺います

が、これら３件の調査等の委託金額、金額だけではありませんけれども、合わせます

と１，０００万を超える予算となります。一般財源だけではありませんが、それだけ

の調査、委託となります。これら３事業を実効性のあるものとするために村長はどの

ように取り組むお考えか改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   私、財源的な確保という面で今すぐやらなきゃいけないものと、１０年、２０年後

の大玉村を見たときに、今とりくまなきゃいけないものというふうに考えております
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が、この３つについては、やはり中長期的なものも含まれていると、これは全て村の

財源確保のために、財政的な自立のために必要なものというふうに考えて取り組んで

おります。 

   ですから、小水力につきましては、豊富な水というその地域資源を活用するという

意味で小水力に取り組む、これは赤字になるんだったら取り組む必要がないというこ

とです。今、県を通して８社が、先ほど副村長言ったように、大変興味を示して、こ

こはプラスになると、明らかにプラスになって、一番早い場合はもう１０年もかから

ないというような提案も来ております。 

   ですから、一番いいのはつくっていただいて、使用料というか協力料をいただくと、

年間１００万でも２００万でもというのが一番リスクがゼロです。もしくは半分出し

て１年に１，０００万、２，０００万ということでトータルで億の金をいただくとい

うことも可能です。ただ、自然相手ですので、村が本当に多額の金を出して取り組む

のがいいかどうかというのは、先ほど言ったように慎重にこれから検討したい。ただ、

あそこは業者が８社とも採算制がとれるというふうな結果を申しております。 

   百日川については村単独は無理だということで、何社か、今回の８社のうちの数社

も百日川、独自に調査しました。やはり、無理だと、採算はとれないという結論を業

者も出しておりますので、これは撤退してよかったんだと、正しい判断だったという

ふうに考えております。 

   それから、法人関係については、直売所を直営でやっているのは、多分私が視察し

た限りで大玉村だけ、直売所の売り上げの３分の１から半分は法人、その直売所を運

営している法人が仕入れたりしながら販売しているもの、その大玉村にないものを持

ってきて売ったりと、歳入歳出で伝票を切りながらものを買ったりやっているような、

今非常に不自由な経営を強いられているということですので、その辺は仕入れ等の自

由度を、経営の自由度を高めるという面から、それからあと利用者も出荷者もきちっ

と保護して研修をやっていくということで、これについても法人化をすることによっ

て販売額をふやしたり村の財源的なもののプラスに資するような形を期待をしている

と、できるだろうと、そういう受け皿をつくっていかなきゃいけないんだというふう

に考えております。 

   それから、土地利用関係については、もう３０年も前から国道４号線沿線は村の活

力のために開発すべき地域というふうに国道利用計画上でうたっているんですね。と

ころが、先ほど部長が言ったように、農振がかぶっていて沿道サービスという、レス

トランとか運送会社とかそういうものしか入れないんですね、法的に。会社が入れな

い、工場が入れない、ですから固定資産も当然伸びないと。 

   今、本宮には７社が進出したいというふうに申し出があるんだそうです。又聞きで

すが。そうすると、もうなかなか対応できないような状況でございますが、大玉の場

合には、来ても農振がありますからだめですと、もう入り口でだめな状況が続いてい

ますので、これから何年かかるかわかりません。先ほど部長が言ったように解除する

のには１０年かかるかもしれません、かなりハードルが高いんですが、２０年後の大
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玉のためにはやはりあそこを地主、持ち主皆さんのご理解を得ながら、そういう工場、

会社等を導入できるような地域にしたいというふうに考えています。 

   ３つともそういう形で中長期的に村の財政的な自立に向けての財源確保という大き

な意味がございますので、それに向かって拙速にならないように皆さんの意見を聞き

ながら慎重に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） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） どうもありがとうございました。 

   今、お話ありましたように、これらを調査をしっかりと踏まえて、村長の財源確保

という目的でございますが、いわゆる投資効果のある事業になることを切に要望いた

しまして、次の質問に移ります。 

   大きな２番、森林の松くい虫被害にどう取り組むかということであります。 

   松くい虫の被害は、後を絶たない状況にあります。森林を守る観点からどう取り組

むかを質問をいたします。 

   まず、本村の森林の松くい虫被害状況を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   松くい虫の被害につきましては、箇所数が８４カ所、被害本数が約１，２００本と

いうことでございます。 

   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。 

   次に、これら今部長から答弁ありましたが、これらの状況をどう認識され、その対

策をどのように講じられるか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんに再度お答えします。 

   松くい虫につきましては、以前より村のほうでも駆除をしておりますが、なかなか

追いつかないというのが現状であろうかと思います。そういった中で、その対応をど

う講じるか、予算につきましては保全松林健全化事業ということで、衛生伐という一

般的に言われている松くい虫の駆除補助が２分の１なものでございますが、それらを

ずっと続けてきているわけでございます。大玉村では例年約２００万円程度の予算の

中で、約１００立方の材積を処理しているということで本数に換算しますと１００本

から１４０本程度というような状況でございます。 

   そのほかに危険木ということで、村単の事業で実施しております。例えば、道路脇

とか宅地周りで倒れた場合には人命や財産に危険を及ぼすといった場合に単独で伐倒

駆除をするということで、２７年度につきましては１１５．２５立方、予算で

２２４万１，０００円、それから２８年度の予算につきましては６４万８，０００円

を計上しております。そのほかに地上散布としまして八坂神社の松と桜公園の松くい
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虫を地上散布ということで、予算が２８年度は４１万５，０００円ということで実施

してございます。 

   やはり、冒頭でも申したとおり、現状としてなかなか追いつかないというのが現状

でございます。森林を見ていただくとわかるとおり、ほとんど松くい虫の被害に遭っ

ていると。ことなので、その対策ということで、その抜本的なものはなかなかないん

ですが、森林所有者がみずからまだ元気な松くい虫に、被害の及ばない松については、

例えば用材やチップ等になるべく早いうちに処分する、その後に植林しても同じよう

なことが繰り返されるということになるので、当然、植林すれば費用がかかりますか

ら、後は天然更新ということが今のところでは有効な方法しかないのかなと、松を全

部樹種転換とかという方法も何か取り組んでいるところもあるみたいですが、それも

大きな効果があるかどうかというのは今試験中みたいなところもありますので、そう

いったものを見守っていきたいと思います。 

   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。 

   御承知のように、名倉山山頂からこの大玉村の全景を見ますと、大変その村全体の

景観は本当にすばらしい景観だなと思っておりますし、ただ、今お話ありましたよう

に、その名倉山の足元を見ていただくと、中腹は本当に紅葉したかのように赤くなっ

ております。それは名倉山中腹に限らずずっと又兵衛山、吉丸山、東光、前ケ岳、こ

ちらの大山、岩高までずっとよく注意をして見ていくと赤くなってございます。 

   今、部長答弁がありましたように、これはそう簡単には解決できるものではありま

せんけれども、今、少しずつ事業展開しているということでございますので、もう一

度村長にちょっと伺いますが、この今の事業とそれから関連性がどうなるんですか、

ふくしま森林再生事業というのもこれは県の事業でやってございます。それから村の

その森林整備計画というのがあるわけでありまして、そのかかわりの中でもう一歩前

進、踏み込んでその試験的にというのを書いておりますが、今やっておられるとすれ

ばそれで結構ですが、もう一度試験的にこれらにまずは取り組んでいただくと、そし

て即解決するものでありませんが、試験的に取り組むということはいかがでしょうか、

ひとつお答え願います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんに再度お答えいたします。 

   ふくしま森林再生事業、それと森林計画ということで、試験的にという話でござい

ますが、ふくしま森林再生事業は松くい虫の駆除はできない事業の中身になっており

ます。森林再生事業実施林に松くい虫被害木があった場合は切り倒した上、現場内で

チップにしたり森林内にまくといった方法しかとれない、その駆除、薬剤で処理とい

うことができないというのが現状でございます。結果として森林内の枯れ松は当然、

これ切り倒しますので、なくなるということで、景観的には問題はないのかなという

状況にはなりますが、今ほど言ったように薬剤処分等ができないということなので、
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そこからまた別な松に広がる可能性があるというような状況でございます。 

   森林再生事業は年度別実施計画書を作成して事業同意取得業務と森林整備業務とい

うことで３つの大きな流れがありまして、計画から整備するまでやはり複数年、面積

も大きい面積で大体費用も１ヘクタール当たり４００～５００万円ぐらいかかるとい

うことで、複数年の事業まで期間を要するというような状況になってございます。 

   ２番議員さんがおっしゃるとおり、景観、私も土曜日、名倉山にちょっと仕事の関

係で登ってきましたが、やはり大分目立つなというような印象がありました。平成

３０年には全国植樹祭が福島県で開催され、天皇陛下もおいでになるというようなこ

とでございますので、そういった意味も含めまして県・国等にもうちょっと何かスピ

ーディーにできる予算がないのか要望しながら、できるだけ松くい虫の駆除のほうに

取り組んで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） まとめになるかもしれませんが、本村の森林面積、約５，２００ヘ

クタール、大玉村全体の面積の大体６５％に当たります。森林、山は御承知のように

環境保全、土壌保全、それから災害、土砂災害、これらの防止、水源涵養、こういっ

た多様な機能を持っているわけでありまして、この松くい虫被害についても、今るる

答弁ありましたように、即解消できるものではありませんけれども、ですから、そう

いった意味におきましても、今から中長期的なそういった考えのもとに、少しずつ先

ほどの事業展開も進めていただきながら、解消に向けてこの森林のあり方を見直す必

要があるのかなということで、次の質問に移らせていただきます。 

   大きな３番、県道大橋・五百川停車場線の通学路の歩道設置要望のその後について

であります。 

   県道大橋・五百川停車場線の歩道設置につきましては、既に県に要望されていると

のことをお聞きしておりますけれども、早急な対応を県等関係機関にさらなる要望を

求めていただくための質問でございます。 

   県道大橋・五百川停車場線の、具体的には寺久根のバス停がありますが、そこから

玉井小学校までの通学路の安全確保という観点から歩道の設置が必要であると考えて

おり、既に福島県に要望されていると聞いております。改めてその要望された時期と

その内容について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   寺久根バス停から玉井小学校までの間につきましては、御存じのとおり県道という

ことで、過去にもいろんな要望をして側溝にふたがなかったものにふたをかえていた

だいたりということで、若干なり要望がちょっとずつ聞き入れられているのかな、最

近に関しましては、平成１９年７月に要望がされておりまして、内容につきましては

県道大橋・五百川停車場線として玉井西庵から薄黒内地内の約６６０メートルと地蔵

面から石保呂地内の約１，１００メートルの合計１，７６０メートル、改良両側歩道
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での要望として、特に改善センター前６６０メートルについては強く要望していると

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） 今、お話いただきました。そうしますと、今申し上げた路線につい

ては入っているということでよろしいでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） 両方これ一遍に要望しておりますが、西庵地内からという

ことで薄黒内までということで寺久根バス停から玉井小学校の間ということで、同じ

場所ということでご理解いただいて結構かと思います。 

   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。 

   今、要望については平成１９年４月ということでありますが、その次の質問になり

ますけれども、その後の要望活動はされ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） ２番議員さんにお答えいたします。 

   平成１９年度より要望が毎年要望活動を実施しております。災害等が発生しなけれ

ば現地のほうにも出向いていただいて、現地を見ていただいて要望のほうを実施して

きております。 

   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。 

   次の質問は、なかなかちょっと答えづらいかもしれませんが、私も原稿を書いてお

りますので、質問させてもらいます。 

   今、毎年要望されているということで、継続は力なりでこれからもお願いしたいと

思いますが、次の質問、設置時期はいつごろになるか、見通しを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんに再度お答えいたします。 

   平成２４年度からですが、県予算により歩道計画策定のための地形図測量に着手と

いうことで、毎年、その先ほど申し上げましたが、要望しておりまして、毎年その要

望に対してどういったその方策を講じたのかということで、回答もあわせていただい

ております。２４年度からは、その地形測量に着手ということ回答いただいておりま

す。２７年度回答によりますと、残念ながらその複数箇所が管内にあると、これ県道

ですから、県の管内には複数箇所があって、全体的な事業進捗等を見きわめながら事

業化へ向けた準備を進めていくとの回答でありますので、これからも早く児童・生徒

の安全を図ってもらうために強く要望を行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 引き続き、ひとつ要望方お願いを申し上げます。 

