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平成２８年第５回大玉村議会定例会会議録 

 

第６日  平成２８年９月１３日（火曜日） 

 

 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 

    総括質疑（平成２７年度歳入歳出決算認定議案に対する質疑） 

     議案第５３号 平成２７年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について 

     議案第５４号 平成２７年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

            ついて 

     議案第５５号 平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決算認定につ 

            いて 

     議案第５６号 平成２７年度アットホームおおたま特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

     議案第５７号 平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

     議案第５８号 平成２７年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定につい 
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            て 

     議案第５９号 平成２７年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

            て 

     議案第６０号 平成２７年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

     議案第６１号 平成２７年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定について 

    平成２７年度歳入歳出決算認定議案（議案第５３号から議案第６１号まで）の委 

    員会付託 

 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９月１３日は、代表監査委員に出席を求めております。 

   本日、傍聴に野内文孝さんがお見えになっておりますので、ご報告申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、一般質問を行います。 

   ８番佐々木市夫君より通告ありました「日本一（世界一）住みよいむらづくりの考

えは」ほか１件の質問を許します。 

   ８番。 

○８番（佐々木市夫） おはようございます。 

   議長の許可を得ましたので、さきに通告しておりました２件につきまして、一般質

問を実施したいと思います。 

   今回の質問は、昨年の９月定例会でも同じような案件を一部取り上げまして一般質

問をした経緯があります。そのときも申し上げましたけれども、議会と執行部とは、

おのずとその性格や役割の違いがあるにせよ、村づくりの目標や課題、そして情報の

公開と共有こそが最も大切なことでありますし、大きな意義があるとの思い、当然主

役である村民の声を行政に反映する手法、また一方で特に報告、連絡、相談など、い

わゆる「ホウレンソウ」の重要性を大きな視点として捉え、今回の質問を進めてまい

りたいと思います。 

   最初に、日本一（世界一）住みよい村づくりの考えはという観点で質問します。 

   私は、日本一ということでよかったんですけれど、私の友人であります華の湯の総

料理長齋藤さんが「佐々木さん、日本一でなくて世界一だべ」というので、括弧世界

一をつけ加えたということでご理解ください。 

   まず最初に、住みよい村づくりと一口で申しましても、果たしてその定義はどのよ

うに考えるのか、まず村長さん、もし定義というか村づくりの考え方があれば見解を

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） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、住みよいというのは、安心・安全に住める、そして住んでいる方が村に住ん

でよかったなと思っていただけるようなものだ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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   まずもって、この住民が安心して暮らせる、安らぎを覚えて暮らせる、そんなこと

も含めた今答弁かと思います。まさに私もそのとおりだと思います。 

   そのためにもいろいろ考え方はあるのでしょうけれど、まず、この大玉村に関して、

民間団体や公的機関などでその格付なんかを実施しているか否か、それらを認識して

いるか。村当局ではそのことをどう認識しているか否かについてまずお伺いしたいと

思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   民間団体での格付という質問でございますが、民間の出版社が全国７９０の市と東

京２３区の合計８１３団体を住みよさランキングとしてランキングづけしているもの

は承知しております。この住みよさランキングは、住民の生活の場面に応じた安心度、

例えば病院の病床数ですとか老人、保育施設。利便度ということになると小売店舗の

面積。また快適度ということになると公園などの面積。富裕度につきましては財政力

指数。そして居住水準充実度としては持ち家比率などを分類し、ランキングしたもの

でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   隣の本宮市の例を少し挙げましたけれど、ここに私もその資料持っていますけれど、

東洋経済新報社というところで毎年このような東京都も含めた全国市のランクづけを

しているようです。村ではそういうことはないのだというようなことを理解して進め

たいと思います。 

   まず、内容的には安心、利便、快適、富裕、住居というような形でありますけれど、

これだけでランクづけていいものかどうかは私疑問感じますけれど、いずれにしても

いろいろな角度から自分たちの住む地域を評価すると、村民もそのことを、願わくば

誇りに持って、誇れるような地域づくりというのが大事なことの一つだなと思ってい

ますので、もし、そのようなランクづけが村においても、町においても全国的に展開

しているような、そういうことがもし発見されれば挑戦するのも一つかなと思ってつ

け加えておきます。 

   さて、そのことはさておきまして、住民の生活満足度を高め、住みよい村を実感で

きる政策の実現を期待する意味合いから、以下ちょっと質問させていただきます。 

   地域のきずな、つながり、支え合いなど、生活基盤やその仕組みづくりをどう構築

すべきと考えるか。また、それらの啓蒙、住民を巻き込んで実施方策を展開する考え

はないか、このことについてお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 
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   住みよい村を実感するということは、個人の主観、感覚的なものもありますが、

８番議員さんがおっしゃるように、地域のきずな、つながり、そして支えの仕組みづ

くりなどは大切な部分であり、地域の方々にも参画していただき、お互いに連携をと

りながらさまざまな問題を解決できれば住みよい村づくりにつながると思われますの

で、そういった気風が醸成できればよい方向に向かうものだと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 醸成できればということでなくて、積極的に行政が携わるべきだ

という観点から申しておりますので、その辺も含めてよろしくお願いしたいと思いま

す。 

   昨年のこの質問で、私はこの地域振興策ということで、飯舘村を例にとって、その

重要性やその手法などをご提言させていただきました。おかげさまで、早速その理念

を理解していただきまして、今年度の、平成２８年度当初予算に予算化していただき

感謝しているところであります。 

   ちょっと質問を外れますけれども、現在のその地域づくりの支援のお金、約１０万

円、申し込みの状況などもしわかればお知らせいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   地域づくりサポート事業ということで、１団体１０万円を上限に、地域の活動のた

めの活動費ということで助成するという制度でございますが、現時点では３件の申請

がございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   現時点では３件というようなことでまだまだ枠があるので、啓蒙しながらぜひとも

お願いしたいと思います。 

   ただ、私感じますのは、この１０万円の使いをやや束縛しているような感じが見受

けられます。私どもの１２区も申請して、おかげさまでオーケーサインが出たようで

ありますけれども、この使い道という形でなくて、私が本来、去年申した意味は、余

りこの使い勝手を束縛しないで自由度を住民に任せて、飯舘村は１００万円任せるわ

けですから、それも５年間。ですので、もう少しやっぱり行政は縛らないで、議会で

の一般質問もどうなんだと出ましたけれど、私からすればそんなことは余り縛らない

で、ソフトにしろハードにしろ、やっぱり地域住民にいろいろ相談させて、知恵を出

し合って、そしてやるべきだという観点で一言申し添えておきます。 

   さて、日本で最も美しい村連合加盟、世界遺産マチュピチュ村との友好都市締結を

契機に、村づくりの大きなテーマを掲げ、この際その目標に向かって村民一丸となっ

て努力する、そういう考えというような形でちょっと質問させていただきます。 

   そのためにも、マチュピチュ村ガルシア村長一行の９名の訪問団を受け入れたその
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経緯と、特にその成果、また今後の課題など、そういうことは行政としても総括すべ

きでしょうとお話しさせていただきましたけれど、現時点でそのような総括をなされ

たのか、なされたとすれば今言ったことをどう捉えているのかということについて質

問いたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   昨年１０月にマチュピチュ村を訪問してまいりまして、今回は大玉村においでいた

だいて、大玉村を理解していただくという大きな目的でおいでいただきました。当初

の目的については達成されたものと考えておりますが、今後につきましては、友好都

市協定の功労者であります野内与吉氏について村内外の認識を深めていくとともに、

大玉村とマチュピチュ村とにおける各分野での交流を推進し、よりよい関係を築き、

今後も交流が継続していくことが課題と考えておるところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   総括という意味はいろいろとられますけれど、もっと細かく具体的にというのが私

の考え方ですので、もしこれからの時間の中で改めて今後の台湾との交流とかいろい

ろあるわけですから、きちんとした形で、そのことがまた次の交流とかに生かされる

ような、そんな総括をしていただければなと思います。 

   さて、過日、国内外交流協会の理事会があって、いろいろ総括も含めていろいろな

提案とかいろいろな話し合いがなされました。そのとき私も提案しましたけれど、せ

っかくの一般質問の機会ですから、改めて当局にお願いやら提案をさせていただきた

いと思います。 

   まず、ここに世界遺産マチュピチュ村をつくった日本人、野内与吉さんの本が、当

時議員も訪問をしましたけれど、その当時はまだあれですけれど１，５００円で、今

は一般書店でも販売なさっているようです。非常にわかりやすく、野内さんの業績と

かそのことに、ペルーあるいはマチュピチュ、世界遺産に関してのいろいろな識者の

そういうふうな意見あるいはそういう著書なども述べて、非常に有意義な本であると

思います。 

   これをぜひとも皆さん、我々も含めて村民の皆さんにいかに多く読んでもらえるか、

そのほかの資料もありますでしょうけれど、そういうことであればまず一つは啓蒙し

てほしい。一つはその本１，５００円ですから、何なりとももし助成していただけれ

ばありがたいと、そのようなことで考えております。一遍に言ってしまいます。 

   与吉資料館建設のためという形で、野内良郎さんがこの本の最後に書いてあります。

ちょっと読んでみます。「本書を多くの方にご愛読いただくことで、祖父の生涯が日

本の歴史に刻まれ、後世に語り継がれることを願う。また、私のかねてからの夢であ

る祖父の資料館開設実現に向けてのさらなる活動を願い、誓い、そこへの恩返しをし

たいと思います」。 
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   隣にペルーの大使館もありますけれど、いろいろな形で良郎さんの活動、あるいは

また与吉さんのこの功績に、尊敬してそのような論を述べておりますけれども、まず

そういうことからすれば、まず村長さんにこれをお伺いしたいと思います。本工事の

啓蒙と補助、与吉資料館建設のための、私からすればこのふるさと納税制度にびしっ

と、この目的をぴしゃっと、この資料館建設ということを打ち出して、内外に支援を

頼むことも一つの目的かなと思いますので、そのことを２つとりあえずは提案させて

いただいて、村長さんのお考えを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） 再度お答えを申し上げます。 

