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平成２８年第１回大玉村議会定例会会議録 

 

第５日  平成２８年３月７日（月曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

    ４番 鈴 木 康 広   ５番 押 山 義 則   ７番 鈴 木 宇 一 

    ８番 佐々木 市 夫   ９番 佐 原 吉太郎  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。 

    ６番 武 田 悦 子  １０番 須 藤 軍 蔵 

 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 佐々木 正 信 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 鈴 木 健 一 健康福祉課長 遠 藤 高 志 

再生復興課長 武 田 孝 一 産 業 課 長 菊 地   健 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 押 山 美奈子 生涯学習課長 菅 野 昭 裕 

 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、渡辺雅彦、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。ご苦労さまでございます。ただいまの出席議

員は、６番武田悦子君、１０番須藤軍蔵君より欠席届がありました。１０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、傍聴に伊藤善三さんほか９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、会議録署名議員の指名を行います。 

   さきに指名した武田悦子君がインフルエンザで欠席したため、８番佐々木市夫君を

指名します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、一般質問を行います。 

   ５番押山義則君より通告ありました「少子高齢化社会に向けて」ほか３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３月議会一般質問を行います。 

   さて、村長の年頭のご挨拶、施政方針で、今後５年、１０年後の大玉村を見越した

形で、財政的自立、そして少子高齢化などに向けての対応が述べられておられました。 

   平成２８年度の予算編成として、その思いが十分含まれた内容と感じておりますが、

今回の質問は特に、国レベルでも主要施策として取り上げておりました少子高齢化対

策、中でも高齢化に向けての対応を、地域コミュニティのあり方をテーマにさまざま

な角度から伺ってまいります。 

   いよいよ団塊の世代の高齢者仲間入りとなりまして、大玉村の高齢化率も２５％台

人口２，２００人から５年後は２９．２％、２，５００人、１０年後には３１．４％、

２，６００人と想定されておられます。 

   そこで改めて伺いたいのでありますが、この高齢化率の想定の改めての確認と、加

えて、さらにその中での介護の療養が必要とされるであろう人員の想定、また、施設

利用が必要となる可能性のある方、利用者数の想定を、どのように捉えておられるの

か、伺いたいと思います。 

   あわせて、老老世帯、それからひとり暮らしの世帯についての状況把握についても、

同様に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） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。 
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   まず、高齢化率でございますけれども、先ほどお話ありました高齢化率とはまた違

う第６期介護保険事業計画の中での高齢化率の想定ということになりますけれども、

５年後の介護保険の想定、３２年度になりますが、６５歳以上の人口で２，３３７人、

高齢化率については２９．１％を想定しております。また、１０年後、平成３７年に

は、高齢化人口で２，４３４人、高齢化率については３２％というふうに推計してい

るところでございます。 

   それから、介護を必要とする人員については、現在３２５名が介護の認定を受けて

おります。これらについても上昇傾向にあるというふうに考えているところですが、

正確なリストについては現在手元に資料がございませんので、後ほど回答したいと思

います。 

   以上です。 

   さらに、老老世帯の状況、それからひとり暮らしの状況になりますけれども、老老

世帯につきましては５年後、平成１２年……あ、５年後ですので平成２０年ですね……

現在の老老世帯の状況、平成２８年のまず１月１日の現在の状況についてちょっとお

知らせしたいと思いますけれども、老老世帯で１２８世帯、ひとり暮らしの世帯につ

いては１０６世帯ということでございます。 

   ５年後、１０年後については推計しておりませんので、過去の推計値から想定する

ということで、まず平成１２年が９１世帯でありました。これは夫婦２人の世帯。平

成１７年が１０８世帯でありました。平成２２年が１４５世帯ということで、現在は

１２８世帯ということですので、５年後、１０年後を想定した場合に、１０世帯から

２０世帯ぐらいの増加があるのではないかというふうに推定されます。 

   また、ひとり暮らしの世帯につきましては、過去、平成１２年で６２世帯、平成

１７年で８６世帯、現在が１０６世帯ということで、２人暮らし世帯の中でどちらか

が亡くなればひとり暮らしということになるわけなんですけれでも、こちらについて

も、１０世帯から２０世帯程度の割合でふえるのではないかというふうに推計してお

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。 

   改めて数値的に伺いました。これは危機感の尺度を図る意味合いから、これらの各

種データの的確な蓄積は大変重要であります。今申し上げられた数字が大玉村の健康

福祉行政の指針、そして基礎となります。 

   今回の私の質問の目的は、５年後、１０年後増加する高齢者、とりわけ介護・療養

の必要とされる方々、老々介護やひとり暮らし世帯についての、大玉村としての対応

が十分図れるかという心配・危惧からの質問であります。大玉村、ご存じのとおり無

医村であります。また、介護施設についても広域や民間施設の活用で対応が可能なの

か、大変心配であります。 

   安心して暮らせる大玉村、これの実現に向けての村長の思いを改めて伺いたいと思
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います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   今言われたとおり、今後の高齢化社会、これは避けて通れませんので、今でさえも

施設が足りないと、介護施設の待機の高齢者がふえているということですが、大玉村

独自でこれに対して対応して施設をつくっていくというのは、かなり困難であります

ので、安達広域の中で計画がされておりますので、その中で一緒に計画をしていくと。

これは二本松も本宮も共通の課題として持っております。ただ、あだち福祉会がそれ

に取り組めるかどうかというのもなかなか難しい面もありまして、期待するところは、

民間がこれを建築をしていただくというのが大きな期待になってまいりますが、国全

体の問題としてこれは解決すべき問題だということですので、国がもう少しこの施設

についてきちっと予算措置をするなり、介護士等の人材の確保について力を入れてい

ただければというふうに考えております。 

   今のままだと本当に高齢化に対して施設、人的なものも含めて対応が非常に困難で

あるというふうに、今は危惧しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   内外の評論家とか政治学者の話では、近い将来、この国、看護、介護、かくの介護

施設とか、病院などのベッド数が絶対的不足に見舞われる。施設の拡充の必要性はこ

れ必須であるが、追いつかないのが現状、今村長おっしゃったとおりだと思います。

結論として、在宅での介護は必然であろうと思っております。予想されております。

失礼な言い方をすれば、下流老人とか介護難民と呼ばれる方々の発想も、そのような

状況が近い将来訪れるだろうと危惧されております。いわゆる訪問診療とか訪問介護、

いろんな対応をいち早く考えるべきと、私も思っております。 

   そこで大事なのは医療機関の確保が重要でありますが、これは自助努力だけではど

うにもならない、そう思っております。しかしながら、自治体として医療機関の確保、

提携が必要ではないかなと思っております。介護についても同様であります。既に在

宅での介護や療養に対しては、訪問診療・訪問介護のシステム、これがあるのは承知

おりますが、さらなる充実が、大玉村の安心・安全の確立のためには必要と考えてお

ります。 

   施政方針の中で地域包括システムの確定とか、病院群輪番制の推進とかございまし

た。それらの具体的中身もあわせましてどのように考えておられるのか、改めて伺い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず、村民が安心して地域で暮らし続けられるよう、広域で連携しながら地域の医

療の確保、充実に努めていきたいというふうに考えておりますけれども、介護体制に
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つきましては、介護予防の定着、先ほどお話ありましたけれども、地域包括ケアシス

テムの構築に向けて、在宅医療の支援あるいは認知症の高齢者を地域で支えていくた

めに必要な早期診断を行うというような、医療機関と連携の強化が必要であるという

ふうに考えております。地域での理解と協力、それから見守りというようなことで、

安否確認であるとか緊急時の対応、生活相談、それから配食サービス等が必要になっ

てくるというふうに思っております。住民参加型の福祉社会を形成するために、社会

福祉協議会との連携の強化であるとか、地域保健福祉推進の体制づくり、また、各種

ボランティア活動の活性化、それから地域での高齢者見守り体制の強化ということで

検討を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） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   地域包括ケアシステム自体は、医療それから関係施設等で地域が一体となってとい

うことで、現在進められておりますのは認知症の初期対応というふうなことで、東北

病院に委託をして、専門の医師あるいは看護師等がメンバーとなって、初期の認知症

の判定を行って早期に対応をするというような活動が、今なされているところでござ

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 村長に改めて伺いたいのでありますが、自治体としての医療機関の

確保・提携の必要性、これはどのように捉えておられますか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   無医村になってしばらくたちますので、大分各方面に医者の確保について、前の村

長の時代から動いた経過がございますが、なかなか不調に終わったと。この大きな原

因が、５年前の原発事故でございます。大きな郡山、福島の病院でさえも医師不足と。

病室ががらがら空いているという状況がまだ続いておりますので、現実的には、今村

内に医療機関を誘致するのは難しいかなというふうに感じてますので、逆に足の確保

を最優先で考えて、近隣に医療機関がいっぱいありますので、無医村とはいうものの、

大きな都市の周辺部よりははるかに状況がいいというふうに考えておりますので、先

ほど言いましたように足の確保、これをやはり順次２０２０年に向けて確保していき

たいというふうに考えてます。 

   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。 

   無論この問題、行政の対応、限界がございます。むしろ、自助努力といいますか、

地域の支え合いによることが大切であります。先ほど答弁もございました。その中身、

確かにそのとおりだと思います。先ごろのニュースで健康寿命とか平均寿命について
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の発表がございました。日本人の男の平均寿命は８０．２１歳、健康寿命は

７１．１９歳、その差９．０２年とあります。女性は平均寿命は８６．６１歳で、健

康寿命は７４．２１歳、その差１２．４０とございます。この男性９．０２年、女性

１２．４０年の、この安心・安全な生活環境の確保が課題と思っております。その上

で改めて私が求めたいのは、自助努力は当然として、地域コミュニティの発展であり

ます。そのために施設の拡充はこれは当然なのでありますが、安心・安全を支える地

域のコミュニティ、コミュニティを支える地域の組織力の強化が必要であります。 

   そこで、あえてＮＰＯという言葉を使わせていただきます。民間非営利団体、非営

利組織でありますが、少子高齢化社会に向けて、改めてＮＰＯとしての組織設立に行

政の積極的支援策を願いたいと考えております。都市部に比べまして、地方でのＮＰ

Ｏなどの組織充実が大変おくれております。条例などの、条例化とか自主条例の整備

を図りまして、ＮＰＯの概念を改めて周知するなど、支援策の充実を願いたいのであ

りますが、いかがでしょうか。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） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、民生委員さんであるとか婦人会、それから老人クラブ、赤十字奉仕団、また、