   次ですが、その今は特定の路線、２路線でありますけれども、そのほかに県道に係

る通学路の歩道設置要望路線があるかと思いますが、あるとすればその場所、設置見

通しについても伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんに再度お答えいたします。 

   村では毎年、移動建設事務所というようなものがありまして、村から住民の皆さん

から要望あったものを村がまとめて県のほうに要望するというような中身でございま

す。 

   そのほかの地区ということで、須賀川・二本松線、旧国道の大山鍛治内から馬尽地

内、歩道設置５００メートルを要望しております。平成２７年度の回答では、やはり

ほかに多数整備箇所の要望があり、早期実施が困難であり当面は現道の適正管理を十

分行っていきたいというようなちょっと残念な回答でございました。 

   そのほかに本宮・土湯温泉線、土湯温泉に行く県道でございますが、大山玉貫から

住吉地内両側歩道設置１，２００メートルを要望しております。これは住吉交差点か

ら４号線方面ドリームラインまでの間を要望しております。平成２７年度の回答では、

平成２３年度に幅広路肩整備、一部側溝、側溝が素掘りであったものを側溝を入れて

路肩を広げたということで、幅広路肩整備により１９８メートルを整備実施、今後に

ついては当面現道の適正維持管理等の回答でございます。 

   そのほかに同じ県道本宮・土湯温泉線でございますが、大山六社山から天王地内、

片側歩道３，２００メートルを要望しております。村民グラウンド前のあたりの要望

でございます。これの平成２７年度の回答では、平成２４年度に幅広路肩整備により

六社山地内１１７メートル整備を実施、今後については同要望地内の線形不良箇所、

急カーブがまだ何カ所か残っています。村民グラウンドから上っていった、大山の方

はわかるかと思うんですが、苗松山のところのカーブとあと武田行政書士さんのとこ

ろのカーブが急カーブになっているということで、そういった部分を優先的に改良を

実施していきたいというような回答がまいっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   今、るる要望内容にお聞きしました。毎年要望されているということでございます

ので、今後とも継続して要望していただいて、一部実績もあるようでございますので、

今後とも早期設置を願いまして次の最後の質問に移ります。 

   ４番です。村長就任４年目に当たっての村政課題について伺います。 

   まず、押山村長、就任されて４年目がスタートされました。これまでの事業成果、

評価を踏まえた当面の課題について伺います。 
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   まず、①でありますけれども、今までの３年経過されておりますが、これまでの村

政執行に当たりまして事業成果、それからその評価について村長に伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   就任３年ということで、村政執行の成果ということでございます。あれをやりまし

た、これをやりましたと言うのには、まだ早すぎると、あと１年ありますので、来年

の今ごろ会えないかな。６月にでもまた振り返ってということになろうと思いますが、

予定したものについては、先ほど言いましたように、繰越明許で簡単に一筋縄ではい

かないような事業につきましては、少し遅くなっておりますが、それ以外についての

みんなで支え、みんなでつくるという、それから住民に日本一近い村政ということで

役場の職員の皆様にもお願いをして事業を執行してまいりまして、満足できるという

ことではありませんが、一応予定した事業については執行できたなというふうに考え

ております。どういうことをやってきたかというのは、その都度の議会で執行成果報

告等を出しておりますので、それにかえたいというふうに考えております。 

   それから、評価につきましては、自己評価はまだ、先ほど言いましたように１年残

しての評価というのはちょっとあり得ないので、あとは村民の皆さんの評価にまちた

いというふうに考えています。 

   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。 

   次でありますけれども、当面、先ほどの質問者にも答弁された、回答された関係も

あるかもしれませんが、改めて伺います。 

   当面、大玉村にとって重要な課題は何か、改めて具体的にお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   当面、大玉村にとって重要なことというのは、村長としてはもう全ての事業です、

重要でないものは村政にはあり得ませんので、ただ最重要で、すぐ今喫緊のものとい

うふうに考えますと、やはり少子高齢化について、高齢化は本当にどんどん進んでお

りますし、幸い大玉村は少子化、１４歳以下の幼小人口は実質去年９人ふえまして、

福島県で実質の数で一番ふえたということで、１４％を超しておりますので、県北で

も一番子どもの数が多い村と、自治体というふうになりますし、高齢者のほうは

２５．３％、これも福島県県北でも一番高齢率の低いものですし、福島県全体を見て

もかなり低い部類に入っているということで、転入者が多いということで、若い村を

今維持できていますが、それに伴って待機児童の問題等もございますので、その辺に

ついては今回の補正予算にも上げていただきましたし、後の質問に影響しますから余

り細かく説明しませんが、重点的に取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。 

   それから、あと財政の健全化を念頭に維持しつつ事業執行をやっていくということ
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が一つの課題というか方向づけです。幸いにも平成２７年度の財政状況を見ていただ

くとおわかりになると思いますが、数値的にも健全な財政運営をさせていただいてい

るんで、当面は大玉村の財政は心配ないという数値的なものでございますが、これを

緩めますと、また小さい規模の予算だからこそ少し無理をするとすぐに数値が悪くな

りますので、健全化を維持するように念頭に事業を進めていきたい。 

   先ほど言い忘れましたが、３つの小水力と株式会社とそれからもう一つは土地利用

関係で１，０００万というお話でしたが、実際使っているのは３００万程度というこ

とで、７００万程度については、そのまま使わないで別な方法で事業を検討を進める

というふうに、財源の確保と少子高齢化対策と、それから大玉村の最大の資源である

地域資源の再生可能エネルギー、この３つを課題として進んで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） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   再度、くどいようなお話になって恐縮ですが、今、少子高齢化の中で、子どもの数

が１４％を超える、なっていると、これは村にとっても誇りの村だと思います。それ

がゆえに、先ほど村長も今お話ありましたけれども、待機児童解消の話なんですけれ

ども、これ新聞で４月１日で６月２９日の新聞では御承知のように県内で５９市町村

のうちに１３市町村の中で全体、福島県で４６２人が待機児童だと、そのうちに大玉

村の待機児童は１８人というふうに入ってございました。５９市町村で１３の市町村

に大玉村が入るということは、これはちょっといかがなものかな。 

   あと９月３日の新聞でも、これは待機児童ではなくて潜在待機児童ということで掲

載されておりました。これ大玉村は１８人のほかに潜在待機児童１３人ということで

なってございます。今、６月議会でも申し上げましたが、子育て支援を重点施策とし

て取り組んできた我が村にとっては、この数字を見る限りは非常に残念なことだなと

いうふうに私は考えております。本村は県内に先駆けて１８歳までの医療費無料化な

ど積極的に行ってきまして、先ほどありましたような子どもが多い数、１４％を超え

るという数になってきました。 

   それらの一翼を担ってきた子育て支援であります。先ほどの待機児童の関係、それ

から前の質問にありましたけれども、幼稚園の３年保育が、これ１年延びるというよ

うなちょっとお話であれば、なおさら今後に大きな本村の子育て支援に影響する心配

がしておるところでございます。今まで積み上げてきたこの村の子育て支援、これを

とめてはならないと思います。後退させてはならないと思います。 

   今、村長のほうから今回の補正で待機児童の解消については、予算計上されており

ますけれども、改めてこの早期解消に向けてしっかりと取り組んでいただくことを改

めて村長の答弁をいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 
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   これは子どもが多いということもありますが、就労する方がふえてきている、社会

現象なんですね、ですから待機児童が出たからすぐ、じゃ、全部受け入れますとなる

と、これはゼロ歳児の場合には３人に１人の保育士ということのそういう縛りがあり

ます。１歳児の場合には何人に１人、５人に１人とか、その縛りを守って、きちっと

やっぱり公営ですので、守っていきますと、やっぱりどうしても保育士が足りないと

いうことです。ですから、これは大玉に限ったことではなくて、保育士不足というの

は全国的な問題でございます。一生懸命、保育所の先生方も我々も保育士をどうして

確保するかということをやっているわけですので、その上でどうしても保育士が足り

ないと。 

   それから、あと新規採用の人たちは都会のほうに、関東方面のほうで非常に給料が

いいものですから、それを卒業間際に提示されて都会のほうの関東方面にどんどん出

ていってしまうということで、地元に残らないというふうな介護保険と同じような問

題が今出ておりますので、これは保育士の確保というのは非常に難しい、一気にじゃ、

解決するのは簡単で、保育士が確保できればいいわけですが、そう簡単に集まるとい

う問題でもなくて、最大限の努力をしながらこれをやっていくと。 

   平成２８年度は大幅に待遇をよくしました。ですから、やめようとした人が残った

り、新たに来たりしておりますが、産休で休んでいる方も若い人がいるんで、４人、

５人。その方も産休明けには復帰してくれるという約束をしていただいたりというこ

とで、待遇改善、少しはいいのかなというふうに考えております。 

   それから、数字の問題はまとめ、４月１日に定数何人ですよと決めて、そこに申し

込んだ人で、例えば１００人なら１００人の申し込みで、あとは定数外だからだめで

すよというと待機児童はゼロになります。そういう方法もあるんですよ。大玉村はき

っちりと……（不規則発言あり） 

○議長（遠藤義夫） 通告に沿って答弁お願いします。 

○村長（押山利一） 質問に沿って答弁していましたので、そもそも、もともとの通告を

ただ、あと二、三分で。（不規則発言あり）よろしいですか。幼稚園の３年保育がす

ごく待機児童の解消というふうにはなりませんので、３歳児が全員行っても５人しか

今待機児童は減っておりませんので、あくまでも幼稚園は幼児教育の充実ということ

ですので、保育所のほうは保育所としてきっちりと対応しなきゃいけないなというふ

うに考えています。 

   議員の皆さんもぜひ保育士の募集にご協力をお願い申し上げておきたいというふう

に考えております。村を挙げて保育士を集めないとどうにもならないと。施設関係に

ついては行政として対応していきたいなというふうに考えています。これからも努力

してまいりたいと考えています。 

   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した。 

   以上で質問を終わります。 
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○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。 

◇          ◇          ◇ 

○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、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） 異議なしと認めます。よって、会議時間を延長することにいたしま

す。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後３時５０分とい

たします。 

（午後３時３３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後３時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ６番武田悦子君より通告ありました「保育所待機児童の解消と幼稚

園３年保育、放課後児童クラブ運営の改善について」ほか２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３件について、一般質問を行います。 

   最初の質問は、保育所待機児童の解消と幼稚園３年保育、放課後児童クラブ運営改

善についてです。 

   待機の解消や３年保育の実現については、何回も質問をしてまいりました。子育て

支援の充実で人口増加対策を進めてきた大玉村ですから、子育て支援には特に力を入

れてきましたし、保育士の確保には特段の配慮をしたことは理解をしているところで

す。しかしながら、待機児童が出ている現実があります。 

   ６月の福島県議会一般質問で、日本共産党の宮本議員が待機児童について質問をし

ました。県の答弁では、４月１日の時点で大玉村には１８人の待機児童があると答え

ています。今回の行政報告では、３８人の待機児童との報告がありました。状況はま

すます深刻になってきていると思います。 

   まず、この待機児童３８人の年齢別状況を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   ８月末現在での待機児童、先ほどお話ありましたように３８名ということで、内訳

ですが、ゼロ歳児２２名、１歳児３名、２歳児７名、３歳児６名となっております。 

   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。 
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   ゼロ歳児の待機が２２名という状況は、保育士の確保にますます課題が出てくるな

というふうに思うところでありますが、大玉村保育所に入ることができないこのよう

な状況の中で、大玉村以外の保育所に入所している子どもの数、これはどのぐらいに

なっ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いたします。 

   現在、村で把握している入所状況になりますけれども、二本松市の保育施設に１名、

ゼロ歳児になります。それから、本宮市の保育施設にゼロ歳児１名、１歳児１名、

２歳児３名、５歳児１名となっております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   現在、全国的に待機児童が出ているのは、保育所の数が足りないこと、保育士の確

保が難しいことが原因と言われております。保育士の待遇改善が進まないことが保育

士確保の難しさに拍車をかけている、このような状況があるのではないかと思います。 

   さらに大玉村ではここ数年、保育所への入所希望者がふえており、施設をふやして

も対応し切れないという状況もあります。転入者の増加で子どもがふえているのは大

変うれしいことではありますが、それ以外に、大玉村には特徴的な要因、何か考えら

れますか、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） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   大玉村の保育所、ご存じのように待機児童が発生している原因につきましては、転