   まず、本のことです。議員の皆さん、古代アンデス展のほうに行かれて、その本は

手にとって見られたというふうに思いますが、野内与吉さんの歴史と、それからあと

古代アンデスの歴史、資料等についての立派な本が発行されたということでございま

す。 

   正式には９月の中旬に発売ということなので、今発売になると、間もなく正式に発

売になるわけですが、これについては庁内でもどういう形で村民にお知らせをするか、

買い上げて配布するのか、子どもたちに配布するか、一部補助にするか等々について

今検討しておりますので、その辺については１２月の議会に必要があれば予算計上を

したいなというふうに考えております。全村民の方に手にとっていただければ大変あ

りがたいわけですが、予算の関係もございますので、その辺については検討させてい

ただくということでございます。 

   それから、資料館の件についてはきのうも６番議員さんからご質問ありましたが、

当面、分散展示が現実的かなと。ふるさと納税でいただいても、資料館を建設する足

しになるような金額はまず集まらないだろうと。１月から５月までマチュピチュとの

交流ということでふるさと納税募集をしましたが、６０万円でございます。そのうち

の３０万円は返戻品として返していますので、その残りはマチュピチュに、９人のう

ちの５人は県が全部出してくれましたので、あと４人のうちの半分はマチュピチュ協

会が出しましたので、実質的に全額村が持ったのは２人だけということになりますが、

ふるさと納税についてはこれから、とりあえず一旦とめましたので、マチュピチュ村

との交流というのは。マチュピチュ村とふるさと納税の中でその名前を使って寄附を

集めるかどうかについては、これから詳細について詰めていくという段階でございま

す。 

   ですから、資料館を新たにつくるということにつきましては、莫大な、つくること

はできます。ただ、管理運営ができるかという問題もございますので、長期的に総合

的に検討してまいりたいと、きのう６番議員さんにお答えしたように、直売所、ふる

さとホール、改善センター、それからあと今の直売所にレストラン、食堂をつくった

場合にその一部を展示スペースにするとか、いろいろこれから考えてまいりたいとい

うふうに考えています。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 
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○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   まさに、現実的にはそのような、当面はそのような形でいいのかなと私も思います。

でも、将来的にはできるだけ早い時期にやっぱりアクションを起こして、私去年の質

問でちょっと突飛なことを言って皆さんにひんしゅくを買っているかもしれませんけ

れど、北塩原とか裏磐梯では、道路の反対側に資料館、こちらには３Ｄの映像、これ

はソニーで全額寄附です。ですから、集まるはずがないではなくて、我々の気持ちを

訴えて、そういうふうな企業も含めて応援してもらうような努力をやっぱりしてほし

いということもあわせてお願いしたいと思います。 

   今回の訪問団、いろいろ今になっていろいろな情報が入ってきます。例えば、ガル

シア村長との我が押山村長、今回のそれをどのように振り返っているか。我々国内交

流協会として言えば、そのような御礼も含めてそういう手紙を出したらと言えば、回

答は、その必要はないというような形の簡単な回答であります。向こうが御礼の挨拶

をするのは当たり前だと、我々はそんなことやる必要はないとか、あるいはまた、

３０日には中学校の台湾との交流の報告会があると、中学生が。そうしますと、国内

外交流協会の会員もぜひ参加したらどうだという案内をすべきだと言ったら、この答

えは、それは我々の協会ではなくて村主催の事業なので案内は出せないとか、紋切り

型の答えで、非常に私は怒っていますけれども、いずれにしましても、もっと、せっ

かくできたこの国内外交流協会とうまく連絡を密にして、そうしてやっぱりそういう

ふうな、係は残念ながらまだ若い感じですから上司も含めてもっと横断的に相談して、

そしてやるような体制をやっぱりつくっていただかないと、国内外交流協会としては

こんな返事をもらったのでは非常にやる気をなくすということも踏まえて、やっぱり

ぜひ一考をいただきたいなと思っていますので、それはよろしくお願いします。 

   今後、大玉中学校が台湾の大竹中学校との姉妹校としての交流が企画されておりま

す。そういう点では今言ったことも含めてしっかりと、先ほど総務部長から総括して

のお話がありましたけれど、もっともっとしっかりとした体系的に累計的に細かくき

ちんとした形で総括をしながら次につないでいきたいなと思っております。 

   連盟加入や今回交流を機に、私からすれば、いろいろな、私も含めてやっぱり村民

の声も聞こえてきます。もちろん交流は大事です。いろいろな形です。でも、本来村

民が、それでは何をどうしてどうしようかということで、これちょっと飛びますけれ

ど、きのう質問者が村長さんに友好都市締結の意義という形で質問すると、もう村長

さんからすればとっくにそういうことは我々も含めてわかっているのでしょうという

ような形に私はとりました。要するに違和感を感じるという言葉で私が違和感を逆に

感じました。 

   ですので、やっぱりわかりやすい言葉で、キャッチフレーズでもいいですから、友

好都市の意義はこういうことでこういうことですぐらいのことをやっぱりしっかりと、

ちゃんと職員の皆さんも我々もそして村民も、そういう各種団体も、やっぱり統一し

た形で理解しながら向かっていく方向を決めていくと、これは最も大事なことなんだ

けれども、きのう質問者にはちょっと答弁していましたけれども、いずれにしまして
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も私からすると違和感を感じます。 

   差し支えなければ村長さん、改めてここでマチュピチュ村との友好都市締結の意義

は、一言で、もし出してもらえればありがたいというのでいかがでしょう。 

○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。 

   きのうの３番議員さんにお答えをしないできょうまたお答えをするというのは、

３番議員には大変申しわけないのですが、十分に今まで説明をしてきたなと、ご理解

をいただいているなというふうに感じたものですから、職員も当然、その辺の意義の

ことはわかって職務についているというふうに考えておりますが、国際交流の意義と

いうのは、自治体同士、そして住民同士の交流を深めて、国際理解の推進とか、それ

が結果的に地域おこし、村おこしにつながっていくと、村のＰＲ等につながっていく

ということであれば、村政振興にも寄与するということがメーンかなと、それ以外に

もいっぱい、子どもたちの交流とかいっぱいございますが、そういうことだというふ

うに認識をしております。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 理解できたような気はしますけれど、私から今の言葉を直訳する

とすれば、お互いの交流を通じてお互いの国、あるいはそういう地域がより発展する

ための一つの活動の原点の協定を結んだんだなと理解しますけれど、村長さん、もっ

といい言葉がもしあれば、後で我々ももう１回、村民に向けてもきちんとした形でな

いと、やはりこれは非常に受け取り方が違いますので、村民はとにかく何のためにと

かいろいろありますので、やっぱりこの際、きちんとした形でこのことをやることに

よってこの村はこうなるし、相手もこうだよという形の、何かキャッチフレーズらし

きものがあればそれはそれとしてありがたいなと思っていますので、一考をよろしく

お願いしたいと思います。 

   連盟加入やこの交流を機に原点に立ち返った考えでという形での質問をさせていた

だきます。 

   いろいろとこの交流で得るものとかあると思いますし、ただ、現時点では期待する

ほどのことがなかったとか、マチュピチュ村のほうからちらちら聞こえてくることも

あります。それはそれとして、私はそれを否定するのではなくて、やっぱりそういう

ことも踏まえてお互いの違いを認めて、そしてじっくりと信頼関係を結んでいくとい

うことが大事なのかと思っております。ただ、我々村民の立場からして、やっぱりい

ろいろな村民から言われることの一つに、やっぱりそういう交流をしたって村民がポ

イ捨てするとか、挨拶も満足にできないとか、いろいろなことが聞こえて、ここに書

いておきました。 

   ですので、改めてこの際、中学校では日本一あいさつ運動をやっていますし、教育

長さんも村全体でとか強く言ってくれていますけれど、それはまだまだ浸透しない。

逆に子どもたちが一生懸命挨拶したって大人があっちのほうを向いているようでは困

っちゃう。職員が一番先って私、副村長に全協で言いましたけれど、そんなことも含
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めて、もう一回足元から、このことを契機に、改めて、今までもやっていますけれど

も、さらにやっぱりそのことを通して村民が自信を持って自分たちの地域をほかに自

慢できるように、そんなことも含めて今回の交流は非常に意義があるんだなと、台湾

ともまた子どもたちを結ぶのですので、そんなことを考えていただければなと思って

いますので、よろしくお願いいたします。 

   さて、日本一住みよい村づくり実現のために、総合的な、最後の質問になりますけ

れども、計画樹立を望みますが、その辺の考え方、まず村長さんにお伺いしたいと思

います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   日本一住みよい村づくり実現の総合的な計画の樹立というのは、住民それから議会

も入る全ての各分野から入った総合振興計画が村づくりの総合的な計画でございます

ので、それ以外のものについてはそれをベースとして計画をしていくということで、

とりあえずはそういう組織はもうできているし、検討も行っているということになり

ます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） まさに村長の言うとおりで、そのような答えは返ってくるのだろ

うなと想像しておりました。 

   でなくて、本当の意味は、本当の考えは、それを踏まえてさらに一歩前進するため

のそういう村民の組織をつくるとか、いろいろな村との協働であるとか、そんなこと

を考えていますので、もう１回、私も第４次総合振興計画を勉強しながらそういうふ

うなこの内容を、この際詰めていく努力はさせてもらいますけれども、改めてこれは

共通の課題として、一緒にいろいろ考えていただければありがたいなというようなこ

とで次の質問に入りたいと思います。 

   日本一の長寿村、長寿日本一を目指す考えはということで、同じような質問を去年

もさせていただきました。今回質問する意味は、同じことを質問すると同時に、その

後のいろいろな取り組みとか、さらに、実際に村民の声、老人の間から声が出ている

ことを少し取り上げさせてもらいましたので、その点を含めてよろしくお願いしたい

と思います。 

   高齢者の実態と問題点は。一般的に敬老会とかいう感じで表彰とかというのはこの

間敬老会に、１１区１２区はちょっと台風のためにおくれて９月９日に開催されて、

また新たな資料をいただいたばかりで、おおむね理解させていただいておりますので

これは省いてもらって結構です。 

   ただ、ひとり暮らしの問題、最近のように台風が多いとかいろいろな形の災害が多

い中で、一番やっぱり弱者と言われる高齢者の方々は非常に不安を募ったり、避難所

に行きたくても行けないとか、そういうことで、さて、村はどんなことで対応したの

かなということがこの問題の視点です。 

   ですから、ひとり暮らしの実態と問題点はというようなことで、食事、買い物など
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支援を含め、総合的な生活支援は十分なのか、またどうなのか。包括支援センターは

