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平成２８年第７回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  平成２８年１２月８日（木曜日） 

 

 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 

健康福祉課長 溝 井 久美子 産 業 課 長 菊 地   健 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 押 山 美奈子   

 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、傍聴に伊藤幸雄さんほか５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。 

   ２番遠藤勇雄君より通告ありました「あだたらの里直売所建設にかかる全体計画を

明らかに」ほか３件の質問を許します。２番。 

○２番（遠藤勇雄） おはようございます。 

   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のあだたらの里直売所建設に係る全体計画を明らかにという件についてでありま

す。 

   あだたらの里直売所の新築等による経費としまして、平成２８年度の当初予算、い

わゆる今年の３月定例議会で予算として２億３，８６０万円の予算が計上、議決され

ております。現在、この直売所については、敷地造成工事が着工されている状況であ

ります。 

   ところで、新築されます直売所の規模、売り場面積、こういったものは決まってい

るわけでありますが、この施設を誰が運営するのか、施設の備品は何が必要なのか、

現在の直売所の活用はどうするのか、さらにはこれらの事業による全体的な総事業費

は幾らになるか、こういった直売所の全体計画を明らかにして、村民の方々に理解を

得てから建設する必要があると私は考えております。 

   したがいまして、次の内容につきまして質問いたしますので、わかりやすく明確な

る答弁を求めます。 

   まず、①でございます。 

   新築予定の直売所に必要な備品、例えば野菜を保管しておく保冷庫と、そういった

ものが必要になるかと思いますが、どのような備品を予定されているか、またその経

費、幾らぐらい見込んでいるのか、まずは伺います。 

○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。 

   備品につきましては、今次１２月の定例会に補正予算で計上しておりますが、中身
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につきましては、まず事務室等の備品類、会議用テーブルとか、いろいろ保管庫とか

ロッカーとかが該当するかと思いますが、３６０万円、それから売り場用什器類、こ

れはショッピングカートとか陳列棚、テーブルとかが該当するかと思います。

７５０万円の計上でございます。事務機器類につきましては、コピー、パソコン、電

話機など、２００万円の計上でございます。それから、保冷庫、冷凍ショーケース類、

これにつきましては、プレハブの保冷庫、冷凍のショーケース等が該当します、

１，５１９万６，０００円。レジシステムが７５０万円の計上で、合計で

３，５７９万６，０００円の補正に計上した内容でございます。 

   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した。 

   ３，５００万程度の備品ということでございます。 

   次に、②に入ります。 

   建物のほかに周辺整備、これが必要になると思います。既に当初予算では舗装工事、

これは当初予算で議決になっておりますけれども、例えば今の直売所の周辺整備で、

現在トイレがありますけれども、このトイレ、そういったものの整備はどうなのか。

ある村民の方からは、あそこのトイレは和式なものですから、洋式にしてほしいんだ

というような声も聞いております。そういったトイレ等も含めた整備計画はあるのか、

あるとすれば、その内容と、幾らぐらいかかるのかと伺います。 

○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。 

   周辺整備の関係でございますが、既存の今のトイレの関係、直売の会員の方にも要

望されております。新しい直売所ができますと、今の直売所を別なものに利用すると

いうことで、今それらの検討をしているところでございまして、それらとあわせてト

イレのほうの改修も行いたいということで考えてございますので、予定としましては、

おおよそトイレの改修については、３，０００万ぐらいはかかるんでないかなという

ことでの今想定でございます。 

   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した。 

   次に移ります。 

   ③ですが、経営母体の件についてであります。この新築されます予定の直売所の経

営は誰が行うのかということであります。 

   この件に関しましては、公設民営化検討委員会で検討されていると伺っております

が、現在までの検討委員会でのその検討の経過を把握しておれば伺います。 

○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いたします。 

   直売所を初めとする収益施設を法人化など会社組織の設立を検討するため、公設民
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営化検討委員会を設置しております。現在まで３回開催しまして、当面直売所につい

ての運営組織づくりについて検討が進められているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ３回開催、運営組織づくりをしているということですが、私は急ぐ

あれはありませんけれども、この見通しとして検討結果、いつごろまで結論が出る見

通しがあればお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんに再度お答えいたします。 

   公設民営化検討委員会の組織づくりについては、現在まで３回開きまして、年内に

もう一回開きまして、ほぼ法人の組織づくりに向けての方向性を示していただいて、

年明けに法人の組織づくりですか、それらに移行していきたいということで現在進ん

でいるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   年明けに組織づくりに入るということでございます。 

   その中で、検討結果が出た後のお話になるわけでありますが、その後、即その組織

ができて、今年の行政報告によりますと、１０月の新米が出る時期には新しい直売所

をオープンしたいということですが、その組織づくりをした後のことはどういうふう

になるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えいたします。 

   １０月に新直売所がオープンしますが、それまでに新しい法人が立ち上げられて、

１０月に間に合えばですが、その辺の時期については、現在不透明ですので、早い時

期に組織を立ち上げて、新しい直売所のオープンに間に合うかどうかは、現在のとこ

ろでは日程的には不明でございますが、早い段階で組織の立ち上げを進めていきたい

ということで進めているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） １０月オープンには、まだそこまでははっきりしないと、不透明だ

という説明でございます。 

   私は思いますが、当然そこの検討委員会できてから組織づくりができても、すぐ即

運営には、私は入っていけるかどうか、その組織のあれによりますが、９月定例会で

私の一般質問で、経営母体をしっかりと整った段階で進めていく考えをしてほしいな

と私は質問をいたしました。村長は、村にとって大きな収益施設になるので、しっか

りと経営母体をつくって運営をしてまいりたい、このようにおっしゃっています。 

   私は、今回の事業は、今申し上げましたように、法人、公設民営化もその１０月に

間に合うかどうかもわからないとすれば、しっかりとその辺は、急ぐ必要はないので

はないかというふうに考えております。運営母体が決定した段階で、まず準備期間は
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必要であると思うんですね、実際に運営するには。したがって、例えばですが、現在

の直売所で公設民営の組織が決まって、現在の直売所で一定期間この運営をしていた

だいて、そしてこれなら十分やっていけると、そういう経験の中で、そのノウハウを

生かしながら進めていくというようなことも考えてはどうかと思いますが、結局新し

いところにつくって、即その公設民営化の組織がいくというよりも、ある程度その前

段として、今申し上げましたようなことも考えられないのかということで提案いたし

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   これはかなり時間をかけて検討をしてまいりました。土地を用意していただいて、

それで直売所を拡充するということで、２年も３年もかけて検討をいただいてきて、

経営母体はやはり官ではだめだと、仕入れもできないと。民でないと経営の自由度が

高まらないということはもう共通認識であろうと、議会の皆さんも同じ認識を持って

いるだろうと。 

   今回、委員会のほうから到達目標を定めて、新直売所オープン前に運営母体を設立

すべきとの強い意見がありましたという報告はいただきました。これが議会の共通認

識であろうというふうに我々も受けとめましたので、できるだけ早くつくって、そし

てオープン、その前に準備に入っていただいて、オープンと同時にその経営母体が運

営ができるということがやはり必要なのかなというふうに現在思っていますが、ただ、

後で質問がありますが、現在の直売所をどういうふうに利用するかということの関係

で、その計画を新しい経営母体の法人に委ねたほうがいいのか、官のほうで、我々の

ほうでどういうふうにそれを使うかということを決めてしまったほうがいいのか、こ

こが今少し検討課題として残っております。 

   ただ、それにしても経営母体が早くできないと、その検討もできませんので、やは

り官の場合には赤字になっても村が補塡という部分がありますが、株式会社なり法人

に委ねれば、その責任で運営をしていただくと、大変シビアなものになりますので、

今の直売所の収入をどう上げていくかということについては、ある程度新しい法人に

相談をというか、検討をいただくのがいいのかなとかと、ちょっと今まだ方針が定ま

らない部分がございますが、ただ法人についてはできるだけ早く立ち上げたいと。 

   今、部長が言ったのは、法人の性格によっては、株式を集めたり、資金を集めたり

という時間がかかります。相手がございますので、自分たちの計画だけでは進まない

場合もありますので、はっきり言うと、８月までに立ち上げますとか、７月までに立

ち上げますというふうに答弁がちょっとできないのは、そういう事情が、相手がある

ということでございます。また、どういうふうにするかという最終結論も出ておりま

せんので、少し曖昧な答弁というふうになってしまいますので、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） ２番。 
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○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   じゃ、もう一度確認しますが、私も別に、これ公益施設ですので、公共施設とは違

いますから、そういう意味で利益の出る施設というふうに考えていますから、これは

村でやるべきではないとは思っています。したがいまして、そういう私も認識でおり

ますので、それは申しわけありません。ただ、法人が、組織が立ち上がって、即新し

い、できて、はい、来たとできるかどうかということです。あと、そのオープンが

１０月とすれば、そこまでにやっぱり法人も、そこで立ち上げた法人で運営していく

のが基本かと思いますので、１０月までその法人化されたものがオープンと同時にで

きるかどうか、もう一度確認いたします。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   公益施設ではないというお話もありましたが、村の公設ですので、村が設置をして

運営は株式会社に、法人に委ねるというふうにしても、やはり高齢者の生きがい対策

としてのコーナーも設けるとか公益的な部分というのは、例えば法人に委ねても、こ

こだけは守ってくださいよという部分については、村のほうとしては、当然契約を結

びますので、条件としてそれをやっていきますので、収益のみの施設ではないという

部分と、情報関係とかそういうコーナーも運営していただきますので、公益的な部分

も含めながらの運営というふうになろうと思いますので、つけ加えさせていただきた

いと思います。 

   あとは、オープンしてすぐに法人が運営できるかということの懸念でございますが、

基本的には、その法人は直売所だけを管理するという、運営するという法人ではござ

いませんので、これからいろんな公設民営の受け皿となる法人であるということです

ので、直売所部門には責任者を置きますので、現体制は維持していきたいと、これは

条件ですので、契約ですから。ですから、即運営に支障が出るということはございま

せんので、法人ができたところが直売所をすぐ運営しても、運営には支障は出ないだ

ろうと、より強化されると。一緒になってどういうものを外から持ってくるか、運営

をどうするか、サービスをどうするかというふうな部分については、現体制はそのま

ま維持しながら、あと出す方、出荷者は今までどおり個人事業主として出荷をしてい

ただきますので、形態は変わりません、基本的には。ですから、問題なく移行できる

んではないかというふうに現時点では考えております。 

   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。 

   現体制を引き継ぐということでございますので、了解しました。 

   次に、④番に入ります。 

   新築予定の直売所の中長期的な収支見通しを伺います。 

   なお、３月定例議会で一定の答弁をいただいたところでありますが、改めて数値を

もってお示しをしていただきたいと存じます。 
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   なお、結論としてどういうその収支であるのか、赤字にはならないと思いますが、

黒字になるのか、赤字になるのか。それから、村負担がどのぐらいこれから見込まれ

るのか、最終的なそういう結論も含めてお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんに再度お答えをいたします。 

   村負担というお話についてのお答えでございますが、法人をつくるときに村がどの

程度出資するような法人になるのか、１００％民間の法人になるのかということもこ

れから検討を今いただいて、結論を出していただくというふうになりますが、基本的

には多くの負担をして、議決権を持つような負担はしないという方向で今考えており

ます。資本の一部を出すのか、その場合でもできるだけ少ない出資にして、それを多

く出しますと、何ら直営と変わりなくなってしまうということもございますので、民

の力を生かすためには、その辺は制限をしたいというふうに考えております。 

   それから、経営に対しては、村は出資の予定は、赤字が出たから補塡するというよ

うなことは考えておりません。これは当然民がやることですから、黒字を出していた

だくと。ですから、立ち上がった法人がこれから収支きちっとコンサルかけてやりま

すが、その段階で、これではとても受け入れることができないだろうという場合には、

当然これは民は受けませんので、その辺のことについては経営上の赤字についての補

塡ということは、現時点では考えておりません。それをしなくてもいいような直売所

にしていきたいというふうに考えています。 

   ただ、当初法人税とか、そういう村でやっている税制等の関係のものについては、

何年間か期限を切って、当初運営は大変ですので、そういう減免措置等については、

考えていかなければいけないなというふうには考えております。運営上は、そういう

ことの形で考えています。 

   あと、細かい数字については、部長のほうから答弁させます。 

○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。 

   今年度につきましては、ご存じのとおり、野菜の高騰がかなり影響しておりまして、

もう既に１億円の売り上げを、昨年より２カ月ですか、早い状況で超えているという

ようなことでございますので、できれば通常ベースという考え方で２７年度の決算で

考えますと、２７年度ですと４００万強の黒字となっております。今後、売場面積が

１．９倍になるわけですが、そのままの倍率になるというふうには、ちょっと考えづ

らいと思いますので、売り上げを約１．５倍程度を目標として挙げますと、１億五、

六千万の売り上げとなれば、さらに黒字がふえるということで、消耗品とか、それら

の人件費等の委託の伸びがあるとも考えられますので、それは５割程度伸びるのかな

というようなことでの今のところの予想でございますが、先ほど村長が答弁したとお

り、新しい法人組織のほうに経営計画等、しっかりその決算等を見ながら立てていく

ということであると思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   今、村長がおっしゃいました出資の中で、大きな負担はなくて、資本のその出資の

一部をということでありますが、これについては、まだこれ結論は出ていないんです

よね。幾ら負担するかはわからないと。なお、そこを確認したいんですが。 

○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。 

   俗に言う第三セクター、これは大変悪いものだというふうに言われていますが、今

どんどん公の自治体が設立しているのは、ほとんど第三セクターでございます、今も。

昔、イベントを中心とした大きな施設に第三セクターで経営して赤字になって、補塡

をしたというような歴史があるので、第三セクターが非常に何か問題になっているよ

うですが、現時点では、第一セクターというのは、官がやるやつを第一セクターです

ね。第二セクターが民がやるやつですね、民間。第三セクターというのは、官と民が

一緒になってやるということですので、第三セクターは今もどんどんつくられており

ます。 

   完全に民がやる場合は、１００％出資を募るということですが、これは公設民営で、

直売所は村の施設ですので、村が一切の関与をなくしていいのかという部分もござい

ます。口出しはしないというふうに言っていますが、やはり出資を受けたりする場合

に、村民の皆さんが共通認識として法人を立ち上げていただきたいというふうに考え

ていますが、その場合に官が、役場が幾らでも出資することによって、信用力が非常

に高まります。安心して出資できる、安心して借り入れができるという。これは会社

経営の場合、一番大切なことですので、公設民営という特殊な形からいいますと、単

なる会社の立ち上げではなくて、官が少し出資をして信用度を高めるということは、

これは非常にマイナスではなくて、大切だなというふうに思っております。 

   ただ、どういう組織にするかということは、今検討をしていただいておりますので、

その答申を受けて最終的には決定をしたいということですので、現時点ではまだ定ま

っていないと。ただ、考え方としては、そういうことではないのかなというふうに考

えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   次の項目に入ります。 

   ⑤番の、ちょっと先ほどもちらっと話ありましたが、現在の直売所、これをどのよ

うに今後利活用するのか、計画がなされていればその内容、それからどれだけの経費、

概要を見込んでいるのかも伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんに再度お答えをいたします。 

   先ほどちょっと現のものについて、やはり経営を委ねるということになれば、その
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経営母体の考えを優先するのか、公設民営ですから村が設備等も設置をして方針を示

したところで、経営母体にお渡しするのかということが少し今検討でございますが、

基本的には公設ですから、母体に任せた場合でも、備品とか必要なものの改修等につ

いては村で行って、公設をして、そして運営を母体のほうにお願いするというふうに

なろうと思います。 

   考え方としては、前村長の時代にあの３反歩の土地を取得をして、直売所を拡充す

ると。どういう形にするかという新あだたらの里準備会でしたかね。２年ほど福大の

西川先生のアドバイザーで検討をしていただいた中では、食堂と加工所が欲しいとい

うことでした。ただ、加工所については視察を重ねますと、直売所で加工所をやって

いるところで成功しているところはないです、今まで視察をしてきて。機械を入れて

も全然活用されないとか、そういうものが多いので、ただ、そういう要望もございま

すので、小さな加工所のスペースをとって、それからあとは農家レストランというよ

りは、田舎食堂的な地産地消で直売所で売っているものだけを使った食堂等があの場

所にはふさわしいのかなというふうに、これは今までの皆さんの、出荷者の意見とか

も聞いた、それから我々のいろんな視察の結果、それが現実的かなというふうには考

えておりますが、少し時間をかけて検討し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） 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。 

   現在、既存のほうの直売所の関係でございますが、地方創生拠点整備交付金という

ものに該当するのではないかということで、今採択に向けて協議を進めております。

その中身につきましては、おおむね１億円程度の総事業費で、先ほど申し上げました

とおり、トイレが約３，０００万円程度で、そのほか食堂と加工所が７，０００万ぐ

らいということで、今事業のほうの協議を進めているところではあります。 

   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。 

   次に移ります。 

   ⑥の今までの質問でありますが、そうしますと備品、それから周辺整備、現在の直

売所利活用を含めまして、改めての質問になりますが、全体計画による予算経費、総

額幾らになるか、それから財源内訳について伺います。 

○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。 

   これらの総額でございますが、今現在の新しい直売所につきましては、２億

９，５００万ということで事業が進んでおります。財源につきましては、復興基金の

繰り入れと地方債、あと一般財源ということでございます。 

   復興基金につきましては１億５，６００万、何か端数ちょっと切り上げ下げお願い

したいと思いますが、１億５，６００万程度、地方債が９，６００万、一般財源が
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４，２５０万ということでの現在の新築のほうの経費がその経費となってございます。 

   これからのほうにつきましては約１億程度ということで、基金と地方創生拠点整備

交付金、交付金は２分の１を予定していますので、５，０００万程度と。地方債と一

般財源にそれぞれ分かれるような状況となっています。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんの質問にお答えしますが、先ほど現直売所の改修

の関係でございますが、現在、地方創生関係のハード事業が該当するということで、

採択を受けるべく進めておりますが、国庫補助が２分の１で、残りの２分の１につい

ては補正予算債で全額充当できる、また交付税措置が７割程度見込めるということで、

採択に向けて事務を進めているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   そうしますと、合わせまして４億程度ぐらい、今のところ、その周辺整備というこ