入者、あるいは２７年につきましては、出生する子どもの数もふえている。あわせて、

保護者が勤めに出たいというような方もふえているというような、そういった要因の

中で待機児童がふえている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。 

   それらさまざまな要因が相まって待機児童という形になっていると思いますが、先

ほども述べました。この間、大玉村では保育士確保に特段の配慮を重ねてきましたが、

現在、保育士の数は充足しているのでしょうか。また、足りていないとすれば、今後

の確保の見通しや確保するためにどのような努力をしていく考えなのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 再度お答えをいたします。 

   現在、業務委託として保育士につきましては３２名ということで、産休取得中の保

育士も４名おります。今後につきましては、引き続き業務委託の保育士さん募集とい

うようなことで、ハローワークあるいはホームページ等でも行っているところですが、

当初１５０名の定員で入所を承諾しておりますが、それらについては極力入所できる

ような状況で進めておりますので、当初の入所予定者については予定どおり入所でき

るというふうに思っております。 
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   また、今後につきましても、１０月をめどにゼロ歳児、現在６カ月以上のゼロ歳児

を預かっておりますが、１歳を経過した児童につきましては、年度途中で保護者の皆

さん、あるいは子どもに負担もかかるかなというふうには考えておりますけれども、

進級、クラスがえを行った中で新たなゼロ歳児の入所者を受け入れていきたいという

ふうな考え方でおります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 保育士確保の努力というのもお聞きしたはずですが。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 再度お答えをいたします。 

   保育士確保につきましては、それぞれ現在勤めておられる保育士の皆さんに、友人

等の保育士で大玉村の保育所で勤務してくれる方がいないかどうかというようなこと

でお願いもしておりますし、あるいは保育所の所長につきましても、敬老会の席上で

敬老会に来られた皆さんにも保育士で勤務できるような方がいないかというふうな話

もしております。 

   あわせて、議員の皆さんにもご協力いただければということでお話をしているとこ

ろですが、なかなかハローワーク等だけでは確保ができないということもございます

ので、それぞれ個人の人脈等を通じて保育士の確保をしていきたいというふうな、そ

ういった部分についても努力をして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。 

   それぞれにさまざまな形で努力をしていただいているということを理解しておりま

すが、保育士がいないことには預かれないという状況もありますので、今後も特段の

努力をお願いするところです。 

   私はこの間、保育所待機児童解消のためや子育て支援のより一層の充実のために、

幼稚園の３年保育の実現を求めてきました。今年度は３年保育に向けた検討会が行わ

れ、８月に行われる検討会で方向性を決めるというお話でございました。午前中、そ

れから午後からの答弁では、教育委員会としては３０年度から３年保育を行いたい。

村長はそこまではまだ決定していないというようなお話でございましたが、この決定

は正式にはいつ行われるのか。 

   村民の方から、幼稚園の３年保育は２９年から始まるんですかと、このようなお話、

何人かからございます。３年保育に対する期待、村民の皆さん、大変大きいものがあ

ります。 

   まして、間もなく幼稚園、保育所の申し込みの時期になるという時期にもなってき

ておりますので、早急に結論を出していただいて、村民の皆さんにしっかりと知らせ

ていただくということが、今、必要なのではないかというふうに思っております。 

   決定の時期はいつになるのか、そして、それをどのような形で皆さんにお知らせを

するのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今回の補正予算に幼稚園の園舎を増設する場合の基本設計を上げさせていただいて

います。教育長が答弁したように、平成２９年度に玉井幼稚園の３歳児用の園舎を建

設する予算を当初予算に計上したいというふうに考えておりますので、３年保育に向

けての準備は施設面では進むと。 

   それから、大山の幼稚園については、２クラスではなくて１クラスというのが数年

続きます。ですから、３クラスしかありませんので、１クラスが空き教室になります

から、その間は子どもを預かることができる。ですから、玉井幼稚園と大山幼稚園は

年度をずらして増築が可能だと。一遍に２つの幼稚園を増築しなくても済むというこ

とですので、財政的な面で分けることができるということです。 

   あとは、いつからやるかということになりますので、保育所の関係の予算と幼稚園

の関係の予算を今回、補正予算に計上しておりますので、それを議決をいただいて、

それから議会後に速やかに総合教育会議を開催をしていただいて、これ、幼稚園の運

営は教育委員会のほうで実施しますので、先ほど言いましたように行政のほうで無理

無理ここでやれよということではなくて、やはり十分に検討した結果を尊重しなけれ

ばならないということもありますので、教育総合会議については部長たちも全部出ま

すし、教育委員等も出てどうするかという協議になりますので、そこで決定をしたい

というふうに考えていますので、９月中に開催をお願いできますか。 

（「はい」という声あり） 

○村長（押山利一） 内部の話で申しわけないのですが、これは私が招集するんですが、

教育委員会のほうが主の会議になりますので、９月中に総合教育会議を開いて最終決

定を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。 

   来年度から幼稚園の３年保育が実現できる見通しが遠くなったというのは大変残念

ではありますが、しっかりとした３年保育を進めていく上で、それぞれの立場でそれ

ぞれに検討を重ねていっていただいた上で、３年保育、３０年度からになると思われ

るのかなというふうには思いますが、進めていっていただきたいというふうに思いま

す。 

   さらに、今年度から保育所の保育スペースを確保するという目的で、包括支援セン

ターの一部を保育室として活用するということになっておりました。今現在、どのぐ

らいの利用頻度で使わ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。 

   包括支援センターの一部を改修して遊戯室的な利用方法ということで、現在利用を

しているところですが、各曜日ごとに利用クラスを決めまして、午前中１時間から

２時間程度の室内運動場として利用しておるところでございますが、月曜日と金曜日
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が３歳児、それから火曜日が２歳児、水曜日が１歳児、木曜日がゼロ歳児ということ

で、夏の期間については水遊びとかほかの行事等を優先させているということもあっ

て、週に２回程度の利用となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） あまり利用頻度が多くないのかなというふうに思っているところで

すが、また今回の補正予算に保育所の増設工事、村立外保育施設通所児童保育料軽減

対策交付金、在宅子育て応援交付金というふうなものが計上されております。 

   それぞれにそれぞれの保護者に向けての交付金というふうに理解をしておりますが、

特に保育所の増設工事。これについてはどのようなものを行うのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） お答えをいたします。 

   地域包括支援センター、２７年度にトイレの一部改修を行ったところですが、包括

支援センターについてゼロ歳児を対象とした改築を今回の補正予算で提案させていた

だいております。 

   これにつきましては、待機児童が一番多いゼロ歳児、これをゼロ歳児のみの収容施

設を増築したいということで計画をしておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 包括支援センターをゼロ歳児の保育室として使うというお話ですが、

先ほども部長からもありましたように、トイレの改修も行われました。かなりそれに

もお金がかかっているのかなというふうにも思いますが、待機児童解消のためにはゼ

ロ歳児のスペースがどうしても必要だと、よくわかります。しかし、このゼロ歳児の

スペースをつくることで待機児童の解消、もちろん保育士の確保の見通しがあって待

機児童の解消ができるというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○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。 

   確かに包括支援センター、３歳児のということで一部改造しましたが、やはりゼロ

歳児のスペース、今の部分では預かるのが難しいということで、保育所の上のあたり

に増築できないかとかとも考えました。これもまた何千万かかるかわからないという

ことで、財政的な問題もありますので、離れるということで若干不便な面はあります

が、ゼロ歳児のスペースをちょっと離れますけれども包括支援センターに、今のゼロ

歳児のところはそのままゼロ歳児を預かって、新たにゼロ歳児を預かるスペースを確

保したいと。 

   ゼロ歳児の場合は離乳食とミルクですので、それほどキッチンを大規模に改造しな

くても済むだろうと。それから、食べるものを運ぶ必要もないだろうということで、

いろいろ検討の結果、財政的な面も考えて、あそこを改築しようということです。 

   それから、あと、平成２９年度で保育士の正職員を複数名採用すべく、今、試験の

準備を進めているところでございます。大変人件費がまた伸びるわけですが、これは
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どうしても確保しなければならないということもありますので、そういう形で。 

   それから、あと、職員の補助員の中には通信教育で保育士の資格を取りたいという

意欲を持っている方もおられるようですので、そういう方に対する資格の補助もあわ

せて検討しながら、各方面から保育士の確保に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

   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。 

   保育士の正職員を採用していただけると、大変ありがたいことだと思います。ただ、

総体的に数が変わらないのでは何もならないことでもありますので、そこはしっかり

と、もちろん私どもも情報があれば必ず伝えていきたいというふうにも思いますが、

その辺もしっかりと踏まえて、保育士の確保に努力をしていただきたいというふうに

思います。 

   さらには、子どもたちがふえているのは保育所ばかりではなく、放課後児童クラブ

も大変な子どもの数になっています。総合福祉センターさくらで行われているこの事

業ですが、さくらの限られたスペースでは対応できなくなっているのではないでしょ

うか。 

   厚生労働省が定めている定員は４０人が望ましい、おおむね７０人ぐらいと言われ

ています。大玉村の児童クラブでは全体を分けて管理していると聞いていますが、そ

れぞれの利用者数、定員はどのようになっているのでしょうか。書類上、管理上は定

員を分けているので問題はないと考えているのでしょうか。 

   これまで児童クラブでは、幸いなことに大きな事故等の話を聞きませんが、これか

らもそうだという保証はありません。幾ら子どもたちを見守る指導員の数をふやして

も、子どもたちの数が多くなれば必ず死角が生まれますし、事故のリスクも高まりま

す。規模を小さくしたから事故が起きない保証はありませんが、事故のリスクは少な

くなります。 

   子どもたち一人一人に目が届く児童クラブの運営や、施設の増設が望ましいと思い

ますが、それらについての考えを伺います。 

○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。 

   現在、放課後児童クラブでは１７１名の児童が利用しておるところでございます。

年齢ごとというか年数ごとで言いますと、１年生が５８名、２年生が４１名、３年生

が３４名、４年生が２５名、５年生７名、６年生が６名ということで、通常の保育に

つきましては１５１名、それから短期休み中、長期休み中等の利用が２０名というこ

とになっております。 

   先ほども議員さんのほうからお話がありました適正な規模ということからすれば、

確かに１７１名ということで大きな規模になっておるわけですが、学年ごとにクラス

分けをしながら現在行っているというような状況でございます。 
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   当然、検討しなくてはならないということになるわけですけれども、これらにつき

ましては屋内運動場、現在、遊び場として利用しておりますけれども、屋内運動場の

一部改築であるとか、また、小学校の空きスペース。そういったものの、これは当然、

教育委員会との協議等も必要になるわけですけれども、有効活用も視野に入れて検討

しなくてはならないというふうに考えております。 

   また、来年度の募集につきましても、９月の広報紙等で募集を行いますので、それ

らの状況も踏まえた中で再度検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 来年度の募集がそろそろ始まるというお話でしたが、多くなるとも

少なくはならないのではないかというふうに思われる事業ですので、しっかりとした

安全対策、運営、施設も含めて、それを進めていっていただきたいと思います。 

   このそれぞれの事業、予算の確保の見通しができないと何もできない。こういう現

実があるのもしっかりと理解しているつもりですが、子育て支援の村づくり。これは

村長が掲げてきた村づくりの公約です。 

   国も、保育所や学童保育などを含めて待機児童解消に取り組んでいくと言っていま

す。女性の社会進出を応援するとも言っています。しかし、現実はどうでしょうか。

子どもを安心して預けることができなければ、女性の社会進出は難しいのではないで

しょうか。 

   村長へ伺います。 

   大玉村は子育て支援の村。これからもその政策を進めていく。改めてその考えをお

示しください。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんに再度お答えいたします。 

   これは先ほど言いました少子高齢化が村の重要課題であると。それから、村づくり

の基本は、人は活力の源ということで、人口増、定住化政策を進めておりますので、

当然にそのように考えております。 

   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。 

   しっかりと進めていっていただきたいと思います。 

   次に、公共施設の改修等の必要性と計画について伺います。 

   まず、大山公民館ですが、東日本大震災後、改修等は行われたのでしょうか。耐震

診断も受けていないように記憶しておりますが、今後どのようにしていく考えなのか

伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ６番議員さんにお答えいたします。 

   大山公民館の点検状況でありますけれども、これにつきましては法令に基づくもの、

建築基準法に基づく建築物定期調査のため、定期点検３年に１度実施してまいりまし
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た。さらに、消防法に基づく定期点検、これは毎年実施しております。 