ありますけれども、それらと民生委員との連携も含めてうまくいっているのか、民生

委員ばかりではなくて実質的には消防団とかいろいろ区長さんとかあるのでしょうけ

れど、その辺がしっかり図られているのかどうかまで、そこまでまず１回、答弁をお

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） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、現在大玉村でひとり暮らしの高齢者は１３８名となっております。 

   村で行っております軽度生活援助事業、それからごみ分別の搬出支援、巡回安否確

認、それから高齢者等が外出支援のための事業、それから社協で行っている配食サー

ビス等が、そういったサービスが利用できるようになっておりますけれども、外出支

援につきましては月２回までということで十分とは言えないような状況ではございま

すが、現在、公共交通対策等で検討をしているところでございます。 

   包括支援センターにつきましては、ひとり暮らしの高齢者、あるいは老老世帯の訪

問、台帳の整備とか、村事業の利用希望者に対する連絡、調査を行ってひとり暮らし

高齢者や老老世帯の状況に合った支援に努めておるところでございます。 

   また、民生委員さんについては、ひとり暮らしの高齢者、同じように老老世帯の名

簿作成の協力をいただいたり、月１回の民協の定例会の会議の中で情報を共有して、

村との連絡調整にご尽力をいただいておるところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   一方でこの我が大玉村、ほかに誇れる子育て支援の手厚い村ということで名が通っ

ております。一方で私は、それはもちろん大事なことですけれど、今まで頑張って来

られたお年寄りを大切にしたい。ちゃんと寄り添って、そういう形のやっぱりいろい

ろな施策を行政と住民が一体となってやるというようなことで、そういうような構築

を進めていただきたい。 

   既にいろいろともうこれまた先進地の大玉村という形でやっているのも理解してお

ります。いろいろな、デマンドタクシーなんかもいろいろ研究もなさっていることも

わかっております。基本的には、最終的には家庭介護というのは大事なんですけれど、

やっぱり地域で見守るという形がベストかなと思っています。いろいろ介護施設、入

居状況など書いておきましたけれども、大体これ調べましたのでこれは結構ですけれ

ど、いずれにしましても、地域でどう見守りをしていくか、子どもの見守りもやって

いる地域の数は多いですけれども、そのことが今回の地域の支援活動の、地域サポー

ト事業での一つの村長さんの考えもあったのかなと推察しますけれども、それらのこ

とにつきまして、改めて村長さん、この地域見守り隊とか、現在でも郵便局の配達員

が見守りしてくれるとか、あるいは消防団も警備しながらそういうことの実態をやっ

ぱり把握していただいて、そしてやっぱりそこは注意していこうと、見守るとか、富
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岡のそこのところの仮設住宅では、自治体が、元気なときには黄色い旗が立っている

と、どこかでずっと前に聞いたような話なんですけれども、富岡町が初めてだって私

聞いて驚いたんですけど、それにしましても、地域で、その老人が、ひとり暮らしが

ぱっと玄関に黄色い旗が立っていればこれは元気なんだなと、立っていなければ何か

あったかもしれないなと、こういう形でお互いに地域の見守り隊で活動していると、

これはまさにいい例が富岡町でそこであったわけですから、これを一つの参考として、

我がこの地域でも何らかの形で、村長さん今回のサポート事業にも思いがあるようで

すから、そのことも含めて高齢者とその地域の見守りというような形での活動に対す

る思いを、改めて村長さん、よければ、お答え願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   ひとり暮らし、そして老老世帯、今は２５．３％、６５歳以上ですので、実際は後

期高齢者７５歳以上になるともっとずっと半分になりますが、２０２５年問題、今の

団塊の世代が後期高齢者に全員がなるという時代はあと９年ということで目前に迫っ

ておりますので、行政が全て見守りを実施するというのは財政的にも人的にもかなり

難しいということですので、地域が高齢者としてそういう社会的弱者を見守るという

制度をやはりつくっていかないとまずいというふうに考えております。 

   今回の１０万円の補助も、先ほど自由度をもっと高めてということでしたが、本当

は高齢者の見守りなり地域の高齢者対策に限って実施したかったのでございますが、

最初からそういうことではなくて、少し拡大をして、その中の１つの区でもそういう

ことをやっていただければ、その実態を見て、これを全村に広げていくということも

可能かなという期待を込めて制度をつくらせていただいたということでもあります。 

   それから、郵便局の見守り、これお願いをしています。ただ、郵便局は毎日行くわ

けではなくて不定期ですので、やはり毎日見守ることができるのは地域の方々かなと

いうふうに考えています。 

   老人クラブに事務局を設置したり、老人クラブのてこ入れをしているのも、やはり

地域で老人クラブの方たちが中心となって見守りの母体になっていただければ大変あ

りがたいというふうに考えております。ただ、これを進めていくのにはやはり粘り強

くお願いをしていくと、働きかけをしていくということかなと。 

   あと行政のほうの対応は、災害の場合もそうですが、ひとり暮らしの方、それから

老老世帯には全世帯電話をして、職員が手分けをして全世帯連絡をとって、避難所の

こととか、いざとなれば迎えに行きますよというようなことの連絡もさせていただい

ておりますので、大変きめ細かくやっていただいているというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   いろいろな形で、子育て支援ばかりでなくて、お年寄りのためにも優しい、ひとり

暮らしのために特にもいろいろなケアをしてくれているのだなということは理解して
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おります。 

   次の問題も、これもまたほかの地域よりは大玉村は敬老会をやってくれたり健康管

理事業を継続したり、大変お年寄りから喜ばれています。でも、これは一部の方です

ので、一応、そういうこととして捉えていただければと思います。 

   今回、その敬老会、私からすれば１１区、１２区かなり少なかったです。日にちが

ずれたということもあるのでしょうけれど、ただ、今のこの啓蒙、出欠の把握、個人

的に出して出欠をとると、以前はそうでなかったと思いますので、改めて、いつから

そうなったのか、例えば老人クラブとか区長さんにお願いして、見守りも含めて出席

の依頼を要請をしながら、行かれないときは車出すぞいとか、いろいろな形でやっぱ

りなるべく出席してほしい啓蒙をどうできるか、しているか、さらにその出席できな

い方、基本的には来たくてもちょっとけがでとかいろいろあると思います。そういう

方にも、もうちょっと、十分気持ちは出して、お金も使ってくれているんですけれど

も、さらにそういう方にも少し何かあってもいいのではないかという声が私のほうに

ちゃかちゃか届いてきましたものですから、今回質問させていただきます。 

   それは、いろいろな考え方があると思います。ただ、気持ちをあらわすということ

は非常に大切なことですけれど、ややもすれば、やっぱり我々お年寄りは物が優先な

方が、そういうことも含めてありますところも多いので、そういう気持ちがもし出し

ていただければありがたいなという形のこの質問でございます。 

   ですので、総括的に、敬老会、健康管理事業、さらにそういう方の配慮、この辺に

ついてまとめてお答えできればありがたいなと思っています。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   敬老会の出欠等につきましては、以前は老人クラブ等を通じて出席、欠席の連絡を

いただいていたというような経過がございますけれども、数年前から老人クラブでは、

老人クラブ自体がないような行政区があったり、また、老人クラブには加入していな

い家庭等があったりということで、なかなかその把握が大変だというような中で、行

政のほうからそれぞれ対象者に通知を差し上げて、回答につきましては電話か同封し

た返信用封筒で役場に郵送していただく、または直接来られる方については直接申し

込みに来ていただくというような状況でございます。 

   それから、欠席者についてというようなことで、村としては敬老会の席上で大きな

節目、ちょうど７７歳、８８歳、９９歳といった節目の年に祝い金と祝いの品を贈っ

ておるということで、それからまた１００歳になられた方につきましては、別にその

贈呈式を行って祝い金、それから祝いの品を贈っているというような状況でございま

す。 

   いずれにしましても、高齢者を敬って地域のきずなを深めるというようなことは大

切なことでございますので、敬老会そのものも出席率、上がったり下がったりという

ことで、状況的には３０％程度の出席率ということですので、高いとはいえないかと

いうふうには思いますけれども、それぞれ出席を希望している方については送迎等も
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含めて、できるだけ近隣に車を配車するような形で進めておりますので、今後もさら

なる出席をしていただけるように工夫を凝らして努力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。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   まさに、どこまでやるかというのは非常に難しい問題ですので、大玉村とすれば精

いっぱいいろいろな角度から啓蒙したりやっていらっしゃるのだなと、ただ一部はそ

ういう声が出るのはこれいたし方ないかもしれない。ただ、大きな、もし、声が高ま

ってくればまた一考願えればありがたいということをつけ加えてお願いしておきます。 

   さて、今の質問の出席率も関係ありますけれど、やはり７０歳以上ですから、それ

でもやっぱり健康でない方は出席できない方も多い。だとすれば、やっぱり同じ長寿

でも健康寿命を長く延ばす形の工夫を、大げさに言えばやっぱり子どもからお年寄り

まで、墓場から揺りかごまでという形での一貫した政策があれば、非常に長寿に向け

ての啓蒙も含めたそういう村になっていく可能性が大なんだなと考えています。 

   全国的に有名なのは長野県の高山村、これは非常にユニークな啓蒙で、お年寄りが

長寿というような形での有名なところらしいです。私もホームページでちょっと眺め

させていただきました。いずれにしましても、この健康寿命を延ばすための施策とい

うような形、何点かちょっと触れさせてもらいます。 

   温水プール、常に健康というと温水プールとかプールが入ってくるんですけれど、

その後のいろいろな水中運動とか工夫していますけれど、現在の状況と問題点、もし

あればというような形でまずお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   温水プールについてのご質問でございます。 