かあちゃん弁当の会等、さまざまな団体とか個人が長期にわたってボランティア活動

を展開しているところでございます。また、ふれあいサロンですか。これも各行政区

ごとにサロン設置しながら活動を行っているということで、ＮＰＯというようなこと

でございますが、現在ある団体の活動と、これらを活性化させると。まずはその部分

から支援をしていくというような考え方で進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 地域の支えとか、支える側の参加、これもちろんなのでありますが、

高齢者自身も含めた組織の拡充が大変急がれるところであります。老人会とか婦人会

などもそれぞれ個々の枠を超えた組織づくり、これ改めて行政として取りかかる必要

があるなと私は考えております。もちろんふれあいセンターなどの施設拡充も大変必

要であります。自治体によってはさまざまな角度から高齢者条例の制定を図って、高

齢者イコール住民の安心、住民サービス等々でありますが、この高齢者条例、２０年

前ですかね、高齢社会対策基本法。日本の国が高齢化率１４％とか１５％になったと

きに制定されたと思いますが、それからあっという間に２５％、まして５年後は

３０％。そういう状態が現実に見えている中、大玉村がたどるべき道、これは地域コ

ミュニティの確立とか大玉村ならではの地域づくりだと、私は考えております。 

   そのための手段として、ＮＰＯの利活用であります。それと我が村の場合、それぞ

れの地域に地区ふれあいセンターがございます。これ、もっと利用の、活用の方法を

考えるべきだと思います。またさらに、南部ふれあいセンターの建設も急ぐべきだと

思っております。地域の住民の支え合いとかそういうものがなくして、この村から下

流老人とか介護難民といった言葉、そういうものが必要がないような村づくりを考え
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ていくべきだと思います。住民の力とか地域力、これを大玉村のエネルギーと捉えて

いただきたいと思うところであります。 

   核家族化進行する現代であります。老老世帯、ひとり暮らし世帯の増加は、完全に

予想されるのであります。当たり前だった３世代同居が夢の世界となりつつあります。

過去に捉われない新しい形の地域の支え、安心・安全な老後の確立のために、行政と

しての施策の充実、これ研究を求めるところであります。 

   地域の都市化といいますか、地方、地方が少しその部分、都市の真似しているよう

な状況にありまして、そして現状はあくまでも地方だと。そういう現状であります。

私は余り言葉では言いあらわせませんが、大玉村、例えばバリアフリー的な地域づく

りとか、社会づくりとか、そういうものを願うところであります。 

   ＮＰＯ、私こだわっておりますが、ＮＰＯによるところのこの１７分野、村長ご存

じだと思いますが、どれ一つとっても、地域コミュニティ確立のためには欠かせない

活動指針であります。ぜひ利活用いただきたいと考えるところであります。重ねまし

て理解と対応について、村長の思い、理解の形、伺いたいと思います。 

○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。 

   今高齢者を取り巻く状況というのは、５番議員さんが言われたとおりだというふう

に感じております。必要性も十分に感じております。地域のコミュニティ、東京とか

大きなところには不可能なそういう地域コミュニティも、小さいメリット大玉村なら

まだ可能性があるだろうというふうに感じておりますので、やはり地域で、例えば高

齢者ひとり暮らしとか老老世帯を支え合うというのは、私も就任以来、それをやりた

いということでお話をさせていただいておりますので、今年の予算に少しです、

１０万円の５カ所ということで、村内で地域づくりをテスト的にやる区をお手挙げ方

式でやって、じゃ、うちのほうは高齢者の見守りをやってみようというふうに、まあ

それは期待している一つですが、地域づくりの中でモデル的なものをつくっていただ

いて、それが機能するということであれば徐々にそれを広めていくということで、行

政がこういうふうにしましょうというふうに示していくのではなくて、地域の中でこ

ういうことができるのではないかというのは、行政区によってまるで条件が違います。

１１区と例えば１０区の状況、全然違いますから、そこに同じものを持ち込んでも合

わない、ミスマッチということもありますので、それぞれ５カ所、手を挙げていただ

いて地域づくりをやっていただくと。わずかな予算ですが、それでお金をいっぱい出

してやるというのではなくて、地域みずからが考えて行動するということをぜひ期待

して、今回予算化をさせていただきました。方向性はそういうことだろうというふう

に考えています。５番議員さんが言われたように、地域がみずから立ち上がって、民

間の役割でということを期待したいと。 

   それから、ＮＰＯにつきましては、今も大地と、あと除染関係のＮＰＯが一つあり

ますが、大玉村なかなかＮＰＯ、民間ＮＰＯが立ち上がらない地域ではありますので、

余り行政がつくってください、つくってくださいということでやるのもＮＰＯの目的
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としては少し違うところがありますので、予算的にある程度支援するということも含

めて、種をまくことはできるだろうというふうに感じてますので、その辺については

大地にも助成もしておりますし、役場の職員、私、含めて皆さん出資をしたり、そう

いう形での協力をしておりますので、ぜひ村内からＮＰＯが出てくることを、これは

本当に期待をしておりますので、出てくればそれなりの支援をしていきたいというふ

うに考えてます。 

   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。私もそのことは同じなんです。ただ、Ｎ

ＰＯにかわるようなシステムづくりができるのかどうかが問題なんであります。その

辺をよろしくお願いします。 

   我が国の経済学者などの話では、オリンピック後、日本は大変不景気な経済状況に

なるなどと評論されておられます。介護難民、あり得るかもしれません。我が大玉村、

５年後、１０年後をしっかり見据えた行政対応、地域コミュニティの充実が村長の指

導のもと確実に図られますことご期待申し上げまして、この項目の質問を終わります。 

   次の質問に入ります。 

   次に、伝統文化などの継承に向け、支援策の充実ということで質問いたします。こ

のことは、今ほどの質問でも申し上げましたが、地域コミュニティの充実についての

別の角度からのお願いであります。 

   「日本で最も美しい村」加盟に伴いまして、村の伝統文化ということで玉井本揃の

田植え踊りとか大山神原田神社の神楽が、教育現場も参加して村の一大イベント、伝

統文化として定着が図られること、大変喜ばしいことと思っております。そこでさら

に伝統文化として子々孫々まで伝承できるよう、しっかりとした継承組織の育成に努

める必要があると、私考えております。 

   この私どもの地域でも区の行事として、秋祭りの太鼓台の運行などを実施しており

ます。運営に関しては、区の管理のもとに若連、それから地域消防とか組長、体育振

興員といった方々の協力で運営されておりますが、年々継承問題で頭を悩ませている

のが実情であります。発足２０年そこそこの組織で伝統文化とは言えないのかもしれ

ませんが、隣の大玉２区の１２０年の伝統ある町若との連携のもと、村の観光の１ペ

ージとして頑張っているなと実感しております。運営母体、先ほどから申し上げてい

る、ある種のＮＰＯ組織のような形となっておりますが、組織の形態としては大変不

安定な状況であります。少子化や地域コミュニティの複雑化で、後継者問題を含めて

運営する立場それから指導的立場としては、なかなか難しい大変な状況にあると実感

しております。 

   そこで先ほどの質問でも言及いたしましたが、地域コミュニティ確立のため、それ

から組織の確実な継承のため、これに対しても行政の積極的な支援策を改めて願うと

ころであります。結論的には先ほど申し上げました、ＮＰＯのような組織を定着を図

りたいのでありますが、そういう形望めるかどうか。改めて、よろしくお願いします。 
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○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） ５番議員さんのご質問にお答えをいたします。 

   伝統文化についての家庭や地域での風俗、慣習等の継承につきまして、教育委員会

といたしましては、新たに大玉学ということで、現在進めております歴史文化基本構

想を生かした地元を学ぶ者として、本村の歴史・文化・自然等の郷土の財産を子ども

から大人まで多くの村民が学び共有し生かしていくような、こういった取り組みを進

めていきたいというふうに考えてございます。さらに指定文化財の修理や保存に対す

る補助、それからふるさとのまつり保存事業、あるいは伝統民俗芸能保存事業等のふ

るさとづくり助成事業等の活用によりまして支援を行ってまいりまして、これらを通

じて地域コミュニティの充実強化に寄与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） ありがとうございました。 

   ぜひそのような形で施策が充実されることを望みます。 

   通告書に、宗教行事などの位置づけということをさせていただきました。伝統文化

のことでは、宗教行事として政教分離といった形のことにちょっと触れされていただ

きたいと思います。 

   地域の文化としてそれを守るため、先ほど同様、条例整備なども含めて対応いただ

ければと考えておりますが、そういう形、宗教行事と政教分離というような形での伝

統文化の取り扱い方について、改めて村長、できれば教育長の考え方を伺いたいと思

います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   伝統文化としての民俗芸能、これは地域の風俗とか習慣、信仰に根差して伝承され

てきた舞踊や音楽、それらを備えた儀式、行事そういったことを指しております。一

般的には宗教の行事と非常にかかわりがあるというような捉え方をされているのです

けれども、そこの、神原田神社の総合の学習の扱いのときに一部お答えいたしました

けれども、伝統文化というのは宗教活動とは一致するものではないというようなこと。

そういったことを根底に、村の指定文化財の指定であるとか、それから過日というか、

一昨年１月に大玉の民俗芸能祭というようなことを行いましたけれども、こういった

ことについても、今ご指摘ありましたように、３区の太鼓台の運行、こういったこと

もやっておりました。これは宗教活動ではないということ。 

   これは非常に難しい問題で、個人の中の問題であるんですけれども、それを公にや

る場合においては、宗教の布教活動でなければそれは認めるというようなことについ

て、これは最高裁の判決等もありますので、そういったことを基本にしながら、分離

というようなことを基本にして伝統文化を大事にしていきたいと、そんなふうに捉え

て、これからも進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 
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○５番（押山義則） 問題であります。異議答弁かなと思いますが、別の視点から改めて