   なお、この３年に１度の定期調査のための定期点検、これは今回の法令改正により

まして２８年度から定期報告の対象外となったところでございます。 

   お尋ねの東日本大震災以来、大規模な改修等については行われたかというふうなと

ころでありますが、これにつきましてはその都度、破損あるいは改修の必要のあると

ころ、これについて予算措置をしながら実施をしてきたところでございます。 

   大山公民館につきましては、昭和５５年４月の開館以来３６年という年月が経過し

ておりまして、大分傷みが目立つところもございますけれども、このような形で法令

に基づくもの、あるいは職員による随時の点検というふうなところを行っているとこ

ろでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） その都度、さまざまな改修が行われてきたというお話でございまし

たが、大山公民館大広間の畳がえの予算、今回の補正で計上されております。やっと

畳がえができるのかというふうに思っているところです。 

   大山公民館は、それ以外にも調理室など使いづらい箇所がたくさんあるように記憶

しております。また、包括支援センターで開催されていたさくらカフェは、今年度か

ら大山公民館へ移りました。 

   保育所のスペース確保の問題などから仕方のないことではありますが、大山公民館

の２階では部屋が狭く、遊びの場所を確保するのが難しいこと、また、階段を上る、

このことなどもあって利用者が減っていると聞いています。 

   こうした点からも、改めて大規模な改修の考えはないのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） 大山公民館の改修の計画というふうなお尋ねでございますけれ

ども、村の施策の基本であります第４次村総合振興計画後期基本計画、それから、そ

れに則して定めます総合教育計画後期計画、これらにおいて大山地区の生涯学習ある

いは地域コミュニティの拠点となるための施設について、検討を進めるというふうに

位置づけてございます。 

   したがいまして、これらに基づ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。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   検討を重ねるだけではなく、現実にどのように進めていくのかということも考えて

いただきたいというふうに思います。 

   さらには、村民プールなども同様ではないかと思います。施設の建設時は、そのと

きのニーズをもとにつくるわけですから、その後、長く使用していくうちには利用状

況にも大きな変化が生まれてきます。これは当たり前のことです。 

   そこで、新しいニーズに応じて施設の改修も進めていくことが必要ではないかと思
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います。例えば村民プールの例では、村民の皆さんを想定してつくられた村民プール

ではありますが、現在は村外からの利用もふえていますし、村外からの子どもたちの

利用もふえています。現在の村民プールのトイレで現在のニーズに対応し切れている

のかどうか。 

   このような施設は、ほかのところでも考えられているのではないでしょうか。利用

者のニーズを把握する取り組み、これは進められているのでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   村民プールに関するお尋ねでございます。村民プールに関しましては、平成元年

４月の開館以来、村民の方々の健康維持あるいは体力づくりのためということで、村

内、それから村外の皆様に多くご利用いただいてございます。 

   年数経過をしておりますが、それぞれの役割といいますか、その際のニーズ。当初

は水泳をされる方が主ということでありましたけれども、その後、水中運動ですとか、

それから水中ウォーク、そういったニーズの高まりを受けまして、利用者の要望に応

じて歩く方専用のコースあるいは泳ぐ方専用のコースというふうなものを随時設ける

など、要望に応じた改善を図ってきたところでございます。 

   現在そしてこれからも、利用者からの要望につきましては実際に担当いたします職

員、これと、それから情報を共有するため、常にミーティング等を開催いたしまして、

ご利用いただく皆さん全体のバランスを考えながら利用状況の改善を図ってまいりた

いというふうに考えてございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   大玉村には大山公民館、村民プールだけではなくて、さまざまな施設があります。

建設から随分たっているところもあります。壊れたから直すでは、必要なときに間に

合わないところも出てきています。利用者が使いづらいというようなところも出てき

ております。 

   定期的な点検、そして改修に向けた計画を立てること。これが必要ではないかと思

いますが、いかがでしょうか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   ご指摘のように、壊れたからそれから予算を取って直しますというふうなところで

は、利用者のニーズですとか、あるいは安全、そういったものに即応できないという

観点もございます。 

   財政的な側面もございますので、計画に沿った形で所要の改修等が行われるような

ことに努力してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   最後の質問になります。 
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   マチュピチュ村との友好都市締結と、これからについて伺います。 

   昨年１０月、マチュピチュ村との友好都市協定が締結されました。これは、大玉村

出身の野内与吉氏が移民としてペルーに渡り、その後、マチュピチュ村の発展に大き

く貢献した功績と、その与吉の功績を大きく評価しているマチュピチュ村の思いがあ

ったからこそだと思っております。 

   そして、私たち大玉村民としてできること、それは、まず野内与吉という偉大な人

物のことを知ることだというふうに思っておりますが、村長はどのように考えていら

っしゃいますか。 

○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。 

   野内与吉氏の歴史、活動というのは非常に偉大なものが本当にあります。大玉村に

彼が残した大きな財産、遺産だというふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この８月には、ガルシア村長を初め、議会関係者など９名が大玉村

を訪れ、夏祭りに参加をしてくださるなど、村民との交流も行われました。夏祭りの

会場で、友好協定の詳細な部分について改めて交流活動指針の調印が行われました。 

   教育部門、農業部門、観光と経済部門に分かれ、さらに細かく活動の内容が記され

ています。もちろん、今すぐにできることではないのはわかっていますが、今後どの

ような形で進めていくのか伺います。 

   また、国際交流ですので、日本での考え方とマチュピチュ村との考え方、受けとめ

方は違うことがたくさんあるのではないかと思います。そのことも考えれば、よりし

っかりとした取り組みが求められるのではないかと思います。 

   これらも含め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） 再度お答えをいたします。 

   ２番と３番と同じ形になりますが、世界で一生の間に一度は行きたい、１位になっ

ているのがマチュピチュ村。日本人が行きたい世界遺産の１位もマチュピチュ村。世

界的に有名なマチュピチュ遺跡と大玉村が友好都市を結んだということで、はかり知

れない大玉村の得たものがございます。 

   マチュピチュ、ペルー自体はまだ開発国ということで、財政的にも大変な状況とい

うのがございますが、これから長くおつき合いをしていくためには、それぞれ我々が

訪問し、そして今度、マチュピチュ村の皆さんが大玉村を訪問していただいた。友好

都市はやはり相互交流から始まりますので、両訪問ができたということで、マチュピ

チュの皆さんにも大玉村を、短期間でありますので十分に理解したとは言えないかも

しれませんが、とりあえずどういう場所だということがわかりましたので、これから

本格的に交流をしていきたい。 

   これは１０年、２０年というふうに交流が続くようにしっかりと計画をしていきた
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いと、踏まえていきたいというふうに考えています。 

   農業の面では、県のほうでも農業センターを視察していただいて、農業研修生をマ

チュピチュ村が出したいという場合には、県費の農業研修生を受け入れますよと。そ

れから、村でも例えば村に研修に来ていただいて、農業体験とかいろんな体験、それ

から研修をしていただくことも可能だろうというふうに考えております。 

   ただ、地理的なもの、天候的なものがありますので、米作、米などの研修をしても

余り意味がございませんので、その辺については十分にミスマッチにならないように

詰めなければいけないというふうに感じていますが、教育面では知事のほうでは福大

の県費留学生、希望があれば福大に受け入れることができるよということを言ってお

られますので、そういうことも可能かなというふうに考えております。 

   それから、教育という人的な面では、日本人の観光客がものすごく多いということ

ですので、日本語がしゃべれる人が多くいればそれだけいいだろうということで、Ｊ

ＩＣＡのほうにもお願いをしています。もし希望があれば、青年協力隊で日本語の教

師を派遣するとか、マチュピチュ村で日本語を勉強していただくとかということも、

すぐにというわけにはいかないと思いますが、可能かなというふうに考えております。 

   それから、観光面については、こちらから研修をするというよりは、大玉に来てい

ただいた方に民芸品を見ていただいたり買っていただいたり、それからキヌアのもの

も大変、マスコミが先行して取り上げて大変話題になっていますが、まだまだそのレ

ベルには達しておりませんが、ちょっと時間がかかると思いますが、そういうものも

可能かなというふうにも考えております。 

   とりあえず急いで、これだこれだということではなくて、十分じっくりと、先ほど

言いましたように風土も歴史も国民性も違いますので、その辺を十分踏まえながら交

流計画を進めてまいりたい。 

   ただ、彼らのほうのニーズが、消防訓練を見ていただいて、えらく感動して、指導

者を派遣してくれないかとすぐにでもというようなお話もあったり、それから小型ポ

ンプ、中古車を送りたいというふうに考えましたが、物を送った場合には部品１個壊

れれば使えなくなってしまうので、できればふるさと納税なんかを利用して同じよう

なものをペルーで買って、ペルーにあるものがあれば買って、友好のしるしとして差

し上げたいというふうにも考えています。 

   それから、あそこは本当に車がないんです。４ＷＤを贈ろうということで、日産自

動車の大山のところのあそこから車１台エクストレイルをいただいたんですが、

１０年、もう中古ですが、ペルーは５年以上の古い中古車は輸入禁止だということで、

残念ながら１００万相当の車を日産にお返しせざるを得なかったというような事情も

ありますので、これについてもできればペルー国内で中古車を買って贈れればいいか

なと。 

   物を贈るということについては、我々がいただいたマチュピチュとの交流というも

のと比べると、本当に友好のしるしとしてはささやかなものになりますが、余り物と

いうことはその辺にして、あとは人の交流をしていきたいというふうに考えておりま
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す。ゆっくりとじっくりと考えながら進めていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 時間をかけてしっかりと進めていっていただきたいと思いますが、

このマチュピチュ村との交流は、大玉村ばかりではなく、この地域全体に大きな効果

をもたらしているという状況があるのではないでしょうか。 

   ８月に行われた野内与吉と古代アンデス文明展へは２，９００人を超える来場者が

ありました。また、ふるさとホールで行われた企画展へも３００人を超える方が足を

運んでくださっています。 

   それだけマチュピチュへの関心が高い、このあらわれだと思いますが、先ほど村長

も民芸品を買っていただくような交流を進めたいというお話もありましたが、それを

どこの場所で売るのか。野内与吉氏の功績、さらにはマチュピチュについての展示の

ないところでは、そういうものを置いても余り意味がないのかなというふうにも思い

ます。 

   直売所の建設にかかわる会議の中では、新しい直売所の中にマチュピチュの展示の

コーナーを設けると、そういうお話もあったように記憶しております。歴史の中でつ

くられたマチュピチュ村との交流ですので、ふるさとホール、企画展が行われており

ましたが、ふるさとホールへの常設展、これらも考えられると思います。 

   大玉村へマチュピチュや野内与吉氏のことを求めて来てくださる方、たくさんふえ

ていると聞いております。常時展示するスペース、常時見ていただくスペースが必要

だと思いますが、これらについてはどのように考えておられるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   大変本当にマチュピチュ村が地域に対するそういう貢献、大きいものがあると思い

ます。マチュピチュから来られたうちの５人分を福島県が全額持っていただいたとい

うことは、福島県全市町村がどこかの国と友好都市は当然結んでいます。そのときに

そちらから来る方は、もういっぱいいるわけですが、大玉村のマチュピチュ村の訪問

団にのみそういう助成を出していただいたということの重みも、我々も感じておりま

すし、これだけインパクトが強いということは、福島県の元気を国内外に発信をした

と。 

   ブラジルに住んでいる大玉出身の方から大玉の方に手紙が来て、マチュピチュのこ

とを非常にブラジルの日系人の中でも誉れとして、地元の大玉村、出身地の大玉村と

結んだということで、非常に名誉なことだというような手紙が村民にも届いていると

いうようなこともお聞きしておりますので、大変、大玉のみならず福島県にとっても、

非常にこれは明るいニュースを国内外に発信ができたというふうに考えております。 

   文明展も村の国内外交流協会が中心となって進めていただいて、大変ご苦労さまで

した。どこに展示するかという面に関しては、今これから直売所にはわずかなスペー

スがありますが、今の古い直売所の一部を展示に使えないかということも検討しなけ
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ればいけないなというふうには、内部では考えております。ただ、限られたスペース