   村民プールにつきましては、主に、現在お尋ねの健康寿命という点からいたします

と、６０歳以上の方々の利用料金、これを一般の方々よりも割安に設定する、あるい

は主に平日の日中、シニアの方々をターゲットとした大人のための水泳教室の開催、

さらにスポーツクラブでの水中運動というふうな形での取り組みを行っているところ

でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） きのうの質問者にも答えているので大体理解しているんですけれ

ど、いずれにしてもいろいろやる割には、村民の方、特に参加者は少ないんだなと。

私も忙しい中、いろいろなこの事業に参加して、自分の健康も含めて思っていますけ

れどもなかなか忙しくて行けない面もありますけれど、相対的にはもっと本当はその

事業が効果あらしめるべきには、特に村民がもっと参加すべきかなと思っていますの

で、改めてこの啓蒙の方法とか、老人クラブに呼びかけて、最初は役員に来てもらっ

てやるのも一つ、そしてそこから広げていくのも一つ。お年寄りはやっぱり水着を着
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るのを嫌がるものですから、ちょっとお年寄り用のを開発してもらって、そして楽し

くあそこへ行って、皆さんが健康づくりに寄与するような事業も含めて考えていただ

ければなと思っております。 

   さて、もう１点、パークゴルフに関して、以前から私、ＴＡＩＧＡカントリーのと

きからぜひ週に１回くらいとか、あいているホールを利用させていただいて、老人ク

ラブ、大玉だけでなくて、二本松、本宮も含めてそういうふうなことを事業どうでし

ょうかという案が出まして、なかなか至っていません。今でもまだ来れないでいろい

ろの啓蒙をしています。 

   ところが、最近の情報ですと、子どもたちが１日ゴルフを楽しんだりとか、あるい

はまたどこかのそういう方々がグラウンドゴルフをやったというような情報が入って

きました。これは二本松信金のゴルフ大会で一緒にやって、昼間はどーんとこの食堂

に来てバイキングやられるから、俺ら食うところないんだとかという話をしていまし

て、そういう情報が入ってきました。 

   ですので、あきらめないで、今ゴルフ場、何か裏情報ですといろいろな課題がある

ようですから、大玉村はこれだけやっぱりゴルフ場と親密にしていろいろな提携をし

て、いろいろなことをやっているんだよという形も含めて、やっぱりこの大玉村ゴル

フ場存続の大きな意義になる可能性としてありますので、改めて、そんなことも含め

て、ぜひそのお年寄りが大玉村民グラウンドでグラウンドゴルフやるよりは、ゴルフ

場でやって、うまい御飯を食べて風呂でも入って、少しお金はかかりますよ。でもそ

ういうことも含めてやっぱりこの健康寿命の啓蒙も含めて、やっぱり自分の健康は自

分からという視点も含めてやっぱり啓蒙してほしいなと思っていますので、これはい

ろいろな意味で必要があれば行政と一緒に私も行って改めてお願いしたいと思って、

もう少し情報収集しますけれども、そんなことも含めてお願いしたいと思います。 

   一方では本宮、ご存じのとおり国の１００％交付金で中の橋の奥のほうの高木のほ

うに、今度、パークゴルフ場としては面積半分ぐらいですけれども、ことしの１１月

に芝張りが終わっちゃって完成するようです。お互い近隣同士ですから、サンライズ

本宮も含めて新しくつくるとかいろいろなことは大変なことなので、何かいい提携が

あればお互いに使わせてもらえる、そんなことも含めて考え方を申し述べておきます

ので、せっかくの機会ですから村長さん、今のゴルフ場の利用とか、本宮との連携と

か、その辺について何か考えがあればちょっとお聞かせ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） ８番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   パークゴルフ場、今の大玉カントリーを使ってと。大玉カントリー自体が大玉村地

元といろいろ提携をしたり、地元の人に多く使ってもらうというスタンスは持ってお

りますので、それについては提案だけ、実現についての確約はここではできませんが、

話し合いをして、２７ホールありますので、どういう形でできるかどうかは聞いてみ

たいと思います。 

   それから、本宮については料金体系とかどういうふうになるのかというのは一切ま
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だ聞いておりませんので、ただ、本宮、二本松、大玉の体育施設とか公共施設につい

ての使用については、話し合いをして、管内同一料金とかということができないかど

うかの提案はこれからしていきたいというふうに考えて、大玉のプール等についても

何か、安達管内は同一料金とか、実はうちのほうはみずいろ公園とか、キッズパーク

とか、本宮の施設はいっぱいただで使わせていただいておりますので、その辺のこと

も含めて市長と検討してまいりたいと、提言をして、提案を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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 前向きな答弁で非常に期待が持てて、もしそれが実現されるとす

ればお年寄りでそういうふうな、実際今なさっている方々が非常に喜ばれるかなと思

っておりますので、ぜひ積極的な連携も含めた意義を展開していただければなと思い

ます。 

   さて、自然とのかかわりという視点から３つほど、こればかりではないのでしょう

けれども、まず、近くにあるふくしまフォレストパークあだたらとの連携は、私が直

接向こうに聞くと思ったよりは進んでいないなと感じています。もしそうでなければ

ぜひお答えいただきたい。 

   もう少しやっぱり、つい先日までは子どもたちを夏休みに集めて野外、そういうフ

ィールドワークをするとか、そんなことでも、さて大玉村がどんな反応を示したかわ

かりませんけれど、積極的にそういうところと情報交換をして、積極的に大玉村村民

がそういうところに行って健康づくり等も含めて自然との親しみに触れていただけれ

ばなと思う視点で一つです。 

   あと一つは、ふれあい村民の森、この利活用がなかなか難しくて、子どもたちとい

うか、ちょっと一部の村民しか行けなくて、あそこではもちろんバーベキューも何も

できないとかいろいろ問題あるようですけれど、一方の視点で学習の場、一方の視点

ではやっぱり健康づくりの場という視点から何か考えられることはないかどうか。さ

きに取得してご案内ありました営林署の奥の山林、なかなか前村長は常緑の森なんて、

宮崎県の綾町みたいな、そういうような構想を話していましたけれど、いずれにして

もその後、結局その最近、総務部長からお話しいただきました守谷の山林、それらも

総合的に含めて、さて健康と結びつける、健康だけでなくてももちろん結構ですけれ

ども、そんな形の政策がとれないかという質問でありますので、それについての考え

方を述べていただければと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   フォレストパークにつきましても、あとはそういう村内にある施設、あるわけです

けれども、せっかくある施設ですので、それらについてはどういった健康管理上、あ

るいはお年寄りのそういった過ごし方の中で利用できる場面があるかどうかというよ

うなそういう検討も、関係課とも相談をしながら進めてまいりたいというふうに考え
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ております。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 具体的な政策的なことの考え方はこれからに期待するというよう

なことで考えております。 

   最後になりましたけれども、答えは大体決まって、わかっていますので、さて、き

のうからの質問をずっと聞きながら、私なりにいろいろ感じたことも含めて最後の質

問にしたいと思います。 

   基本的にはこの行政、やっぱりスピード感がないなと感じております。１回決めた

ことが先延ばしとかということが、最近、村民からもいろいろそういう声も聞こえて

きますけれど、前村長が申しておりましたこと、皆さんご記憶あると思います。判断、

的確、スピードです。これはやっぱり前村長が求めてきたわけですから、皆さんはそ

この下に働いてきたわけだから、もっともっと我々に対してスピード感を持って、村

民に対しても必要だなという感じを受けています。 

   決断と実行、昭和の太閣、今の彼じゃありませんけれども、やっぱりこの問題意識

の希薄さというのがちょっと目立ちます。そして基本的にはやっぱり情報公開と共有

だと思います。村長さんだけがわかっていてこうだこうだ、５人県から出してもらっ

たのだっていったって、それ村民はそれ幾らかかっているんだろうと、できる範囲で

結構ですから、我々も含めてやっぱり村民に情報を出さないとなかなか理解されない、

これはずっと昔から感じている、今に始まったことではないですけれど、ですから、

そんなことも含めて、やはりもう１回庁内でその問題意識とその情報の共有を図って、

悪い例で申しわけないんですけれど、そろそろ時間がないからやめます。いろいろな

意味で、そんなことを図っていただければ、もっと誰かがおっしゃる風通しのいいこ

の職場、風通しのいい村民、お互い同士が気持ちよくここで暮らしてよかったなと、

そういうような村になっていってほしいために苦言を申し上げましたけれど、そんな

ことを含めて、皆さんの活躍と我々も一生懸命努力するということをお誓い申し上げ

まして一般質問を終わりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、８番佐々木市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、午前１１時５分といたします。 

（午前１０時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「防災・減災強化の村づくり

について」ほか１件の質問を許します。 

   １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 議長の許可をいただきましたので、通告いたしております防災・
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減災、そして人災関係の災害対策についての２件について質問を行います。 