とになろうかと思います。それだけのお金を投資するもので、しっかりと今後とも建

設を含めてやっていく必要があるのかと思います。 

   ⑦の全体計画の明確化と村民理解による推進ということで、今大体お話は伺いまし

たので、いずれ今言ったことも含めて、法人、誰が運営するか、経営母体も含めて、

今後村民理解を得て行う必要があるかと思います。それらについても最後に、この項

目の最後ですが、それらを村民に理解をしていただくという意味で、そして周知をす

るという意味で、もう一度最後にお答えを願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんに再度お答えをいたします。 

   大分当初の計画から２５年時点で、就任時点で土地が準備されておりまして、そこ

から直売所の必要性についていろいろあらゆる機会に皆さんにお話をしてきました。

挨拶の中でもやってきましたので、つくるということは村民の皆さんもご存じだし、

そして農業情勢、米価が急激に下がりまして、大変厳しい状況になってきたと。米作

単作からの切りかえというのがやはり施設園芸等が大玉にとっては不可欠だというふ

うになった時点で、直売所の存在というのは非常に大きなものになりましたので、農

業振興の意味からも、これは村の重要施設、それからあそこで村の産品を直売所を通

して外にＰＲをするということも非常に重要でありますし、あわせて財源の確保、そ

の金は村内に全部おりるわけですので、村内の財政の確保にも寄与するということで、

当初考えました直売所よりもかなり重要な施設だというふうになってまいりましたの

で、これからも事あるごとに村民の皆様にこの重要性、必要性についてお願いをし、

お話をするとともに、ぜひ私、何回も言いますが、経済の循環、財政の循環というこ

とで、村内で買っていただきたいということを強くお願いをして、今もいますが、直

売所で村民の皆さんもぜひ買っていただきたいということのＰＲもあわせて、村民理
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解を求めてまたいきたいと、機会あるごとにやって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） どうもありがとうございました。 

   それでは、次の質問に移ります。 

   ２番のマチュピチュ村との友好都市協定による交流についてであります。 

   この件につきましては、これまでのマチュピチュ村との友好都市協定によりまして、

昨年度、そして今年度交流されてきた内容を踏まえまして、今後のあり方を伺いたい

と思います。 

   まず、①でありますが、マチュピチュ村との交流による現在までの総事業費、どの

ぐらいかかったのか、２７年度、それから２８年度は現時点、わかる範囲で結構です

ので、そのかかった事業費と支出内訳、どういったものに使われたか、これを伺いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   マチュピチュ村との交流事業関係の事業費でございますが、まず２７年度、昨年度

につきましては、総額で４９８万３，０００円です。この内容でございますが、公式

訪問団の旅費、通訳の料金、また答礼レセプション、訪問団の参加報賞等が支出の内

容でございます。 

   続きまして、２８年度、現時点まででございますが、４３６万３，０００円で、こ

れらにつきましては、マチュピチュ村から大玉へ来村いただいたその滞在費用等の支

出内訳でございます。２７年度、２８年度合わせまして９３４万６，０００円の支出

事業費ですが、なお②のほうに負担内訳がございますが、負担、それぞれ全額これが

村で支出したわけではございませんので、ＣＬＡＩＲ、自治体国際化協会の補助とか、

あと県から支出分合わせた分も含めまして、先ほどの９３４万６，０００円の内容で

ございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） それでは、②に入ります。 

   今、９３４万６，０００円程度、その財源内訳、村が負担した額は幾らかお聞きを

いたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えいたします。 

   先ほどの２７年度、２８年度の事業費、総額で９３４万６，０００円でございます

が、そのうち村が直接支出した分が６４１万９，０００円でございますが、これは財

源内訳としまして、うち自治体国際化協会からの補助を受けた分が２２７万

６，０００円、残りの一般財源で支出した分が４１４万３，０００円でございます。
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県で直接支出した分につきましては２５３万円、日本マチュピチュ協会が支出した分

が３９万７，０００円で、合計で９３４万６，０００円でございます。 

○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。 

   ③ですが、これまでの交流、昨年、そして今回の交流について、その効果のほど、

村としてどのように評価しているか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度、２番議員さんにお答えいたします。 

   昨年、大玉からマチュピチュに伺いまして、友好都市協定を締結して、今年度８月

にマチュピチュ村から本村においでいただいてということで、交流事業が始まったと

いうことで、そういった中で大玉村出身の野内与吉さんという人物がマチュピチュ村

を創設したということで、歴史的な認識が深まったということで、村民が自分の村に

対する誇りをより一層深く持つことができたという認識しております。そういった中

で、大玉村の名前が世界に広がったことなど、はかり知れないさまざまな効果があっ

たものと認識しております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） そうですね、一定の効果は当然、私もあったと考えますし、当時、

大玉村、本当に一躍、一時世界的にも有名になったというのが事実でありますし、た

だ、その後、一時と申し上げましたけれども、それでは今後どうするのかというのが

村にとっても大きな課題になってくるかと思います。 

   まずは、④に入りますが、今後の交流のあり方、村としての方針的なものを伺いた

いと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   マチュピチュ村の現在抱えている問題、ごみなどの衛生面とか農業とか防災面とい

うことで、いろいろ課題を確認したところでございますが、現在、今後の交流のあり

方ということで、車両等の交付を現在、日本外交協会との交渉の中でマチュピチュ村

に車両を贈りたいということで手続を進めているところでありまして、またそういう

物資の交流のほかに、今後につきましては、農業研修などの人的交流についても進め

たいということで、これらの人的交流につきましては、マチュピチュ村との相互負担

による交流ということで進めてまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   今ほど話ありましたが、私はこのように考えるんですけれども、いわゆる今後、村

との交流は長いおつき合いをしなければならないというふうに考えます。村民の方に

は、今後どうなんだというような心配をされる方もおります。私は、この交流に当た
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っては、村の身の丈に合ったおつき合いが大切かと考えております。村がお金のこと

ばかり言って失礼でありますけれども、村の財政もございますので、村が多くの負担

をするようでは、これは長続きしないと思います。途中で交流をやめることも、これ

もできないと思います。したがって、村に合った、身の丈に合ったその交流が必要か

と思います。その中で、村の限られた予算の中で長く交流可能な範囲で、一定の、何

ていいますか、交流に対しての支出基準といいますか、そういった何か設定ができな

いでしょうか、伺いたいと思います。 

○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。 

   効果のほどはもう十二分に、４００万で１００倍、１，０００倍の何十億というＰ

Ｒ効果があったろうというふうに考えています。最近では、流山市の市民会館で大玉

村のビデオが流されたと、市民の前でということで、その小学校が大玉村に修学旅行

で来られないかどうかという検討もしているというようなこともございまして、本当

に有形無形の効果があります。大玉村の名前は忘れられても、私あちこち行きますと、

あのマチュピチュ村と交流したところですと、友好都市結んだ村ですと言うと、ああ、

おたくの村ですかということで、すぐに思い出していただけるというようなこともあ

りますので、全国津々浦々にそのことは行ったと。これは産品を出す場合でも大玉村

というところで非常に有利になりますし、これから来ていただく方たちの受け入れ態

勢もつくるということもありますので、いろんな来たときのあずまやをつくったり、

そういう準備に入ったという状況ではございます。 

   それから、財政的な問題でございますが、今回車を贈りますということで、日産の

ほうから車いただいて贈ろうとしたら、５年以上の中古車はだめですと、輸入できま

せんということで、そのいただいた車をやむなくお返ししました。そのかわり、先ほ

ど部長言いましたように、日本外交協会のほうでランドクルーザーが１台ありますと

いうことで、高山市でもウルバンバ郡のほうにごみ収集車を２台贈るという準備をし

ていますが、同じように、その日本外交協会のほうにお願いをして、今準備を進めて

いるところでございます。これについては、どうしてもそれがうまくいかない場合に

は村で、これは約束事ですので、お金がかかってもやはりこの車はどうしても贈りた

いと、補正を組んででも贈りたいと考えていますが、左ハンドルにしなきゃいけない

とか、送料かかるとかということもございますので、ただ、これは自治体間の約束で、

１０年たったやつ準備したんだけれども、５年は用意できないから、なかったことに

してくださいというのは、これはやっぱり信義にかかわりますので、どうしてもこれ

は贈りたいと、お金がかかってもと考えていますが。 

   ただ、マチュピチュの村長との会談の中では、今後は、なぜこれは６人なのかわか

りませんが、６人ずつまた交流しましょうと、その場合には旅費はお互いに持ちまし

ょうと。それから、滞在費用はお互いにその場所で持ちましょうと。だから、大玉か

ら行けば、大玉の滞在費用は全部マチュピチュ村で持ちますと。ですから、お互いに

金を出し合ってやりましょうというということは確認をしております。村長のほうか
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らそういうお話をいただきました。 

   それから、私も再三、大玉村は小さい村なのでということのお話をして、財政的に

は豊かでないですよというお話はしておりますので、村長の口から大玉村の町村規模

も十分理解しましたし、財政的に支援を期待することはありませんということははっ

きりと村長の口からも言われておりますので、村長が言われたのは、そういう財政的

な問題ではなくて、歴史を重んじた交流をしましょうということのお言葉もいただい

ておりますので、大変ありがたい、十分に理解をいただいているなということで感じ

ております。 

   県知事のほうから福大等の県費留学生、希望があれば受け入れますよと。それから、

農業試験場がありますので、農業研修があれば、県としても農業研修生を受け入れま

すよというようなお言葉もいただいていますので、これからそういうことで交流がで

きればいいなと。 

   それから、あと消防の規律訓練を見ていただきました。もうペルーには、ああいう

ものは一切ないと。大変感動して、ぜひその指導者を派遣してくれないかというお話

がありましたので、いずれの機会には、小型ポンプというお話もございましたので、

そういう機会がありましたらば、そういうこともできるんじゃないかと。ただ、一遍

にこれをするんじゃなくて、長い年月に１つずつ話題性を提供していって、途切れな

くこれは続けていきたいなというふうに考えておりますので、その辺については、今

後も末永く続け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） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   いずれにしましても、末永いおつき合いということで、それぞれ今お話ありました

ように、環境、文化とか違いはありますので、お互いに理解することが重要かと思い

ます。今後ともしっかりと村の交流の指針といいますか、考え方を相手の村ともそれ

は理解を深めながら、身の丈に合ったその長いおつき合いをお願いしたいと思います。 

   次の質問に移ります。 

   ３番の地域創生の推進事業についてであります。 

   この件につきましては、これもお金の話も含めて、効果も含めてということになり

ますが、今年の５月の臨時議会で議決をされました補正予算、その中で地域創生の関

係についての進捗状況と今後のあり方を伺いたいと存じます。 

   まず、①次の項目の進捗状況でございます。 

   最初に、いぐね調査、この業務が入ってございます。これらについての現在までの

進捗状況を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   いぐね調査につきましては、７月に業者と契約を締結しまして、村内の自然環境団

体の協力を得ながら、現在までに対象となるいぐねの絞り込みやアンケート調査、ま
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たは所有者の聞き取り、映像等の撮影等の業務を行っておりまして、２月までの委託

期間でございますので、成果品に向けて業者のほうで業務を進めているという内容で

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。 

   このいぐね調査の業務なので、業務委託先はどこに契約はされておりますか、伺い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えいたします。 

   業務委託先でございますが、郡山市にあります株式会社パイクでございます。 

   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、ポケットパーク、あずまや設置についての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。 

   １０月１７日に入札を実施いたしまして、工期が１０月１８日から年明け２９年

１月２７日までの工期として事業を進めております。進捗状況につきましては、現在、

丁張り検査等が完了しまして、基礎工事に着手しております。年内中には、屋根工事

まで完了したいという予定で進んでございます。工期内に完了するよう、適正に管理

監督を行ってまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） このポケットパーク、あずまやですけれども、何でしょう、前にこ

の提案された当時、ごみ対策とか、それからあと交通安全の関係でちょっと話題にな

ったかと思いますが、その辺の対応、それから周辺住民の方に、例えばそういう説明

会とかなかったかどうか、あればどういう意見等があったか、なければいいんですが、

それらも含めて、ちょっと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） ２番議員さんに再度お答えします。 

   地元住民の方に、日付、ちょっと手元に資料ないので、あれなんですが、住民説明

会を開催いたしました。その中では、やはりごみの問題等、あとあそこは交差点にな

っておりますので、見通しの関係とかいろいろ質問出まして、あずまやの場合は壁等

がありませんので、足だけということと、あと位置的なものも警察関係とも協議しな

がら安全上問題ないだろうという場所に一応設定しています。ごみの問題については、

これにつきましては、これといった対応策というものがなかなか難しいという中身で

ございますが、基本的には管理のほうは、できればその地元の住民の方々に自分たち
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の施設という意味でも清掃なり、そういった管理等をお願いしたいということで、説

明会のときにも、そういった形でお願いをしてまいったところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   次です。 

   観光案内板等の設置について進捗状況を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員にお答えします。 

   観光案内板等の設置関係でございますが、既に業者が決定しておりますので、３月

までの工期完成に向けて進めておるところでございまして、対象としまして、９カ所

の観光案内板の修繕等を行いたいということで、現在管理を行っている団体との協議

を行いながら、３月までの工期までに設置するべく業務を進めているところでござい

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ９カ所ということで、私も当時ですか、説明を受けた中では、９カ

所の中身をちょっと聞きたいんですが、例えば美しい村連合の入り口看板２枚とか、

馬場桜、十楽院、神社関係のリニューアルというふうにお聞きしていますが、その

９カ所のどこどこだというのをもしわかれば伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えいたします。 

   ９カ所の場所ですが、まず十楽院、相応寺、織井の清水、玉井の井戸ですか、八坂

神社、神原田神社、日枝田神社、二子塚古墳、傾城壇古墳の９カ所でございます。 

○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。 

   今それぞれお聞きいたしました。 

   次の質問ですが、この事業目的、これを達成するための今後のあり方についてであ

りますけれども、目的は観光客の増加を目指すということで、当初そのようなことで

議決をしております。 

   改めて、これら事業推進によって観光客を具体的にどうやってふやす考えか、どう

検討されているかということで伺いますが、これは前の、当初の答弁では、すぐその

効果が出るものではないと、５年、１０年かかると、その中で受け皿をしっかりやっ

ていくんだということでありましたので、この事業費についても１，８００万程度の

事業費がかかっておりますので、７００万程度が村負担ということでございますが、

この観光客、繰り返しますが、これらの事業推進によって観光客を具体的にどうやっ

てふやす考えか、どう検討されているか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） ２番議員さんに１つだけ。 

   いぐねの調査についてお答えしますが、いぐねの調査については、観光客というよ

りは日本で最も美しい村に指定を受けたときに一番評価、大玉村の景観として評価さ

れたのがいぐねだったということで、俗に言う散居、田んぼの中に家がぽつぽつとあ

る散居集落としての、我々にとっては当たり前の景観が外から見ると非常に高い評価

を受けたということですので、これは大玉村が守るべき、残していくべき一つの居住

文化だというふうに考えましたので、これについて周り見渡しますと、いぐねがどん

どん切られていくということもありますので、いぐねを切るのは、その家を新築した

りなんかするという事情がありますので、とめることは難しいんですが、やはり大玉

の歴史文化として散居のいぐねを記録保存したいという大きな目的もあります。 

   あとは、それは記録になることによって、ああ、いぐねには、やっぱりこれは大切

だなというふうに所有者が思っていただいて、切るか切らないか迷っていたときには、

ぜひ守って、残していただければなということも含めてのいぐね調査ということでご

ざいます。それもあわせて目的として、今回挙げましたので、よろしくお願いをした

いと思います。 

   あとは、じゃ、部長。 

○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いたします。 

   効果、今後の事業のあり方ということでございますが、大玉村の地方創生総合戦略

の中で３つの政策目標がございます。まず、１つ目として「大玉村に根づき、世界と

つながる産業の復興・創生」ですか、２番目としまして「みんなで支える安心生活の

復興・創生」、３番目としまして「夢を育てる結婚・出産・子育て・教育の復興・創

生」ということで、これら３つの政策目標がございますが、いろいろこの中で進める

べき事業は多々ありますが、国の事業等の動静もありますので、それら特定財源、補

助事業等の情勢を注視しながら、今後地方創生の関連事業を進めてまいりたいと思い

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） そうですね、全体の地域創生の目的はそういうことだと思うんです

が、先ほどのをいいますと、ポケットパークとかその観光案内板とか、これらをリニ

ューアルするという話で、これらがなれば、幾らでも観光客を大玉に来ていただくよ

うな考えだということで、これらの事業があったかと思うんですが、となれば、これ

らを設置して終わりではなくて、その後、例えば観光ボランティアをやっていくとか、

観光施設めぐりのそういったルートを考えていくとか、何ですか、広域、安達地方の

そういったルートで考えていくとか、それらを具体的に今後考えていく必要があるん

じゃないですかというお話ですので、その内容についてお答えを願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 
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   観光の関係で、現在観光の案内板等９カ所、修繕とか設置を進めておるわけですが、

そういう事業を展開しまして、今後その観光のルートマップとか、そういう部分に進

めていく必要があるかとは思いますが、先ほども申し上げましたように、そういう基

礎的な部分を整備しまして、ルートマップとか、そういう部分に今後展開していくと

いうことで、地方創生の中でそのような事業の選択を踏まえながら、今後検討してま

いりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   地方創生の中で事業として、これは取り組んでいるわけでございますので、それ相

応のいわゆる効果も必要かと思います。そのようなことで、これからもこの投資効果

を十分認識していただいて、事業を展開されるように要望したいと思います。 

   次の質問に移ります。４になります。 

   ４の重点施策の実施状況と優先度との方向性を問うということでございますが、当

然、私もこの重点施策として、次の２点を考えております。 

   次の事項について伺いたいと思います。 

   まず、①の保育所、待機児童解消についてでありますが、今回の行政報告の中では

３８名ほどの待機児童がおられるというふうに載ってございますが、現時点での年齢

別待機児童数を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   １０月３１日現在になりますけれども、先ほどもお話ありましたように、待機児童