ですので、どの程度展示できるか、これからの検討になります。 

   それから、ふるさとホールについては教育委員会ですが、１階部分にはもう全然ス

ペースがございません。図書室が狭くてどうするかという状況ですので、２階部分に

展示をするということになりますと、なかなか現実的には難しいということですので、

分散で資料を展示する。ふるさとホールにも幾らか、直売所のほうにも幾らかという

ような形で分散せざるを得ないのかなというふうに、今現在は考えているところでご

ざいます。 

   いずれにしても、これを大玉に興味を持って来たときに、マチュピチュの資料がど

こに行っても見られないということでも困りますので、その辺は設置については十分

検討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） １カ所で展示ということではなく、やっぱり分散して何カ所にもあ

ったほうが、来ていただいた方にもそれだけ回っていただくということもできるので、

ぜひ直売所もふるさとホールも、あともっと何か別のスペースがあればということも

考えていただきながら、展示のスペースを村の施設でぜひつくっていただきたいとい

うふうに思います。 

   このマチュピチュとの交流という、これは本当に大玉村だけではなく地域全体、先

ほど村長のほうからもありましたが、福島県としての交流の意味も大変大きかったの

ではないかと思います。 

   そういう点からも、大玉村だけではなく地域全体、民間の力も借りるなどをして、

今後の交流の土台をつくるべきだと思いますが、村長のお考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   これは大玉村のみではなくて、これに興味を持って参加していただける民間の企業

等、民間の団体等があれば、当然タイアップしながら進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） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   最後になりますが、この４月に発足いたしました国内外交流協会。この間、夏祭り

への協力や二本松で行われた展示会などへ協力をしてまいりました。この国内外交流

協会ですが、マチュピチュとの交流を進めていく上で、この協会はどのようなかかわ

り方をしていけばいいというふうに村長は考えておられますか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   この交流協会については、国内外交流推進会議という村でつくった諮問機関を独立
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をして、交流協会というふうにしていただいたということがあります。そのときに説

明申し上げたのは、国際交流、それから国内交流ということです。国際交流の中には

マチュピチュ村との交流、それから台湾との交流。来年、台湾の中学校と姉妹校を結

ぶ予定でおりますので、その関係で来年２月には台湾の大竹国民中学から３０名ほど

子どもたちが２泊３日ぐらい大玉に滞在するという話ですので、それを受け入れるこ

ともあります。 

   それからあと、国内としては災害協定を結んでいる美浦村、それから茨城町、北塩

原村、小国町と結んでおります。それからあと、帰還が決まれば富岡町と何らかの形

で協定を結びたいというふうに考えておりますので、そういう国内の交流。 

   それから、大玉村内に今、外国人がいっぱい来ています。ミャンマーとか、それか

らベトナムは本宮ですかね。働きに来たり研修に来たりして、それから定住している

方もおられますので、そういう村内に住んでいる外国人の方との交流、村民との交流

の橋渡しをしていただくということも大きなお願いかなと思っています。 

   友好都市については行政対行政のお話ですので、これについては行政の専権事項に

なりますが、国内交流協会についてはそれのソフト面とか交流のお手伝いをいただい

たり、提言をいただいたりという形で、行政と密接に交流の実が上がるように協力を

いただくというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 国内外交流協会ですので、村長がおっしゃったようにマチュピチュ

だけではなく台湾、そして国内の自治体、さまざまなところとの交流がこれから続い

ていくわけでありますが、もちろん協会だけで何かができるというわけではありませ

んし、今後どのように進んでいくのがいいのかというのは協会としても模索をしてい

るという状況にあると思います。 

   この国内外交流協会といっても、村が深くかかわってつくられた協会です。村の国

内外交流の考え方を協会がどう受けとめるのか、また、事業にどのように取り組んで

いくのか。村と協会の関係もわかりやすいものにしていくべきと思いますが、この点

について改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   協会ができてすぐマチュピチュ村の来村というのがありましたので、どうしてもあ

の協会自体がマチュピチュ村との交流に力が入って深くかかわっていただきました。

大変ありがたいと思っています。 

   全てがマチュピチュと結びつくわけではなく、先ほど言ったように広範囲に協会と

してやっていただくようになるので、前にもちょっとお願いしましたが、協会が全て

国内、それからあと村内、国際というふうに全てかかわっていくのは難しいのかなと

思っているので、これは協会にお任せしますが、国内交流の班とか国際交流の班とか、

村内交流の班とか、全員が国際交流にかかわった、全員がどこにかかわるということ
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でなく、そういうふうに主力を分けるという方法もあるのかなと。 

   ただ、分けてバラバラになったんでは、これ元も子もありませんから、とりあえず

分会という形で全体会の中にそういうものが入ってくるという方法も一つの方法かな

というふうには考えております。 

   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。 

   いずれにせよ、風通しのよい関係をつくって、それぞれの事業を進めていっていた

だきたいというふうに思うところであります。 

   国内外を問わず、いろいろなところと交流を進めていくことは、行政のある一種の

目的だけではなく、村民が主人公として交流を進めていくことこそ重要だと思ってお

ります。 

   これからもしっかりとした交流を進めていくことを期待をして、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６番武田悦子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４時５５分といたします。 

（午後４時４３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後４時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ３番本多保夫君より通告ありました「生活道路及び林道の維持管理

について」ほか２件の質問を許します。３番。 

○３番（本多保夫） ３番本多保夫です。さきに通告いたしました３件につきまして、議

長の許可を得ましたので質問させていただきますが、先にこのたびの夏祭りの場にお

いて、マチュピチュ村との友好都市交流活動指針、締結ご苦労さまでございました。 

   大玉村の基盤産業、観光産業がどのように発展していくのか、非常に期待するとこ

ろであり、また、心配されるところでもありますが、行政にかかわる皆さんに大いに

期待をするとともに、また、８月２日の大雨、台風７号、９号、１０号と、村長を初

めとした職員による夜を徹しての災害防止のための待機活動、大変ご苦労さまでござ

いました。その活動に敬意を表しながら質問に入っていきたいと思います。 

   まず１番としまして、生活道路及び林道の維持管理についてお伺いしたいと思いま

す。 

   生活道路、つまりこれは村道を意味しているわけでございますが、この維持管理は

建設課が担当に当たるということで間違いがないかどうかお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えします。 

   村道の維持管理につきましては、建設課が所管となってやるものでございます。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 間違いなく建設課が管理をしているということなのでお伺いします

が、例えば村道のパトロールですか。全路線にしますと百何キロというキロ数で大変

かとは思います。全路線の安全点検等を行っているかどうか。もし行っているとすれ

ば、具体的にどのような点検をしているか、お伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんに再度お答えします。 

   パトロールにつきましては、建設課の職員が毎月１日に２班体制により道路パトロ

ールを実施しております。今ほどお話あったとおり、８００路線くらい路線数として

はあるということで、全てを１日では見切れませんので、ブロック分けにして毎月各

ブロックを分けながらパトロールをして、報告書を提出させています。 

   報告書の中身については、異常があったものについては写真を添付、緊急に対応し

なくてはならないものについては、その対応内容をご報告していただいて対応すると

いうような状況となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 今の部長のお答えですと、月１回、班分けにして全路線歩いている

と。私にはちょっと信じがたい回答なのかなと。と言いますのも、かれこれ１カ月ぐ

らいになりますけれども、村道に穴があいたままだと、そういう状況下の中で職員が

パトロールしているという回答をいただくというのは、私は若干疑問を持ちますが、

その辺をもう一度、そのパトロール担当者等に指導願いたい。 

   また、村道を部長も歩けばわかるかと思うんですが、支障木、あとは草ですか。そ

ういったものが通行の邪魔をしている。支障木につきましては道路を覆うような形で

す。そうしますと、大きい車、ダンプ等が走れば当然触ってしまうというような危険

な状況下にあると、私はそのように見ているんですが、そういった報告が下のほうか

ら上がっているのかどうか、それをお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんに再度お答えいたします。 

   現場のほうで道路のほうに穴があいたまま放置されているというようなお話がござ

いましたが、先ほども申しましたけれども、１日で全て巡回できないというような状

況でございます。 

   村道に穴があいて危険だということであれば、住民の方から連絡をもらえれば、当

然、穴埋めをするということで、今現在、作業員の方３人体制でそれぞれ穴埋め等を

行っていただいておりますので、できればそういった情報をいただければ、即座に対

応したい。 

   当然、村道に穴があいているということであれば危険箇所というふうに判断されま

すので、そういったものは即座に対応したいなと思いますので、そういった場所があ
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れば、気がついた際には当然、建設課のほうにご連絡いただければ、すぐに対応した

い。 

   それから、支障木、草関係でございますが、支障木につきましては危険な場所につ

いては、当然、その支障木の持ち主がおります。村道敷に生えている場合であれば、

当然、村のほうでこれを伐採したりできるわけでございますが、所有者がいる場合は

一応、所有者にひと話してお話しして、所有者が責任を持ってやってくださいという

ことでお願いするわけですけれども、なかなかできないということであったり、今言

うように大型車の場合は、高い場所にそういったものが位置するということで、簡単

には切れない。いろんな専門的なものでないと切れないとかという中身になりますけ

れども、基本的には所有者に当然切ってもらうというのが原則でございますので、そ

れをお願いしながら、どうしても放置できない。例えば枯れてすぐにでも倒れて、地

面なりそういった車に損傷を与えるような状況であれば、当然、これは対応しなくて

はいけないと考えておりますが、先ほども申しましたとおり、所有者の責任というも

のもありますので、村としてはできるだけ所有者にやってもらうというふうに基本的

には考えてございます。 

   それから、草の問題につきましても、できる限り交差点関係は何メーターかの範囲

で草を刈る。それ以上となりますと、なかなか先ほども言いましたとおり職員も少な

い中で作業員の方を委託しているような状況でございますので、満足な部分はいかな

いかもしれませんが、できるだけその安全確保は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） ３番。 

○３番（本多保夫） 安全面を考えれば、支障木などは即対応していかなければならない

のかなと。ただ、先ほど言いました村道に対しての穴あきとか、へこみ具合、そうい

ったものは、私が見た限りでは、私なりには担当部署のほうに話は通したつもりです

が、確認してみますといまだかってやっていない。こういった状況なので、あえてこ

こで質問させていただいたわけでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

   あと、支障木のほうの件なんでございますが、山であれば道路の脇であっても所有

者という者が確実におるわけですね。そうしますと、私たちが邪魔だからといって小

枝であっても切った場合、トラブルが発生する。これが確実にあるかと思います。そ

ういった場合に、また、所有者側がわからない場合には役場のほうに行って、誰さん

の持ち物ですかとお尋ねした場合には、個人情報ですからと多分丁寧にお断りされる

と思います。 

   そういったものでは、地域住民はその安全性の面からいくと村に頼ることができな

くなってしまう。ただ、そういう通行の邪魔になる、安全にちょっと心配な面がある

といった場合には、特別な計らいもあっていいのかなと。区長経由であれば特別にい

いんですよと。個人情報も大事ですが、一番はやはり人が住んで安全に住める、安心

できるということが大事なのではないか。 
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   そういった観点から、もう少し配慮していただければと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

   また、草関係につきましては、道路の脇に農地を所有している方は極力協力してい

るのがわかります。また、中には残念ながら協力していただいていないという方も実

際あります。それは職員の皆さんも見ているからわかるかと思います。 

   それで、私の一つの提案といたしまして、各区に協力していただく、支援していた

だくといった名目上の協力金みたいなもの、例えば年間５万ぐらいの予算を配分して、

地元のほうの道路なりを管理していただく。大きい木に対しては当然行政がかかわり

ますが、小さい小枝とかそういったものは支障木扱いで、これは地元の住民でできる

のではないか。 

   そのためにはやはり機械も必要ですし、草刈機を持っていけば燃料代もかかる。そ

ういったものを配慮いただければ、年１回の支障木伐採は村はあるのは承知しており

ますが、年に２回なり３回なりとやっていけば、よりよい村づくりができるのではな

いかと思いますので、ひとつ村長にお伺いしたいんですが、そういう考えを持つこと

が可能かどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答え申し上げます。 

   不可能ではないというふうに思いますが、みんなで支え、みんなでつくる大玉村と

いうことをお願いしているのは、地域でできることは地域でお願いできないでしょう

かというスタンスは、今までも従来どおりあります。 

   ところが実際は、通学路でも草が歩道のほうに出ているから刈ってくれとかという

ことで役場が行って、シルバーとか道路管理のほうでやっている。世相が変わってき

たなというふうに感じていますが、ただ、まだかなりの部分を田んぼとか畑の持ち主

とか近くの方が刈ってくれている。草刈りの場合はそういう状況があるので、ただ、

いつまでこれが続くかなという危惧はしています。 

   だから将来的には、そういう今言われたようなことも必要になってくる。大変行政

としてはそういうお金でというんではなくて、自分の村の環境をみんなで守りましょ

うという機運でやっていただけるのが理想だと思いますが、そういう時代がいずれ来

るのかなという危惧は持っております。検討させていただきます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   ゆくゆくは考えていただくような時代になってはくるものと考えております。今現