ちょっと伺います。 

   伝統文化としての宗教行事の取り扱いについては、そういう改めて政教分離といっ

た観点から伺いたいのでありますが、政教分離というの、先ほども教育長から答弁あ

りましたが、このことはやっぱり何らかの形で行政として明確に方向性を定めておく

必要性があるんじゃないかなと私は考えております。先ほどの東日本大震災の際にも、

慰霊塔の修理への助成とか、それから各墓地への整備助成についても補助資格要件な

ど明確に表示しておりませんが、行われました。ケース・バイ・ケースもありまして、

決して批判はしておりませんが、一つの考え方として、その助成のあり方、例えば資

金の十分な組織に対しても助成が必要なのかとか、そういう疑問が私はございます。 

   政教分離といった捉え方がある中で、条件整備の必要性、その辺をどのように考え

ておられるのか、改めて村長、伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   これはどれが宗教に当たるか、どれが伝統文化に当たるかということの仕分けでご

ざいますが、その宗教的な、その宗教の本旨を布教するために行う行事、もしくは施

設というのは、これは当然宗教です。ですから例えば、神原田神社に神社の氏子のた

めに何かをすると、社務所の屋根を直すとか、そういうものについては当然これは宗

教のものになりますが、ただ指定文化財の神楽殿を修理するのは、これは当然指定文

化財の保護施設ですから、補助対象になると。これについては、大玉村の地域づくり

のほうの補助金要綱の中に、こういう場合はどうのこうのということもうたわれてお

りますので、明らかに宗教分離については、その都度判断はできるというふうに考え

ておりますし、地域の伝統文化という場合には、例えば十二神楽が面が壊れたという

場合に面をつくるというような場合にも、これは補助対象になりますし、ですから、

村が指定した文化財、もしくは先ほど教育長が言った伝統、何ていいますか、昔から

根差したそういう伝統行事についてのものについては、村が、これは伝統行事である

と捉える、もしくは一般的に広く伝統文化だというふうにとられる場合には、補助対

象になるだろうというふうに感じています。 

   ただ、財政が豊かか貧しいかというのは、通常の助成に対しては決まった要綱であ

る場合には斟酌されないし、その事業に対して個々に判断をするような場合には当然

斟酌されるだろうというふうに感じてます。 

   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。 

   金銭的に余裕のある、例えば墓地組合とか整備する場合、大変な莫大な貯金を抱え

ているにもかかわらず、補助金申請すれば補助が出る、そういうあり方が住民の理解

が果たして得られるのかどうかということを、ちょっと伺いたかったのであります。

これは今の答弁で入っていると思いますから、これで納得いたします。 
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   いずれにせよ、結局そういうものが、そのときそのときの村長の考え方やそういう

もので左右されないように、きちんとした対応をしていっていただきたいと思います。 

   以上で、この項目の質問は終わりたいと思いますが、ここでもＮＰＯという言葉使

わせていただきました。ＮＰＯとかあとＮＧＯの立ち上げに当たっては、活動の根幹

になる祭りとかまつりとか、そういうもの、ミッションをどうするかということでご

ざいます。伝統文化のように活動が長期にわたればわたるほど、メンバーの構成とか

変動や、社会状況の変化にも影響されます。それぞれの組織の進むべき方向性とかミ

ッションの明確化、これがＮＰＯとか立ち上げるのには重要なんだと思いますが、そ

ういうもののことに対して、生涯学習課などが指導的な立場になって、地域の活動、

ＮＰＯという形の成立のために努力していただきたいと私は考えるのであります。何

もしなければ自然と消滅してしまう。そういうものを恐れる提言であります。ご理解

いただきまして、積極的な行政支援を願いたいと思います。 

   次の質問に入ります。大玉村水資源保全条例の制定についてということで、伺いま

す。このことは、私の過去の一般質問で何度か取り組んだ内容でございます。 

   大玉村の自然、村の最も大切な資源である水を守るため、あらゆる角度から保全の

必要性を訴えて、この答弁から今年度末までの条例化が名言されておられます。この

３月議会、条例化の提案があるものと期待しておりましたが、いかなる事由によるも

のか、実現されません。一議員との約束などどうでものいいのかもしれませんが、さ

まざまな角度から検討しての提言でございます。改めて認識を伺うところでございま

す。 

   私の水資源保全に向けての条例化の目的は、大玉村の環境衛生、公害や水質汚染防

止に向けての対応策として、また水利の権利とか保護などバカ堀とか小高倉の田代の

湧水の保護など、権利としての水資源の位置づけを図ること。さらに再生可能エネル

ギーの利活用などへ願うものの提案でありました。 

   大玉村、大玉村の自然、伏流水を水道利用しております。村にとって水資源こそ村

を支える根幹であります。重要性はこれまでの答弁から十分理解されておられると認

識しておりますが、制定に向けての改めて村長の認識、それから姿勢を伺うとともに、

なぜ今回まだ制定されないのか、その理由をあわせて伺います。 

   今回の施政方針の中で、環境基本条例の制定と、またあわせて水資源循環基本条例

の制定される予定しているというような施政方針でのお話がございました。そのこと

も含めまして、村長に伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   条例案はでき上がっております。ただし、環境基本条例と水資源条例と２本の条例

はでき上がっておりますが、これは個人の権利をやはり縛るものもございますので、

パブリックコメント、もしくは全村民に周知をして、条例化を議会に上げる前にすべ

き手続がありますので、それを条例の文案はできておりますが、まずそういうことも

きちんとやろうということで少しおくれているということですが、確実に平成２９年
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には条例化ができるだろうと。 

   あと環境基本条例と水資源条例を一本化できないかということも含めて、最終的に

庁内でこれから詰めていくと、そしてパブリックコメントをして、そして議会にお示

しをしたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   昨今騒がれております公害とか、水をきれいにしよう、水を汚される、そういう問

題の中から、住民の中からはなぜ村は急いで対応しないんだ、そういう声も聞かれま

す。やはりやるべきことはしっかり対応していただいて、私としては、今年度中に制

定するという約束でございましたから、そのつもりでおりました。改めてきちんと対

応されることを願いまして、この項目を終わらせたいと思います。 

   次に、まち・ひと・しごと総合戦略策定についてということで伺います。 

   このことはそれぞれの方向性、戦略プロジェクトについて、推進委員会などで検討

されているところでありますが、平成２８年度の施政方針、予算措置でどのような位

置づけをされまして、また、具体的な中身についてそれぞれの事業概要、これを端的

に伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えをします。 

   総合戦略は、仕事をつくり、人を呼び、まちを豊かにするという目的がございます

ので、村の総合振興計画の村政の最上位であります振興計画に基づきまして、その中

の地方総合戦略は、振興計画のまち・ひと・しごとの部分を特化させた計画でござい

ます。 

   その中で総合戦略には大きく３つの政策目標がございますが、一つに仕事の創生と

いうことで、「大玉村に根づき世界とつながる産業の復興・創生」、まちの創生とい

うことで２番目でございますが、「みんなで支える安心・安全の復興・創生」、３番

目としまして人の創生でございますが、「夢を育てる、結婚・出産・子育て・教育の

振興・創生」ということで、３つの政策目標がございます。 

   その下に７つの戦略プロジェクトがございますが、具体的に２８年度、新年度にど

のような予算措置がなされたかということでございますが、一つ目として、産業の持

続、復調プロジェクトにおきましては、あだたらの里直売所の建設、また、販路確保

に向けた物販関係のＰＲ事業等の予算を計上しているところでございます。 

   ２番目の新しい大玉観光プロジェクトでは、最も美しい村連合の関係と、観光力ア

ップ関係予算を計上しているところであります。 

   ３番目の定住促進プロジェクトにおきましては、定住促進に係る交付金等、また、

災害公営住宅関係の道路改良事業関係の関係予算を計上しているところでございます。 

   ４番目として、いきいきむらづくりプロジェクトでございますが、これらについて

は線量低減化事業の関係事業が大きく計上されているところでございます。 
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   ５番目の子育て促進、子育て日本一の村プロジェクトでは、子育て支援の医療費関

係の助成と、妊産婦の健康管理、少子化対策関係の事業予算を計上しております。 

   ６番目のおおたま学園とコミュニティ・スクール推進プロジェクトにおきましては、

小中学校非常勤講師配置並びに平和教育推進関係などの教育関係の事業を予算計上し

ておるところであります。 

   最後の７つ目の国内外交流プロジェクトにつきましては、マチュピチュ村と台湾の

交流事業関係予算を、それぞれ総合戦略の中の７つのプロジェクトの中で、それぞれ

計上しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   方向性として、人口増を目指して、定住促進とか子育て環境の充実や、観光、産業

振興のための集落営農とか大規模農業開発支援、それから４号線沿いの開発促進など

見込まれているようであります。また、戦略プロジェクトとしては、営農支援とあわ

せた産業振興センターですか、直売所の機能充実。また、日本一美しい村との理念の

確立という形で、それから国際交流の進展などであります。 

   総合戦略でありますから、私は大玉村ならではの特色ある戦略策定の必要性を求め

ておるのでありますが、先ごろまで行われておりました推進委員会でも、このあたり

は十分議論されたところでありますが、１点気になること、私思っております。それ

は、まち・しごと創生総合戦略の全体の中身を見て、女性力の活用、これがうたわれ

ていない点であります。直売所など、あだたらの里直売所ですか、これなどは女子力

を外しては決して成功することありません。女子力の集積が結局直売所の成功だと、

私などは確信している者の１人であります。やっぱり結局村長が常々言っておられる

村民株式会社のこの実現も、これ女性力の力をかりないと、女性力をターゲットにし

ていかないと、成功などあり得ないのではないかなと思っています。改めてでありま

すが、この女性力の活用、戦略の中で再度検討していただきたいのでありますが。 

   それから国際交流、これ先ほども触れましたＮＰＯと違ってＮＧＯ、国際的なそう

いう組織の確立、そういうものもあわせて、国際交流ですからお金のかかることでも

あります。ある程度の資本も必要であります。そういう形で、ＮＧＯ法人などの設立

をやっぱり、村がやるのではなくて地域がやるというような形に持っていくべきでは

ないかと思います。 

   今の施政、余りにも行政が突っ走ってしまって、その村民の力の活用がされていな

いような気がしてなりません。その辺も含めまして、それぞれの課長、村長に答弁を

お願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   女子力、女性力は当然必要なものですので、日本の活力が弱まってきている中で、