数については３８名ということで、内訳としましては、ゼロ歳児２４名、１歳児３名、

２歳児７名、３歳児４名となっております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   そうしますと、前回の９月定例会時、これ８月末でも当時も待機児童３８名でした。

今回の１０月３１日でも待機児童は３８名で、数字は変わっていないわけであります

が、この方がそのまま全然移動がなかったというか、それは別としても、その解消に

向けた何らかの対応は、それ以降されていたのでしょうか、ちょっとその数字が同じ

数字で、その後、待機児童は減っていないのかなという認識で質問させてもらいます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   １０月の時点でゼロ歳児の待機児童につきましては、ゼロ歳児の子どもたちを１歳

児にクラスがえをして、ゼロ歳児の待機解消を図ったわけですけれども、その後、ま

た途中入所の希望があって、結果的には現在のその待機児童の数というような状況で

ございます。 

○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した。 

   それから、次、これその内容に、これから質問させてもらいますが、行政報告でも、

いわゆるその待機児童解消の一環として、この制度があります。つくられました。村

立外の保育施設利用者交付金、これは待機児童の方で、大玉村での保育所に入れない

方がほかの市町村で保育所に行った場合に、それの村と同等の軽減をするような申請

制度、これが６件、それから在宅子育て応援奨励金ということで、これは申請が

１８件出ております。 

   当初予定に対して、この状況等どういうふうに判断しているかということでありま

すが、村立外の保育施設利用については４０件程度かと当初は見ておったのかと。あ

と、在宅子育てについては７０件程度というふうに記憶をしておりますが、これらの

６件と１８件についてどのような判断をされているか、ちょっと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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   補正予算において計上いたしました人数、件数等でございますけれども、補正予算

段階での見込みの中で、該当する可能性のある方ということで積算をさせていただい

ております。現実的に、こういった事業を皆さんにお知らせした中で件数が上がって

きたのが現在までのところ、お話ありましたような件数というところでございますの

で、可能性のある部分については、予算措置をさせていただいたというような内容で

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。 

   次です。 

   次年度に向けて待機児童はどういうふうになるのか、なくなるのかどうか、その見

通し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） 再度お答えを申し上げます。 

   ２９年度の保育所申し込み状況でございますが、総数ですと１６８名となっており

ます。内訳でございますが、ゼロ歳児については１９名、１歳児５５名、２歳児

４２名、３歳児５２名となっております。 

   ２８年度につきましては、ゼロ歳児が当初３９名ということで、かなり多い状況で

ございました。ただ、２９年度につきましては、２０名ほどゼロ歳児については減っ

たと。ただし、そのかわり２９年度については、今待機になっている方も含めて、そ

の方が１歳児となりますので、１歳児がふえたというふうな状況にございます。 

   今回のその申し込み状況を考慮しまして、ゼロ歳児専用として計画をしておりまし

た地域包括のゼロ歳児専用の改修工事、これについては実施しないというようなこと

で方針を変更したところでございます。 

   また、１６８名の申し込み、これらの子どもたちを受け入れるために、今あります

保育所の各施設を有効な活用を図りまして、全員入所をさせたいと。これにつきまし
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ては、保育士の確保というようなことも必要になってくるわけでございますが、新職

員も採用が決定したというようなところで、さらにそれぞれ皆さんのところに募集広

報等を行いまして、さらなる保育士確保に努めながら、２９年度につきましては、

４月時点で待機児童ゼロを目指して、現在取り組んでいるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 来年の４月からは、待機児童ゼロにするではなくて、目指すですね。

要は、これは１６８名で、定員は１５０人なんですけれども、それらの施設を利用し

ながら対応していくということでよろしいでしょうか、なお。そして、来年の４月か

らは待機児童ゼロにするんだと、そういうことをやっていくんだと、それをもう一度

確認したいんですが、お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 再度お答えをいたします。 

   施設につきましては、現在の施設を一部改修、手直し等をしながら、受け入れでき

るような態勢をとっていくと。待機児童につきましては、４月１日時点では待機児童

をゼロにするというような強い決意のもとで進んでいきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   今、強いお言葉、これはまた村長にも伺いますが、やっぱり子育て支援の中で今年

の新聞にも出ていましたように、大玉村が待機児童が新聞に載りますと、これだけい

るというふうになりますと、私も何回も申し上げますが、子育て支援、せっかくここ

までやってきて、大玉村はいいところだということで、これ若い方が入ってきて待機

児童がふえる、こういう問題がふえることは、これは村にとっては考え方を変えれば

好ましいというか、いいことなので、これをやっぱり引き続き対応していくと、そう

いう考え方が必要だと思いますし、この子育て支援に陰りがあっては困ると思います。 

   そこで、今、部長からはお話しいただきましたが、来年の４月以降、待機児童ゼロ

をやっていくんだということでございますが、この件について、まず村長にもこの決

意のほどを伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   大玉村の子育て支援、人口増にも当然寄与しておりますので、大玉村は大したもの

だなと、待機児童まで出るほど子どもふえているんだなという反面、やはりその逆も

あります。ただ、余り待機児童多い多い、問題だ問題だというと、これ俗に言うアナ

ウンス効果で、大玉村は選べないぞということになりますので、議員の皆様にもぜひ

保育士の確保については引き続きよろしくお願いをしたいと。大玉村は保育士を今一

生懸命探して、待機児童ゼロを目指しているんだということのアナウンス効果のほう

が前向きかなというふうに考えておりますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思い

ます。 
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   それで、平成２８年度は特異な年で、毎年、大玉村のゼロ歳児というのは７０から

８０なんですね。転入者が入ってもずっとそういう経緯で来ました。ところが、この

年だけは９２名ということで、ふだんの年よりもやっぱり１５人から２０人出生者が

多かった、原因はわかりません。ですから、２８年度に３９名のゼロ歳児の入所希望

がありました。今回１９名になったということは、平準化したということだろうとい

うふうに考えております。 

   ただ、来年またふえないという保証もございませんので、ただし３０年４月から幼

稚園の３年保育を実現したいということで、今準備をしておりますので、３歳児が保

育所から抜けるということになるとスペース的にも問題がなくなってくる。ただ、保

育士の数は同じに、必要になって、保育士はやっぱり幼稚園のほうで必要になります

ので、今年採用します採用試験で２名ほど採用します。来年も幼稚園の教員を３年保

育に向けて採用したいというふうにしていますので、実質的にもふえるだろうという

ふうに考えておりますので、これについては支援という形でも、ほかの職場に近いと

ころの保育所があいていれば、そこにお願いできれば本当は一番いい部分もございま

すので、そういうことの促進にも支援がなるだろうというふうに考えていますので、

総合的に子育て支援については、強化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） ありがとうございます。 

   私は別に待機児童の話ばかりをしているわけじゃなくて、それを子育て支援は、そ

ういうのも解消していかないと、村としてどうなっているのという話になっては困る

ということなので、そういうことで、じゃ、もう一度ですが、４月以降そういうこと

でよろしいわけですね、待機児童は目指すということで。お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 私がお願いしたのは、議員の皆さんも保育士の確保にぜひ協力をい

ただきたいと。やはりこれは議会だけではなくて、村民の皆様にも事あるごとにお願

いをしています。これはやっぱり村づくりの基本ですので、何とか保育士を確保して、

これは待機児童の根本は保育士不足でございます。本宮も二本松も郡山もみんな保育

士に今、日本全国不足をしているということで、ただし職員としてどんどん採用する

のは役場職員を減員しなきゃいけないということになりますので、これも行政サービ

スの低下につながるということで難しい面がございますが、その辺バランスを考えな

がらやっていきたいと、ぜひ協力をお願いをしたいというふうに考えております。 

   来年の４月については、現場も、こちらの担当のほうも待機児童を４月で解消する

という強い決意でやっておりますので、その方向で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） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） どうもありがとうございました。よろしくお願いします。 
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   それでは、次の②番に入ります。 

   道路除染についてであります。この件についても質問いたします。 

   まず、今回の行政報告にもありましたが、改めて道路除染の実施状況を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   道路除染の実施状況ということですが、平成２３年、２４年度に大玉３区、それと

大玉１５区におきまして、線量低減化支援事業ということで、６キロの除染を行って

おります。 

   その後、今年度につきましては１０８キロを計画しまして、先行して６月２２日に

大山、玉井両小学校の通学路を対象として実施をしております。玉井小学校前につき

ましては竹ノ内・寺久根線の１．７キロ、それから大山小学校前の神原田・馬尽線に

つきましては２．３キロということで、合わせて約４キロ、これを実施したところで

ございます。竹ノ内・寺久根線につきましては１１月２４日、それから神原田・馬尽

線につきましては１１月２９日にそれぞれ完了検査を実施したところでございます。 

   残りの路線につきましては、１１月１０日に入札を執行いたしまして、大玉村復興

支援事業協同組合に一括発注をしておるところでございます。現在、受注業者におき

まして、線量の測定等の準備作業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） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   そうしますと、今、今後の見通しということですが、大体今お話ししたとおりでよ

ろしいのか、あと追加あれば、今後の見通しを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 今後の見通しでございますが、国においては、その除染

事業については、今年度で終了するとの方針でございますけれども、先ほど申し上げ

ましたが、１１月１０日に一括発注したというところではございますが、今後の冬期

に入ると、積雪の状況等も考慮しますと、年度内での完了というのはなかなか難しい

状況にあるのかなということで、繰越事業になるというふうな見通しでございます。

できるだけ早期の完成は目指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） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   ③ですけれども、大体今お話ししました保育所と、それから道路除染、これも前か

ら私申し上げておりますけれども、この優先度については、これは重要であるという

ふうに考えておりますので、最後になりますけれども、村長、申しわけありませんが、

この道路除染と待機児童関係について、改めて一言お伺いして終わりたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） ２番議員さんに再度お答えをいたします。 

   私も１０年、２０年後の村づくりを進めることと、現下の今現在解決しなきゃなら

ない課題というふうに考えたときに、この２つについては非常に重要な課題だという

ふうに考えていますので、これについては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。 

   以上です。 

○２番（遠藤勇雄） どうもありがとうございました。そのようなことで、よろしくお願

いしたいと思います。 

   以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、２番遠藤勇雄君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は、午前１１時３５分といたします。 

（午前１１時２１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ６番武田悦子君より通告ありました「子育て支援の今後の方向性と

子ども達の実態把握について」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、これよりさ

きに通告しておきました３件について一般質問を行います。 

   安倍内閣が進める悪政は、国民生活に大きな影を落としております。この影という

のは、依然として広がり続ける格差の影です。なりふり構わず進められてきたアベノ

ミクスは、一部の金持ちにしか恩恵を与えませんでした。年金資金を際限なく株式市

場に投入してきましたが、これもほんの一時的効果にすぎないばかりか、株価は大き

く下落に転じ、年金にも大きな穴があきました。こうした中で、年金受給者の年金額

を引き下げる年金法の改悪を衆議院で十分な審議もせずに強行採決しました。農業、

医療、さまざまな分野に競争の自由だけを持ち込むＴＰＰ協定の批准でも、アメリカ

大統領選で成立のめどが立たないにもかかわらず、批准をごり押ししようとするなど、

安倍内閣の暴走は今や常識を逸していると言わざるを得ません。 

   このような状況の中で、国の子育て支援はほとんど前に進んでおりません。このま

ま国にだけ期待をつないでは、本村の子どもたちの未来を描くことはできません。ア

ベノミクスによる格差の広がりは、子どもの貧困率の拡大にもつながるものがありま

す。６人に１人の子どもが貧困世帯に属していると言われる中で、子どもの人権、生

きる権利を守るためにも支える仕組みの充実が求められます。 

   大玉村は、これまで大玉村の持続的発展、自立した村づくりの観点から子育て支援

を充実させてきました。これまで何度も取り上げてきた課題でありますが、人口増加

対策にとどまらず、子どもたちの生きる権利、人権という問題からも子育て支援は重

要な問題であり、そうした観点からも質問してまいります。 
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   まず初めに、通告の中では、保育所の待機児童の現状、次年度の申し込み状況も通

告しておりましたが、前の質問者の答弁で十分理解をしておりますので、この部分は

省きたいと思います。 

   さらには、村長、部長から、２９年度には待機児童ゼロを目指すというところがど

うもいまいちではございましたが、待機児童ゼロという言葉が出ましたので、そこに

大きな期待を寄せていきたいというふうに思っております。 

   さて、２９年度は理解をしたところですが、それ以降の年の見通しというのはどの

ように持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をいたします。 

   ２９年度の見通しについては、先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、

それ以降についての見通しというところで、先ほど村長からもお話ありましたが、

３０年度につきましては、幼稚園の３年保育が開始されるということで、３歳児が幼

稚園のほうに通園するような形になります。そうしますと、保育所のほうではゼロ歳

児、１歳児、２歳児ということで、３学年の子どもたちが通園するというような形に

なります。 

   園舎的にもある程度の余裕ができるという中で、新たな子育て支援というところで

今後検討をしてまいりたいというふうに考えておりますが、病児保育であるとか、子

育ての支援、そういったものを支援できるような体制づくり、そういうことを今後検

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） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ病児保育等々に取り組んでいただきたいなというふうに期待を寄せるところで

あります。 

   子どもたちがいる、このことは本当に大事なことだと思います。この子どもたちを

しっかりと育てることは、親はもとより、地域や自治体の責務でもあります。そんな

中で、先ほど来、３０年から３年保育開始するというお話ございました。この３年保

育は、まさに就学前の子どもの保育を保障するとともに、新しい幼児教育の扉を開く

ものにも通じます。 

   今回の補正予算でも３年保育に向けた予算が計上されておりますが、これからの

３０年実施に至るまでのプロセス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） ６番議員さんにお答えいたします。 

   ３０年実施というようなことについて、鋭意取り組んでおります。準備に向けまし

ては、大きく２つあるのかなと思っています。１つは、３年保育の意義とか内容につ

いて広く関係者、それからまた村民の皆さんにご理解いただく、周知していただくと

いうことが１つです。それからもう一つは、３０年度の３年保育実施に向けての条件

整備というふうに考えております。 
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   １つ目の周知につきましては、去る１２日２日、該当する、該当するというのは、

３０年度に幼稚園に３歳を含めて在園の可能性のある方全てにご案内を出しまして、

３年保育の必要性、それから３年保育の概要等々について説明会を行いました。約

２００名程度の方が参加されまして、熱心にお聞きいただいたことに感謝をしており

ます。 

   それから、２つ目の準備なんですけれども、１つは、３歳児が新たに入ってくるこ

とによって幼稚園のその保育の内容、カリキュラムというんですけれども、カリキュ

ラムをどうしていったらいいか、これは非常に大きな問題だというふうに思っており

ます。 

   大玉村、幼小中一貫教育を目指しておりますので、単に３歳の子どもたちのカリキ

ュラムだけじゃなくて、４歳、５歳、そしてまた小学校のつなぎ、さらには中学校の

つなぎ、そんなことを大事にしたカリキュラムをつくっていく必要があるというふう

に考えておりまして、昨日から幼稚園の先生方にもおいでいただきまして、カリキュ

ラムづくりを始めたところでございます。 

   これ、カリキュラムを作成するに当たりましては、福島大学の幼稚園教育の専門の

先生お二人にお願いしまして、先生にご指導いただきながら、今の幼稚園の先生方の

研修も兼ねながら、しっかりとしたカリキュラムをつくっていきたいと、そんなふう

に考えております。 

   それからもう一つは、先生の確保というようなことで、幼稚園の先生の確保になり

ますけれども、これにつきましては、先ほど村長のほうから答弁がありましたように、

来年度、保育士を２名採用しましたけれども、この保育士の採用に当たっては、幼稚

園の教諭の免許状、資格ですね、これを持っている人を条件にしまして採用したとい

うようなことで、保育所と幼稚園行ったり来たりというか、交流を図りながら、そし

てまた来年度新たに採用するというようなことで、そういった形で進めていきたいと、

こんなふうに思っております。 

   それから、施設設備の充実、これも大きな課題でありますけれども、このことにつ

きましては、教育部長のほうから答弁させていただきます。 

○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。 

   ３年保育に向けた施設整備についてでございますけれども、玉井、大山両幼稚園、

これらの保育室の増築を計画して進めてまいります。 

   先ほどお話がありましたが、今１２月補正予算に２園分の実施設計、これらを計上

させていただきました。お認めいただければ、年度内に２園分の実施設計の発注を行

いたいと。２９年度に２園の保育室の増築工事、これらを実施してまいる計画でござ

います。 

   また、年齢に合った遊具あるいは備品等の保育環境を整えた上で、３０年度、

３０年４月の３年保育の開始に向けた準備を進めてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 
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   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   教育長からもありましたように、しっかりとしたカリキュラムをつくって、その上

で先生方にもしっかりとご理解をいただいて、大切な子どもたちを預かるわけですの

で、そのあたりを特にしっかりとして行っていただきたいというふうに要望いたしま

す。 

   次に、保育士の問題です。 

   先ほど来、保育士の紹介をいただきたいと村長のほうから、これまでも何度もあり

ましたが、２名の正職員の採用というお話もございました。そのほかに、臨時の皆さ

んの採用もあわせて行ってきているとは思いますが、そのあたりの確保の見通しとい

うのはどのよう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をいたします。 

   現在、業務委託職員ということで募集を行っているところですが、ハローワーク、

それから村のホームページ、村内に各戸にチラシ等を配布しての募集、それらを今現

在、引き続き行っているというような状況でございますが、正職員の採用試験で応募

をいただいた方もいらっしゃいますので、その面接のときに、例えば委託職員でお願

いできる可能性があるかどうかというようなお話もさせていただいたところでござい

ます。そういう中で、個別に伺ってみるというようなことも実施していきたいという

ような考え方でおりますが、あわせて広く皆様に保育士について、個人的なおつき合

いの中でも結構ですので、情報等があれば健康福祉課、または保育所のほうに情報を

いただきまして、個別に交渉をさせていただくというようなことも念頭に置きながら

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。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   来年の４月に待機児童ゼロをつくるためには、保育士が必要だということを重々承

知しております。行政としてもしっかりと取り組んでいっていただきたいと。もちろ

ん私どもも情報があればすぐに流したいというふうには思っておりますが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