在でもこの役場通り、歩道ついていますね。地蔵面から小学校方面に向けても歩道が

ついています。歩道というよりは山中の道を歩いていると同じです。どこで安全・安

心でおられるのかわかりません。美しい村なのか、私には理解できない。日本で一番

緑の最も多い村というふうに私は考えています。 

   やはり安全・安心という言葉を表に出すのには、それなりの環境整備をしておかな

いといけないのではないか。また、役場・庁舎周り、これ、草がすごいですね。こう



 

- 95 - 

 

いうものを毎日来ている行政側の職員の人たちは何も感じないのかなと。これで日本

で最も美しい村と言うのは、いかがなものなのかなと一人で考えております。 

   次に、移らせていただきます。 

   林道でありますが、これはどちらのほうの課で担当しているのか、お伺いしておき

ます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   林道の維持管理につきましては、建設課のほうで管理してございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 林道も建設課のほうで管理をしているということでございますが、

今回の林道、除染関係は除染の路線には入っていないと思いますが、その辺はどうな

っているんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   除染関係で道路除染ということで、計画については各区長さんを通じて必要な部分

については追加でお示しいただきたいというようなお願いをしておるところですが、

基本的には生活に密着した道路についての除染ということで、１０８キロを指定して

おるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   林道は簡単に申しますと入っていないと。生活道路としてはみなしていないという

ような捉え方でとりますが、では、村道と林道、生活道路、１日車が何台走る、人が

何人歩くと。そういったものの差は確実にうたってあるのかどうか、再度お伺いしま

す。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたしたいと思います。 

   村道と林道の差でございますが、村道につきましては道路法によって認定された道

路が村道であると、議会の承認を得て村道に認定するという手続になってございます。 

   林道につきましては、その道路法に該当しないもの。山林の木材、そういったもの

を搬出したり、山林の手入れ、植林等の手入れ等に使用するという林業用に使用する

ものを林道というような分け方で扱っております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 私が聞きたい今回の林道につきましては、曲藤林道を指しておりま

す。これ、あそこも支障木、草、ひどいものでございます。でも、車は走っているん

です。１日何台かは走っています。でも、林道というものは意味が違うんだと言われ

ればどうしようもございませんが、もうどんどんと山化してきております。 
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   水路も入っておりますが、今回の大雨、台風、私も見て歩きましたが、葉っぱとか

草とかが邪魔していて、道路に流れている。砂利が流出するというのが現状でござい

ます。 

   林道ですから、昔で言うと農政課あたりの担当で、補助金関係のあれもあったのか

なとは思いますが、これを早急にやらないと、手直ししておかないと、横断側溝など

は自分たちではとてもじゃないがふたは開けられない。でも、土砂が詰まってしまっ

ているので、どうしても道路に流れてしまう。その悪循環の繰り返しなんです。 

   水路にたまっている草木などをどけようとした場合、その脇にある山に勝手に捨て

ていいものなのか。確実にその山から入ったという保証はございません。それでは、

どこに捨てると。村でその投げるところ、場所を提供してくれるんであれば幾らでも

協力できるんです。そこにたまたまあった脇の山に捨てて、後で怒られるようなこと

があったのでは困りますので、今後どのような対策を考えられるか、お聞きしたいと

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） ３番議員さんに再度お答えいたします。 

   林道につきましては、ほとんどが砂利道になっておりまして、ご指摘のとおり豪雨

があれば砂利が流されて側溝が詰まるというようなことでございます。 

   村のほうとしましても、ある程度大きな豪雨とか台風とかがあった後には、必ず路

線ごとに巡回して状況を把握し、今言うように今できるものは土砂の撤去を業者にお

願いするなりしてやってはきておりますが、それもその距離もある程度ありますし、

今回のように毎週のように大雨が降るとなると、一回きちんとできたものがまた同じ

ような状況になってしまうということであります。 

   ただ、村としてはできる限り管理をきちんとしたいという考えで進めておりますの

で、それを放置するという意味ではなく、できる限りそういった砂利等については適

正に排除して、先ほど言われました支障木についても山林所有者を村のほうで把握し

てございますので、所有者のほうに通知を出すなり連絡するなりして、自分ができな

ければ村で必要最低限の分は村が主体で切らせてもらうというようなことも可能では

ありますので、どうしても通行に支障が出るとか、車が通るのに非常に困るというよ

うな状況であれば、村のほうに相談していただければというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 大変、先の見える回答をいただきまして、大変ありがとうございま

した。 

   次に、入らせていただきますが、平成２６年から２８年度の先月までにおける陳情

書、または村に対しての要望書等が区長から提出されているかと思います。その提出

された件数、その応えた事業実施内容等を教えていただければと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 
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○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えします。 

   陳情関係でございますが、平成２６年度につきましては陳情が５件、それから要望

が６件でございます。合わせて１１件となります。うち、施工済みにつきましては

２カ所でございます。一部施工につきまして２カ所、一部施工は２カ所しております。

施工済みにつきましては、村道の路肩の整地と道路の補修関係となってございます。 

   あと、そのほか残り、未実施については拡幅改良の要望でございますので、これら

については当然、測量設計をかけなくてはならないとか、その前に地元の協力が得ら

れるかどうかという問題もありますので、これは今現在、取り組み中ということでご

理解いただきたいと思います。 

   それから、平成２７年度につきましては、陳情が４件、要望が３件でございます。

計７件でございます。そのうち施工済みが４件、一部分施工しているものが２件とい

うことで、施工済みについてはそれぞれ側溝のふたがけ工関係でございます。一部施

工については村道の舗装打ちかえ等ということで、特に危険な部分から打ちかえを始

めていますので、まだ全部完了はしていないということで、２７年度につきましては、

陳情については全て実施しておるということでございます。 

   それから、平成２８年度、陳情６件、要望１０件ということで、合計１６件の件数

となっておりまして、施工済みが３件、施工済みについては歩道の補修関係でござい

ます。 

   あと、草刈り関係の要望も２件等、これに含まれておりまして、これはまだ２８年

度で陳情されている中身がまだ新しいので、これから予算等を配分しながら進めてい

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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   陳情というものは、大抵、大金がかかるようなものが陳情でないのかなと。要望と

いうものは、今すぐやっていただきたいものが大体提出されてくるものであろうかと

は思います。ですから、小さいものは、例えば部長の権限で即対応する。発議を出し

て村長までのはんこをもらわないとできないのではなくて、部長がそこで専決できる

ような体制づくりをしていただければ、軽微なものは即対応できるのではないかと考

えますが、いかがなものでしょう。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんに再度お答えいたします。 

   要望関係につきましては、今ほどおっしゃるように軽微なものであれば非常に村と

しても予算的にも助かるという状況でございますが、要望であっても比較的予算のか

かるようなものも中にはございます。 

   １つ例を出しますと、側溝関係の敷地と間にある泥上げ部分というんですか。一般

的にその土砂を上げるような部分を、当然、水路にはとってあるんですが、そういっ

た部分の除草が大変なのでコンクリートにしてほしいとか、そういったものがありま
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すと、当然、平場で何もないところであれば、機械も入れるというんであれば、当然、

これは費用的にも安くできるわけですが、両方が構造物があったりして人力でないと

できないなということでありますと、非常にその経費もかかるという。 

   要望も危険度の高いものですね。例えば、先ほどもちょっと話題になりましたが、

村道に穴がいつもあいてしまう。補修しても、すぐまた壊れてしまうとかという、そ

ういった場所の要望については、当然、緊急整備の予算を幾らか持っておりますので、

そういったもので事故等が起きないように対応するという状況になっておりますので、

その要望も、いろんな要望が今年になって１０件も出ていますので、今おっしゃるよ

うに軽微なものであればよろしいんですが、そうでないものも要望として出てくる場

合もありますので、そういったものはどちらかというと、今、３番委員さんがおっし

ゃったように陳情のほうに行くのかなという気はしますが、村のほうでこれは陳情、

これは要望という振り分けはできませんので、あくまで要望されたものは要望書、陳

情で出されるものは陳情書ということでの区別でございますので、ご理解いただきた

いと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   次に大きな２番といたしまして、村の振興センターの役割ということでお聞きした

いんでございますが、先ほど５番議員さんからの質問の中にもありましたので、ある

程度、大事なところだけをお伺いしたいなと思っております。 

   直売所、新しくできるのは２９年の秋ごろであろうという話でございましたが、な

ぜそこまでおくれているのか。先ほども答弁ございましたが、再度答弁をお願いしま

す。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   おくれているという状況につきましては、これは開発許可を当然取らなくてはなら

ないという面積でございますので、これは開発許可のさまざまな手続には決まった期

間がある。それを短縮することは難しいという状況であります。 

   早くそれを出せばという話でございますが、当然、先ほども何回も質問の中にも出

ておりますが、いろんな要望を聞く時間、それから建設協議会の中で十分揉んでもら

ってよりよいものをつくらなくてはならない。 

   ある程度の形が決まった段階で開発行為を申請しないと、これは開発行為上は許可

にならないということになっています。例えば、敷地と建物は別でございます。これ

は法律的に敷地は開発行為、建物は建築基準法という形になってございますが、建物

の形が決まらないうちに敷地を決めるというのは許可にはならないと、これは一般的

というか、そういうことになっていますので、まずいろんな意見を聞きながら建物を

決めなくてはならなかった。 

   その前に、当然、関係がそれぞれ別であれば、開発行為を進めながら建物を決める
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というようなことで時間の短縮というものは図られたかと思うんですが、それができ

なかった。建物を決めて、それから開発申請。開発申請も必要な日数がかかる。途中

で追加資料なり訂正なりが入れば、そこからまた時間がかかるということでございま

すので、そういったことで今年の８月中旬に許可がおりたということでございますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   この新築に当たっての先ほど１億９，０００万程度かかるという話でございました

が、その中には、建物の中に入るべきであるもの、例えばレジとか冷蔵庫とか、棚と

か、そういったものも一切入っての１億９，０００万を予定しているのかどうか、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） ３番議員さんにお答えいたします。 

   今ほどのご質問のそういった備品関係、冷蔵庫関係等は、一切この工事費には含ま

れておりません。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   １億９，０００万の中には一切入っていないということなので、実際、完成して店

を開いた場合、莫大な金額になるであろうと考えますが、行政の担当の皆さんにはな

るべく努力していただいて、安く上げていただければと思います。 

   次の質問に入りますが、今現在、村は６次化といったものはどのような状況下にあ

るか、実際進めているのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   ６次化につきましては、村につきましては６次化に取り組むというよりも、当然、

農業者の方が自主的に取り組むというのが６次化ではないかなというふうに認識して

おります。 

   福島県の新ふくしま地域産業６次化戦略にもありますように、これは平成２７年度

から３２年度６年間の計画でございますが、これは震災の復興関係もございますけれ

ども、さまざまな事業主体が一体となって６次化を進めるということで、農業者の方

が少しでも安定した収入を得られるようにということでの、そういった県の戦略があ

りまして、さまざまな地域の力、人材、資源、店頭等を活用していろんな商品、サー

ビスを生み出す取り組みを活性化させるということで、県でもこういった戦略をつく

っておりますので、村も当然それに乗って、そういった取り組みをされる農業者の方

を支援していきたいというふうに考えてございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 簡潔に申し上げますと、行政としては６次化のほうには余り力を入

れないで、農家の各個々なり農業生産法人なりがかかわってやるべきであるという考



 

- 100 - 

 

えでよろしいですか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんに再度お答えいたします。 

   一応、村は地方公共団体でありますので、利益を生むような事業はなかなか難しい。

今回もその直売所を、今、続ける中でいろんな問題がありまして、公設民営化をした

いというような状況でございます。 

   ですので、当然、６次化に関して村としては支援をもちろんいたします。ただし、

事業主体というのはやはり農業者の方がやってもらうのが一番望ましいというふうに

考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ある程度は行政側のリーダーシップをとっていただかなければ、村