国も女性の活躍というものを最大の目標にしていますね。企業も公務員もそうですが、
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管理職の割合を決めるとか、各種委員会の委員の構成を、女性をもっとふやす目標値

を定めたりということでおりますので、当然大玉村もそういう観点に立って進めてま

いりたいと。これは地方創生については、その都度修正をしながら進んでいくと。

５年間のあいだにも修正はその都度可能ですので、その辺は意見として、きょう担当

課長もおりますので、その中で検討をまた、検討期間がありますので、そういう意見

があるということは検討させていただきたいと思います。 

   それから、国際交流ＮＧＯ関係、ノン・ガバメンタル・オーガニゼーションズとい

うＮＧＯですから、これはＮＰＯと違って設立にはいろいろ規定がございますので、

その辺も含めながら可能かどうかについては検討をさせていただきます。 

   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。 

   やはり形で、文字として、せっかくの総合戦略プロジェクトですから、大玉村なら

ではの特色あるものといったら、女性力というのは捉え方もあるかとは思いますが、

ただ女性力が一言も入ってない総合戦略というのも、私はちょっと不満であります。

その辺も含めてまして改めてお願いしておきたいと思います。 

   最後の質問になります。施政方針についてということで、これ追加質問でありまし

た。よろしくお願いします。 

   村長の施政方針、伺いました。未曽有の災害から５年経過し、新たな復興創生期間

に入ろうとしているといった考え、私もそうあるべきと、これは同感であります。復

興から創造に向けての気構えは、今村民にとって最も望む政治姿勢であります。

１０００年に一度といわれる経験をした我々でありますが、人生たかだか８０年のそ

の中での５年がこの異常な状況、環境で過ぎてしまいました。村長におかれましても、

この社会の難しい流れの中、新たな変革と創造で、そういう意味で期待を求められて

いるところだと思います。 

   その中での今年度の施政方針でございますが、しっかり的を射た基本方針と私は評

価申し上げたいと思います。基本方針の冒頭、国においては復旧・復興に向けた取り

組みや経済対策を初め、地方創生の推進など、今後の安倍内閣の政権運営に大いに期

待するとございます。安倍内閣、今国会での補正とか新年度予算において、一億総活

躍社会とか新３本の矢とか、そういう考えのもとに、次々と新しい政策の提案をされ

ているところでございます。国会のやりとりなどを伺っておりますと、今ほど議論に

なりました地方創生まち・ひと・しごと総合戦略など、既に過去の政策のような感が

してまいります。 

   改めて村長に伺いたいのでありますが、この予算委員会などで憲法改正案、消費税

及び軽減税率など、財源についての明確な答弁がないままに、数の論理で成立の運び

になるようでありますが、その辺、村長の理解するところの、期待するところの施策

のありようについて所見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。 
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○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   安倍政権は政権与党でございますので、当然大玉村の行政執行者としては、政権与

党に期待することは大であります。それについてもここに書いてありますように、復

旧・復興に向けた取り組み、それから経済対策、これは地方に向けた経済対策、それ

から地方創生の推進というのは原発で非常に困難なものに直面している福島県に対す

る、そして地方に対して、財政支援、それから行政支援を期待するという内容でござ

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。 

   難しい問題でございますので、深くは追及いたしません。ただ、私はこの施政方針

の中で１点気になったことを質問申し上げたいと思います。 

   この第一目標の一つに、「国道沿線の開発に向けた農地利用形態の変更」とござい

ます。総合振興計画、これ後期基本計画の初年度に今回当たりますが、村全体の農地

利用形態の、その全体としての利用形態の変更の必要性を感じるのでありますが、私

は常々大玉村、地域のバランスのとれた開発・発展を望んでおります。今の状況、や

やもすると流れのままに開発や住宅促進を進めているのではないかというような、そ

ういう形のとらわれ方をされております。村全体の姿を見据えた、村全域が安心して

暮らせる、開発、発展のできる地域づくりを望むものであります。偏ったとまでは申

し上げませんが、その辺をもう少し考えいただければと思っての質問であります。 

   よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   今回の都市計画のマスタープランの変更、４号線に限定しているのはどうかという

ご質問ですが、２０年来大玉村土地活用の都市計画、大玉村の国土利用計画において

は、国道４号線沿線は村の活力のために開発すべきエリアということは、もう既に

２０年以上前から位置づけはされています。ところが農振がかぶっていますので、ご

存じのように国・県の農振を外すためには沿道サービスのものしか入れないというこ

とですので、工場・会社については国道沿線には導入はできないという状況です。 

   これについては、やはり直すべきということは国土利用計画上でも、村の振興計画

でも言っているのですが、実際ここ２０年来、２０数年来、マスタープラン、手をつ

けないできました。これはどこまでいってもその国土利用計画で言っている村の発展

のための開発すべきエリアという、開発に着手できないということですので、今回国

道４号沿線両脇、どの程度の量にするかは、これからの計画の中で検討してまいりま

すが、準工業地帯、今現在ですよ、の用途指定にすれば工場・会社が進出できるとい

うことになりますので、それを目指してやっていきたい。それだけでも関係地主、関

係地権者なりの説明が当然大切になってきますので、これを全村的にマスタープラン

をいじるとなると、１０年かかるのか、１０何年かかるのか、これは県・福島県にも
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かけなきゃいけないし、二本松・本宮市にもかけなきゃいけないという、非常に煩雑

な手続がございます。ですから特則今、大玉村の財政・財源確保のために国道４号線

を優先して外していきましょうということが、今の時期に合ったものだろうというふ

うに考えていますので、全体を見直したいのは山々ですが、時間的に、技術的にかな

り現実的には難しいということなので、今一番必要な国道４号沿線のマスタープラン

の用途変更１本に絞って、早急に進めてまいりたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   １点、担当に伺いたいのでありますが、この施策、かなり前から計画されておりま

した。これ何年かかるのか、その辺の進捗状況ってどんなふうに捉えるのか、伺って

おきます。中央任せでは、村の発展などいつまでたっても、先ほど村長言われました。

１０年かと、２０年、とんでもない。我々には必要ないわけです。今特則、住民の村

の発展、住民の安心・安全を訴えなければならない立場でございますから、今必要な

ものをこうやって訴えてまいります。そういう意味で、もう少し村長には村の発展を

望むための努力をしていただきたいなと、改めて思うところであります。あわせまし

て伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   都市計画につきましては、一旦制定しますと３０年間見直しできないというような

ことになってございますので、慎重に地元の方のご理解をいただきながら進めなくて

はいけないという状況でございます。これはもちろん大玉村だけではございませんの

で、本宮も二本松も同じ。一旦線引きをしますと３０年間、仮に、万が一ですね、会

社が進出しないということになっても、それは税制上の今まで農地としての優遇があ

ったものがなくなりますので、そういった部分もしっかりご理解いただきながら進め

ていかなくてはいけないということなので、早急に進めるということも重要かと思い

ますが、慎重に進めていかないと、これは３０年間、途中見直しできませんので、そ

の辺のご理解をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ３０年間見直しは不可能だと言いました。でも村長、これ国策間違

ってますよね。世の中サイクルが、そういうサイクルで回ってない時代に、あくまで

も３０年、そういうのにこだわる。やっぱり大玉村から発信しなければならないもの

は、ぜひ村長に声を上げていただきたいと、そう思うところであります。 

   この施政方針の結びに、常に村民の立場に立った村政、時代の潮流を的確に把握と

ございます。復興から抜け出して創造の村づくり、この実現を本当に深く求めており

ます。このことを改めて願いまして、私の一般質問を終わります。 

   どうもありがとうございました。 
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○議長（遠藤義夫） 以上で、５番押山義則君の一般質問を打ち切ります。 

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

（午前１１時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 先ほど、産業建設部長より答弁の中に間違いがありましたので、発

言を許します。産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんのほうに、先ほど３０年見直しできないとい

うお話をしましたが、都市計画マスタープランを作成した段階で都市計画法が３０年

経過したということで、私の記憶にちょっと曖昧な部分がありまして、大変申しわけ

ありませんでした。 

   制定についてはやはり１０年、２０年先を見通してやれという明確な年限はないの

ですが、一旦制定すれば、やはり途中での例えば５年とかそういう短いスパンでの見

直しというのは難しいということでございますので、慎重に取り組んでいくというこ

とで、現在、都市計関係の、委託関係の準備の委託を進めておりますので、今までな

かなか着手できなかった部分について、今回着手しましたので、なるべくスムーズに

進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

   よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ２番遠藤勇雄君より通告ありました「平成２８年度村政執行に当た