   続いて、放課後児童クラブについて伺います。 

   放課後児童クラブ、年々利用者がふえている状況にありますが、来年度の入所希望

者の状況を伺います。 

○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。 

   放課後児童クラブの来年度の申し込み状況でございますが、総数で１７６名となっ

ております。内訳ですが、１年生が４２名、２年生３５名、３年生３１名、４年生

１６名、５年生７名、６年生３名ということでございます。 
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○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この放課後児童クラブも利用する子どもたちがふえるということは、

やっぱり施設が狭くなっていくという現状があると思うんです。今現在、超過密、詰

め込み状態が続いているのではないかというふうに考えるわけですが、この状況をど

のように解決していくのか、村としての方針なり計画なりございましたらよろしくお

願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   ２９年度の申し込み状況を先ほど申し上げましたが、今年度の１０月３１日現在の

入所状況ですが、総数で１７６名ということで、２９年度と同数になっているところ

でございます。 

   ただ、現在の状況を考えますと、議員さんおっしゃるように、過密状態であるとい

うような、私もそういう認識ではおるわけでございますけれども、今後につきまして

は、屋内運動場の一部改修であるとか、あるいは小学校の空きスペースの有効活用で

あるとか、そういったことも視野に入れながら検討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。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   今の状況では、子どもたちが安心して放課後を過ごすことができるという状況には

ならないのではないかなというふうに見えます。何か事故があってからでは遅いので、

しっかりとした対応を進めていっていただきたいと思います。 

   冒頭、アベノミクスの失敗に触れました。そして、その影で貧困の実態が表面に浮

かび上がってきています。これまでの議会でも質問していますが、子どもの貧困の実

態をしっかりつかむ、このことが大切だと思います。 

   福島県もこの問題にようやく真剣に取り組もうとしていますが、まずは実態の把握

が肝心です。村として実態を把握しているのかどうか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、子どもの貧困については、税務等で使用しております税務情報システムとか、

所得、年収、そういったことを年代別に出すようなプログラムにはなっておりません

ので、実質的にその貧困状態というようなことをわかるような仕様にはございません。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） わからないという答弁をいただきましたが、この貧困の問題、

１２月１日に郡山市で行われました「「子どもの貧困」を知る講演会」、法政大学教

授の湯浅誠氏が基調講演をされました。この中で、貧困と貧乏は違う。お金がなくて

も幸せな人はいる。貧困は単に貧乏なだけでなく、貧困プラス孤立した状態だ。子ど

もたちの貧困は、子どもには責任がない。親が子どもを育てることができないなら周

りがサポートしようと講演されています。実態が見えにくい子どもの貧困がどうなっ
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ているのかをしっかりとつかむこと、そしてつかんだ上で具体的対策を進めることが

必要だと思います。 

   貧困問題の放置はいじめや虐待など、子どもの命、人権を危機にさらす問題です。

しっかりと取り組んでいくことをお願いしたいと思いますが、村長の考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   おっしゃるとおりで、貧困と貧乏は違うだろうと。貧困率というのは、平均給与の

半分以下の世帯のことを規定では言っているようでございますので、ただ今言ったみ

たいに、金がなくても豊かな生活を送っている方もおられますが、大玉村のメリット

は小さいことで、隣近所に目が届くということでございますので、この小さいメリッ

トを生かすのには、非常に規模的にはいい規模なのかなというふうに考えております。 

   そして、実際は学校のほうでは、幼稚園のほうからも準要保護、要保護で、家庭関

係については学校、幼稚園で十分に把握をしておりますので、これについては問題な

く進んでいるんじゃないかというふうに考えています。あとは、保育所の関係につい

ても、そういうことも把握をしております。 

   それ以外の方についてどういうふうにするかということが問題なんだろうというふ

うに考えていますので、民協とか民生児童委員とかにもお願いをして、常時そういう

情報についてはお知らせをいただきたいということでおりますので、子ども・子育て

計画の中でも、そういうこともきちっとうたっておりますが、現実的にどこまで細か

く把握できるかという問題もありますので、改めて庁内でこれについての把握につい

て検討させていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） しっかりと取り組んでいっていただきたいというふうに思います。 

   この項目の最後になります。 

   前に述べました貧困問題対策の延長でもありますが、学校給食の無料化への取り組

みについて質問をいたします。 

   この無料化施策については、平成２４年１０月から完全無料化を行っている栃木県

大田原市が有名ですが、福島県内の各自治体でも取り組みを進める自治体がふえてお

ります。完全無料化の自治体から一部補助の自治体までさまざまですが、県内各自治

体での取り組みを村は把握していらっしゃるのか、まず伺います。 

○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。 

   県内の市町村立小中学校における学校給食費の軽減措置でございますけれども、全

児童・生徒の給食費の全額を軽減している町村が７町村でございます。これ、このう

ち、いわゆる震災後の被災者児童・生徒等の就学支援事業活用につきましては、この

被災地の富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の各町村でございます。

それから、金山町が平成２６年度から子育て支援施策ということで、全額の軽減を実
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施してございます。そのほか、一部を軽減している町村が１２町村ございます。これ

につきましても、補助の理由につきましては、子育て支援ということで、それぞれ

１食当たり幾ら、もしくは何分の１というふうな形での一部の軽減を実施していると

いうふうに把握してございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   私の持っている資料でもそれぞれの自治体、さまざまな形で助成制度を行っており

まして、平成２８年度の予算総額にしますと、これらの自治体で１億６，６００万円

ほどの予算というふうになっております。この問題は、子育てを経済面から支える大

切な施策であると同時に、学校給食そのものが子どもたちが健やかに生きるための基

礎をつくる上でとても重要なものであるからだと思っております。 

   家庭のさまざまな事情の中で、子どもたちの食生活は大きく変化しています。食育

は家庭のみならず、地域や学校の中でも行われるべきであり、それが次の世代の大人、

親たちをつくる上でも大切な施策になっていくのではないでしょうか。そして、子ど

もたちがそれぞれの事情を一切気にせずに給食を食べる、このことがまず大切だと思

います。 

   このような点からも、学校給食の無料化について、ぜひ真剣な検討を求めたいと思

いますが、教育長並びに村長の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   給食費の問題、貧困の問題とかかわって大変重要な問題だと。それから、食育の重

要性というようなことにまいりますと、６番議員さんがご指摘いただいた、そのよう

に受けとめております。 

   ただ、いろいろと調査をしまして、学校給食費にかかわっては、その基本法であり

ます学校給食法という法がございます。その中に、１１条の２項、学校給食を受ける

児童または生徒の保護者の負担とすると、給食費につきましては。そういう規定があ

るものですから、子育て支援というようなことで、県内の他の自治体等で取り組んで

おりますけれども、大玉村も給食費の無料化とか減額とかじゃない形で、子育て支援

をさまざまな形で行っていますので、この無料化については難しい状況であるなと、

そんなふうに捉えております。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   今、教育長が述べたとおり、大玉村の子育て支援のお金のかけ方というものもあり

まして、財源的な制限もございますので、あと本当に低い子どもたちは要保護、準要

保護で無料化をされていると。これから検討するとすれば、その基準を少し引き上げ

るというようなことで、半分補助するとかということについては検討してもいいのか

なというふうに考えていますが、これも本宮と共同でやっていますので、大玉だけと
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いうことになりますと、大変その共同事業というベースが崩れてしまいますので、そ

の辺については、そういう意見があったということも本宮と協議をしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） それぞれありがとうございました。 

   学校給食法の中で、自己負担というふうになっているというのも存じ上げておりま

すが、それぞれの自治体が支援、補助を出すというのを認めないものでもないという

ふうな解釈もあるようでございますので、村長からは本宮と共同というお話もござい

ました。それでは、本宮と共同で補助金をつくっていただきたいというふうにも考え

るわけでございますので、そのあたりをしっかりと検討の対象に挙げていただきたい

というふうに思います。 

○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。 

（午後０時０１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） 引き続き、６番武田悦子君の質問を許します。６番。 

○６番（武田悦子） では、質問を再開します。 

   ２番目の項目の質問に移ります。 

   子どもたちだけではなく、高齢者の問題も深刻な問題がたくさんあります。今、参

議院で議論が行われております年金減額法も成立すれば、高齢者の生活不安を一挙に

加速させます。また、介護保険でも改悪が進められようとしています。 

   介護保険は、平成１２年に始まり、始まった当初の介護保険料は大玉村では

５００円でした。これは１年目の金額であり、３年目には２，０００円となりました

が、これが今では４，８００円です。介護保険の財源でも国が負担する割合は減る一

方です。自己負担を１割から２割に引き上げる、現実に引き上がっている方もいらっ

しゃいますが、こういう話も出ています。年金から有無を言わさず天引きされるこの

介護保険料、保険料はしっかりと取られるのに軽度者への給付の限定など、使いたい

ときに使えなくなるような安心とはほど遠い制度の改悪が進められています。そして、

その改悪の尻拭いを自治体と地域、家庭に押しつけようとしているが今の状況だと思

います。このような現状を村長はどう見ておられますか、まず伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   それぞれの介護保険料等については、自治体によって金額が異なるということです

が、やはり今の年金については、最終的には下がるだろうという予想がされておりま

すので、どういう状況になっても、物価連動だったりという形でやってきたわけです
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けれども、それがどういうふうになっても、やはり下がる方向に行くというのが現実

だろうというふうにも認識しております。そこから保険料が差っ引かれると、その上

で保険料がどんどん上がっていくという懸念がございますので、今、６番さん言われ

たように、同じような心配をしているのが現状でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   このような状況を踏まえ、今村が進めている介護予防・日常生活支援総合事業につ

いて、その進捗状況を伺います。 

○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。 

   村では、平成２８年３月に総合事業へ移行しております。認定更新の方から順次移

行ということで、認定者につきましては、１１月末現在で新旧を含めまして４０名の

方が総合事業へ移行しております。総合事業の中で、新しく加わったチェックリスト

によるその事業対象者は３名ということで、合わせて４３名の方が利用となっておる

ところです。そのうち７名の方が新しい通所介護、訪問介護サービス事業を利用して

いる状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   この介護予防・日常生活支援事業、地域支援事業は、それぞれの自治体が取り組む

事業ということになりますと、ますます自治体間で差が出てきてしまう、このような

ことも懸念されているわけでありますが、この事業を進めていく上では、事業を担う

人材、さらにはコーディネーターなど、この皆さんの役割、これが極めて重要だと考

えておりますが、人材の確保、さらには育成をどのように進めるお考えなのか伺いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、生活支援体制整備事業で、協議体、それから生活支援コーディネーターの設

置への取り組みを進めているところでございます。１１月２８日に地域交流セミナー

ということで実施させていただいておりますけれども、これは地域で支える村づくり

というふうに題しまして、各団体から多くの方においでいただいております。今後、

このような事業を通して村のニーズや資源の把握をして、生活支援事業の充実を図り

ながら、その中で人材育成にも取り組んで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） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   これから順次進めていくということではありますが、現実的にどのぐらいをめどに

して、きちんとした形にしていきたいというふうにお考えなのか伺います。 
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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） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今後の見通しとして、需要と供給というような関係もございますが、どれだけのそ

の需要があるかによって、今後検討していかなければならないというふうには考えて

おるところでございますが、当面、協議体というような中でこういう勉強会行ったわ

けですが、そういう中でもある程度こういうボランティア活動とか、そういったもの

に興味のある方を中心にというか、だんだんこう勉強会をやっていく中で、私はちょ

っと無理かななんていう方も出ていらっしゃいますし、今回の中では、６１名参加い

ただいた中で非常に興味があるという方が３分の１、誰かその中心になってやっても

らえれば私もやりたいというような方が３分の１、あとその他の方についてはなかな

か取っつきにくいというような方もいらっしゃいますので、やっぱり自分からこうや

りたいという、そういう方が中心となって、そういうコーディネーターであるとか、

そういったものを進めていかなければならないというふうに思っていますので、当面

そういう方を中心に人材育成を進めていくと。人数的には、十分足りるような状況に

なるかどうかというのも難しい問題ですが、当面はそういった方向で進めていきたい

というふうに考えておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） なかなかニーズの把握から始まるということであれば、難しい面も

出てくるのかなというふうには思いますが、しっかりとした形を築いていっていただ

きたいというふうに思います。 

   この項目の最後になります。 

   これは何回もこの間議論をしてまいりました。高齢者の足の確保の問題です。 

   村もさまざま取り組んできているとは思いますが、結論が導き出されるような状態

になっているのかどうか、現状をお答え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） ６番議員さんにお答えいたします。 

   高齢者を含めた公共交通体制の見直しということで、自治研修センターの調査研究

結果を踏まえまして、現在行っている生活バスよりも利便性の高いデマンドタクシー

等々について、実際行っている町村等の研修も踏まえ、運営体系の調査等も行いまし

て、利点、欠点等ついて状況把握しまして、当然実施すれば利便性が高くなってとい

うことでございますが、反面台数によっては相当な経費が増大するという部分もござ

いまして、実際運営、運行した中でどのぐらいの利用があるかという部分で大変そう

いう部分もあって、経費の面もございますので、これら状況を踏まえながら慎重に検

討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） 公共交通については、随分前から研究を重ね、その当時からもいろ

いろデマンドの話もありましたし、財政のお話もございました。今すぐにでもしっか

りとした足の確保を求めている高齢者の皆さんを中心とする皆さん、たくさんいらっ



 

- 57 - 

 

しゃいます。一日も早く結論を導き出せるような努力をお願いをいたします。 

   今も申し上げましたように、今後高齢者が抱える問題は複雑多様化していきます。

しっかりとした高齢者施策の確立を進めていただくこと、このことを重ねてお願いを

申し上げまして、最後の質問に移ります。 

   村長は就任以来、財政の自立の問題を口にしてまいりました。農業分野も商工業の

分野も大きな転換期を迎えています。いずれの分野でも後継者の問題が大変深刻です。

１０年後の村がどんな状況になっているのか、ただ単に人口の推移だけでは村の将来

を描けません。最近は、村内の中心部には住宅やアパートがどんどん建っております

が、反面、北西部地区では、その逆の状況が進行しています。コミュニティの喪失、

共同作業の困難化など、さまざまな問題が顕在化してきていますが、今年度から始ま

りました大玉村地域づくりサポート事業は、これらの点から見ても大切な事業だと思

います。まずは、その実績、どうなっているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ６番議員さんに再度お答えします。 

   今年度から実施しました地域づくりサポート事業でございますが、現在までの実績

でございますが、行政区で実施しましたのは３つの行政区でございます。内容としま

しては、子どものためのイベント、グラウンドゴルフ、子どもの見守り等々の活動を

３つの行政区で行ってございます。そのほかに行政区以外の団体ということで、３団

体実施しておりますが、盆踊り、夏祭り等でこのサポート事業を活用して実施してお

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   そうすると、全体で６つの団体ということで、思ったより少ないなという印象では

あります。この中身としますと、子どものためのイベントであるとか、グラウンドゴ

ルフであるとか、これ確認のためにお聞きしますが、この事業は単発の事業のみ該当

するんでしょうか。何かと何かを組み合わせた事業とかというのは、該当しないんで

すか、そのあたりを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えいたします。 

   地域づくりサポート事業につきましては、地域のコミュニティ、活性化を図るとい

う意味で、単発の事業というか、この事業要綱にのっとるんであれば、単発でも複合

的な組み合わせでも該当しますので、その辺について、内容については十分実施する

場合は、事務局とご相談の上、実施方お願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 複合的なイベントというか、行事そのものが該当するというお話で

したが、そういうふうな理解に立っていらっしゃらない方もおられるようなので、そ
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のあたりをもう少し丁寧に説明していただく必要があるのかなと。一つの事業をやっ

たからそれしか該当しないんだというふうに言われたという方もいらっしゃるので、

そのあたりもしっかりと説明をお願いしたいと思います。 

   住民みずからが地域づくりにかかわる、このサポート事業もそうでありますが、い

わゆる共助の仕組みをつくっていくことと、これは今後の村づくりに大きな意味があ

ることだと思っております。この組織をしっかりとしたものにしていくには、やはり

村の職員の果たす役割、これが決定的だと思っております。子育ても高齢者の安心も

知識と技能を持つ職員の力は大変大きいと思います。これまでも行われてきましたこ

の行政支援員制度、これを地域に定着していく必要があると思います。今までもさま

ざまな形で、役場職員の皆さんにはそれぞれの地域で支援をしていただいてきました

が、やっぱり地域によって温度差があるというか、そういう面も見えておりますので、

これらについて、今後の取り組み、その考え方、伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ６番議員さんに再度お答えいたします。 

   地域の多様化する住民の要望や地域コミュニティの活動の強化を図るということで、

村内１７の行政区に行政支援を各区五名～六名程度配置しております。地域が課題や

要望に対して支援職員として積極的にかかわり、地域のサポート役として役割を担っ

ていただきたいと考えております。ただし、あくまでも主役は地域の方々であります

ので、支援職員は地域のサポーター役として、その役割を担っていただきたいと考え

ております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） まさに地域の主役は、その地域に住んでいる皆さんであるというこ

とはもちろんでございますが、職員がどのように自覚をするかという部分も非常に重

要なのかなというふうに考えるところです。これらについて、村長からご意見をいた

だきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今、部長が言ったように、主役は地域であると。ただ、地域の皆さんにないその事

務的な能力とか、事業を進める能力等々がございますので、支援員の方は、ただ相談

に乗るだけではなくて、企画分野まで踏み込んでや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。 

   業務でなくて、ボランティアでやっていきますので、限界はございますが、やはり

日ごろから区長さんとか地域の方とコミュニケーションをとりながら、その地域独自

の課題について解決に向けて支援員のスキルを上げながら、一緒にやっていってもら

えればというふうに期待はしております。それについては、また再度、新年度に向け

て支援員の責任者の研修等もぜひ行って、来年は地域サポートで期待した高齢者の見

守りに取り組んでいただける区が出るように進めていただければなというふうに考え
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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。 

   今年議会の研修で行ったある自治体では、首長みずからが職員にボランティアを奨

励しているというお話も伺いました。そこでは、議員みずからもそれぞれさまざまな

ボランティア活動に取り組んでおられるというお話も詳しく伺ってきたところです。

職員の皆さん、それぞれ大変な能力をお持ちの皆さんですので、その能力をしっかり

と地域づくりにも生かしていただきたいとお願いを申し上げまして、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。 