   皆さんそれぞれ、大体終わる時間というのは頭の中にあるので、それにふさわしい

ような、質問は長く、答弁は簡潔にということでひとつ進めたいと思うのでよろしく

お願いをいたします。 

   ご存じのように、まず、最近台風が非常に多くて、さまざまな災害が起きているわ

けでありまして、その一方で日本は四季に富んで非常に農作物もとれると。最近、温

暖化によって南国のものもとれるようになったし、北海道の米も非常にここよりも新

潟よりもうまいというような状況で、非常に気候も変化していると。それに伴っての

自然災害というのも一方ではあるわけでありまして、特に台風についてはこの日本の

置かれている地域からして何ともいかんともしがたい場所なんだなと、一生これずっ

と、これまでもあったようにつき合っていかなければならない状況であります。 

   そういうもとで、この災害というものについての、改めて対応というのが問われて

くるのかなというふうに思っております。大玉村の総合振興計画のこの防災の面では、

非常に地域ぐるみであらゆる災害に対して周到な備えをというふうに書いてあるけれ

ども、中身としては大した書いていないです。そういう意味では、一本の柱としてき

ちんともう一回見詰めて、位置づけをしていくべきであろうというふうに思っており

ます。 

   とりわけ、近年の集中豪雨というのはやはり置かれている住宅の場所なり、あるい

は人の開発行為によってなされたところに対するところの災害というのも非常にふえ

ているわけでありまして、一方において、またそういう東日本大震災あるいは熊本を

中心とするこの地域の地震ということで、ゆうべは韓国というようなことで、どこで

起きても不思議でないといわれるような地震の状況でもある、そういうことに対する

ところの備えといいますか、天災ですからいかんともしがたいところもあるわけです

けれども、それに対するところのいわゆる減災なり、そういう備えというものはやは

り大事だというふうに思っております。 

   その大玉村の計画の中では、さきに起きた東日本大震災での一つのまとめとしては

こういうふうに出ておるんですけれども、消防団などの協力も得ながら村内の被害状

況を調査し、危険箇所などの緊急対応を行いましたと。また、地震発生から約１時間

以内で避難所を開設し、避難者の収容を行うとともに、村民協力による安否確認が行

われるなど円滑な初動対応に一定の成果を上げましたということで、やっぱり初動対

応というのはいろいろな災害のところでも、非常に大きな、後々に役割を果たすとい

うことでありますので、この間の３０日ですか、もういち早く学校を休校にするとか、

あるいは敬老会を延ばすとかという、やっぱりそういう措置というのは、結果的には

後から大したことなかったということであるかもしれないけれども、多くの人が集ま

る、そういうことに対するところの対応としては非常によかったなと。今後もそうい

う点では力を入れていただくとともに、改めて地域ぐるみでの対策というようなこと

を言われておりますけれども、例えばこういうことを地域の皆さんと協力してやると

か、そういう災害に対するところの考え方なり啓蒙、特に啓蒙というものが大事であ
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りますので、そういうことについてどのように、これらの一連のことを、経過を踏ま

えて対策を講じられようとしているかお尋ねをまず最初にしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   １０番議員さんのおっしゃるように、災害、いつどこで起こってもおかしくない状

況であるというふうに認識しておるところでございます。先月末の台風１０号、東北

上陸をいたしましたけれども、これに際しましては災害対策本部の設置前に、前日に、

避難所の設置であるとか要支援者への避難勧奨、それから住民への周知方法とか防災

資機材の準備状況、さらには危険と思われる箇所の調査、事前の土のうの設置など、

いつ誰が何をすべきか協議をしたところでございます。それに基づきまして最悪の状

況を想定した対応に徹したというような中で、結果的には目立った被害はなかったと

いうようなことでございます。 

   こういった台風に代表されるような、事前に情報が得られる災害、これにつきまし

ては、災害タイムラインと呼ばれるものがあるわけなんですが、これは事前の防災行

動計画を明確にすることによって被害の防止、あるいは発災後の早期復旧に有効であ

るというようなことで、過去とか今回の防災構造などを検証しながらこの災害タイム

ラインのさらなる整備を図っていきたいというふうに考えておるところでございます。 

   また、地震とか突発的な局地的な豪雨、こういうものにつきましては、平常時、災

害に対する備えが最も重要であるというふうに考えておりますが、避難所の確認とか

備蓄食料それから防災資機材等の確保、こういうものがかなり重要であるというふう

に思っております。 

   また、危険箇所の調査とか住民への周知、こういうものについて、災害発生直後の

円滑な対応が可能になるよう、日ごろからの周知徹底を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。 

   それぞれの地域によって地形も変わって、状況も違っておりますので、災害が発生

しやすい地域における防災対策というのも変わってまいります。その状況に合わせて

平常時の防災に対する啓発というのは、地域ごとに変わるということを認識しながら

村内一緒くたの防災対策ではなく、地域に合わせた防災対策を今後進めてまいりたい

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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ対応についての考え方のお話をいただきました。 

   これまでの、発生した経験あるいは教訓はもとより、河川なども当然真っ先に被害

があるわけでありますし、特にこの間の３０日の台風については、何が何でも日本に

上陸しなくてはならないようなああいう迷走してくるというのもありますので、ちょ

っとこの上陸の場所が変わることによってあれだけの災害は大玉村でもあり得る状況

だということであれば、やはり人命をまずは守る観点から、そうした取り組みをしっ

かり日ごろからの啓蒙等々、さまざまな人の集まる機会において基本的なそうした取

り組みを強く徹底するよう求めてこの項については終わります。 
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   次に、原発事故災からの健康、それから農用地、あるいはそういう地球規模でのこ

の地域を守る、そういう意味での質問であります。 

   事故からちょうど５年と半年が過ぎたところであります。今なお１０万人近くの

方々が県内外に避難を余儀なくされているという状況であります。そういう中で、ま

ず一つ、福島県全ての市町村なりあるいは議会が、福島原発の１０基全ての廃炉を求

めて今日まで来ております。そして、福島県全部が被害なんだということで取り組み

を進めてきた状況であります。 

   一方、今朝の新聞でもいろいろな廃炉に向けた作業についてもこの警報機が鳴らな

いようにしていたとか、さまざまなことがあって、実際は廃炉に向けての段取りも実

は全く進んでいないという状況にあって、大変な、いわゆるモンスターが福島県内に

あるということでありまして、こういうもとで鹿児島の川内、あるいは高浜、こうい

うところでの原発の再稼働というのが進められてきたわけでありますけれども、まず、

こういう福島県の現状を踏まえる中での再稼働ということについての、これらについ

て村長の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   今、言われた川内、高浜原発、いろいろ問題がありまして、高浜のほうについては

避難経路が、津波が来ると逃げるときには原発の前を通る道しか避難経路がないとい

うような現状があって、大変、大津地裁のほうから差しとめということで今とまって

いる状況ということで、それから川内のほうも、熊本の地震等で、鹿児島もすぐ近く

にあるし桜島もありますので、そういう不安があるというようなことだと思いますが、

再稼働ありきではなくて、やはり住民のコンセンサス、理解を得ながら安全対策をき

ちんとやって、そういうものについては当然応えるべきと。基本的には福島原発の事

故をきっちりと検証して、そしてこれからどうするかということを検討していただき

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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   続いて、さきに子ども４０万円、それから大人８万円ですか、これを出されたわけ

です。それはなしてそういうものが出されたものなのかというふうに村長は認識をさ

れているかお伺いします。 

○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。 

   これは、福島第一原子力発電所の事故に起因して、ここがその汚染地帯ということ

になって、当然に生活等にも、経済面でも支障が出ているということに対するものだ

というふうに感じております。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういうものが支払われたということは、放射能での被害がある
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と、汚されているということでありまして、これはもちろん日本で初めてでありまし

て、大変な事態だということであります。 

   今、そういう中での５年半の中で、いろいろとこれらをめぐって人々の意見もいろ

いろな形で変わってきているのも事実でありますけれども、一方において、いろいろ

なその対策を講じてきた中で、我々だと田んぼにカリを振るとか、牧草についても放

射性物質の抑制対策としてのものを、さまざまな取り組みをするということが進めら

れてきて、一定程度のそういうみんなの合意を得ながら進めてきたということであり

ますけれども、この間、さまざまなそれを進めていく上では、この村内においてもこ

の放射性物質を除去するに当たってはさまざまなあつれきといいますか、住民間でも

今もそれなりにありますけれども、あつれきといいますか、試行錯誤といいますか、

あります。 

   そういう意味では、今もそれは続いているわけでありまして、抑制対策ならそうい

うことをやらないでいいというふうにはいかない、やっぱりやらなくてはならないと

は思いますけれども、それによっての弊害というのも今非常に言われてきております

し、先日、７日ですか、環境省なり農水省あるいは東京電力の方々とのさまざまなや

りとりをしてきましたけれども、結論から言うと全くかみ合わない。農家の声なり福

島県の皆さんの声がああいうところには届かないなと思って非常に残念であるし、逆

にまだちっとも動かないということに対して、まだまだこれからやらなければならな

いなと、改めて勇気をもらったというか、勢いがむしろついたなと私なりには思って

おります。全く、大体がこの農水省なり環境省なり、それからいろいろなところが出

てくるんですけれども、大体課長補佐クラスでありましたが、全く自分の分野からは

一歩たりとも出ない。農家の人は牛の話をしたり、土の話をしたり、肥やしの話をし

ているんだけれど、農家の人の思いというのはそういう前のめりになってしまってい

るから、でも、省庁の皆さんは非常に冷静で自分のことだけしか一切、何回聞かれた

って言わない。それはそっち、これはこっちというと話がつながらない。いよいよも

って福島県民の声というのはつながらないなと改めて感じたところでありますし、そ

ういう意味では、５年半たった中で人々の考えも変わっては来たけれども、やはり基

本的なものとして、やっぱりこれからこの原発の問題は、大体来年、自然災害は大体

５年が一つの支援のめどだということだから、それに準じて来年の３月ですか、４月

１日からはもう大体打ち切りたいというのが当然帰還をしていただければ支援も終わ

りだというようなことがあるのかなというふうに思いますけれども、とんでもない話

だというふうに思っております。 

   そういう意味では、それぞれ先ほど参考資料として皆さんにもお配りを、議長の許

可を得てさせていただきました。帰還して農業、営農を守るということですけれども、

これは帰還するところ向けのチラシですけれども、この地域だってそういう場所はた

くさんあるわけでありまして、こういう意味では、この福島県は営農するための、あ

るいは生活をするための不利益の地帯であろうというふうに思っておりますが、中央

省庁の皆さんは、何ら不利益はないというふうな、何回言っても不利益はないんだと
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いう言い方です。非常に残念だなと思ってきたわけですけれども、こういう意味では、