って」ほか２件の質問を許します。２番。 

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

ります３件について、これより一般質問を行います。 

   まず、１の平成２８年度村政執行に当たってであります。 

   東日本大震災、原発事故から５年が経過しますが、復興はまだ道半ばであります。

本村においては、今後５カ年の方向性を示す第４次大玉村総合振興計画後期基本計画、

それから大玉村国土利用計画、さらにはまち・ひと・しごと創生総合戦略などが新た

にスタートする重要な年度であります。この際、平成２８年度の村政執行に当たって、

村長の基本的考え方についてお伺いいたします。 

   昨年の１２月定例議会において、今後５カ年の後期基本計画の重点施策について、

私の質問に、村長は３つの点について答弁をされました。１つは財政的自立、２つ目

は子育て支援と少子高齢化対策、３つ目は再生可能エネルギーであります。このこと

は２８年度村政執行基本方針の内容と同じでありますが、このうちの２点を中心に、

村長にお尋ねをいたします。 

   まず第１点目、財政的自立についてでありますが、村長の示すこの財政的自立とは

どういう考え、趣旨であるか、また、この財政的自立を具体的にどう進めていくのか、

まずはお伺いをいたします。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをします。 

   まず、合併をしないで自立の道を選んで１０年たちました。合併をしないで自立の

道を選んだ時点では、大玉村は財政的に自立できる、自立しているということが前提

となって、自立の道を進んでまいりました、１０年間。１０年間たったところで私が

村長を引き継いで、これからあと５年、１０年、大玉村が大玉村として存続するため

には、最低限財政的な自立がなければこれはできません。ですから、改めて財政的自

立を確認すると。最重要課題であるということの確認の意味でございます。ですから、

財政的自立なくして大玉村はないというふうに考えています。 

   「入るを量りて出るを制する」ということで、今職員にも補助金とか、例えば企業

の支援策、企業メセナだとか、そういう形で財源を少しでも探してくれないかという

ことをお願いをしておりますし、ふるさと納税等で外部から財源をいただくというよ

うなことも含め、直売所もそうです。大きくして村の財政的な直売所、米作からの転

換を図りつつ、村の今、直売所に支出する金を逆にプラスになるような方法をやっぱ

り検討したいということで、今最大の眼目は５年、１０年後の村存立を図るために、

財政的な自立を、これは図らなければならないと。全ての分野で財政的自立を図って

いくという考え方でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   若干財政的な部分で質問をさせていただきますが、また村長に伺いますが、平成

２８年度の予算執行に当たりまして、なかなか厳しい中ではありますが、財政的見通

し、これをどのように考えておられるか、まずは伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   平成２８年度の財政見通しということですが、２６年、２７年と財政運営をさせて

いただいて、わずかずつですが、財調に積み増しをさせていただいておりますので、

今のところ２年間で財政は悪化はしていないと。維持をしていると。２８年度につき

ましては、この後にも質問出ますが、どうしても今やらなければならない事業がござ

います。一番大きいのは防災行政無線のデジタル化、これは今のこの時代、安達太良

山がいつ爆発するかしれないという、大変そういうハザードの関係もございますが、

今のアナログ方式はもう生産中止になっているということで、そしてパンザマストも

危ないということもありますので、デジタル化を急がなければいけないということで、

２８年度を中心に、２９年度は少しですが、２年間にわたって大事業を行いますので、

これは借り入れが８億数千万というふうに、全体で従来よりはふえます。ただこれは

７割の裏補助がありますので、長い目で見れば平準化できるだろうというふうに考え

ていますが、２８年度は、数字的には経常収支比率も含めて若干上がるだろうという

ふうに考えています。 

   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。 

   また若干財政的なことで、関連で質問させていただきますが、今ちょっと村長の言

葉にもありましたが、経常収支比率、これ若干気になりますが、これが年々上昇して

おります。平成２６年度は８８．５％、前年度比で３．６ポイント上昇しています。

ご承知のように、この経常収支比率につきましては、高ければ高いほどその弾力性が

失われるというふうに言われております。平たく言いますと、通常の経費に固定経費

がかかって、その新しい新規事業がなかなかできにくくなると、一般的に言われてお

ります。 

   ２月実施されました定期監査結果報告書の中でも、監査の意見として次のように記

載されております。固定経費が年々増加する傾向が見られる。今後予定される起債事

業、いわゆる借金、起債事業を鑑み、公債費、いわゆる借金の負担増も見込まれるの

で、経常経費の削減にさらに取り組まれたい云々という意見が入ってございます。 

   この状況からすると、先ほど答弁がありましたが、２７年度決算では９０％に達す

るのではないかとの懸念がされますが、これらをどう予想され、また、これらにどう

対応されるか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   今言われたように、経常収支比率が高いと柔軟性がない、投資的なものに予算を向

けることができないということ、そのようになります。経常収支比率につきましては、

その年その年の分母が変わりますので、分母によって比率が若干変わってはまいりま

すが、９０％近くはなるだろうというふうに考えてます。一番、県内でも９０％超し

ているところが大変多くなってきています。ということは、大変予算の収入が減って

いると。 

   特に大玉村は合併をしなかったことによって交付税が減額されて、合併したところ

は合併前の交付税がそのまま１０年間来ておりますので、大変潤っています。これは

国の方針ですね、合併しなかったところには優遇しないぞということですが、大玉村

は辛うじて頑張ってきておりますので、そういうことも含めて、財政的にはちょっと

厳しいものがありますが、一番公債費は平準化しますので、それほど数字的には心配

していないのですが、一番心配なのは人件費です。今の人手不足を補うために、今回

保育士の給料及び通勤手当を新たに支給することにしました。それから社会福祉協議

会の人件費がちょっとふえました。そういうものトータルしますと、それがやはり経

常収支を引き上げる要因になってくるだろうということと、新たな住民サービス、例

えば高齢者対策をやってデマンド交通をやるとすれば、これも毎年のことになります

ので、当然経常収支比率が上がっていくということなので、サービスを充実すれば数

値が上がっていく、数値を優先すればサービスをやめるしかないということになりま

すので、９０％若干上がりますが、やはりこれやむを得ない、行政住民サービス上は

やむを得ないかなと。これ９５とか危機的水準にならないようにだけは見ていくと、
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そして分母をふやすための努力をしたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   そのとおりのことになるかと思います。 

   今村長のほうからは、人件費の件でお話ありました。その中で、これはサービスが

今言われたように課題が多ければ、それに対して対応しなきゃない、サービスも充実

しなければならない。それは当然職員の数にも影響するわけでありますが、職員の人

数でありますが、ちなみに２６年度、これは一般会計分ですが２６年度は８８人、

２７年度は８９人１人増ですね、２８年度は９３人ということで、若干増加傾向にあ

ります。先ほど村長おっしゃいましたように、必要なところに必要な職員、これはや

むを得ないと思いますが、これらの中には定員の管理計画があるかと思います。何年

度には、５年後には何十人、１０年後には何十人にするという管理計画がありますが、

その定員管理計画はどのようになっているのか。また、今後の見通しについてお伺い

をいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   定員管理計画、先ほどありましたとおり８２名のほうに最終的には減少するような

形でなされている計画ではございます。ただしこれにつきましては、福島原発事故、

これらに対応すべく一時的に職員の増がございました。これにつきましては、再生復

興課のほうで現在、除染作業取り組んでおりますが、これらにつきましては、まるっ

きり増員という形で対応をしております。もう一つが、村民の皆様方の健康管理、こ

れを重点的に進める必要があるということで、保健師のほうについても増員をしてお

ります。また、一般会計の中での増員につきましては、機構改革に伴い特別会計から

の移行職員もございますので、一概に全体的な数字を見てプラスというふうな方向性

はございませんけども、そういった特殊事情によりまして、現在は１０３名程度の一

般会計の職員数、全体的な職員数というふうになってきてございます。今後につきま

しては、こういった原発事故の除染作業であったり健康管理の面、これが平常ベース

に戻るまでは、このまま人員のほうの体制は続くというふうには判断をしております

が、収束後には再度定員管理等の見直しを図りまして、適正人員の維持に努めてまい

りたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○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。 

   財政関係、もう１点すみません、よろしくお願いします。 

   ２８年度の目玉の一つであります、あただらの里直売所の建設の関係でございます。

経費が２億３，８６０万円、今回２８年度の予算計上されておりますが、その新築予

定の直売所の収支計画、これ個人の家であっても、建物をつくる場合、新しく新築す
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る場合には資金計画というのを立てて、ローンを組んで建設をするわけでございます

ので、当然村の施設もそういった考えであるとすれば同じでありますので、この直売

所の収支計画はどのような見通しになっているのか。当然積算はされていると思いま

すので、具体的な数字で収入、支出についてそれぞれお願いしたいと思います。 

   なお、この財源内訳については、復興基金が１億円、これは国からの来る分、それ

から地方債が、借金が９，６００万、そのほか、これ一般財源かと思いますが、この

地方債、借金の返済計画も含めて、収支見通しについてお尋ねをいたします。よろし

くお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   直売所の建設関係での収支関係ということでございますので、それにつきましては、

まず２６年度の決算状況から申し上げたいと思います。総売り上げにつきましては、

３月３０日に１億を突破しまして、１億１０６万６，３０４円という中にありまして、

使用料、諸収入、これが合計しまして１，７６４万６，３５９円の収入を得てござい

ます。運営費の支出額としましては、１，７２１万８４４円ということで、収支につ

きましてはぎりぎり黒字の４３万５，５１５円が２６年度の決算状況でございます。 

   ２７年の収支見通しを申し上げます。これにつきましては、２月末の時点での総売

り上げから推計したものでございまして、３月末の総売り上げの見込みが、１億

２，１２６万４，６６４円というふうに推計をしてございます。使用料、諸収入それ

らを含めまして、村が収入すべき収入金額が２，１３７万９，３９９円、運営費支出

額につきましては、今現在の予算額、これを１，８４６万５，０００円の計上でござ

いますので、執行残を見込まなくて収入計から差し引きした場合、２９１万

４，３９９円の黒字というふうに見てございます。 

   村債関係でございますが、発行額が９，６００万でございます。最近余り同じよう

な事業がなくて参考にできるものがなかったんですが、昨年の起債の利率等を見させ

ていただきますと、平成２５年の地方道整備債、これにつきましては、２０年償還の

うち５年据え置きで、借り入れ率が１．０７％、これは借り入れ額が８８０万でござ

います。また、平成２６年度の地方道整備債につきましては、２０年借り入れの５年

据え置きということで、借り入れ率が０．８％、借り入れ額が８，１３０万、これは

いわゆる地方道整備ですから、山口橋関連でございます。ちなみに、平成２６年の地

方道整備債の借り入れに対しての元利計でございますが、８，１３０万を借り入れし

まして返済合計額が８，９７０万程度ということになります。 

   これらから推計をさせていただきまして、私のほうで見ましたのは、直売所建設に

対する村債の発行額９，６００万、これを２０年の半年賦で計算しました。利率はち

ょっと高く見まして１．４％で計算してございます。これは最近の借り入れ利率から

すれば、約倍の借り入れ利率で計算してございますが、返済合計額については１億

１，２００万、１年当たりの返済額が５６０万というふうに推計をさせていただきま

した。 
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   前の議会等で村長も答弁の中で触れたと思いますが、売り場面積が約２倍になると。