   １０番須藤軍蔵君より通告ありました「来年の財政見通しと重点事業について」ほ

か２件の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １０番須藤軍蔵でございます。議長の許可をいただきましたので、

質問に入ります。 

   私ども共産党の村会議員団として、村の来年度予算の骨格事業に当たる時期に毎年

村に対して地方自治の本旨である村民の健康から暮らしを守ると、こういう立場での

来年度に向けた事業の要望なり、あるいは提案もさせていただいて、その後、懇談を

させていただいたところであります。そうしたことについてのことを踏まえながら、

以下の質問を行ってまいります。 

   まずは、財源の見通しであります。 

   これも例のリーマン・ショック以来、使い道を特定しない地方自治体が大変だべと

いうことで、地方交付税措置の中で特別枠というのが今まであったんですよね。ずっ

と来たんですけれども、来年からはなくしたいというような話も財政当局のほうから

言われてきているというような状況がありますし、また例の原発の事故による損害賠

償なり、それから廃炉、費用がかさむので、税金でこれを補っていただきたいという

ようなお話も今出てきております。 

   そうした中で、国は、こればくち打ちやるところをつくって、そうしてここで一か

八か勝負はしないで、そして偶然に当たればもうかるという、そういう仕事を雇用

の創出の場、そして成長産業だということで、そうしてこれ本気になってかかって

いるというようなわけですから、これについて評価はどうこうは言わないけれども、

言うガナもないという、そういう状況で国も、いわゆるばくちに入っている状況で

は、今、来年の話、じゃ、どうだ、見通し聞かれても、それは困るよなと言えば、

全く困る話だけれども、そういう中にあって、そうはいっても来年度予算は、これ

は決めていかなければならないわけです。村民の暮らしを守るということであれば、

先ほどの質問があったような、そういうことに対する取り組みもしていかなければ

ならんという立場においてどのような見通しを持っておられるか、まず最初にお尋

ねをいたします。 
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○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   新年度の財政見通しでございますが、まだまだ不透明な部分がございまして、従来

どおり堅実な予算編成を進める必要があるということで考えております。特に今ほど

ありましたように、新年度の地方交付税については、総額で４％程度の減がなされる

という、報道等がなされておりますが、ただ反面、自主財源の中でも固定資産税等々

については増収も見込めるということで、そういった中で、当初予算ですので、歳入

については余り過大にならないようにということで、注意して編成に努めております

ので、そういう面では厳しくなるかとは思いますが、事務事業の見直し等も含めまし

て、国県の補助金等も、また民間等の助成金等も視野入れながら、財源の確保を行っ

ていきまして、各種住民サービスを行いながら、新年度につきましても、健全で安定

した自立する村づくりを進め、最少の経費で最大の効果を挙げるべく各種事業を展開

してまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういうことで編成に当たるんだというお話であります。 

   そういう中にあって、来年度の重点事業というものについてお尋ねしますが、経常

収支の状況は、２７年度の決算の中でも明らかなように、なかなか厳しい状況にある

わけですから、今言われたように、事業の選択、選別が必要であるし、当局からは多

分、今言われているような重要な課題をこなしていくから経常収支にはね返っている

んだよというお話はあると思うんですね。それも確かだと思うんですね。そういう中

にあって、なおかつ今言われたようなことを含めて、項目いろいろ細かいことは、そ

れは住民やら職員の皆さんの英知を集めて、内容は深めていくという中身であります

ので、事業内容じゃなくて、項目のみで結構ですので、重点な点をお知らせをいただ

きたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １０番議員さんに再度お答えいたします。 

   経常収支比率については、今ほどあったように、八十数％ということでございます

が、そういった中で事業の見直しとか選別等を進めまして、新年度予算編成を進めて

いきたいと考えております。 

   そういった中で、重点事業につきましては、いわゆる子育て支援の面からも幼稚園

３年保育にかけるハード面の整備ですか、園舎の増築等が新規事業で新年度考えられ

ます。 

   また、継続事業としては、あだたらの里直売所建設関係、これ繰り越しになります

が、それらの継続事業、また道路除染事業、また農業関係の活性化を図る面での機械

関係の助成ということで、これらが継続事業に挙げられると思います。それらも含め

まして、子育て支援事業とか、定住人口増加対策とか、１０年、２０年後の将来を見

据えた自立する大玉村の展開に今後も努め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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   次に、活力ある村づくりの取り組みについてということでありますが、これは基本

的には３月議会でもお尋ねしましたが、質問の項目がころころ変わるということはな

いんですね、中身では。やっぱりそれをどういうふうにやってきているのか、やって

いただかなければならないのかということだというふうに思いますので、そこのこと

について、特に農業、商工業の関係について、幾つかお尋ねをしたいと思います。 

   今、大変来年からの減反政策の関係とか等々を含めて、なかなか農地が荒れるんで

はないかというような心配がされているところでありますが、大玉村をざっと見渡し

て、まずはどういうとこら辺が特にそういう傾向があらわれているのかなというふう

に村長なり担当は見られているか、これは村長はそう言ったぞなんては言わないので、

ひとつ率直に、どこら辺かなというふうにあればお尋ねをします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 農林業だけじゃなくて、全般的に。 

   今、米価の下落等を受けて平地の耕作放棄地、私、大変心配しましたが、心配した

よりは少し皆さん頑張って耕作をしていただいているなと本当に感謝をしています。 

   ただ、私、時々時間があると村内をずっと車で歩きますが、やはり中山間の耕作放

棄地の増大というのは非常に目についております。あそこで高原野菜をつくったり、

いろんな使い方、ソバを植えたり、そこに合ったものができるんだなというふうには

思いながらも回っておりますが、なかなかそれをやる担い手がいないというのも現状

でありますので、山間部、こう目に見えるところは、やはりまだ皆さん荒らさないと

いう気持ちで頑張っていただいていますが、見えないところ、山際等についてはかな

り荒れてきているなということで心配をしているところでございます。 

   あと、商工業等については、今こういう状況で、村ができる限りの支援をして支え

ているということだというふうに考えています。 

   とりあえずは以上になります。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 実は、この質問をするに当たって、相当の時間をかけて村内の山

に面するところは歩きました。村長のあれとはかなり違うなというふうに率直に思う、

私が見て歩いて、ずっと山にかかわる場所。私は観念的に村の西部が荒れているのか

なと思ったら、さにあらず、そういうところではないですね。非常に村長の地元のあ

たりが特に、あの上のほうが一番大玉村では荒れているね。ずっと見てきました。池

が２つあったりして、イノシシの遊び場になったり、ずっとこっちは大川端から深谷

の入りまで、あの箕輪まで通ずる道路があったというのを見つけたり、舗装になって

いました、一部。 

   そこで一番感じたのは、あの農家の人が大したものなのか、中山間地直接払がいい

のか、村の指導がいいのか、はたまた農業委員会の指導がいいのか、非常に手入れが
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されている。耕作しなくても草刈って、ロータリーかけてあると。もうこれ以上行か

れないというところまでずっと車も２回か３回つっぺってあれしたんだけれども、行

ってきました。農家の人は、地球まさに守っているなと、いなくなったらどうなるの

かなというのが率直の考え方です。 

   そういう中でも、一生懸命農家の人は頑張っているし、他の町村と比べる気はない

んですが、やっぱり農業形態も違ったから、連担して放棄地になっているというとこ

ろは、大玉村には余りないんですよね。そういう意味では、ある意味では、まだ手尽

くせば間に合うなという実感でありますが、同時にまた、先ほどお話ありましたよう

に、着実に少子高齢化というのは、現実に進んでいるということも、これまた明らか

でありまして、そういうことについての今取り組みをしなければ、これは取り返しが

つかないことになるんではないかということで、その耕作放棄になる、今ほどありま

したような、そういうことに対して、必ずしもこの農地そのものの使い方にこだわら

ず、さまざまな使い方というのもやっぱり一つの方法としては必要ではないかという

ふうにも思っておりますし、その耕作放棄を、農地を荒れることを防ぐには、そうい

う方法が考えられると。 

   もう一つは、今のやっぱり何だかんだ言っても農地を保全している中心は、先ほど

もお話あったように、稲作でありますから、稲作の現状は、やっぱりこれも例えば中

山間の事業の中では、多分１７集落の契約があったのが今は１５だと思うんですね。

ほとほとそのように、認定農業者も多分１００ぐらいまで行ったんだけれども、今少

しずつ減ってきているんではないかということで、そういう意味では、着実にそうい

うのも減ってきているという状況の中で、やっぱり法人とか集落営農とか認定農業者

がさまざまな取り組みをするとかというのは、一定程度そういう皆さんは自分みずか

ら積極的にやろうということですから、相当数は、それはできると私は思っているん

ですね。 

   ただ、それをドーナツみたいに、それ以外の皆さんがやっぱりさっき言ったように、

とにかく荒らさないけれども、何もつくらないということでありますから、そこを

今とりあえず守るのには、やっぱり昔、例えば米穀の調整組合みたいのだって、俗

にするす屋なんて言った人いるんですけれども、若い人はみんなわからないべけれ

ども、そういうところに米穀の協同組合みたいなのがあって、今年のするすは何ぼ

するべなんて決めてあったんですけれども、そのように、今その皆さんは逆に言う

と、今度ほかの何件かがぶら下がって、そこを田植えからするすまでやってくれる

という方がこう浮かべるとあると思うんですね。今もそういう方にお願いして何と

かやっていると。頼んで余っている時間で草刈りをしているというのが実態かなと。

そういう皆さんをやっぱり今の段階では、何ぼかなりとも手だてをしないと、これ

大変になるんでないかな。 

   集積したり法人化したりというのは、一定程度できますけれども、それは条件のよ

くて、ある程度できるところだけなんですね。その周りがだめになれば、そこの残っ

た分だけうまくいくということにはならないというふうに思うので、そこら辺の手だ



 

- 63 - 

 

て、例えば来年いっぱいで機械に対する、共同購入に対する助成制度ですか、これは

終わるんですね。それは確かに終わるんだよね、来年度で一応は。来年で５年でない

の。見直しね。それ、見直し当然しながら、やっぱりそれは継続して、それと相まっ

て、今言ったようなやっぱり取り組みというのが、それをずっとやるということは大

変なので、当面はそういうことも必要ではないかと。つまり、貸したり頼んだりやっ

てもらったりする皆さんに対する一定の手助け、まずその点についてどのようにお考

えかお尋ねをします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   機械の補助につきましては、２７年から始めておりますので、２９年で３年目とい

うことで、３年目には要綱のほう、一応５年間ということで要綱は設定しております

ので、４年目以降見直して進めていきたいということで考えております。 

   それから、その中心になる担い手、法人とか認定農業者以外の農業者、この方、兼

業農家の方が非常に大玉村の場合も件数的にも多いという状況になっています。いろ

いろこうお話を聞いてみますと、やはり今持っている機械がだめになれば終わろうか

なというような、そういう状況でもありますので、そういった方々がどうしたら今ほ

ど言うように、その耕作放棄地にならないで、農地を保全できるかというようなこと

をいろいろお話を聞きながら、手だてのほうも検討していきたいというふうに考えて

います。 

   よろしく、以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ぜひ、そういう声も含めながら、その中に包含をして取り組みを

していただきたいというふうに思うところであります。 

   それから、いわゆる先ほど言った耕作の放棄地になるようなところについての、そ

れはやっぱり全体としては、これは大玉のみならず、日本全国もそうだと思うんです

けれども、そういうことから、実は自民党の農業問題で中山間の農業を元気にするプ

ロジェクトというのがあるんですね。そういう将来ビジョン委員会というのがあって、

来年度に向けて、とりあえずその予算も含めた要望というものを政府に提言をしてい

るんですけれども、非常に注目されるなというふうに思うんですけれども、地域のそ

うした特性を生かした農業をしていかなきゃならん。 

   それから、都市との交流、あるいは地域資源の確保と継続だということを３つを柱

にしながら、これ皆さんが政府に対して予算要望も含めてやっているわけであります

から、これどこがどういったなんていうこととかかわらず、やっぱりこれ大事な視点

だなというふうに私は率直に評価しながら、やっぱりそこをもっと突っ込んで、特に

どういうふうに大玉村を描くべきかということを考えるならば、今盛んにほかの人の

力頼みではないんですけれども、それぞれの新聞報道等では、宇都宮大学だとか、ど

この大学とかと提携で村づくり、まちづくりについていろいろ取り組んでいるという

ようなお話もあるんですけれども、村長も特に福大の行政社会学部だっけか、そこと
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のかかわりもあると思うので、やっぱりそういう皆さんの知恵、これ銭かけないでや

る、銭かけないでだよ、学生の皆さんなり、ほかの皆さんの知恵もおかりしながら、

これは外から見た発想というのはあると思うんですね。 

   農業ばかり、農家という意味でなくて、もっと別な使い道も考えるんなら、そうい

う考え方をしないと、なかなか大変かなというので、特にそういう点に留意してひと

つ取り組みを、先ほど午前中のお話で、１０年、２０年を見据えた計画と現下の状況

も踏まえてやらなくてはならんというお答えがあったんですけれども、そのものずば

り、そのことについてどのようにお考えかお尋ねします。 

○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。 

   各企業とか、それから大学とか、そういう機関との連携というのは非常に大切だと

いうふうに考えております。日大とも包括協定を結んでおります。ただ、なかなか活

用が今のところできないでいるわけですが、福大のほうとも期待しているのは農学部

がこれからできるということで、農食学部ということなので、非常に期待が大きいな

というふうに考えております。農村地帯の大玉としては、かなり連携をしながら進む

ことができるんじゃないかというふうに期待をしています。 

   あとは、教育の面からいっても、それから今回の直売所の件についても、福大の先

生方、教授と指導を受けながら、アドバイスを受けながらいろいろ進めてきたという

経過もございますので、各種、それからあと経済界、企業等との連携というものもや

はり大変必要になってくるだろうというふうに考えています。これは、ぜひ強力に進

めていきたいというふうに考えています。 

   あと、１０年、２０年後というのは、最終的には人口がどういうふうになるかとい

うのは、やっぱり目指すところは横ばいでも、例えば１０年後にふえ続けるというの

は、かなり福島県も１９０万切りましたので、大玉だけふえ続けるというのは、現実

的には難しいかもしれませんけれども、人口を減らさないということ、それからあと、

そのためには今現下の問題、子育て支援とか、直売所の建設とか、そういう公設民営

化とか、財政のスリム化というものを一応考えていくということも将来につながって

いくだろうというふうに考えておりますので、今問題になっているものを課題を解決

することによって、大玉村存続できていくだろうと。 

   一番肝心なのは、やはり財政の自立だと思います。お金がなくて、住民サービスが

できないような状況にならないように、今からやはり財政的な自立というのは、いつ

も念頭に置きながら収入をふやしていく、支出を抑えるということについては、念頭

に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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 先ほどちょっと村長からも触れられましたが、商工業関係、やっ

ぱり先ほど言ったように、何件か、実は昔なじみといいますか、ずっと通ったお店屋

さん、皆さんこう思い浮かべるとあそこあそこと、その皆さんが今どうだかと。やっ



 

- 65 - 

 

ぱり農家とそんなに違わない状況ですね。じゃ、果たして前途洋々、これからばんば

んやっていかれるというと、なかなか一部の建設屋さんはあるところもあるんですけ

れども、大体はそういう状況下にある。 

   その中で、じゃ、それなくなってじぇえんだということには、やっぱり地域のいっ

ぱいほかに人口ふえたから、それはそれでいいべということではなくて、やっぱりそ

ういう一緒に農業も商工業屋さんも、これであっての地域づくりだということからす

れば、農業と同じように、やはり商工業に対するところのてこ入れと。あるいは、例

えば共同でやる店舗づくりとか、あるいは一つの地域に開放したサロン的役割を果た

してもらうとか、さまざまな協力をいただけるような、あるいはもう一方では一歩進

んだといいますか、時代に合った経営の一つにもなり得ることかなと思ったりもして、

そこら辺に対する中小といいますか、そういう商工業者に対するところの、今までも

それぞれの支援はされてきたと思いますけれども、いわゆる農商工のこの連携をした

ところの総合的な支援というものが求められるのではなかろうかというふうに思いま

すので、その点についても、先ほど少し触れられましたけれども、改めてお尋ねをし

ておきます。 

○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。 

   おっしゃるとおりだというふうに考えております。商業につきましては、私の家の

実家も商店でしたので、商店が閉まっていく経過というのは、これは体験をしており

ますので、どういう経過で店がなくなっているのかということは、十分承知をしてお

りますが、やはりプラントが来るときに大玉の商工会は反対をしなかったというのは、

その時代の流れであろうということの、ある程度観念をしてという部分もあったんだ

ろうというふうに考えておりますが、これは私、財政的な循環というふうな中で、や

はり村で買ってくださいというお願いをこれからもしていきたいというふうに強く感

じております。 

   それから、商工会に対しては、多分福島県で一番財政的な支援をしているだろうと

ありますが、財政的支援ではやはり守り切れない、維持し切れない部分というのが後

継者の部分とか、それから村民の意識、やはり外へ行って買い物したり、スーパーで

買ったりということになりますが、一番考えるべきは高齢化に向けて商店街がなくな

ったときにどうするんだと。足を確保して、スーパーにみんな連れていくのかという

ことになりますと、やはりいろいろと問題が出てくるので、ちょっと話がありました

が、既存の商店をサロン的なものとして地域で、それを協働で、半分ボランティアで

維持できないかということは、一応考えています。近くの商店の空き店舗を近くの人

たちがサロンとして集まって、そこでお年寄りの注文を聞いて、それこそプラントの

ところにでも行って、そういう品物を買ってきて、ここに渡すというようなことも一

つ地域として、これから考えるべき方策かなと思っています。 

   今、インターネットで米１キロでもすぐ届きます。クリックすれば届きますが、通

信販売というのは非常に便利ですので、物を買うのは、もうそれで十分、お年寄りで
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も十分に買えますが、顔が見えないということですね。家が出ないでということにな