の基盤産業である米とか農作物については、なかなか６次化は難しい面もあるかと思

いますので、なるべくならば行政側も携わって、こういったものの特産品をつくりま

せんかとか、そういった回答がほしかったわけで、この６次化はどうなっているんで

すかという質問でございました。 

   その３番目に、公設民営化。これは先ほど５番議員さんが質問しておりますので、

私のほうでは省略させていただきます。 

   ４番目に、直売所の運営は村が私は経営者と考えておったわけですが、行政側とし

てはどのような考えをお持ちか、お聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   運営につきましては全体的にそういった組織とか、そういうものをうまく動かすと

いうのが運営ではないか、経営につきましてはやっぱり事業を営むものというような

位置づけになっているのではないかなと。 

   振興センターにつきましてはご存じのとおり村の施設でありまして、管理者は当然

村でございます。産業振興センターの直売所として機能しておりまして、施設の維持

費、それから管理運営費は村の予算で運営しているということでございます。 

   先ほども申しましたが、村は利益を上げるような仕事は地方公共団体ですから難し

い。直売所を利用している生産者の方が事業主というような考えで、一人一人が出荷

したものに責任を持ってもらっているということで、直売所の職員は村と業務委託を

して販売スタッフとして働いているという形でございます。 

   ですので、質問のように誰が経営者なんだ、経営はどうなんだということでござい

ますと、それぞれが個々が当然経営している。１５％から利用料を払って出荷してい

るわけですから、その方々がそれぞれ責任を持ってもらって今はやっている。それを

円滑にするために民営化という話が、今、出ているんだと思います。 

   なので、それでご理解いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 
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○３番（本多保夫） そうしますと、振興センター内にある直売所は各出荷者が経営者で

はないのかと。ここではっきりさせておきたいのは、なぜかと言うと、これ、税務署

も絡んできますね。村が経営者であれば、これは免除されるかと思います。 

   今回、なぜこの質問をしたかと言うと、先日、部長も覚えているかと思いますが、

今、問題となっている佐藤養鶏場さん。名前を出して大変失礼なんですが、これ、ふ

ん、ハエ、地元の人は大変苦労しているところでございます。私も現場は見ています。

公害は公害で、行政なり保健所が対応すべきものであって、公害を出しているからそ

の生産できた卵は売るなと、こういった連絡があったので考えていただきたいといっ

た言葉、まだ忘れないと思いますが、私は別だと思います。公害は公害なんです。私

たちは売る出荷者側のほうなんです。それを出荷者側のほうで、あそこを排除しろと、

はい、そうですかというわけにはいかないと思います。 

   あくまでも１５％なり２０％の売り上げ、それから天引きされるわけですから、あ

したからおめさん出さないでくださいと、そういうわけにはまずいかない。やはり、

それを売ったものは分別するのが常識かなと。その辺はどのようにお考えか、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） ３番議員さんにお答えいたします。 

   私のほうからお願いしたのは、直売会の会長としての立場でお話ししたつもりでご

ざいますが、当然、議会の中でもその公害には困っている、そういった住民の方から

も、どうしてそういう公害を出す人がそこで販売しているんだというような声もある

のも現実でございます。 

   ですので、私としましては直売会の会長である本多さんに、これは今ほどもお答え

しましたが、村が当然、経営者だというふうに位置づけされれば、当然、村のほうか

ら、ではこれはストップですよというようなことが可能なのかなと思いますが、今ほ

ども何遍もお話ししておりますが、村は施設を直売会に貸している。そして使用料を

もらっているという状況でございますので、そこで村がどうこうというわけにはなか

なかいかない。これは公平・公正でなくなってしまうということで、直売会のほうに

私としては何とかなりませんかというようなご相談を申し上げた中身なので、そこは

そのようにご理解していただいて、やはり世論というものもございますので、そうい

った村のほうで何遍指導してもなかなか改善されない。 

   今言うように、それとこれは別という話もございますが、やはり住民のほとんどの

方がそういうふうには認識されていない。結局、公害を出して卵を売っていいんだと、

村は何やっているんだというようなことが、当然、そういう声が出ますので、そうい

った中身を地元の方とか住民の方の声を直売会のほうで何とかしていただけませんか

というようなことでお話しした中身でございますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 
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○３番（本多保夫） 村ではないと。公害等が発生した場合と、そういったものの扱い方

は、品物を扱うというのは、住民からの通報等もあって村も困っているんだと。だか

ら直売会のほうで対応しろと、簡単に言うとそういうものなのかなと思いますが、私

も直売会のその役員をやっているからそういう話が出たとは思いますが、経営という

ものを村ではありませんとはっきり言っていいんですか、村長。お伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えします。 

   設置者は村です。村で場所を提供している。出荷者がその直売所に出荷をする。部

長が言っているのは、出荷者は事業主としてその場所を借りてそこで商売をしている

ということです。ですから、直売所は直営ですから、直営でやっていますから店長以

下、村のほうで雇ってやっている。ただし、事業主は一人一人ですよということです。 

   その事業主の集まりが直売会ということで、運営を委ねているということですが、

あくまでも直売所の設置者は村だということです。経営という意味でいくと、運営な

のか経営なのかという微妙なところですが、そういうところで直売でやっているそう

いう例がないので、こういう形は大玉だけだと思います。こういう議論が出るのも、

今のような村の方式でやっているので限界があるということで、法人化をして、もう

少し運営の自由度を高めたいというふうに考えています。 

   ですから、今行った佐藤養鶏場については、これほど長年にわたって地域住民に公

害を振りまいている。言ったことを守らないということですから、我々としては佐藤

養鶏場を優先するよりは住民を優先したい。ですから、今、３つぐらいのことを守れ

というふうに言っています。それのうちの１つぐらいはやったのかな。今、もう一回、

文書で出していますので、それでなおかつ佐藤養鶏場がそれを無視して従来どおり公

害を出すとすれば、村が設置している直売所で商売をしていただくのは控えていただ

きたいということで、直売会のほうでおたくだめだよと言うのは難しいかもしれませ

んけれども、ただ、その可能性があるということは伝えていただいていいのではない

のかなと。 

   最終的には私の名前で直売所を利用しないでくださいということは出したいと思っ

ています。ですから、直売所に責任を押しつけるつもりはありませんが、直売所が今

までやっている運営を尊重すれば、そういうことも配慮というか、全てその責任でや

ってくれということではなくて、同じ村民の利用している方たちの組織として、やは

りそういうのは排除するということも一つあるんだよということを理解していただき

たいということです。 

   これは私も強くそのように思っていますので、今言っていることを守らない場合に

は、来年４月から排除します。これははっきりと言っておきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 行政が経営しているものではない。建物を貸して１５％、２０％を

使用料としていただいている状況ですよということだと思いますが、前村長、浅和さ
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んのときには、私の記憶違いかもしれませんが、対税務署関係もございますので村が

経営者として活動していますと、そう言われた記憶がございましたので、ここで再度

確認したわけでございます。 

   今の説明でよくわかりましたので、これ以上は入りません。 

   大きな３番目として、マチュピチュ村と大玉村の友好都市交流活動指針、今回の夏

祭りの場で締結されたわけでございますが、この指針につきまして、友好都市、これ

だけ有名なマチュピチュと友好都市を結ぶ、その意義とは何なのかを村長にお聞きし

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   既に我々が行って友好都市を締結して、マチュピチュ村から９名、村長以下が来ら

れて、友好都市、そして交流指針を結びましたので、今、意義は何なのかと問われる

ことが非常に違和感がございます。 

   再三、議会の中で言ってきておりますので、それに尽きます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 大変な質問をしたようで、大変ご迷惑かけました。 

   何を言いたいかといいますと、世界的に有名なマチュピチュとたまたま村出身の野

内さんがそこの初代村長であったと、これが仮に世界遺産に登録されていなければ、

こういった事業はなかったはずですね。 

   だから、今、野内さんが行っているから、それだけのメリットも村にとってはある

と。世界的に確かに有名になりました。大玉村も有名になりましたよ。だけれども、

本当にこれがよかったのかなという私なりの疑問があったから、今ちょっと聞いてみ

ただけでございまして、大変ご迷惑かけました。 

   次に、友好都市交流指針の活動内容でございますが、先日いただいたところでござ

いますが、この活動指針内容を見させていただきましたが、大きく分けると３つござ

いまして、教育部門、農業部門、観光・経済部門とございます。内容も確かに立派で

ございまして、これがマチュピチュと大玉村で例えば農業関係なんかを見ますと、こ

れだけ環境の違う、生活水準の違うところで、果たしてこのあれが共有できるのかな

と、若干の疑問を感じております。 

   また、中には観光と経済部門のあたりを見ますと、友好都市や両村の名を用いて寄

附を募る。名前を使った場合はでしょうけれども、そういうものも書かれております。

また、ペルーに行きますと、日本とペルーの観光に関するマーケティングモデルと、

ここにペルーという文字が出てきております。締結の中には、調印の中にはペルーと

いう言葉が出ておりません。だから、これでも大丈夫なのかなと。 

   そのほかには、これはこの指針をつくるに当たっては、両村長の話し合いでこれが

作成されたものなのかどうかをまず最初にお聞きしておきたいのですが。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   これについては友好都市締結の中に同じような文言がありますので、去年のマチュ

ピチュ遺跡で結んだ中に、これはほぼ同じものです。これは大使館を間に入れて、マ

チュピチュと大玉村と大使館と３者で詰めながらやってきたものと、それから飛騨高

山市とウルバンバ郡が先行して２年前に友好都市を結んでいる。ウルバンバ郡という

のの中にマチュピチュ村がありますので、先行しています。そういうものも参考にさ

せていただいて、そして当然、大使館が入っておりますのでペルー国という文言が入

ったり、少し幅の広いものになっておりますが、これは指針ですので、先ほど言いま

したように何せ地球の裏側ですから、時間をかけ十分に理解をしながら進めていきた

いということですので、これを具体的にすぐこういう形で実現しなければいけないと

か、そういうことではなくて、こういうことを目指して交流を深めていきましょうと。 

   １０年後になるものもあるだろうし、来年できるものもあるだろうしということで、

村長同士で話し合いをしたのかというのは、当然、スペイン語がわかりませんから大

使館で日本語に直していただいて、我々のほうに戻して、我々が修正して大使館から

マチュピチュ村に送って合意をしたという内容になります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 交流活動の指針について最後にもう一つだけお伺いしたいんですが、

これは友好都市としての締結であったはずなんですが、今回のこの指針を見ますと姉

妹都市という文字になっているんですが、これは何か意味があるんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 通常は姉妹都市という言い方をしておりますが、今回はマチュピチ

ュ村との関係については友好都市交流と。どちらが本当だというふうになれば、友好

都市が本当でございますが、姉妹都市と同意義ということで、ただ、それはやっぱり

友好都市に直すべきだと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 最後にお聞きします。 

   このマチュピチュの特産品というか、生活のためのキヌアですか。これは９月１日

の民報新聞によりますと、村のこれを特産品にしたいんだというような内容で、日本

で最も美しい村づくりの推進会議のメンバーによって、玉井の畑につくったと。 

   その中で、村国内外交流協会会長ら会議のメンバー約１０人が参加して、初めての

収穫を行ったと。これを継続してつくっていって、最終的には村の特産品にしたいん

だと村長が恐らく考えているのかなと思うんですが、例えばですが、これが特産品に

ならないでこのまま放置された場合、外来種ですから今言われるアカザみたいなもの

になってしまった場合、村長が力を入れて特産品をつくろうとしているんだから、そ

れはあり得ないと思いますが、村長はこれを特産品にしようとしているのかどうかを

お伺いします。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   ９月１日に新聞に出たということですが、かなり新聞のリップサービスがありまし

て、マチュピチュという話題の中に新聞もキヌアをつくった、挑戦したということで、

特産品にするとか村を挙げてというふうに書いてありますが、これは始まりは国際交

流協会とマチュピチュ交流協会と、美しい村の関係者が始めたということですが、特

産品に、そのやっている民間の方が主導して始めましたので、村としてはそれが特産

品になれば非常にいいなというふうには願っていますし、成功することを願っていま

すし、これが研究１年、２年で特産品になるんであれば、村もそれなりの協力をしな

ければいけないなというふうに考えております。 

   それから、アカザの関係で外来種云々の話がありましたが、これについてはさきに

もそういう議員の質問がありましたので、担当者のほうに調べさせまして、実際、先

行して日本で６カ所か７カ所ぐらいやっていますので、そういう事態が起きているか

どうか確認をしましたが、そういうことは起きていない、心配ないという返事をいた

だいておりますので、広がれば、それは逆に言えば収穫できると。収穫できない、今

回思ったよりも５分の１ぐらいしか種がとれなかったということですので、かなり栽

培は難しいのかなというふうにも考えていますが、民間が始めたことですが、我々の

ほうも大変、村内外でこれに興味を示していただいていますので、それなりの対応を

しなければいけないかなというふうには考えているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 大変ありがとうございました。 