そうかといって売り上げも２倍というのは、なかなか高望みし過ぎると。当面、

１．５倍を目標にするというような答弁があったかと思いますが、これらを平成

２０年度の収支見通し、こういったところから推計をいたしますと、現在、使用料に

つきましては村内１５％、村外利用につきましては２０％で、現行どおりで計算しま

すと、売り上げ目標としまして１．５倍にしますと、１億８，１８９万６，０００円

ほどになります。ここから算定しました使用料とラベル等を含めますと、

３，２６６万円の収入になります。 

   あとは直売所の運営費でございますが、これにつきましては今の予算額でやります

と、当然設備も新しくなりますし、面積も多くなりますし、現在の直売所も建ってい

るということで、調整をいたしました。これにつきましては、消耗品等につきまして

は、いわゆるバーコードとかそういったものにつきましては今年度の、提案いたして

おります平成２８年度の予算だと２２０万ですが、これについて売り上げ１．５倍と

いうことで１．５倍にしますと、３３０万。 

   あと、大きいのでは電気料につきましては１５０万ほど予算措置してあるんですが、

これを一応３倍にしました。４５０万。ちなみにアットホームの電気料が９７０万、

役場庁舎の電気料が３５０万、改善センターが３２０万ですから、４５０万というの

はちょっと過大かなというふうに思いますが、その程度見させていただきます。 

   あとは、浄化槽、自動ドア、そういったところもかなりふえますので、あとは運営

業務委託料、いわゆる人件費的なものでございますが、これ直売所の現人員ともいろ

いろ相談していますけれども、大体今の人員で間に合うというふうなことでありまし

たが、１名増を考えまして１．２倍ということで、１，２６７万、こういったものを

加味して調整をいたしております。 

   今年度の運営費の支出額が１，８４６万５，０００円ですが、調整の２，５５７万

３，０００円はかかるだろう。村債の返済額が先ほど申し上げたとおり１年当たり

５６０万ですので、支出の合計、経費の合計、３，１１７万３，０００円見込んでお

ります。これを収支で見ますと、８９万３，０００円の黒字、ぎりぎりという線でご

ざいますが、直売所の新築に伴い、使用料を見直しだとかそういった意見もございま

す。ちなみに、村内を３％上げた場合は、今の理屈で計算しますと６５３万

７，０００円の黒字と、こういった数字で見込んでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 丁寧な説明、ありがとうございました。 

   今、最終的には８０万何がしが黒字だという計算になると、収支見通しだというこ

とでございますが、これ実際１億近く借り入れするわけなので、ぜひこの売り上げで

すね、村から後年度負担で不足だから村で出さなきゃならないという、そういう事態

にならないようにということで質問をいたしました。今の収支見通しについて、村長

何かあれば、ご意見お願いします。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   今、課長の答弁、大変細かく数字を上げていただきました。予測ということは必要

なので。ただ、現在の直売所も建築費、土地代については一切収支には入っておりま

せん。ですから、今５百数十万の返還、これは村政の施策として実施するものですの

で、建物、土地については、米作からの切りかえとか農業振興という意味で建物建て

ますので、体育館をつくって村民の皆さんに使っていただくと同じように、村のほう

で直売所を建設して、そして農業者の皆さんにそこで販売をしながら収入を得ていた

だくというふうに考えますと、建物・土地については村が施策として実施するという

ことですので、収支から入れるか、今は入れて黒字で大変よかったんですが、これは

入れなくても計算上はいいのかなという部分もございます。ただ、これによって大玉

の農業が出口が、そして外から来られた場合に直売所にまず来ていただいて村を知っ

ていただくとか、そういう効果も、物の金の動きだけではなくて、大玉村の、どっち

かと言うと、拠点として、プラットホームとして、出る入るという拠点としても大変

有効ですので、金額にあらわせない、そういう効果も十分にあるだろうというふうに

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。 

   またこの件については、今後また法人化も含めて、私のほうも注視していきたいと

思います。ありがとうございました。 

   次の質問に入ります。 

   本年度においてもそうでありますが、除染、風評払拭、子育て支援、少子高齢化対

策など、課題は数多くあります。そこでこれら課題に向けた平成２８年度事業執行に

当たりまして、限りある財源の中で重要な施策を優先して事業実施されるわけであり

ますが、この際何を基準として優先とする考えか、その考え方を村長伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   ２つの考え方があります。将来の大玉村にとって必要だと思われる事業があります。

これについては、やはり子育て支援なんかは現在とても必要なものですが、将来の大

玉にとっても必要だということで、それもあります。それから、今即やらなければな

らない事業、防災行政無線のデジタル化なんかは、今即やらないとだめなものだとい

うことで、その２つの視点で行政課題、行政としてこれは村民のために、村のために

取り組まなければいけないという、その課題に対する事業。それから住民要求から来

る課題ですね、住民のほうからこういうことをやってほしいという強い要望があれば、

それに対してどういうふうに財源を充当していくかということになりますので、そう

いう視点で、２つの視点で重点事業について実施をしていくというふうに考えていま

す。 
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   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。 

   一つだけお伺いします。 

   今、保育所関係、これ待機児童解消はどのような優先順位といいますか、今言った

中ではどういう位置づけになるのか、ちょっとお答えを願います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   順位づけというのは一番難しいんですね。子育て支援、保育所が一番かというと、

やはり高齢化対策とか健康対策とか農業対策とかというのもございますので、なかな

か順位づけというのは難しいのですが、やはり今一番村の課題となっているのが子育

て支援の保育所の待機児童だということ。早急に対応しなければいけないことだと考

えていますので、保育所の、先ほどもお話ししましたが、保母の給与をかなり引き上

げました。条件をよくしました。そして確保ができるようにというふうにやっていま

すので、幼稚園の３年保育とあわせて、これについては早急に重点的に取り組みたい

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。 

   ひとつそのようなことで早急に対応していただきたいと思います。また、あとの議

員の方も子育て支援についてはいろいろ質問ありますので、私は次の質問に入ります。 

   次は、関連しますが、子育て支援についてであります。 

   本村の重点施策としての人口増加対策、この一環として子育て支援を継続的に行っ

たことによりまして、大玉村は微増ではありますが人口が増加しております。これも

村長に伺いますが、今後の子育て支援に対する課題と具体的な支援策について、お伺

いをいたします。 

○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。子育て支援の課題、今最大の

課題はやはり保母の確保です。今回包括支援センターの一部をトイレとか改修します

ので、今の保育所で十分スペースは、法的なスペースはクリアできます。ただやはり

１５０人という大変大勢なので、別のところも確保して、そちらも一緒に活用してい

ただくということで、スペースの問題は解決できるのですが、やはり保母がいないと

預かれないと。大玉の保育所の特徴としてゼロ歳児が多いんですね、４０人と。これ

は本宮、二本松はいないんです、そんなに。 

   それはなぜかというと、半年以上預かります、半年たった首の座った半年以上のお

子さんは預かりますということになると、やはりその会社関係の育休の条件とか、地

域的な問題があるのかなと一部危惧してますが、ゼロ歳児は３人に１人の保母さんが

必要になりますので、これが一番今待機児童の多い部分だし、一番の課題になってい
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ます。できれば１年なら１年、お子さんと一緒に育休をとって、みずからの手で育て

ていただければ大変ありがたいというふうにお願いはしておりますが、それぞれの事

情がありますので。ただ、今、その部分が待機になっているということでございます。

これについては先ほど言ったように、待遇を改善して、保母の確保に努めたいと。 

   ただ、これ二本松も本宮もそれぞれ１年間を通して募集している状況で、管内で奪

い合いをしているような状況は現実にありますが、通勤手当を準備することによって

福島、郡山あたりからも来ていただければと。ですから、議員の皆様にもぜひお願い

したいのは、あらゆるところに行って保母いないかと、誰か知っている人いないかと

いうふうなことで、ご協力いただければ大変ありがたいというふうに考えています。 

   それから、子育て支援策は今お話しした保母の関係と、幼稚園の３年保育。３年保

育を実現しても、そこには先生が必要になりますので、数的には変わりはありません。

３年保育やったから保育所はスペースは空きますが、人の問題については解決はでき

ません。ですので、そこが今最大の課題だと。あとは子育て支援策は後退させないよ

うに、これは維持し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。 

   今、村長がお話ありましたように、この今全国では少子化現象が起きている中で、

結局子どもさん、これ大玉の場合は増加しているわけなので、これは子どもは大玉村

の宝と、そういう認識を十分する必要があると思います。これは、ふえていることは、

大玉村にとっては本当にすばらしいことでありますので、これらの対策もしっかり、

今、村長お話ありましたが、やっていく必要があるのかなということで、次の質問に

入ります。 

   次に、少子高齢化についてでありますが、これは若干概要を伺います。先ほど５番

の押山議員さんからもいろいろ答弁がありましたので、改めてその概要で結構ですの

で、少子高齢化の本村の課題と、具体的な取り組みについて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   まず少子化の問題ということですけれども、結婚、それから妊娠、出産という、個