りますと、やはり高齢化で根本的な解決にはなりませんので、例えば商店がなければ

どこかの集落の場所をお借りして、そういう手段がとれないかということもあります

ので、これは当然役場の支援員等にもお話をして、モデル的にできないかなというふ

うにも考えていたところでございますので、そういうのも一つの解決策になるかなと

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） ぜひご検討をお願いをしたいところであります。 

   今、お話ずっとしてきたことは、押山村長が進めてきた、県内外に発信してきたさ

まざまなアドバルーンからすると、内向きな話ばかりしたなとは思っているんですけ

れども、ただやっぱりそこをきちっとやらないと、小さいからこそよく見える村の姿

というのが、そのよさがやっぱり出てこないんじゃないかなというふうに思いますし、

内向きとか保守主義というのが今いろいろ話題になっていますが、トランプだって猫

だましではあるけれども、偉大なるアメリカをやっぱりきちっと守るんだということ

で、すぐ化けの皮は剝がれるけれども、すぐにそれは成功したわけですから、それと

は全く異次元のものでありますが、しっかりしたやっぱり身の回りを確実に守るとい

うことが持続する社会につながるのかなということからお尋ねしたところであります。 

   次に、アットホームの運営について幾つかお尋ねをします。 

   まず、今までもいろいろと法人化に向けたお話があったところでありますが、これ

らについての現時点におけるアットホーム運営についての位置づけと、あるいはそう

したことについての考え方は今どうなっているかということから、まずお尋ねをいた

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） １０番議員さんにお答えいたします。 

   アットホームの今までの運営の状況ということでございますが、平成６年にオープ

ンしまして、当初８人の職員体制で進めてきたということで、長い期間の中でいろい

ろ経費削減等も考慮しまして、今現在については、職員２名体制でやっているという

ことで、黒字経営として経営をしているわけでございますが、先ほど申しました新た

な村民株式会社等の法人の位置づけというのは、今後、まず前の答弁でもありました

が、直売所のほう、ある程度軌道に乗るということになった段階で、アットホームの

ほうも検討してもらうというような、順序立て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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういう経営のあり方については、今後順序立ててやっていくん

だというお話でありました。 

   それらのことを踏まえて、アットホーム運営審議会という審議委員の皆さんが７名
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ですか、おられるわけでありますが、そうした２７年度の成果報告では３回やったと。

多分２８年もその率からいくと、あと２回くらいやっているのかなというふうに思う

んですけれども、そういう今ほどお話がありましたような運営形態にいくんですよ、

あるいは経営はこうですよというようなことについて、運営審議会というのはお話が

されてということなのか、そしてその皆さん方のご意見というものはどういうもので

あるのかお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   アットホームは運営審議会ではなくて、協議会という名称でございまして、メンバ

ーにつきましては、商工会、観光協会、学識経験者、あと社会福祉協議会、農業協同

組合、農業委員会、老人クラブ、婦人会の代表ということで、それぞれ各会の方にお

願いしているということで、役割としましては、予算の審議が一番メーンということ

で、あとは経営の関係上、利用者の立場からさまざまなアットホームに対しての意見

ということで、いろいろ料理にかかわる意見でございましたり、２階の部屋にトイレ

のない個室がありますので、そういったのは高齢者の方は非常に利用しづらいので、

考えてもらいたいとかという、そういう利用の状況の中での声等をお聞きしながら、

メーンは予算の審議になりますが、そういったものを協議会のほうでやっていただい

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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 私側のほうは、ちょっと認識が間違っていたんですかね、時代に

ついていかれなかったんだか。例えば、公民館運営審議、アットホーム運営審議、何

だか運営審議会と、こういうふうにあったような記憶しているんですよね。アットホ

ーム運営審議は何年か前から外れるということで、議会からは外れたと、こういうこ

とですね。 

   それから、さまざまな審議会あるんですけれども、したがって、俺、審議会だと思

ったから、審議会であれば、この運営の審議であるとするならば、当然法人化にする

とかしないとか、どうだこうだという話は、当然その人らにもお話がなきゃならない

なと。これ、運営の協議会だから、そういう話さはまざらないということですか、簡

単に言うと。そういうことですか。やっぱりそれ大事な、これこの人らの話がかなり

決定づける、むしろ村よりもこの人らの話のほうが決定づけるのかなとも私は思って

いるんですけれども。 

○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。 

   名前は協議会でございますので、従来の協議の内容というのは、今のようなことが

中心として行われてきたわけですが、前回、先週かな、開いた協議会では、将来、指

定管理もしくは公設民営という話で、今話も出ておりますので、その段階で、協議い

ただく段階になった時点で、皆さんにそれについて協議をいただくようになろうと思
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いますということで、予告という形です。まだ具体的じゃありません。いつからやる

かということも、施設を整備をしなきゃならないものもたくさんありますので、時期

は決まっておりませんので、将来、そういう協議が必要になった場合にはよろしくお

願いしますということのお話はさせていただきました。 

   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。 

   それらを含めて宿泊の状況でありますが、平成２７年の資料によると、前年比

２７０名減で４，９５０名だっけか、運営全体のこの費用の概算、総体的には黒字で

経営しているんですよというお話でありましたが、今度経営する中での経費ですか、

宿泊をするがためにかかる経費というのもあると思うんですね。それは運営、全体の

あれの中には、その割合はたしか出てきていないと思うんですけれども、おおよそど

のぐらいに当たるかお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   宿泊関係の１人当たりの経費でございますが、食事等そのほかいろいろ人件費等も

合わせて３，１５６円、１人当たり今現在かかってございます。宿泊者１人当たりの

平均宿泊料金は７，４１９円となっております。でございますので、１人当たりから

出る利益は４，２６３円ということで、２７年度の宿泊者数が４，９５０人というこ

とで、単純に掛け算しますと、２，１１０万ぐらいの一応利益が出ているという形に

なります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 宿泊業務、仕事をやる上でどのくらいの経費に、それに、その利

益の中から事業費としてかかるのかなというふうに思ったからお尋ねした。 

   ２７年の実績では、営業日数３６２日のうち宿泊営業稼働日は３３１日だと。宿泊

実稼働率は３３．３％、つまり定員が４５人の部屋に対して１５名の日当たりの実績

だと。一般的な旅館でいえばしようがないのかなと、今の状況からすると。そういう

状況でありますが、つまり３割だと、稼働率は。３割強ですか。であるから、経費が

相当かかるとすれば、宿泊の一つ、例えばそれを思い切ってなくして、例えばですよ、

なくしてその分の日帰りの客の受け入れの増などのサービスにするとか、さまざまな

取り組みをするというほうが重荷がなくなって、なおかつ収入に結びつけば、一つの

選択肢にはならないかというようなことについて、一つの考え方でありますが、どの

ようにお考えになるか、村長にお尋ねします。 

○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。 

   平成２６年ごろに庁内で、アットホームの改修についての議論を庁議等で行いまし

た。その中で、お風呂が狭い、露天風呂が欲しい、それから２階のトイレのない部屋
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が４部屋ありまして、そこの稼働率が非常に低いというようなことで、それからあと

は身障者の方の部屋という、あそこが段差があると。身障の部屋で段差があるのはお

かしいだろうというようなことがあって、改修すべきものというのを一応挙げまして、

金額を挙げたわけですが、かなりの改修費用がかかると、鉄筋コンクリートなもので

すから、壁一つぶち抜くにも大変な金がかかるということで、少し模様を見ようとい

うことで、その時点では、その話はとりあえずおさめておいたということで、その中

で宿泊をやめた場合というのも一応話題に上がりました。 

   ただ、高齢者がアットホームを非常に使っていただいて、宿泊を楽しみにしている

ということがありましたので、簡単に宿泊をやめることも難しいんじゃないかという

ことで、あそこも収益施設ではありますが、やはり村民の憩いの場、高齢者の憩いの

場ということで、公益的なものもかなり高いので、簡単に結論は出せないなというこ

とで、その時点では結論を出さないでいました。 

   ただ、県内の施設、いろいろ研修をしてきました、実際。そうすると、きつねうち

ですとか、いろいろ見てきましたが、宿泊をしないで、日帰りでやっているところが

非常にもうけを出しているというような実績もありまして悩んだところですが、今の

ような事情で少し検討を今のところとめていると。 

   これから公設民営にするに当たっては、やはり一つの結論を出して、改修すべきも

のを改修してから渡さないと、ちょっと支障も出るのかなというようなものもあった

り、ただ、それも結局金額的なこともございますので、これからもう少しまた改めて

検討していきたいというふうに考えています。今のところ、まだ結論としては出てお

りません。 

   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。 

   いずれ、これはアットホームについては、その前身である国民健康保養センター、

そういう時代からずっと使わせてもらって愛着のある、半分湯治場的な要素もあった

わけですが、一つの時代の流れによって、そういう方法も考えられるのかなと思った

ものですから、ただ、これだけの実績の泊まる客があるわけでありますから、一概に

は言えないんだとは思うんですけれども、よく検討をされる一つの材料にしていただ

きたいということを申し上げまして、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。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は、午後２時５０分といたします。 

（午後２時３２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ５番押山義則君より通告ありました「大玉村の農業振興策につい
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て」ほか１件の質問を許します。５番。 

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

２８年１２月議会一般質問を始めます。 

   さて、今年も残り半月余りとなりました。改めて今年一年を振り返ってみまして、

世界的には、イギリスのＥＵ離脱に始まり、また、アメリカ大統領選の意外な結末、

国の中においても、自然災害の頻発、政治の世界でも参議院選の与党圧勝と、世界は

時の指導者たちによって歴史がつくられるなどと言われておりますが、世の中大きく

変わっていくような感がしてなりません。 

   今回の私の一般質問のテーマとした農業政策、我が国の農業に大きな影響があると

見られているＴＰＰの承認案も結論的には批准される可能性が大きく、国内的には、

農業者を初め、国民の不安と不信が増大している状況にあります。農林業、とりわけ

農業の発展は、我が国の課題である食料自給率の向上と増強、食料安全保障や、また

違う角度からでは、多面的機能の維持、環境保全といった国土保全、そして地域コミ

ュニティー維持の観点から、我が村にとっても大変重要であります。そういった観点

から、国策を初めとした大玉村の農業政策について、先ほどの質問者のあった内容と

も重なりますが、改めて大玉村の農業者が営農意欲を失うことのないよう対応を検討

されることを願い、質問申し上げたいと思います。 

   まず初めに、国策で進められております農地中間管理事業について伺います。 

   農業の規模改善、集落営農、遊休農地対策として、平成２０年度だと思いますが、

始められた施策であります。農地の８割を担い手に集積するため、農地の出し手に対

するメリット措置に加え、人・農地プランに位置づけけられた認定農業者などの中心

経営体が借り受けた場合の規模を拡大、加算措置などメリット措置を講じることとあ

ります。 

   そこで、大玉村として、この農地中間管理事業の進捗状況を伺いたいと思います。 

   初めに、機構を通じましての現在の借入面積、それから貸付面積、またこれを利用

されている対象農家戸数、そして出し手に対する機構集積協力金の状況を伺いたいと

思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   中間管理機構を通しての現在の村内の借入、貸付面積につきましては、２７年度中

の契約分で、貸付面積が３３万９，２０４平米、２６名でございます。借り入れの面

積でございます。同面積で３３万９，２０４平米、これは１名でございます。法人

１者でございます。 

   それから、出し手に対する集積協力金の状況でございますが、出し手の支援としま

して対象農家戸数が２６名、耕作者集積協力金としまして２０名分、面積が２９万

７，７６３平米で、金額にしますと５９５万４，０００円、１０アール当たり２万円

となってございます。これは、２０名の１４８筆の合算面積での按分額でございます。 

   それから、経営転換協力金というものもございます。これは、６名に対して支給さ
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れてございます。面積が４万１，４４１平米、金額にしますと２８０万円ちょうどで

ございます。内訳につきましては、３０万円が１戸、５０万円が５戸ということで、

これは面積によって金額が分かれております。０．５ヘクタール以下ですと３０万円、

１戸当たり。それから、０．５ヘクタールを超え２ヘクタール以下ですと５０万円、

２ヘクタールを超した場合は７０万円ということになってございます。 

   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。 

   それで、村内の面積の中で、これが約何％実現したのか。そして、また、この事業

が今後どのように展開されていくのか、誘導する立場として今後の見通しをお示しい

ただきたいのでありますが、また、角度を変えた見方でありますが、地域的に、平地、

山間部、これはどのような状況か、それもあわせて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） 先ほどご説明しました面積につきましては、谷地集落営農

の法人化によって中間管理機構を利用したものというふうになってございます。 

   今後の見通しとしましては、あとの質問にもちょっとダブる部分もありますが、や

はり相対での契約がいまだに多いというような状況ですので、長い期間を見れば、当

然中間管理機構を使用するメリットというのは、ご存じのとおり相対ではないので、

そういったトラブルとか、そういうものがございませんので、将来的にはこちらのほ

うに移行してくるのかなという推測はあるんですが、今のところはやはり相対がまだ

主流になっているという状況なので、この中間管理機構の部分について急激に大玉村

で普及していくというようなのは少し想定しづらいのかなというふうに考えておりま

す。 

   全体的な面積の関係でございますが、今回の場合は約２．７％になっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な答弁、本当にありがとうございました。 

   それで、今回のこの賃貸関係でありますが、確認のためなんですが、これは何年間

続いて、あと、例えばいろんな協力金、これは１度ぽっきりで終わりなのか、その辺

の確認をしたいんですが。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんに再度お答えいたします。 

   契約の年数につきましては、一応１０年ということになってございます。 

   それから、こちらの協力金関係でございますが、これは１回のみの支出という形で

ございます。賃料につきましては、毎年お支払いするという形になってございます。 

   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す。 
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   先ほど、地域的にどういう状況かということは答弁がなかったのでありますが、私

が懸念、心配するのは、この農地中間管理事業、これは大玉村の農業振興策になり得

るかということを確認したいのであります。逆に、その意味で離農促進策にならない

かということは、逆のうがった見方なのであります。今の村の実際の状況とか、そう

いうものを鑑みまして見解を伺いたいのであります。 

   それで、さらに村長に、後でいいですから、村長のそういう意味での認識を伺いた

いのでありますが。 

○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。 

   中間管理機構事業につきましては、貸付期間満了後には農地は確実に戻るというよ

うな、これはきちんとした契約、それから、貸付料は中間管理機構が支払うというこ

となので、それらの貸し借り上のトラブルがなくなるというようなメリットがござい

ます。先ほども申し上げましたが、貸し付けの期間は１０年ということになってござ

いますので、安心して作付をすることができるということで、やむを得ない事情によ

り契約の変更もできるというような、そういった貸し手にも少し配慮した中身もござ

います。 

   今のお話のありました離農促進にならないかという観点でございますが、村としま

しては、今現在、先ほども言いましたが、相対で直接今やりとりをしているというこ

とで、そういうのがなく、１０年、さらには２０年ということでのスパンで経営して

いくということで、貸し手がいろんな理由で中間管理機構を利用するというような状

況になりますので、これを例えば中間管理機構の事業を促進するために農業を早くや

めてくださいというような、そういう話ではなく、中間管理機構にはそういうメリッ

トがたくさんあるので、例えば自分の事情により土地を貸したいという人は、ぜひ、

相対ではなく、管理機構を通してお願いしたい。 

   ただ、それによって管理機構のほうではまとまった場所を今度耕作者に貸すことが

できるということで、今までで、相対ですと、かなり離れた、大玉村の圃場整備、ご

存じのとおり従前地という配分の方法で、まとまった区画での配分ではなくばらばら

な配分という形ですので、例えば、貸したいという方がばらばらだと借りる人もなか

なか出てこないという状況が今の現状だと思うので、それらを解消するためには、や

っぱり中間管理機構を利用して、貸す側も借りる側もお互いにメリットが出るような

形ということでございますので、村としましては、離農促進につながるかどうかとい

う部分については、そうは言えないのではないかなというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今、部長が述べました現状でございます。これから農地を守っていくということに

なりますと、一つのものに収れんされるということはないだろうというふうに考えて

おります。国のほうは、中間管理機構で既に８割を目標にしましたが、福島県の場合
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には原発関係もありますので、外部からの株式会社等の大量の大面積の参入というこ

とはまずあり得ないだろうというふうに考えておりますので、兼業農家はやはり続く

だろうと考えています。 

   それから、ある程度の大規模の自営業、それから中間管理機構を利用した農地の集

積、それから相対等については、これはやはり多様な農業経営の形態を維持していっ

て守っていくのが現実的なのかなということを考えておりますので、それぞれの経営

形態に対して村のほうでもできる限りの支援を考え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） ありがとうございました。 

   現実的に伺いたいんでありますが、先ほどありました集落営農の一部が進みました。

結果的に米づくりをやめた農家が、結局、今の形でいうと、２６件はやめたことにな

るんですね、多分。結局は出し手ということで。そういう観点からなのでありますが、

改めて大玉村の農業の将来、この事業がさらに進んだとして、大玉村の農業を取り巻

く環境が、そうなれる部分となれない部分とかなり、先ほど申し上げましたが、地域

的に差もあるし、そういうものの捉え方を改めて伺いたい部分があるんです。 

   それから、例えば、この事業の中で進んでいて疑問に思うのですが、いろんなこの

中間管理事業のメリットとか、そういうものの説明の中で、水田フル活用とか、いわ

ゆる飼料用米とか加工米とか何かに、また、麦とか大豆の転作など、そういうものも

奨励されているんですが、我が村の農業がそういうものに可能な状況なのか、その辺

の認識も含めて伺いたいのですが。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんに再度お答えいたします。 

   先ほど村長も申したように、この中間管理事業が全て大玉で全部カバーするという

話では当然ないというふうに私どもも認識しております。それぞれの形態に合ったも

ので進めていっていただきたいというのが一番で、それはやっぱり先ほど言ったよう

に、地域的なもの、例えば集落営農がまとまりそうな場所であったり、そうではない

場所、当然大玉村の中にもございますので、そういった部分についてはそれに合った

ような中身で進めていっていただければ、必ず全地区をこれでやるという話ではござ

いません。ただ、農家の方がそういうような意向があれば、当然意向には応えたいと

いうふうには考えておりますが。 

   それから、さまざまな転作作物関係のメリットでございますが、それについては当

然国のそういった施策もありますので、そういったものを十分農家の方々に検討して

いただきながら、例えば、飼料米をつくるのがいいのか、先ほど言ったような別のも

のをつくるのがいいのかというような、そういった判断については、国のほうでもい

ろいろ推進するために、今、補助金なり、そういった資金を有効利用できるような中

身を、国の方でもそういった施策を出してきますので、そういったものは十分村のほ
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うでも農業者の方と検討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。 