   これで私の一般質問を終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で３番本多保夫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６時５分といたします。 

（午後５時５４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後６時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

   １番松本昇君より通告ありました「請願・陳情書案件について（土木関係）」ほか

１件の質問を許します。１番。 

○１番（松本 昇） １番松本昇です。議長の許可を得ましたので、さきに通告してある

項目について質問をさせていただきます。 

   私も議員になって１年が過ぎました。まだまだわからないことばかりです。１年間

を振り返ってみると、定例議会ごとに請願・陳情書など、何件か採決されてきました。
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その中で、土木関係について質問いたしたいと思います。 

   １番の請願・陳情書案件について（土木関係）について質問させていただきます。 

   過去５年間の平成２８年６月までに、何件の請願・陳情件数があったかを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   過去５年間ということでございますので、平成２４年度から申し上げます。平成

２４年度、請願が２件、陳情が４件、合わせて６件となります。平成２５年度、請願

が１件、陳情が５件、合計６件となります。平成２６年度、請願がゼロ、陳情が５件、

合計５件でございます。平成２７年度、請願がゼロ、陳情が４件、合計４件です。平

成２８年度、請願がゼロ、陳情が６件。過去５年間合計しますと、請願が３件、それ

から陳情が２４件、合わせて２７件となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございます。 

   先ほど３番議員さんのほうからも同じような質問がありました。あえて私は５年間

ということでお聞きしましたが、その中で５年間のうちに陳情、土木関係のほうなん

ですが、どのくらい実行されたかお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １番議員さんに再度お答えいたします。 

   ５年間で何件できたかにつきましては、１２件が完了しておりまして、パーセント

にしますと約４４％の完了となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ２４件のうち１２件の完了ということですが、約５０％ですね。こ

の半分しかできなかったという、その要因。どういう理由でできなかったか、お答え

願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １番議員さんに再度お答えします。 

   過去５年間の陳情・請願関係が５０％残っているというような状況でございますが、

これについてはさまざまな理由がございますが、主だったものにつきましては、例え

ば改良拡幅の要望があったんですが、用地が協力されなかったとか、それから工事費

がかなり膨大な工事費になってしまう。 

   例えば、今現在、道路のないところに新たに道路をつくってほしいといった、そう

いった要望等もありますので、そういった場合は当然、用地の協力もそうですが、道

路形がございませんので、工事費用もかなりの工事費がかかる。そういったものを補

助とか、そういうものを載せたいという考えでいろいろ当然、行政としても力を尽く

しておりますが、なかなか補助に該当するような中身でもないということであると、

単独事業でやりますと、当然、今ほど言いましたように過去５年間だけでも２７件の
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要望があって、１２件はやってきましたが、その予算等の確保なり緊急性の高いもの、

先ほども言いましたけれども、道路が崩れたとか、そういったものがあればそちらを

当然早く直さなければならないということもありますので、当然、陳情・請願路線の

み消化しているのであれば、ある程度成果も上げなくてはならないということであり

ますが、そのほかに一緒にそういう維持関係のものであったり、以前からの継続の補

助事業であったりということで実施している中身でございますので、厳しい予算の中

で工夫しながらやっておりますが、このぐらいの進捗状況になっているということで

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 一例を挙げますと、３月の定例議会では、地元１４区なんですが、

村道小泉１号線の道路側溝に関する陳情書が出されました。議会でもこれは採決され

ております。 

   そこで村長さんにお尋ねしますが、この小泉１号線の道路、陳情書を出したんです

が、そこに現場確認などはされたんでしょうか。村長にお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   現場については私も何度か現地を見させていただいて、状況等を把握しまして、い

ろいろ当初、陳情する際に、どのようにしたらいいか、その側溝を最初に整備すれば

いいんではないかというような、そういうお話がありまして、現地のほうに見てほし

いということで住民の方から要望がありましたので、私、出向いてちょっと見ました

が、側溝を整備にするに当たって私有地を通らなくてはならない。村の道路ののりで

あればそういった問題がないんですが、私有地を通って排水しなくてはならないとい

うような状況になっていましたので、あと、現場を見る限り、その部分を改修しても

根本的な改修にならないということで、当初つくった形ですか。あの現場にはＬ型側

溝といいまして、排水の一部になる側溝が入っておりましたので、やはりそれも当然、

当初入れた機能が年数が経過したということで、勾配も若干変わっているというよう

な状況でしたので、基本的には全線を改修したほうがいいんではないかというような

ことでお話ししたところ、この陳情になったのかなという状況でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 今、部長の答弁もありました。現場に陳情を出す前に、一応、案内

した経過もあります。そこで、あそこはやっぱり天王、山崎、小泉の通学道路になっ

ているんですよね。 

   それで、見た目では大したことはないというように思われるかもしれないけれども、

やっぱり地元としてはこれは危険だということで、陳情を上げております。１４区ば

かりではありませんが、この５年間で２４件の陳情が上がっています。 

   そういうことですので、できるだけ早く解消、陳情案件のあれを解消してもらう、

それが一番だと思いますが、この残っている１２件ですか。これの今後の見通しにつ
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いてお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   陳情内容の関係についての見通しということでございます。 

   陳情につきましては、おわかりのとおり、その時代により内容がさまざまなものが

出てきます。先ほども申しましたが、中には工事費が高額で、橋梁をつくってほしい

とかそういった要望があると、なかなか補助に該当させるのも難しい部分であるとい

うような状況ですと、なかなか進まないというような状況でございます。 

   現在の経済状況、これを見てみますと、村税とか地方税が、税収の増収が見込まれ

るというようなそういった明るいような状況でもないように思われますし、経済状況

が急転して交付税がどんどん来るというような状況もちょっと考えづらいのかなと。 

   そういった、これはお金の面でございますが、そういったものも勘案しますと、陳

情・請願につきましては毎年、先ほど報告したとおり要望されてきます。全ての要望

に、当然、応えるべく努力はしておりますけれども、さまざま、先ほど言った経済的

な部分であるとか、そういった部分がありまして、今、繰り越される箇所が出てきて

いる、対応に苦慮しているということをご理解いただきまして、今後は完全な対応は

なかなか難しいと思いますが、創意工夫して住民の皆様にご理解いただけるよう、今

後も引き続き要望箇所の完了に向けて努力してまいり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） １番。 

○１番（松本 昇） 本当に無理なというか、きつい、いつまでできるんだというような

質問をしましたが、確かにこれ大変なんですよね。ですから、今、部長がおっしゃっ

たとおり速やかに実行できるようにお願いいたします。 

   参考的なんですが、私、これ５年とやったんですが、今まで陳情案件というのは、

聞いていいんだか何だかわからないですが、どのくらいあったかわかれば、わかれば

でいいです。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   今ほど申し上げました２７件のほかに、ちょっと資料が大分さかのぼらないとわか

らない部分があるんですが、調べてわかっている部分では３４件、これよりも前の年

度になりますが、３４件ほどいろいろ問題があって残っているというような状況でご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございました。 

   請願・陳情というのは、陳情を出すには区長さん、そしてまた組長さんが苦労して

地域なり、また地元の皆さんに協力していただいて村にお願いするわけです。 

   そこで、一件でも早く、予算の関係もあります、議会はただ採決するだけでなく、
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村民の負託に応えられるよう安心・安全のために、安全な環境づくりに努力してもら

いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   続きまして、次の質問に移ります。 

   除染の仮置き場の進捗状況について伺います。 

   １つ目は、大玉村第２仮置き場の現在の工事の進捗状況について伺いたいと思いま

す。工事完了が２９年２月２０日となっています。これから一日一日、日が短くなり

ますので、そこで工期までの完了はできるのかお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、第２仮置き場では工事進んでおるところでございますけれども、現況としま

しては盛り土が終わりまして、調整池、側溝施設等を行っている段階でございます。

その後につきましては路盤工、それから場内の管理道、仮囲い工事等を行いまして完

了となる予定でございますが、工事自体は順調に進んでおりますので、工期内に完了

できるものと思っております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございました。 

   期間内に仕上がるように、担当のほうからも気合いをかけてやっていただきたいと

思います。 

   それでは、２番目は大玉村の第３仮置き場の現在の状況についてお伺いいたします。

うわさによりますと、地元住民から反対という声もあるようですが、その後の状況。

また、村の対応について答弁願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 再度お答えをいたします。 

   第３仮置き場の状況ということで、一部で反対の声があるというようなお話でござ

いました。それで、私のほうにもそういった形で説明会の要望がございました。それ

で、８月２４日に説明会を開催しております。その中で、これまでの経過等を説明し

てまいったところでございます。 

   経過等につきましては、５月２５日に測量設計委託の入札を実施して、現在、委託

業者において現地測量が終わりまして、設計、それから図面の作製に入っている段階

でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） その測量に入っているという話なんですが、地元住民からの反対す

る声というのはどういうふうになっているんだか、そこをお聞きしたいんですが。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   地元の方々のご意見というような中で、私たちはその説明をよく聞いていないと、

そういうお話がございましたので、行政区１６区としての説明会等々開催をしてまい
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ったところでございますけれども、そういう声があったということで、８月２４日に

改めて説明会を開催したということでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） その８月２４日の説明会にはどういう反応があったか、お聞きした

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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   地元の中では除染土壌を搬入することへの不安、それから何でここに持ってこなく

てはならなかったのかというようなご意見、それから一番は環境的な景観、そういっ

たものも悪くなると。あとは除染物質に対する不安です。そういったものがあって、

私たちは反対だというようなご意見がございました。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 部長さんのほうの答弁ももらったんですが、この話し合いには村長

さんは出られなかったでしょうか。参加しなかったんでしょうか、お聞きしたいと思

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） 全体の１６区としての行政区の説明会には、村長も参加

しておるわけですけれども、８月２４日に開催されました説明会については、私が責

任者というような形で説明会に参加をいたしております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございました。 

   玉井地区は、今、第２仮置き場がもう進んでいるようです。大山の仮置き場という

のは、あの１６区の今その地元から反対の声が上がっているというようなことで、

１カ所しかまだ仮置き場の予定がないんですよ。これをいつまでも解決しないで、も

し反対とか何かで完成しなかったら、大山地区はどこに持っていっていいかわからな

いというような住民の声が寄せられております。 

   これはやっぱり何でかんで村長さんも一生懸命あれしてもらって、そしてやっぱり

地元の皆さんの協力を得て、一日でも早く仮置き場の完成を願うところであります。

それについて村長さん、何かありますか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えをいたします。 

   今、議員さんが言われたとおり、大変、仮置き場１カ所で１１区から１６区まであ

そこに入れたいと。今、自宅に埋まっている、特に１１区、１６区については早い時

期にやりましたので、フレコンバッグに入らないで宅地内に埋まっているという状況

ですので、できるだけ早く掘り起こして集積所兼仮置き場のほうに持っていきたいと

いうふうに考えておりますので、住民の皆さんに丁重に丁寧にご説明を申し上げて、

ご理解を得ながらできるだけ早急に進め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） １番。 

○１番（松本 昇） そういうことで、よろしくお願いしたいと思います。 

   第２は大体、工事も進んでいるということで、第３仮置き場。第２、第３とも早期

の完成をお願いし、除染が早く進みますよう願って私の質問を終わります。 

   ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） すみません。１番議員さん、大変申しわけございません。 

   先ほど過去の要望について、私、３４件残っていると多分答弁したかと思うんです

が、これは要望件数が３４件で、残っているものではございません。要望件数何件と

いうお話だったので、平成１８年から２３年までが３４件。あと、２４年から以降は

２７件なので、合計６１件の陳情・請願の要望がありましたということでございます

ので、訂正させていただきたいと思います。大変申しわけございませんでした。 

○議長（遠藤義夫） 以上で１番松本昇君の一般質問を打ち切ります。 

   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、散会いたします。

長時間にわたり、ご苦労さまでございました。 

（午後６時２９分） 

 

 