人的な価値観もございますので、これらについては個人の自由な選択が優先されると

いうことで、現在少子化状況にあるわけでございます。 

   また、これまで行ってきました子育て支援策、これらについては継続していくとい

うような考えの中で、妊娠、出産、乳児期を中心に安心して子育てできるような、そ

ういった効果的な、効率的な事業に実施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。 

   また、高齢化の課題ということですけれども、団塊の世代が２０２５年には７５歳、

後期高齢になるというようなこともございますので、後期高齢になっても地域で自分

らしく生活できるような、そういった地域包括ケアシステムというものの構築を急い
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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） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   次の質問に入ります。大きな２番の、森林・林業の再生に向けた取り組みについて

であります。 

   本村における除染対策につきましては、他市町村に先駆けて住宅・農地など順調に

実施されておりますが、森林除染についてはまだ手つかずの状況にあります。このこ

とは、国の森林除染の方針が示されていなかったからかと思われますが、先般環境省

では生活圏から２０メートルの範囲と、日常的に人に出入りがある場所を除く森林、

これは原則として除染しないという方針が示されました。一方、個人の山林の手入れ

も含めまして、ほとんど荒廃の一途をたどっているともいいます。 

   本村の森林面積は約５，２００ヘクタールでありまして、村全体面積の大体６５％

に当たるかと思います。長期的視野に立って森林を守り、森林・林業の再生を図るこ

とが、今後重要な施策の一つであるとの認識から、質問をいたします。 

   まず村長に伺いますが、この国の森林除染の方針が示された状況を踏まえまして、

大玉村の森林除染に対する方針、これらについて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） ２番議員さんにお答えを申し上げます。 

   昨年１２月には、環境省が森林除染はしないということが、新聞報道されましたが、

福島県初め各市町村からの批判を受けて、本年１月末に方針を撤回し、一部について

除染を実施するという方向性が示されました。この森林除染の必要性については、大

玉村が福島県内の中でも、特に国に対して今までその必要性を求めてきたところでご

ざいます。 

   現在環境省、農林水産省、それから復興庁の国の３つの機関で構成する、福島県の

森林林業の再生のための関係省庁プロジェクトチーム、これが立ち上がってございま

す。先ほどどう進めるのか、村の方針ということですけれども、今の国の方針によれ

ば、３月１１日にこの３省のプロジェクトチームの方針が示される。この中で具体的

にフレームが示されるのであろうというふうに思っております。その方針を示された

ものを受けて、本村としては除染事業を進めていきたい、このように考えております。 

   一番はこの里山の概念ですよね、里山の概念がどういうふうに示されるのか。示さ

れたからそれだけということではなくて、それでもいろいろと県、それから市町村と

の間で議論が起きると思います。いずれにしてもその方針が示された上で、村の対応

方針も決めていきたいと、このように考えております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   今のプロジェクトの中で話がありました里山という定義が、またあやふやでありま

すが、大玉村としては結局できるだけ里山、どういう定義づけかわかりませんが、で
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きるだけ適用するような考え方で除染のほうを進行していただきたい、進めていただ

きたいというふうに考えて、次の質問に入ります。 

   次の質問ですが、森林が原発事故で汚染されまして、また、松くい虫の発生、こう

いったものが後を絶たない状況、山に入ることも少なくなったこともありまして、イ

ノシシとか熊とか、そういった出没も農作物の被害など多くの課題に取り組んでいる

状況でありますが、今こそ、これらの課題解決のために計画的な森林林業の整備を行

い、もって森林を守って育てることが重要であると考えます。 

   そこで森林林業の再生について、今後どういう取り組み、取り組む考えか、ここで

はその考え方、方針で結構ですので、答弁をお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   考え方ということでございます。村としましては、今現在では森林の機能の回復と

再生を目指すということで、ふくしま森林再生事業に取り組むというようなことでご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 今お話のありました、今本村で実施してますそのふくしま森林再生

事業、これらの事業内容と進捗状況を改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   ふくしま森林再生事業につきましては、ご存じのとおり原発の事故によって放射性

物質に汚染されたということで、それらを本来であれば除染という形が一番望ましい

と村でも考えておりますが、先ほどお話あったように、部分的なものしか除染しない

ということでございます。 

   この事業につきましては、放射性汚染物が流れ出さないように、森林のほうに間伐

をして、それらの材料を使い、流れ出さないように柵をつくるというような事業が、

概略的に申しますとそのような内容になります。村でも平成２６年度からこの事業に

取り組みまして、小高倉山地内の財産区有林２７．４７ヘクタールを対象に、同意取

得業務と森林再生事業年度別実施計画を実施しております。また、雨ケ沢地内の村有

林を対象として、８．４６ヘクタールの森林整備を実施したところでございます。内

容につきましては、８．４６ヘクタールの間伐及び６２３．１メートルの路網の整備、

放射性物質の拡散防止として６２８メートルの丸太筋工を施工しております。 

   また、今年度につきましては、小高倉山地内の財産区有林を２工区に分けまして、

２工区１２．５７ヘクタールの森林再生事業年度別実施計画書を実施中でございます。

森林整備としましては小高倉山地内の財産区有林１工区分、８．７７ヘクタールの間

伐と路網整備、そして改良３５２メーター、新設７１４メーター、丸太筋が６メータ

ーということで、３月中に発注の予定がございます。 

   また、又兵衛山の民有林、これ７．０ヘクタールを対象として同意取得業務を３月



 

- 72 - 

 

中に発注したところでございます。又兵衛山の民有林につきましては、２８年度に実

施計画を予定してございます。 

   また、２９年度としまして、小高倉山の財産区の２工区２０ヘクタール分を間伐、

路網整備、丸太筋工など予定して、順次進める予定でございます。 

   以上でございます。 

○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） 午前中に引き続き、２番遠藤勇雄君の質問を許します。２番。 

○２番（遠藤勇雄） 午前中最後の中では、村で実施してますふくしま森林林業再生事業

について、るるご説明をいただきました。間伐の関係、路網整備、そういったものを

今実施しているということでございます。これらの事業については、多分公有林が中

心であると思いますが、まずはこれらの事業を積極的に有効活用していただいて、森

林林業再生に一役を買ってほしいというふうに期待をいたしまして、次の質問に入り

ます。 

   そこで、先ほどの公有林のふくしま森林再生事業、これらを含めました今後の森林

林業再生のための具体的な取り組みについて、改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   今後の森林林業再生の取り組みとしましては、森林整備に関する補助関係につきま

しては、森林所有者が計画を作成して受けるということで、今までどおり実施できる

状況でございますが、こういった放射性物質に汚染された中では、なかなかそういっ

たものが進まないというのが現状でございます。 

   やはり今現在は、ふくしま森林再生事業をどんどん進めていくということでやって

いくしかないのかなというふうに感じております。ただ、今福島県の森林研究センタ

ーとか林野庁で、それぞれ、さまざまな試験をしてございます。試験の中身について

は、シイタケ原木のウェットブラスト処理ということで、０．５ミリぐらい、原木の

皮を水と砂を使って機械で処理して、セシウムのシイタケに移行するものを低減させ

るとか、杉の樹帯の放射性セシウムの分布状況であるとか、林野庁から出ている本に

も、大玉の部分が例に、試験に取り上げられて、それぞれ数値等出てございます。そ

れからキノコの原木の露地栽培に関連しての試験とか、さまざまの、県並びに国のほ

うでもそういった試験をしておりますので、そういった試験の経過を見ながら、いろ

んな課題あると思うのですが、そういった状況を見ながら、順次林業再生のためのい

ろいろ施策を展開していきたいというふうに考えております。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。公有林はそういうことで、また、先ほど

申し上げましたが、特にその私有林については、これなかなか難しいところもあるか

と思いますが、いずれこのままでは何か手だてをしなければという思いがあるわけで

すが、例えばその私有林について山林の管理、それから今後の意向など、そういった

所有者に対して実態調査的なものをまずは把握するというようなことは、そういうこ

とを提案いたしたいと思いますが、それらについていかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   ふくしま森林再生事業につきましては、今のところ公有林を先に実施しております

が、これは私有林も当然該当になりますので、補助については１０分の１０というこ

とで自己負担がないということなので、これを積極的に進めていきたいと思いますが、

先ほど説明したように、計画をつくったり同意をもらったりという作業が必要でござ

いますので、基本的には公有林を先にスタートさせて、今後民有林のほうも着手して

いくという計画でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） そのようなことで順序があるということで、いずれその私有林のほ

うもやっていかないと、本当に全然、森林６５％あるわけですので。よろしくお願い

したいと思います。 

   もう一つ、国有林の関係ですが、これは国のほうになりますけれども、村にも国有

林がありますので、その国有林の再生に向けた取り組み状況など、もし把握されてい

ればちょっとお知らせ願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   国のほうの取り組みということでございますが、具体的に村のほうで国有林をやる

というわけにはいきません。ただ森林再生事業につきまして、国有林境を実施するよ

うであれば、その上側、これについては国もやりたいというような意向はお聞きして

おります。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 国の関係、これ国との関係・連携をした対応というのも必要かとい

うことで今質問いたしますので、今後とも国との関係も、ひとつ今後ともそういう連

携を図りながら対応していただきたいということであります。 

   森林につきましては、森林関係ちょっとまとめますが、多くの課題とともに森林に

ついては自然環境の維持、それから景観の保持、水源涵養機能や山地災害防止機能、

こういったものがまさに大きな役割を担っております。森林の再生には短期間で整備
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をすることは難しいので、長期的計画に沿って進める必要があります。先ほどの事業、

それぞれふくしま森林再生事業、これらを中心にできるだけ早い整備を図っていただ

くことをお願いして、次の質問に移ります。 

   道路除染の推進についてであります。 

   本村の除染については、住宅、公共施設、農地などの除染は、他市町村に先駆けて

進めてきておりまして、順調に経過しておりますが、道路除染についてはこれからで

あり、早期実施が望まれることからの質問であります。 

   まず、本村の道路除染の進捗状況は、全体計画３３０キロメートルに対して、完了

は６キロメートルであります。この実施済み６キロメートルの内訳を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   実施済みの６キロの内訳でございますが、平成２３年、２４年度に実施しました線