やっぱり末端といいますか、基本の自治体、村や町や市がやっぱりしっかり住民の生

活実態というものを踏まえながらそれに取り組んでいくということが改めて求められ

ているんだなというふうに思うところであります。 

   そういう意味で、例えば、一つ具体的にいうと、この畜産、あるいは農業をやる上

で、放射性物質の抑制対策をやるわけですけれども、その結果、具体的な因果関係と

いいますか、カリを振ったからその副作用としてさまざまなことが出たのだというこ

とはまだなかなか認めないんです。相当因果関係がどうのこうのとかいうことで認め

ない。 

   しかし、そういうものをやっぱり今度の補正予算でも、そういう意味では検査する

というようなことが出てきているので一歩進んだかなと思いますけれども、しっかり

と検査をして、そしてそれに対するところの、何か我がのやり方が悪いんだというよ

うなことが、技術が下手だとか、飼料管理が悪いとか言われていますけれども、そう

ではなくて、しっかりと抑制対策はやっぱり我々もやらなくてはならないからやる、

やりながらしかしそれについての検査なり、あるいはそれでの生じたことに対する補

償はきちんとやらせるというようなことについて、いっぱいあるんですけれども、ま

ず一つの具体例としてはそういうことでありますので、そういうことについて県・国

にも強く首長はやはり求めるべきだというふうに思うので、村長の見解を承りたいと

思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんに再度お答えをいたします。 

   おっしゃるとおりでございまして、国が５年間で復興期間が終わって今度は再生期

間だということですが、我々にとっては復興も再生も同じ、まだまだ放射線の影響は

引き続き続いていると、３０年たたないと半減しないということですので、５年とい

うのは行政的には国の単なる区切りですので、我々にとっては、それは納得しがたい

ということで、７月２８日に環境省に行っていろいろと道路の側溝除染の関係の陳情

に行ってまいりましたし、９月２日には二本松、本宮の市長と一緒に各省庁、ほぼ全

省庁です。関係省庁を回ってきました。その中でも農業関係の補償については打ち切

るような形を、示唆を東京電力がやっていると、これは絶対に受け入れがたいと、国

でも強力にそれは東京電力にも指導していただく、それから国も問題意識を持ってほ

しいというようなことも強く要望してまいりました。 

   それから、全体的に言うと今の農政、ジャパンスタンダードということで、日本、

こういう原発の災害を受けているところも受けていないところもずっと原発以来同じ

なんです。浜通りだけが特別な支援策が行われていると。中通りについては先ほども

言ったように汚染されているにもかかわらず、福島県のそういう汚染された地域、中

通り、会津に対する助成とか特別なものはないということですので、これは農水省に

再三、福島県向けの中通り、被害を受けている地域の補助とか施策をぜひやるべきだ

ということは何度も何度も申し上げてきておりますが、今回行った場合も今１０番議
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員さんが言われたとおりなかなか問題意識が薄いといいますか、日本全体の中での取

り組みだというような話になってまいります。 

   ただ、東京電力に対する賠償の継続ということについては国としても努力をします

という返答は受けてはまいりましたが、また粘り強く要求をしていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ぜひしっかりと取り組みをお願いするところであります。 

   次に、子どものといいますか、甲状腺がんについてのいろいろ最近、この検査につ

いて新聞報道等でも賛否両論といいますか、議論、そういう特別なあれもないのにこ

の検査をするということは、子どもに対する、あるいはそういう検査を受けるための

リスクといいますか、そういう苦痛な思いをさせるのではないかということで、やめ

るべきだという意見もあります。一方ではしっかりとこれを引き続きやってほしいと

いう両方からの意見があります。 

   大玉村ではこの前回覧で引き続きことしはやりますよと、ホール・ボディー・カウ

ンターによる内部被曝の検査の実施ということでずっと詳しくこのやり方が出ていて、

何ら体にも影響はないし、受け付けから終わるまでで３０分ぐらいで終わりますよと

いうことでありますから、やはりやらないでいて後で問題に、ずっと先々に、子や孫

に負の遺産を、結局このままいくと残すという我々の責任もあるわけでありますので、

今、できることは何ら問題ないとすれば引き続き私はやるべきであろうと、ことしに

ついてはそれをやるということに大玉村のこれでは通知をいただきましたが、これら

についての強靭なスタンスといいますか、考え方についてこの際お尋ねをしておきた

いと思います。今後の見通し。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほど１０番議員さんからお話ありましたホール・ボディー・カウンターについて

は、今年度実施というようなことで日程等をお知らせしたところでございます。ただ、

甲状腺検査につきましては、対象者というのが平成４年４月２日から平成２３年４月

１日に生まれた方ということで、平成２６年４月以降本格調査ということで、２０歳

までの方については２年ごと、２０歳を過ぎた方については５年ごとの検査体制とい

うことで進めておるところでございます。 

   甲状腺検査というのは、ここのがん化というような検査でございまして、ホール・

ボディー・カウンターの検査についてはどのくらい外部被曝、内部被曝があるかとい

うような、そういう被曝の検査ということで、甲状腺検査につきましても、今後継続

したこういう検査体制、これは実施していかなければならないというふうに県のほう

でも考えておるというところでございます。 

   なお、ホール・ボディー・カウンター検査につきましては、今回は１回受けたから

受けられないではなくて、自由に受けていただけるような形をとっておりますので、

ぜひ検査を受けていただければというふうに思います。 
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○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 内部被曝の検査、あるいはこの甲状腺がんの検査と、いずれも一

定程度の区切りもあるようでありますが、しっかりと引き続き、私は、今も進めてい

くということでありますので、ぜひそのようにお願いをしたいと思います。 

   次に、これからの子どもたちの教育、あるいは外での遊びも含めた、安心して子ど

もたちが暮らしていけるような、そういう立場からのさまざまな施策というようなも

のがこれまであったわけでありますけれども、漏れ聞くところによると、そうしたこ

とは一定の成果を上げたので、徐々に予算的にも縮小をするなどというお話もあるわ

けでありますけれども、例えばここで挙げておいたのは、ふくしまっ子保育サポート

事業とか、小中学生雪上というのは、今年はとりあえずはやるようでありますが、そ

のほかのふくしまっ子体験活動応援等々の、これはあくまでも知っている限りのこと

だけ挙げたので、これらの現状、そして、これからの事業継続の見通しについて簡単

でございますから、どうなっていくのかということについてお尋ねをしておきたいと

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） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   私のほうからは、ふくしま保育元気アップ緊急支援事業についてですが、この事業

につきましては２５年度から実施しておるわけですが、平成２７年度からは被災した

子どもの健康生活対策等総合支援事業というふうに名前が変わっております。今年度

につきましては年間８回の専門家による体操教室とか、人形劇の公演、それから３歳

児につきましては春と秋のバスの遠足というようなことで、そのほかにスイミングス

クールでの水泳教室、それから入所児童の健康不足解消のための相談、援助専門員と

して看護師１名を配置しているというような事業でございます。平成２９年度につい

ては継続して行うというような確認はとれておるところですが、それ以降については

今のところは確認されていないということでございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   小中学生の雪上体育体験事業スキー教室につきましては、平成２４年度、放射線か

ら子どもの健康を守る対策支援事業、この県の委託事業を活用いたしまして実施をし

てまいりました。途中で事業等の名称、それから対象経費の変更等がございましたが、

２７年度までこちらの事業、継続となっておりましたが、２８年度につきましては、

県の事業制度の終了に伴いまして財政的な支援が打ち切りとなったところでございま

す。 

   一方、ふくしまっ子体験活動応援事業につきましては、各学校の自然教室あるいは

修学旅行、それから社会教育の各事業について、今年度、２８年度についても効果的

に活用を図っているところでございます。また、地区の子ども会等でも活用されてい

るというふうに聞いてございます。このふくしまっ子体験活動応援事業につきまして

は、２９年度、今後でありますが現時点におきましては打ち切り等の情報は入ってい
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ないところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ今お話がありましたように、財政的なことで打ち切りの

ものもあると。そういう意味で、やはりこの大玉村の復興計画の第２期の中では、子

どもたちのことについては、行政は子どもたちの健康支援と青空のもとに学び、遊び、

スポーツができる環境の整備に全力で取り組みますというふうになっておるので、や

はりこれは東京電力は３年連続黒字という状況でありますから、事故を起こしたやつ

が一方的にそういうのを打ち切るなどというのは全くめちゃくちゃな話であって、や

っぱりちゃんとそういうものについても考えていくというのは当然でありますし、東

京電力がやらないなら国が責任を持つとか、そういう、まさに今、国の宝だなどとい

う枕言葉にだけ子どもの話をしてこういうことに実際は手を抜くということであれば、

全くそれは話が違うのではないかということで、ぜひこの問題については引き続き継

続し、この目的が果たされるように強く求めるものでありますが、この点についても

村長の決意のほどをお伺いしておきます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんに再度お答えいたします。 

   これは、当然子どもたちの活動、今言われたような目的で、大変、原発発生当初は

外で遊ぶこともできなかったということで、数々体力の問題とか健康の問題がござい

まして、やっと今、外で自由に遊べるような状況になったということですので、これ

についてはこれからも進めてまいりたいと。 

   そして、県のほうで東京電力とか国からもらった金で県を通して助成をしている部

分もございますので、県のほうにも継続して要望するようにお願いをしていきたいと

いう考えでいます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   それぞれあちらに行ったりこちらに行ったり質問が、俺自身も大分前のめりになっ

てあちこちなっている部分もあるんですけれども、要は、６年近くなったからいいべ

という話ではないということが主眼なんです。 

   最近、いよいよ２０２０年は東京オリンピックだと、そこの場所に福島県を１カ所、

２カ所その会場にしたいと、それはそれでもちろんそれは結構なことでありますが、

さらにはまたイノベーション構想などというのでぶち上げてもあるわけでありますが、

この前の誰だったか、内閣改造で名前を忘れてしまったけれども政務官だか何かが、

福島はこのように復興したんだと、目を見張るような世界中の人皆さんにお見せする

ようにしたいというような話がありましたし、また、誰だったかは、完全にブロック

されているから何も差し支えはないんだというような話をした方もあるわけでありま

すが、決してそういう状況に今ないということは誰の目にも明らかなわけであります。 
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   同時にまた、先ほども話しましたが、避難されている皆さんももちろん大変であり