   難しい問題だと思います。この農地中間管理事業のいろんな誘導策といいますか、

活用誘導を図るために、例えば、遊休農地所有者に対しては、活用を希望しない場合、

当該農地の固定資産税の強化とか、それから課税の軽減が適用されるとあります。担

当する農業委員会に、それから税務のほうに、それぞれの立場からこれが進んだ場合

の具体的な対応を伺っておきたいんですが。 

○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。 

   農地課税の軽減・強化につきましては、平成２８年度税制改革により措置されたも

ので、２９年度から適用されるということになってございます。 

   課税の軽減は、担い手に対する農地の集積を促すのが狙いということで、離農する

農家が農地中間管理機構に農地を貸し付ける場合は、固定資産税を３年から５年間半

減するというような内容でございます。所有する農地をまとめて１０年以上貸し付け

ることが一応条件になってございます。 

   それから、課税強化の対象になる遊休農地につきましては、所有者が利用する意思

がない場合に限るということなので、例えば、先ほど１０番議員さんからお話があり

ましたが、耕作、トラクターでうなってとりあえず管理するというようなことで管理

していくんだという意思があれば、これには該当しないのかなと。 

   それから、具体的には、農業委員会のほうの利用の状況や意向調査、それらをみず

から耕作したり貸し付けしたりする意思がないということを確認した上で農地の固定

資産税を特例措置の対象から除外するというような形でございますので、つくらない

ので急に、もうつくってないから税金ということではなく、一応本人にどうしますか

と確認をして、保全管理でも何でも頑張ってやっていただければ、そういった対象か

らは外れるのかなと。 

   なお、これに関しましては広報紙などで農家の皆さんにもお知らせして、なるべく

そういう遊休農地を適正な形で管理していただきたいというふうに広報、周知したい

と考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ５番議員さんにお答えいたします。 

   固定資産税の課税強化につきましては、農業委員会から対象となる農地の通知等を

いただいて、その対象となった土地に対する評価の額を変更し、課税していくことで

ありまして、税務サイドとしましては特段積極的にすることはなく、対象となった土

地に対して淡々と課税していくということでございます。 

   以上です。 
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○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。 

   そのとおりだと思いますが、結局、こういう国の施策というのは、おどし文句みた

いなやり方でやる施策は本当に納得できないんでありますが、対応だけは決して不公

平感のないようにお願いしておきます。 

   それから、結局、減反政策、間もなく終わりますよね。ただ、減反政策のあおりで、

遊休農地の増加というのが急激に見込まれる可能性があると思っております。農業委

員会を通じて利用状況調査とか利用意向調査などされたんでありますが、その結果か

ら、村として、有効な遊休農地解消対策ですか、そういうものって何か考えられたの

か。改めて、対応策とか方策のようなものがありましたら、伺っておきたいのですが。 

○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。 

   減反政策関係でございますが、２８年度も面積で５７．４％配分されております。

２９年度につきましては、さらに１％減って５６．４％というような見込みでござい

ます。こういった部分を考えますと、なかなか耕作しない土地が出てきてしまうのか

なという懸念はございますが、これらの目標達成につきましては、関係近隣の市町村

で調整しまして目標を達成していくというようなことで進めておるわけでございます

が、遊休農地の増加の懸念につきましては、村としましては経営所得安定対策など、

そういったものがございますので、そういったものを利用してなるべく耕作していた

だきたいということで、これが有効な手だてではないかなというふうに考えていると

ころでございます。有効な手だてはそういった部分でございます。 

   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。 

   これは、当局に言ってみても詮ないことなんだと思います。遊休農地がふえてくる

のは目に見えてわかっていて、このように対応できる作物などなかなか見つからない

のが現状でありますから、ただ、適宜な方策、これをやっぱり考えていくべきであり

ます。今後とも研究願いたいと思います。 

   ここまでで中間管理機構の話は終わらせていただきます。 

   次に、農業委員会の法改正に伴う大玉村農業委員会の改革、改変について伺ってお

きます。 

   来年の夏には改選でありますが、農業委員、それから新しい制度で生まれた推進委

員の構成とか、それから推薦、公募の内容について、具体的な村としての方向性を改

めて伺いたいんであります。 

○議長（遠藤義夫） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（押山美奈子） ５番議員さんのほうにお答えさせていただきます。 

   村では、現職の委員さんの任期が平成２９年７月１９日までです。農業委員会の皆

さん初め、関係機関の皆様方のご意見をお聞きしながら、事務のほうは現在進めてお
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ります。予定といたしましては、定数条例の改正を３月定例会に上程をいたしまして、

その後、農業委員会、農地利用最適化推進委員の推薦、公募を行う予定です。推薦、

公募された農業委員は、定数が超えた場合なんですが、選考委員会を経て候補者を決

定し、議会の同意を得ることとなっております。また、農地利用最適化推進委員は、

農業委員会が委嘱することとなります。参考までに、今月１６日には、今後の農業委

員について、村長と農業委員の皆さんとの懇談会を予定しております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 間もなく、来年、新年度の予算編成が進んでいるかと思いますが、

事務局に伺いたいのでありますが、これまでの制度の中での予算と新制度の、今回、

これから任命されるだろう農業委員とか推進委員のほうの具体的な中身、そういうも

のから、そういう旧制度と新制度との予算額の差とか何かは運営上のことであります

が、まだつかめていないということでありますか。 

○議長（遠藤義夫） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（押山美奈子） 再度、お答えさせていただきます。 

   現在、当初予算の編成時期でもありますが、年の報酬等についても現在協議中であ

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） わかりました。 

   それから、もう一点、これ関連で。 

   近隣自治体とのバランス調整などは行っているんでしょうか。その点も伺います。 

○議長（遠藤義夫） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（押山美奈子） 今年、本宮市さんのほうでは、新しい制度によっ

て農業委員さんと農地利用最適化推進委員のほうが決定して活動をされております。

今後、大玉村で決めていく際に参考にさせていただきたいとは考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 重ねて伺いますが、例えば、この推進委員は認定農業者の中から選

ばれるというような、そういう話も伺っておりますが、その辺限定的な活動になると

思うんですが、大玉村認定、９０名か１００名、その辺の中であくまでもそれを進め

るというようなことの理解でよろしいんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（押山美奈子） 再度お答えさせていただきます。 

   認定農業者の方につきましては、農業委員さんが、大玉村ですと、基準としては約

過半を超える認定農業者の方、こちらは農業委員さんが認定農業者の過半を超えてと

いう形になります。認定農業者の方が農業委員の定数の過半を超えた人を認定農業者

の……。すみません。農業委員になる方は、半分以上の方が認定農業者となるという
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ことで、農地利用最適化推進委員さんは、特に認定農業者でなければならないという

縛りはございません。 

○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。確認のため、質問申し上げました。 

   次の質問にいきます。 

   認定農業者とか集落営農、認定新規就農者など、担い手の経営管理能力の向上や農

業経営の法人化に向け、現在、また将来、今後の村としての支援体制について伺いた

いのであります。 

   まず、現状の状況を伺いたいのであります。今の支援体制がどういう形、この法人

化に向けてとか、集落営農に向けてこれだけの施策が可能だということ、先月の議会

の補正の内容なども含めまして伺っておきます。また、規模拡大などに伴い、今後の

ことでありますが、土地改良事業や、用水路とか用水設備の充実整備など必要になっ

てくる部分もあると考えられるのでありますが、そういった意味での今後の支援事業

の必要性、対応などもあわせて伺います。 

○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。 

   今般の米価の大幅な下落を受けて、村のほうでは農業機械の共同利用助成を、先ほ

ども申し上げましたが、５年間やるということで実施してございます。そのほかに、

直売所へ出荷のためのビニールハウスの設置補助、それから獣害から農産物を守るた

めの電気柵設置補助など、それぞれ規模を問わずに独自の施策を実施してまいりまし

た。そのほかに、農業経営の法人化についても設立費用を補助するということで、も

う既に２つの団体ですか、設立されておりますので、そちらのほうに補助も出してお

ります。今後についても、状況や実態を把握しながら、必要と考えられる支援をやっ

ていきたい。 

   それから、土地改良事業の関係でございますが、これにつきましては、大規模経営

の場合と想定されているということであれば、土地改良区とも十分協議しながら、ど

ういった方法があるのか、国では過般の、今までの土地改良事業をもっと簡素化した

ような何か事業をやるみたいなものも新聞報道にも載っていたようなものも私ちょっ

と目にしたんですが、そういった情報を収集しながら、改良区と話をしながら検討し

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す。 

   村としては、いろんな施策を行っているということは理解しております。今後も、

この施策は農業振興のためには続けていくべきだろうなと思っております。 

   過日、農業委員と認定農業者の話し合いの機会がありました。大玉村の農業の将来

を考えるということでは、それぞれ闊達な意見がありました。ただ、この会議に出席

してみて残念だったのは、その話し合いに村当局が出られなかった。農業委員会の主
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催ではあったのでありますが、連携の中に、ちょっと寂しい思いがいたしました。こ

の場をかりて申し述べさせておきます。 

   この話し合いでの結論では、やっぱり支援体制の充実が村の農業振興の成否の鍵で

あると、皆さんそう思って、そうおっしゃっておりました。公的支援に向けての対応

ができる営農が必要だと。それでないと農業は成り立たないというように、皆さんそ

ういう考えでありました。また、５０ヘクタールの壁という話が大分出ました。改め

て、そのあたりをどのように考えておられるか、対処されるのか伺っておきます。 

○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。 

   認定農業者の会議の関係でございますが、認定農業者は、私たち行政としましては

やる気のある方々というふうに捉えておりますので、そういった方々が話し合ったも

のを、村のほうに要望なり何なりを出していただければ、非常に私たち行政としても

よいのではないかなと。どうしても、私たちが会議に出席して行政の立場でお話しす

ると、せっかくの盛り上がりがどうなのかなという場合もなきにしもあらずというこ

ともございますので、私たちは自主的な活動を尊重しているということでご理解いた

だきたいと思います。 

   それから、５０ヘクタールの壁でございますが、これは国のほうの方針でございま

すので、なかなか、じゃ、大玉だけちょっと３０にするかという、そういうことがや

はりちょっと今のところでは難しいというふうに考えておりますので、なお、その辺

につきましても、そういう声があるんだということを上のほうにもお話をしていきた

いというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   北海道の農業と大玉村の農業を一緒にするのがそもそも無理なのでありますからや

むを得ないと思いますが、やっぱりその辺は声を高くして、同じ農業を続けるのであ

りますから、同じ米づくりをするのでありますから、同じ補助が受けられるような体

制づくりはするべきだと思っていますので、声を高くしてお願いしたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   ２８年度、今年のカメムシ防除策の検証をどのようにされたか伺いたいのでありま

すが、まず。 

○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。 

   ２８年度につきまして、実施面積は４５６ヘクタールとなっております。作付水田

の５割ということでございます。 

   以上。 

   効果もですか。 

○５番（押山義則） 地域性とか効果とかもあわせて伺えれば。 
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○産業建設部長（舘下憲一） 効果につきましては、一等米比率が９７．７％と前回より

も１．１ポイント上昇しているということで、２５年産米から比べると４．６ポイン

ト上昇しているということで、効き目があるというふうに認識しております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   効果のほうがあったと、そういう理解のようでありますが、何か、今年大分カメム

シのあれが出て農協で再選別されたというような話も伺っているんですが、その辺は

確認されておられませんか。それはそれで結構なんでありますが、このカメムシ防除、

ネオニコイド系の農薬でありますが、これによって、ミツバチとかトンボの激減、カ

エルまでいなくなってきたと。そういう生態系の環境破壊が問われております。全国

的な問題でもあるんでありますが、大玉村、日本で最も美しい村であります。それに

ふさわしい新たな防除策は考えられないんでありましょうか。 

   この前の認定農業者との話し合いの中では、方法がある、ただ、今のやり方が一番

安易だからこれをするんだというような話が大分聞かれたんでありますが、別な方法

でカメムシなんて防げるんだというような考え、そういう農業者の声もありました。

やっぱり我が村、トンボもいない、イナゴは、今年は地方によってはカメムシの防除

が少しおくれた部分もあってある程度発生したようでありますが、やらないとすぐ出

るんだそうですね、間違いなく、ああいうものは。だから、その辺、一番の被害がミ

ツバチだと思いますが、その辺もやっぱり早急に対応していかないと、美しい村をテ

ーマに生きる村でありますので、その辺考えて、防除策、いただきたいのであります

が、よろしく。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） 少量の散布で効果があるということで、カメムシ被害によ

っての米の等級の下がりを、下がれば農家の収入が減るということで、減農薬推進の

観点から有効な方法として扱ってきたわけでございますが、これにかわる、今ほど言

ったような新たな防除方法があるとすれば、ＪＡとも協議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） ぜひそのようにお願いしたいのでありますが、村長、美しい村を代

表する長として考えがありましたら伺いたいんですが。 

○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。 

   トンボがいなくなった、秋になってもアキアカネが飛ばないと、蛍も減ったという

話は各方面から聞いております。原因はカメムシの駆除だろうというふうにも皆さん

から言われております。経済性をとるか、そういう生態系の維持をとるかと。昔の航

空防除を思い出して今いるわけですが、やはり農家の皆さんから、今言ったような違
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う方法で、生態系を維持しながらカメムシを出さない方法があると、そういう声が強

く出てくることを期待したいというふうに考えています。 

   今のままだと、やはり今の防除をすぐやめるというのは、現実的にはかなり難しい

と。農業が弱っている段階での経済性というものの低下を優先というのも難しいとこ

ろがありますので、やはり農家の皆さんの意識として生態系というものに意識を向け

ていただけると大変ありがたいなということなので、今後については、今、部長が答

弁したような方向で検討してもらいたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   かつて、マツクイムシが今蔓延しておりますが、これも当初はヘリでやっておられ

ました。結局は、それに対するいろんな弊害からヘリは停止になったとも思います。

ただ、それにしては農家に対しては優しいかと。これで、国の補助とか何かの中身は

わかりませんが、ただ、やっぱりやり方は変えるべきだと。どこかで声を上げていか

なきゃならないのかと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   農業問題で最後の質問になります。 

   農協の役割についてお伺い申し上げます。 

   国策による農協解体とも感じられる対応が問われております。農家の農協離れもあ

りますが、農協を通じての農業政策、これも重要な位置、立場であると私は考えてお

ります。今後の農業政策を考えていく上で、大玉村として、農協とのかかわり、役割

をどのように捉えておられるのかということを伺いたいのであります。農協としての

特産物の発掘とか６次化商品の開発、それから指導機関としての農協の役割は大変重

要だと思っております。そういう連携のあり方も研究してほしいという観点からなの

であります。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   経営安定対策の数値の取りまとめとか米の全袋検査など、やはりＪＡさんとは二人

三脚でやってきているというふうに村のほうでは考えております。それに、平成

３０年からは米の生産数量目標が廃止されるということから、やはり米の価格を安定

させるためにも、米販売の受託者であるＪＡや農家から直接米を買い取る業者さん等

が非常に重要な役割を担うのではないかというふうに考えております。 

   そういったこともありまして、先ほど言いました、ＪＡはさまざまなノウハウもご

ざいますし、今回合併しまして大きなＪＡになったということはありますが、安達地

区本部ということで残ってございますので、そういった安達地区の特色を生かせるよ

うな中身を、ＪＡの方からそのノウハウをいろいろ農業のほうに使っていただいて、

今後も行政もＪＡと二人三脚というような形で農政のほうをしっかり進めていきたい

というふうに考えております。 

   以上です。 



 

- 81 - 

 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございます。 

   私は、大玉村の場合、直売所とか何かは、よそと違って村直営でやっております。

どうしても、農協との距離が少し感じられてなりません。ただ、これから直売所が盛

んになっていって冬期間の野菜とか何かを完全に保持していく段となると、農協の協

力なしにはなかなかできないんではないかと思います。だから、そういった意味で、

農協と何となく、大玉村の場合は距離感が、私としては感じております。その辺も含

めまして、やっぱりいろんな角度からお互いに利用できるような、そういう関係を保

っていっていただきたいと思います。 

   法人化、それから集落営農の進み始めた今日が、大玉村の農業振興には行政の取り

組みが、何度も申し上げておりますが、生死を左右する要点であると私は捉えており

ます。課題は明白なんだと思います。営農指導とか技術革新とか、協力できるところ

は協力してしっかり対応されますように願いまして、この項目の質問を終わります。 

   次の質問に入ります。 

   広域連携の必要性と、それから可能性についてということで伺います。 

   提案を目的の質問でありますので、前語りが少々長くなりますがよろしくお願い申

し上げます。 

   大玉村、自立を選択して１０年以上になりました。一郡一村といった、縮小する地

域社会と言ったらいいのか、競争社会の中にありまして、自治体の戦略というか、さ

まざまな施策を駆使されまして頑張っている姿勢には敬意を申し上げたいと思います。 

   しかしながら、ニーズが多様化する中で、人口減少とか少子高齢化、財政悪化と、

地域社会が直面している問題行動に対して、果たして自立といった、頑張っていると

いう意味で攻めの地域戦略と言わせていただきますが、そういう形で頑張っていける

のか、いささか不安を感じるところでもあります。 

   その上で、広域な地域の連携で、課題であります環境の共生とか、インフラ整備と

か、公共交通とか、子育て・人材育成、またふるさと教育とか、さらには産業振興な

どに向けて、地域全体でのそういった意味での守りの地域戦略というのでありますか、

それも必要、検討する時期ではないのかなと私は思っております。 

   そういう意味での質問なんでありますが、先日、南達地域の議員間の交流がござい

ました。本宮市との交流でありますが、これまでも何度か地域交流の必要性、持続可

能な地域づくりのためにとそれぞれ問題提起はされておられますが、実情は一向に進

まないと感じております。安達地方、とりわけこの南達地域は、地形的にも歴史的に

も一心同体の関係にあると私は思っております。今日の社会変革が求められる時期で

ありますが、ぜひともそれぞれ風通しをよくして、創意工夫と連携パワーによる地域

づくりへの参画を求めたいと思っております。 

   そこで、まず、身近なところから実現してほしいということで、何点か挙げさせて

いただきます。 

   例えば、ともに共有する名倉山の山開きなどは合同でできないか。その辺が、まず
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最初であります。 

   それから、旧母成街道、本宮石筵線、何とか早期開通を村でも取り組んでおられま

すが、こういうものは共同で積極的に進める運動を起こす展開、これは大玉よりも、

この本宮石筵線の開通は本宮市のほうがメリットがある、多分、私はそう捉えており

ます。そういうことから、これをもっと積極的に地域ぐるみでやるような進め方をし

てほしい、そういうことであります。 

   また、それぞれ共有関係がありますが、歴史文化基本構想などを立ち上げる時期で

ありますが、共有するテーマで、旧母成街道の歴史的価値を改めて検証してみるとか、

同じ地域内にある遺跡群の共同研究とか、私はもう何度か提案しているんであります

が、安達三十三観音めぐりなど、こういうものは共有でやればすぐできることなんで

あります。 

   さらに、会津若松市が徳一太師を活用した仏都会津を地方創生のテーマに掲げて活

動しております。そういう本宮、大玉共通の歴史遺産を活用した文化の発掘を進める

ということもお願いしたいのであります。高松山の観音寺と玉井の相応寺と磐梯町の

慧日寺では、大変共通な歴史資産をお互い持っております。そういうものも埋めてお

くのがもったいないなと感じている一人であります。 

   それから、また、産業振興面でも、農業、それから米づくりは、やっぱり営農指導

から技術革新まで含めて一本化できるものではないかと思います。大玉だけ、本宮だ

けというより、これはやっぱり同じ安達太良川の水を使ってそしてやっている農業と

か、五百川などの安達太良流域の水を使っている農業でありますから、その辺は一本

化した米づくりは可能なんじゃないかと思っております。 

   それから、先ほどからいろんな話が出ていますが、直売所、これの活用に共生を図

る、やっぱりこれは必要だと思っています。同じ地域で競い合ってやるよりも、ある

程度共通のもので営業の中で取り入れていくべきかなと思っております。 

   そんな意味で、それぞれの特性を生かした、それぞれリーダーシップとか信頼関係

のもとに、実現に向けてそういうことを願って提案するものであります。 

   いろいろ細かいことも申し上げましたが、教育長に伺いたいのであります。具体的

に実現できないものか、それぞれの内容について伺います、まず。 

○議長（遠藤義夫） ここで議長からお諮りいたします。 

   議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。 

   答弁をお願いします。 

   教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ５番議員さんのご質問にお答えをいたしたいと存じます。 

   旧母成街道、それから徳一太師というふうな歴史的活用、あるいは安達三十三観音

というふうな趣旨でございます。教育委員会といたしましては、これらについての、
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まず文化財としての価値、特に寺社仏閣等については、これらの文化財としての価値

について、教育委員会において設置いたしております文化財保護審議委員会及び文化

財調査委員会等におきまして、検討、協議を進め、まず村内において、今までさまざ

まな形で識者によって調査等も行われておりますけれども、これらについて確認をす

るというのがまず第一義的に必要ものかなというふうに感じてございます。 

   さらに、その活用については、関係部局との連携を図りながら、広域連携の可能性、

必要性について検討し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） ５番。 

○５番（押山義則） 今、掲げた事業のあらましは、民間でも実現可能な内容であります。

ぜひとも、ＮＰＯなどの組織づくり、こういうものも推し進めていただいて、ともに

発展、活性化を目指していきたいのでありますが、そういった意味からＮＰＯなどの

組織づくり等についてどのように考えておられるのか、改めて伺いたいのでございま

すが。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） 今ほど申し上げましたように、私ども教育委員会の立場として

は、これらのものについては、アプローチとしては文化財、あるいは歴史的価値とい

うふうな形からのものになるというふうに考えてございます。したがいまして、その

活用、あるいはその連携等については、庁内の関係課、地域振興、それから観光等々

の関係から連携協議をする中から進めてまいりたいというふうな考えでございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   私としては、もっと積極的な姿勢でこれはやっていただきたい。何度か、私議員個

人としてもそれぞれ生涯学習課などに提案してきたことでもありますので、ひとつよ

ろしくお願いしたいと思います。 

   地域連携の一部分のみ、これは申し上げております。ほかにも、スポーツ振興とか、

教育文化面とか、多岐にわたる地域連携が考えられると思います。改めて、村長に地

域連携の必要性、それから可能性を伺いたいのでありますが。 

○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。 

   広域連携につきましては、今、２市１村、この前も四国のほうに２市１村の首長と

広域で視察に行ってまいりました。いろいろ、示唆をいただいてまいりました。その

後、１１月２８、２９については、２市１村の首長と、農協の今の組合長とか役員の

方たちと、北海道に米のトップセールスに行ってまいりました。それから、あと、そ

の前の日、２７日には、東京の浅草寺で、２６日ですか、土日と物販をやったときに、

２市１村で首長と一緒に物販のほうに行ってまいりました。 

   一年間を通してかなりの回数、２市１村で集まっていろいろ協議をしたり研修をし

たりしています。共通の認識は、安達管内はできるだけ連携してできることに取り組

みましょうという基本的な姿勢がもとになっております。二本松の市長は、大変、郡
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山と福島の間に沈み込んでいた安達管内を山を一つつくりたいというふうに口癖のよ

うに言っておりまして、どうしても郡山に引っ張られたり福島に引っ張られたりとい

うことで、主体として動くよりは、どちらにつくかというような従属的な立場という

のは、やっぱり人口も少ない、経済的なものも少ないということなのでなりがちなの

で、そうじゃなくて、安達管内は安達管内独自で一つの山をつくりましょうというふ

うに思っておりますので、意識としては本当に安達管内共通でできることは取り組み

ましょうということで認識は同じくしておりますので、きょう提案されたものについ

ても、できるもの等については検討しながら進めてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   冒頭申し上げました、世界は時の指導者たちによって歴史がつくられると。大玉村

も自立を選択してから十何年、さらに自立の延長を図るという村長の姿勢も伺ってお

ります。自立の成功には、独自の特色といいますか、カラーが必要でありますが、美

しい村、マチュピチュ友好と、独自性は十分感じております。 

   間もなく、今が予算の編成時期でありますが、新年度予算にも、ぜひとも産業面、

それから地域づくりにも独自性を発揮されまして、しっかり村をつくっていただきま

すことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございま

した。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、５番押山義則君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○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４時５分とい

たします。 

（午後３時４８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後４時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １番松本昇君より通告ありました「除染仮置き場について」ほか

１件の質問を許します。１番。 

○１番（松本 昇） それでは、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いたします。 

   まず、除染仮置き場について。 

   ９月の定例議会でも質問いたしました。玉井第２仮置き場は、順調に工事が進んで

おるようでございます。大玉村第３仮置き場について、その後の進捗状況について伺

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） １番議員さんにお答えをいたします。 
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   第３仮置き場の進捗状況ですが、５月２５日に測量設計業務委託の入札を執行いた

しました。それで、現在、測量が完了いたしまして、設計書の積算及び図面作成を行

っているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） これは、９月の議会でも答弁ありました。その後の状況というか、

何かありますか、進捗状況。例えば、５月２５日、今、説明があったという答弁があ

ったんですが、その後どういう、経過というか、そういうあれがあればご報告願いた

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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   測量を行いまして、また、土質調査もあわせて実施をしておりますが、土地の形状

から高さ的な問題で、２区画というか、段差になるような協議、あるいは土質調査に

おいては問題ないというような、そういう結果のもとに、現在、設計書の積算、図面

作成を行っているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 何か、今の答弁だと、９月にも答弁してもらったような記憶がござ

います。じゃ、このことについてはもう多分同じだと思いますので、次の地元住民、

地権者との話し合いはどうなっているかについてをご質問いたしたいと思います。 

○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。 

   地権者につきましては、今年の２月上旬に事業の趣旨の説明を行いまして、２月

２４日に議員、施設地権者との意見交換会を開催いたしました。それで、同意をいた

だいております。その後、３月２日に、１６区民を対象に事業説明会を開催いたしま

して、同じ月の２５日に、大玉村除染推進協議会におきまして仮置き場の事業計画が

可決されたところでございます。今年度に入ってからは、仮置き場の設置箇所となる

地元住民からの場所の見直しについての要望がありまして、８月２４日と１１月

２５日にこれまでの経過説明、それから仮置き場の設置場所について再度お願いをし

たところでございます。 

   それで、１０月３０日には、現在、造成工事が行われております大玉村第２仮置き

場と、あと９区の仮置き場の現地視察を行いまして、１１月２５日には意見交換会と

いうことで、村長、それから副村長並びに１６区の区長さんにも出席いただきまして、

再度これまでの経過と、それから選定場所のお願いをしたところでございます。この

中では、仕方がないというようなご意見もございましたが、反対されるいう意見もご

ざいましたので、今後も意見交換等を開催しながら、丁寧な説明をしながらご理解を

いただけるよう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） １番。 

○１番（松本 昇） 今の部長の答弁ですと、何回かこうやって地元の人と話し合い、ま

たお願いしているようなんですが、賛成の人も反対の人もいるというような答弁でし
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たが、この先の見通しはどうなんでしょうか。それについてお答え。 

○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。 

   当初、８月２４日に私行きまして、地元で説明会を行いました。その時点では、仕

方がないというような意見は出なかったわけです。１１月２５日に行いました意見交

換会の中では、村長、副村長、区長さんも行っていただいて説明会を行ったと。その

中では仕方ないという意見も出てきたということでございますが、引き続きご理解を

得られるように丁寧なご説明をさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 話し合いを重ねるごとに仕方がないということは、地権者がだんだ

ん認めてくれるというか、あそこに仮置き場を設置してもいいというような状況にな

ってき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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほども申し上げましたように、反対だという強い意見もございますので、今は引

き続き皆さんにご理解がいただけるように努力してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） それで、村長さんに伺いたいのですが、測量とか地質調査はもう終

わっているわけなんですが、これはやっぱり村の公費を使っているわけですよ。それ

で、議会でも採択したわけですので、反対の人もいるというような今お話もありまし

たが、これは絶対にやってもらわないと、大山地区としては汚染土壌の置き場所がな

いんですよ。それについて、村長さんから、絶対これはやるぞと、あそこを仮置き場

に絶対やるという確証をいただきたいんですが。よろしくお願いします。 

○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。 

   これ、村費は使っておりませんので、国の復興のお金ですので、これについてはそ

ういうところで少し立ちどまっているということは県のほうにも伝えてございますの

で、これがもし後で村が負担するというようなことにはならないというふうに認識し

ております。 

   それから、強い意思ということですが、まずはやっぱり住民の意思を尊重するとい

うことが一番ですので、粘り強く、これができなければ、ほかに移しますということ

になると、現実的には無理です。そうすると、各行政区の区長さんたちにまた自分た

ちで探してくださいというふうにお願いせざるを得ないというのが現状でございます。

そうすると、大山地区はまた搬出がさらに２年も３年もおくれるということで、玉井

地区が全部、個別の住宅から搬出が終わったころに、まだ大山地区は仮置き場が定ま

らないというようなことにもなりかねないということですので、これは本当に粘り強

く、何回でも出向いてお願いをしてまいりたいというふうに考えております。 



 

- 87 - 

 

   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。 

   村長の心強い決意を伺いました。本当に、大山地区はあそこをなくしてという考え

が私のモットーでございますので、今後とも先頭に立って、やっぱり９月のあれにも

答弁いただきましたが、住民との話し合いで丁寧に、そういうふうにお願いし、また

納得してもらって、あそこに大山地区の除染土壌を搬入できるように努力してもらい

たいと思います。 

   次の質問に移るわけですが、村長がかたい決意でこれをやってくれるということを

確信しまして、この質問は省略したいと思います。早期の着工をお願いして、次の質

問に移ります。 

   ２番目の村内の防火設備についてですが、１２月に入り寒さも厳しくなり、何かと

火を使う機会がふえてきました。そこで、村内には防火用水は何カ所設置してあるの

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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   村内には６３カ所の防火水槽がございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございました。 

   ６３カ所ということは、各行政区に何ぼかな。まあ、大分数がありますよね。そう

いうことで、６３個ということです。はい、わかりました。 

   次に、消火栓は何カ所設置してあるかということについて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えいたします。 

   消火栓の箇所数ですが、地下式、地上式を合わせて３７７カ所ございます。防火水

槽と指定水利を合わせますと、消防水利自体は４４４カ所になります。 

   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した。 

   それで、消火栓に取りつけてある消火用具ですね。これは何カ所あって、まだ未設

置というか、消火栓だけあって消火用具がそろっていないという箇所を教えていただ

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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   通常、消火栓の脇に設置されている格納箱、それから消火器具類でございますが、

おおむね地域の初期消火を目的に私設の消防組織が設置管理しているということでご

ざいますけれども、村内にはおよそ２４０カ所ということでございますが、割合にし

ますと、村内に２４０カ所でございますけれども、消火栓の約６割が設置されている
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と。消火栓の数に対しましては、未設置の場所は１３７カ所。また、消火栓の取り扱

い等につきましても、ある程度専門的な知識がないと、そういうホースを伸ばして管

鎗につないで消火するというような、そういう作業もございますので、そういった部

分についてはある程度の知識が必要だというような、そういう状況にございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ２４０カ所というのは、全部ですね、それは、消火栓の。違うの。

消火用具の設置してあるのが２４０カ所、それとも……。２４０カ所。そうすると、

未設置というのが１３７。そうすると、３７０ですね。ああ、そうですか。３７０カ

所もあるんだね。そうすると、１３７カ所が未設置ということで。はい、わかりまし

た。 

   それでは、次なんですが、その未設置の１カ所当たりの、例えばこちらの場合です

と、格納箱の中にホースが２本、あと管鎗１本ですか、あとハンドルがついているん

ですが、例えば今言ったホース２本とか管鎗１本、消火栓の用具としてもし設置する

となると費用は幾らぐらいかかるのかお示し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） １番議員さんにお答えいたします。 

   格納箱には、通常、管鎗とホース、それから消火栓を開く開栓器具等がございます

けれども、今ほどお話がありましたように、ホースが２本のところもございます。ま

た、３本のところもございます。多いところは４本というところもございますけれど

も、１カ所あたりホース３本、それから管鎗１本、それから消火栓を開く開栓器具、

それから格納箱、昔設置された方は地元で木材でつくったような格納箱もございます

けれども、今は既成のものがございまして、そういった格納箱を全て購入したような

場合、設置費用を込めるとおよそ２０万程度というふうに見込まれます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） １カ所当たり２０万かかるというようなことなんですが、例えば新

しく消火用具を設置するという場合には、村負担でできるのか、それとも地元負担で

やらなきゃならないのか、そこをお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   このホース格納箱につきましては、原則的にはその地域の私設消防で管理している

というようなことでございますけれども、大玉村には地域消防助成事業補助金という

ようなことで補助金を出させていただいているわけですが、例えばホースとか格納箱、

それから、被服というかはっぴとか、そういった購入するための維持経費に対しまし

ては３分の２の助成を行っているところですが、いかんせん地元には３分の１の負担

をお願いしているというような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ３分の１は村で補助できると……。２ですか。２ね。３分の１は地

元負担と。これはやっぱり、いろいろ財政もありますが、村で全額補助というような
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ことはいかないんですね。 

○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。 

   先ほども申し上げましたように、消火栓に必ずホース格納箱を設置しなくてはなら

ないというようなものではなくて、地域で、結局、初期消火のためにそういったもの

をそろえたいというのがそもそもの始まりということで、ある程度長い年月をかけて

きた中でそういった助成事業をつくらせていただいたというようなこともございます

ので、今のところちょっと全額という考え方はいたしておりませんので、申しわけご

ざいませんがご理解いただきたいと存じます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） わかりました。 

   そういうことで、消火栓ばかりあって用具がないというのは、やっぱり初期消火に

も影響しますし、安全・安心にも影響しますので、今言った３分の２は村でやってく

れると、３分の１は地元ということで、今までも多分そういうふうなあれできたのか

なと思いますので、了解いたしました。 

   次に移ります。 

   村内での私設消防団は何団体ぐらいあ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いたします。 

   村内には、主に、行政区とか組単位でございますけれども、３３の私設消防組織が

ございまして、大山、玉井地区というふうにしますと、玉井地区で１８団体、それか

ら大山地区では１５団体ございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） その中で、３３団体あるということで、１つの団体に村として、助

成金というか補助金というか、そういうあれは幾らぐらい出しているかお聞きしたい

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。 

   組織自体に対しまして、私設消防の報償というような形では１組織に年額

５，０００円というようなことになりますけれども、先ほどありました助成事業、そ

れぞれの組織で活動上必要だというものに対しましては、物によって助成割合が変わ

りますが、例えば、今は余りないんですけれども可動式のポンプとか、そういう附属

品の購入とか維持修繕費は４分の３の補助になります。あと、機械器具とか、防火貯

水池の新設とか維持、こういうものは、今、村でやっていますのでほとんどありませ

んけれども、こういうものについても４分の３と。先ほどありました格納箱とか、そ

ういうはっぴとか被服関係の購入に対しては３分の２と。それから、消防施設の維持

管理費とか軽微な修繕費には２分の１、そういった助成の割合が若干変わってきます

けれども、そういうものを活用いただきながらそれぞれ組織の運営を行っているとい
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うような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 丁寧な答弁ありがとうございました。 

   私たちも消防の経験はあるんですが、やめて、こうやって一村民としているわけで

すが、本当に消防団、それから私設消防団には、常日ごろ、予防消防、そして災害救

助などにご協力をいただいていることに感謝いたしまして、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） 以上で、１番松本昇君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散

会いたします。ご苦労さまでございました。 

（午後４時２９分） 

 

 