ますし、しかし避難していないこの地域でも、実は放射線量というのはまだまだ高い

ところはいっぱいあるわけです。例えば、私これ参考までに桑折町と国見町ですか、

グーグルというので見て、そこから推計した放射性物質がどれだけ地上にあるかとい

うようなことについてのこれをもって、また国にもお話しして、やっぱり一筆ごとに

ちゃんとそれぞれ違うのだからはかってくれないかといったらば、放射線のこの高さ

ではかったもので推計はできるからそれはやる気ないという国の方針で、全くそこも

平行線だったんですけれども、要はこの地域でも、まだまだ大変な実態だよと、言え

ばいっぱいあるんですけれども、例えば今この地域だって山菜とかその類い、キノコ

とかはこれはだめだと、出荷できないと。出荷できないということは放射線が基準以

上にあるということであります。 

   さらにまた春先とか市場によく回ったりする小高森というところ、猪苗代、中ノ沢

のちょっと上のところ、あそこの今のあれは閉鎖しています。キノコもだめだし山菜

もだめでは、あそこでやったって何にもあてはまらない。そればかりではない、高齢

化もそれは実際あるとは思いますが、しかし、そういうものがあって、お客様も一定

程度戻ったって確かに言われていますけれども、細かいさまざまな分野ではなかなか

戻っていない、あるいは大変だという実態がこの地域にもあるわけであります。山菜

等々については県の森林林業部というところに持ち込んで、１週間くらいかかるんで

す。検査を受けて出されるまで。１週間たったらコシアブラだの何だのというのは終

わりだもの。そういうことについてもやっぱりそれは、やっぱり私らは被害だと思う

んです。ある意味、生きがいとか楽しみだなどというふうに言っていたんですけれど

も、そういう楽しみ、生きがいは一切それは認めないので、そういう言葉は言えない

わけでありますが、全て金以外のことは言わないんです。 

   我々そういう、いわゆる、ここで暮らしている、さまざまな、仕事もするし遊びも

するし、さまざまなことをしていわゆる暮らしているわけでありますから、そういう

ことに対するところの常日ごろの暮らしというものがまだまだ戻っていないわけであ

りますから、当然そういうことに対するところの対応というものを、しっかりとして

いくように、やはり我々がやらなければ誰もしてくれません。 

   私の近くにも復興住宅ができまして、復興住宅に入られた方、それからまだ残って、

いや、俺はもうと言って仮設で暮らされている方、散歩しながらいろいろお話も出ま

すけれども、あの皆さんも、帰る帰らないの選択も非常に複雑なものがあるし、同時

にここで生きていく人にとっても大変な状況でありますから、あの原発事故は終わっ

たということではなくて、たった５年だというふうな認識でおりますので、やはり今、

一大、さまざまな、きのうからきょうにかけて議論もありました。そういうことも含

めて、やっぱりそれをやっていくためにもこの災害、あるいは人災、こういうものに

対するところの取り組みというのをまずもって大きく構えてやっていくと。その中で

今の皆さんがいろいろとご心配いただいている問題も取り組んでいくということが、

今、強く求められるのではないかというふうに思うところでありますけれども、村長
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のそうしたことに対するところの決意のほどを最後に承って終わりたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   私も原発のこの被害については、思いは同じくしております。５年というような年

数で切れるようなことではありません。先ほど言いましたように、これはずっと引き

続いてこれから１０年も２０年も続いていくと、あらゆる面で支障が出てきていると

いうことでございます。産業の面でもやはり新たなものに取り組もうとすると、この

放射線の問題が突き当たってしまうというようなこともあります。 

   我々感じているのは、国、東京電力ともに手じまいをしたいというのが目に見えて

感じております。除染も来年の３月３１日で終わりですよというようなことを言って

きている。とんでもない話です。これも強く国のほうに要望して、要求です、これは。

東京電力にとんでもないということで話をして、フォローアップ事業として予算は確

保する予定ですと。フォローアップではないんです。実際の除染がまだ終わっていな

い段階で、フォローアップは当然のこととして、本体の除染、これはまだまだ終わり

ませんよということをかなり強く言ってまいりましたので、声を出すことが大切だと。

これ黙ってしまうとどんどん店じまい手じまいをされてしまうということですので、

これからも強く声を出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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 力強い決意をいただきました。 

   今、除染の話が出ましたが、我々もさまざまな課題があるわけですけれども、この

除染についてはやはり一緒になって協力をしながら、住民の皆さんの協力をいただき

ながらこの問題も取り組んでいかなければならないなと思っております。 

   そういう意味で、行政、住民一丸となってこの問題が取り組まれるように強く要望

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、１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

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

（午前１１時４８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） 日程第２、総括質疑を行います。 

   議案第５３号から議案第６１号までを一括議題といたします。 

   なお、この総括質疑は、議事整理の都合上、議案ごとに行います。 

   また、質疑につきましては、さきに議会運営委員会委員長から報告がありましたよ

うに、質問者は原則としてみずから所属する常任委員会の所管する決算項目以外の質
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疑内容とし、歳入歳出決算書及び成果報告書のページを明らかにし、議題に供された

内容とするようとの申し合わせにより、ご協力お願いいたします。 

   初めに、議案第５３号「平成２７年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について」

に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。 

   ７番。 

○７番（鈴木宇一） 今期定例議会決算議会ということで、代表監査委員にはご臨席まこ

とにご苦労さまです。ありがとうございます。 

   何点かご質問したいと思います。 

   まず、審査の意見ということでございますが、２ページをごらんいただきたいと思

います。この中で、監査委員の指摘意見がございます。 

   まず、経常収支比率、前年度よりは大分改善されております。そしてまた、財務指

標によりましても、公債費率、財政力指数、かなり努力されているなということが見

受けられます。また、バランスシートも別刷りで大きく刷っていただいたということ

で、よく見てくださいと言わんばかりのことだなというふうに思っております。 

   そういう中で、何点か質問したいと思いますが、ここで指摘されております経常比

率、これも前年度より１．６％ほど下がっておるということでございますが、依然と

してまだ高どまりではないのかなというふうな感じがしております。昨今の経済情勢、

いわゆる円高になったり、または株安、そしてまた災害復興の特需もそろそろなくな

っておる状況、税収の見込みも今後厳しくなるのではないかなというふうに感じられ

るところでございます。そういう中で、この経常支出のさらなる努力、どのようにな

されるのかお聞きしたいと思います。 

   また、その下にあります村税、国民健康保険税、これらの未収金がここで言われて

いるように膨大であるということでございます。７，６５０万円、村税に対しては。

特に、この村税の中でも固定資産税、いろいろと未収がございます。国民健康保険税

についても年々未収額がふえているということでございます。これらの、いわゆる今

後の収納率向上に向けて、どのような方法をもって臨まれるのかお尋ねしたいと思い

ます。 

   そしてまた、ここにスクラップ・アンド・ビルド方式による経常経費の削減に取り

組まれることを望むとあります。いわゆる、一度立ちどまって、ご破算にして、予算

を。そしてまた、どうしても必要な事業にあっては予算を組むというようなスクラッ

プ・アンド・ビルド、このような、私もずっとこれは考えておったんですが、このよ

うなご指摘に対して今後どう臨まれるのかお尋ねしておきたいと思います。 

   それから、決算書でございます。３ページ。 

   このような未収額がございます。前年度よりは若干減っておりますが、ここで私が

お聞きしたいのは不納欠損額なんです。ことしは２００万円。どうしても不納欠損に

しなくてはいけなかったこの理由。特に、固定資産税が１３０万円と大きく不納欠損

になっております。前年度は１１２万円不納欠損でございました。その前の２５年に
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は９０万円、２４年には８２万円です。ことしはどうしてもこの２００万円というも

のを欠損にしなくてはならなかった理由をお尋ねしておきたいと思います。 

   以上、お尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、まず、経常収支比率、前年より１．６％減に

なっているが今後についてということでございますが、皆様のお手元に決算カード、

Ａ３判で行っているかと思うんですけれども、今回の経常収支比率、前年度と減にな

った理由につきましては、歳入の状況で、数字が出ている３番目に、左から４枠目に

経常一般財源という欄がございますが、その欄で地方税、地方消費税交付金並びに地

方交付税、これらが前年より１億４，２００万円伸びておる関係で分母が大きくなっ

たというものが一つございますが、それに比して、その同じ決算カードの性質別歳入

の状況というのがございますが、右側から２番目の欄に、経常充当一般財源、これが

分子になって経常収支比率が、数字が出てくるということで、例えば、一つの例で見

ますと人件費につきましては８億５，６００万９，０００円という数字が出てござい

ますが、前年度と比較すると人件費については２，８００万円ほど伸びております。

また、公債費についても４，４００万円ほど伸びております。こういう、伸びていま

すが、それ以上に先ほどの交付税とか地方消費税の伸びが大きかったために減になっ

たということでございますので、経常収支比率の今後の見込みとしては、この欄にあ

ります人件費とか公債費というのは当然義務的経費で出さなくてはならない経費でご

ざいますので、減少に向けてはその下にあります物件費とか維持補修費とか補助費等、

これらについて削減、経常経費の削減をしていかないと今後経常収支比率が伸びると

いう部分もございますので、これらの経常経費削減に向けて次年度以降も比率が余り

上昇しないように努力してまいりたいと思います。 

   あとは、私のほうからスクラップ・アンド・ビルドということで、経常収支比率の

上昇等もあり、行う部分もございますが、新しい事業を起こす場合は、今までの事業

を見直して新しい事業をつくるということで、これ予算編成、予算査定のときも各課

にそういうことでお願いしている部分もございますので、新しい事業をつくる場合は

今までの事業を見直してという形で、今後もそういうスクラップ・アンド・ビルドの

もとで予算編成を行ってまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ７番議員さんにお答えします。 

   まず、意見書にあります村税及び国保税の未収金のさらなる税収確保に向けた方策

でございますが、近年、滞納繰越になる前の現年課税分の徴収を強化しており、やむ

を得ず繰り越さなければならない額を縮小しているところでございます。今後もこの

方策は続けてまいります。 

   また、既に滞納繰越となったものつきましては、その内容について精査を行い、真

に納付能力のないもの、あるいはさらに財産調査が必要なもの等を区別いたしまして、
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真に財産等がなく、今後徴収の見込みがないものにつきましては、法令に従い滞納処

分の停止ということをして滞納整理をしてまいります。 

   続きまして、決算書３ページの不納欠損額についてでございます。 

   議員がおっしゃられました固定資産税１３０万円につきましてですが、この欠損理

由につきましては、過去に課税をして、既に相続人がいなくなってしまっており、処

分停止をし、３年を経過して不納欠損にしたもの及び納付能力のないものにつきまし

ても処分停止をかけ、３年を経過してもなおかつ資力の回復ができなかったものにつ

いて法令に基づき不納欠損としたものでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにありませんか。 

   ７番。 

○７番（鈴木宇一） 非常に努力されているのはわかるんですが、貴重な財源なんです。

これ７，０００万円というのは、かなりこれ大きな額だと思うんです。そういう中で、

このあえぎではないだろうと思いますが、不納欠損も２００万円、これもう３年間だ

と。これは法令ということを言っておりますが、３年で落とさなくてはならないもの

なのか、もう少し時間をかけて、４年、５年と延ばすべきものなのか、その辺なんで

すけれども、この今言われたような相続人が見当たらないとかいろいろな要因はあろ

うかと思いますが、やはりしっかりとこの不納欠損、家庭で言えば、この２００万円

ほどもらえる金を安易にくれられないんです。だから、いわゆる地方公共団体だから

ということではないんですけれども、やはり大変な金額だなという私の思いなもので

すから、再度お尋ねしているところでございます。 

   もう１点でございますが、先ほどの義務的経費というのがございましたが、義務的

経費についてもこれは伸びているんです。いわゆる４．２％ほどアップしております。

その要因は人件費の高騰、扶助費、公債費率が上がったということでございますが、

やはり義務的経費をやっぱり抑えていくということも非常に大事なことかなと思って

おります。 

   しかしながら、人件費、これは目いっぱいの人数で目いっぱいやっているというこ

とでございますから、それはそれでわからないわけではございませんが、やはりそう

なれば、自主財源の確保、これも大きく捉えていかなくてはならない。自主財源の確

保ということになれば、やはり住宅政策または企業誘致、こういうものも考えていか

なくてはならない。企業誘致をするにはやっぱり農振地除外、いろいろとこれ、だん

だんと問題がさかのぼっていくんです。こういうことも一つ視野に入れているとは思

うんですが、ひとつ頑張っていただきたいと思います。 

   そういうことで、もう一度お尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   不納欠損関係、私も決済で判こを押して理由をよく見ておりますが、相続放棄とい

うのも出てきております。ですから、それまでの固定資産税については収納できない



 

- 143 - 

 

という部分、それからあと、執行停止をしてから３年というまでの、執行停止までの

間に何年もかけて催促をし、督促をし、時効中断をしてきておりますが、差し押さえ

る資産もないという方がかなりやっぱりいっぱい出てきておりますので、この場合は、

とれる見込みがないと、しかも５年も６年もずっと時効中断をしながらやってきて、

１，０００円、２，０００円ずつでも、本当にいただいてきても結局これ以上収納の

可能性がないというものについて、全部理由を書いて、何月何日に催促をして、行っ

て催促してこういう通知を出してということを、ずっと記録を見ておりますので、判

こを押している段階ではやむを得ないなというものが不納欠損ということであります

ので、これからふえてくるだろうという心配はしています。相続放棄も大分出てきて

おりますし、高齢の方が固定資産税をそのまま滞納して生活保護に入っていくという

こともございますので、そういうもろもろの理由でこれは不納欠損にせざるを得ない

ということで、やむを得ないなと思って判こを押して決裁をしているというような状

態で、職員が一生懸命督促をし、ここのところずっと差し押さえをいっぱいやってい

ます。その差し押さえも預金通帳１，０００円、２，０００円、１万円、それから何

かの配当金、本当に１万円の配当金、近々また通帳から１万円の差し押さえをすると

いうようなこともございますので、本当に細かい数字から努力をしている状況を見て

おりますので、不納欠損はやむを得ないのかなというふうに感じております。 

   それから、人件費関係、これは今、原発関係で４名が専属で、課長を含めてかかわ

っております。これが東京電力から１銭も来ないと、該当外だということでいるわけ

ですが、それも含めて事務量がどんどんふえておりますので、人件費についてはやむ

を得ないのかなということと、これから保育所の保母を、また採用したり待遇を改善

しておりますので、人件費は伸びることはあっても減らすことは難しいかなというふ

うに思っておりますので、財源の確保、ふるさと納税とか、あと４号国道の企業誘致

ができるための準備とか、住宅施策とか、そういう形で財源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） ほかにございませんか。 

   ５番。 

○５番（押山義則） 端的なことから伺いたいのでありますが、決算審査意見書の中で、

２７年度の歳出の執行率で、総務費が７１．５％、それから農林水産業費、大きいも

のだと８６％の執行率になっているのでありますが、この要因を伺っておきます。 

   ページ数は意見書のまずは８ページ。それで、多分ことしもその執行率の状況、毎

年繰り越しのような状況もありますので、これが、執行率がこういう状態なのは正し

いことなのか、またどこかに問題があるのか、その辺も含めて伺いたいと思います。 

   それから、先ほどから話題になっております人件費であります。歳出の義務的経費、

これは４ページで人件費が２．５％前年度より上がっているとあります。歳出割合の

中でも人件費８億８，７１１万４，０００円と１３．３％、これはこれで今の社会的

要因から言えば仕方ないと思うのでありますが、この人件費について、このほかに委
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託料とか何かで処理されている部分も含めたその実質の人件費の中身というのはつか

まれているのか、その点もあわせて、この２点ほどお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   執行率でございますが、まず、総務費では一番大きいものをページ数で申し上げま

すと、４３ページをごらんいただくと災害対策関係で不用額が５億２，０００万円ほ

ど出ております。この主な要因としては、線量低減化関係で、３月補正予算は１月末

ごろ要求しますので、その時点でなかなか今年度できるかどうかという部分で減額で

きなかったこともございますが、こういう線量低減化も含めた災害対策費で不用額が

生じて執行額が下がったという面と、もう一つは、ページ数で申し上げますと、

７５ページです。公営住宅関係の整備関係で３億３，５００万円ほど不用額が出てお

りますので、これら２つの主な要因で執行率が下がってございます。 

   もう一つは、人件費の上昇の関係でございますが、ここに出ております人件費はあ

くまでも職員の人件費、給料、手当、あと共済費も含めた人件費でございまして、い

わゆる臨時職員の賃金とか、あとは業務委託の委託料については物件費のほうに上が

っておりますので、あくまでも職員の給料と手当と共済費が人件費に分類されるとい

うことでございます。 

   以上でございます。 

○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。 

   執行率関係で、意見書の８ページの農林水産業費の執行率関係でのご質問でござい

ますが、歳入歳出決算書の６５ページ、６７ページをごらんになっていただきたいと

思いますが、これも先ほど総務費と同じような理由でありまして、翌年度繰越事業費

の６，２６０万６，０００円、これが影響しているものでございます。中身としまし

ては、畜産業費におきまして２６４万９，０００円、これにつきましては、畜産競争

力強化対策整備事業、いわゆる畜産クラスター事業でありまして、３月末までの事業

執行ができなかったという内容でありまして、翌年度に繰り越しになったというもの

でございます。また、６７ページの林業費に関しましては、５，９９５万

７，０００円の繰り越しとなってございます。これにつきましては、福島森林再生事

業を翌年度に繰り越したという中身で、８６．０％の低い執行率になってございます。

なお、これを年度内に執行したというような内容で計算しますと９７．８％の執行率

になるということで参考までにお話しさせていただきます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   私の質問の中で、先ほど総務部長よりも答弁ありましたが、委託料とか臨時で処理

されている部分も含めた実質の人件費の額はつかめているかということを質問してい

たのですが、それについては。 

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

   人件費については先ほど、職員、議員も含めた人件費ということでこの欄に出てお

りますが、先ほども申し上げましたように、臨時の賃金とか委託料については物件費

に分類されますので、正確な額についてはつかんでおりません。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

  質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５３号「平成２７年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について」

に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第５４号「平成２７年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５４号「平成２７年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第５５号「平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決

算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。ないですか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５５号「平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決算認定

について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第５６号「平成２７年度アットホームおおたま特別会計歳入歳

出決算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 
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（「なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５６号「平成２７年度アットホームおおたま特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第５７号「平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５７号「平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第５８号「平成２７年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５８号「平成２７年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第５９号「平成２７年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 
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   よって、議案第５９号「平成２７年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第６０号「平成２７年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第６０号「平成２７年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第６１号「平成２７年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定

について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第６１号「平成２７年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定につい

て」に対する質疑を終了します。 

   以上で総括質疑は終了いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第３、平成２７年度歳入歳出決算認定議案の委員会付託を行い

ます。 

   お諮りいたします。 

   平成２７年度歳入歳出決算認定議案である議案第５３号から議案第６１号までにつ

いては、議長を含む１２人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付

託して審査することにしたいと思います。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第５３号から議案第６１号までの平成２７年度歳入歳出決算認定

議案については、決算審査特別委員会に付託することに決しました。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） ここで委員会条例第８条第１項の規定に基づき、決算審査特別委員

会を招集いたしますから、直ちに委員会条例第７条第２項の規定により委員長及び副

委員長の互選をお願いいたします。 

   なお、人選の結果については、議長に報告願います。 

   委員会の会場については、さきの全員協議会での申し合わせのとおり議場といたし

ます。 

   ここで、議事運営の都合により暫時休議いたします。再開は２時２５分といたしま

す。 

（午後２時０３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） 決算審査特別委員会委員長、副委員長の互選の結果について事務局

長より報告させます。 

   議会事務局長。 

○議会事務局長（作田純一） 報告いたします。 

   決算審査特別委員会委員長、遠藤勇雄議員、副委員長、本多保夫議員。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 決算審査特別委員会の委員長、副委員長については、事務局長が報

告したとおり決定いたしました。 

   お諮りいたします。 

   先ほど、決算審査特別委員会に付託いたしました議案第５３号から議案第６１号ま

での平成２７年度歳入歳出決算認定議案については、会議規則第４６条第１項の規定

により、９月１５日までに審査を終了するように期限をつけることにしたいと思いま

す。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、決算審査特別委員会審査結果の報告につきましては、９月１６日

の本会議前までに議長に報告願います。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散

会いたします。ご苦労さまでございました。 

（午後２時２６分） 