量低減化支援事業で各行政区が実施したものでございまして、除染除去物を除染対策

交付金事業で後に村が仮置き場のほうに運び出したものを計上しております。３区の

一部、大玉９区、大玉１５地区の道路延長の６キロということで計上しております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 実施時期については２３、２４年度。中身は各行政区で実施された

分ということですが、それ以降、これ時間が経過しておりますが、その間の道路の除

染はできなかったのでしょうか。その何か原因等があればお知らせください。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   その後できなかったのかということでございますが、これにつきましては、一番に

は仮置き場の問題でございます。住宅除染についてもそれぞれ現場保管をお願いせざ

るを得ないというような状況の中で、仮置き場の確保というのが非常に大きなウエー

トを占めてきた、そういうことで住宅除染を優先するということもございましたが、

一番には仮置き場の確保が相当いろいろと各地域で展開を図ってきたんでありますが、

これまで確保できなかったということが第一の原因であるというふうに考えています。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 先ほどの実施された６キロメートル、これは極めて低い進捗状況で

あります。今後道路除染、どのように推進していく計画があるか。対象箇所、距離と

か期間、どういった、どこまでの期間で除染できるか。そういった具体的な手法も含

めて、計画を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   今後の道路除染につきましては、平成２７年度において、通学路、生活道路中心に

線量の実態調査等を実施してきております。この調査結果を踏まえまして、平成

２８年度において除染に着手する計画でございます。この前提となってきた仮置き場

については、玉井地区については既に行政報告等々でもご説明申し上げましたが、地
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権者、それから周辺地権者、それから行政区の関係者のご了解をいただきまして、本

年度平成２７年度予算で、今調査測量かけております。これらをもとにしまして、

２８年度早々に造成工事の着手に移りたいと思います。造成工事の進捗を見ながら、

道路除染等々も発注していきたい。仮置き場については、現在大玉９区・それから

１０区地内に仮置き場ございます。パイロット輸送との関係もございますが、ここを

早期にあきをつくって、そこで道路除染の除去土壌をとりあえず仮置きしたい、この

ように考えております。そこで延長、やり方等具体的にということでございましたが、

先ほど申し上げましたように、通学路、生活道路を最優先に考えてまして、調査につ

いても生活道路、通学路を中心に進めてまいりました。当面、詳細設計等調査に基づ

いて行っていくわけですけれども、現在は１０８キロを除染対象路線として計画して

いきたいと、このように考えております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   次の質問に入ります。いずれ、これから国の交付金といいますか、対応できるその

期間が、時間的に期限があるかと思いますので、これもできるだけ早目に除染しない

と今後の生活に影響を及ぼすということで、早目にお願いしたいというふうにお願い

して、次の質問に入ります。 

   道路除染に際して、これも関連しますが、道路敷の側溝、これが場所によっては土

砂が堆積している場所があります。特にコンクリートふたがけの側溝ですと、これは

当然人の力では除染できませんので、これらを含めた中で、側溝ですね、これらも道

路除染にあわせてすべきと考えますが、これらについて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   除染の方法として、路肩の堆積土砂を撤去するということは当然でございます。路

肩が欠損しているような、いわゆるなで肩になっているようなところの除染について

は、それ以上削るということはありませんで、むしろ路肩覆土等を実施することによ

り放射線の影響を緩和すると。 

   それから、今ございました側溝については、県道については、村内の県道について

全て主要箇所については除染が終わっておりますけれども、ここでは側溝内の土砂の

堆積の状況を調査した上で、県のほうで除染を実施しておりますので、それらの手法

は当然取り入れながら調査をしつつ、全ての路線、側溝のふたをあけるということで

はありませんけれども、土砂の堆積のあるところについては土砂を撤去していきたい

というのが、当面除染の方法として考えていることでございます。 

   道路路面の洗浄については、原則行わないという方針を今持ってございます。 

○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。 

   この除染関係、これから道路除染関係特にですが、生活に密着した問題でございま

すので、国の財源、これを十分確保しながらしっかりと取り組んでいただくことを申
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し上げまして、以上で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２番遠藤勇雄君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで議長より申し上げます。 

   ６番武田悦子君の順番でありますが、会議規則第６１条第４項の規定により、１番

松本昇君の順番となります。 

   １番松本昇君より通告ありました「原発事故に対する除染について」ほか１件の質

問を許します。１番。 

○１番（松本 昇） それでは、議長の許可を得ましたので、さきに通告していたことに

ついて質問をさせていただきます。 

   １番の、原発事故に対する除染について。 

   東日本大震災、福島第一原発事故から３月１１日で丸５年になろうとしています。

その間、農畜産物の風評被害はいまだに続いております。その中で我が大玉村は、除

染に対しては県内でもいち早く取り組みました。そこで１番の除染についての進捗状

況について伺います。住宅、道路、ちょっとあれだったのですが、公共施設について

も、できればお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） １番議員さんにお答えいたします。 

   除染の進捗状況ということでございます。まず行政報告でも若干触れておきました

が、発注件数につきましては行政報告どおりでございまして、２，３９７戸という発

注件数で、実績としては２，２０８ということでございます。この発注件数と完了件

数の差につきましては、除染の不同意というふうに考えてございます。また、守谷地

区については実施前に調査を実施しておりまして、ほぼ１００％近く、それで完了扱

いということになっております。 

   それから、道路除染に関しましては、先ほど２番さんにもお答えしたとおりでござ

いまして、低減化支援事業で実施した路線の土砂について除染対策交付金事業で片づ

けるということで、その延長を６キロとしたものでございます。 

   それから、そのほかの公共施設等々の除染の実施状況についてのお尋ねもございま

したが、公共施設、それから集会施設、これらについては計画では８７という数、の

っておりますが、これについても２７年度中に防火水槽２４カ所も含めてほぼ完了し

ているというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 今、住宅、道路、説明ありました。本当に大玉村は除染に対して県

内でもいち早く取り入れたんですが、この先ほど２番議員さんからも質問ありました。

道路については、どうしてもおくれているんですよね。その中で、村長さんの考えな

のですが、どうしてこういうふうにおくれたのか。そこを村長さんのほうから答弁願

いたいと思います。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答え申し上げます。 

   道路の除染がおくれているというか、全体で見ていただくと、住宅除染もほぼ

１００％、それから防火用水もほぼ１００％、公共施設もやっているということで、

大玉村、大変除染業者が少ないんですね、ほかと、本宮とか二本松と比べると。大変

少ない中で一生懸命やっていただいていると。目いっぱい発注をして、目いっぱい受

注をしてやっていただいているということで。これを各市町村がそれぞれ除染、自分

のところのそういう関係業者をお願いをして、除染を強力に進めていますので、大玉

村のほうにそういう方たちもいっぱい来ていただいて応援していただくというのは、

現実的には難しいということで今ある戦力で目いっぱいやっていただいています。 

   あと、道路除染のみお話ししますと、３３０キロというのは村道全ての延長で最初

来ておりますが、実際２７年に調べましたらば１０８キロ、耳切り等の除染をすれば

いいということになりまして、あとは仮置き場が設置できなかったと、いろいろお願

いをしましたが仮置き場がなかなか難しいと。今度は玉井地区、大山地区もこの前行

ってまいりました。住民の理解を得ましたので、測量設計にこれから入ります。です

から、仮置き場が確保できるという見通しが立ちましたので、早い機会に仮置き場の

造成をお願いして進めていきたい。今度は道路は当然強力に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） １番。 

○１番（松本 昇） 今そういう答弁ありましたが、押山村長さんの期間は２年半になり

ますよね、その間に道路の除染、公共施設、そういうあれで、何キロというか、どの

ぐらい村長さんになってから実施したか、それを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） １番議員さんにお答えいたします。 

   道路については先ほど申し上げましたように、２３年、２４年ですから、道路除染

については手つかず、現村長になってからは発注はしてございません。公共施設につ

いて、これらについては２６年、２７年、集会場、そして今現在発注しているのはた

め池除染、これ現場終わっております。本年度につきましては、主に汚染除去土壌の

仮置き場の移動、この関係の発注をしているところでございまして、村民グラウンド

それからふれあい広場等、目にしたかと思いますが、そういうところでございます。

除染業務は２５年から繰り越し事業等々でやっていますので、先ほど村長が申し上げ

ましたように、最大のネックは仮置き場の確保でございます。我々も相当努力してま

いりましたが、道路除染における土砂量も約５，０００立米を超えるだろうという想

定の中で、これらを道路に堆肥のようにぼったぼったと置くわけにいかない、どうし

ても仮置き場を確保した上で除染を進める必要があると、そういう点から住宅除染あ

るいは公共施設の除染を優先し、仮置き場の確保のめどを見据えて発注していくとい

うふうに考えてきております。 



 

- 78 - 

 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございました。１２月３０日、去年ですね。あと２月、

３月１日の新聞を持ってきたのですけれども、福島民報の新聞に掲載されていました

が、現在の除染状況、住宅、道路、公共施設など、先ほど道路については６キロと聞

きました。大玉村の道路は全体の計画が先ほど課長からもありました。３３０キロ。

発注が６キロで実施が６キロと。公共施設は計画が１００、発注が８７キロ、実施が

４であると。道路除染、公共施設におくれている理由、その理由を村長さんに答弁願

いたいと思います。ダブるかもしれませんが、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、再度お答えを申し上げます。 

   その３３０キロというのは、当初、計画距離ということで３３０キロ、全て挙げて

あります。これはある時期をもって１０８キロに変更になりました。新聞は最初の数

字がそのままずっと継続しておりますので、平成２７年度に調査をした結果、除染が

必要な路線は１０８キロだということになりますので、あとは再三申し上げています

ように、道路については仮置き場、持っていく場所が確保できなかったということで、

各行政区にもお願いしましたが、なかなか難しいと。ただ、今回仮置き場については、

玉井、大山一カ所、大規模なものを了解を得ましたので、今度は加速度的に道路除染

が進むだろうというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） わかりました。除染については、我々、本宮とか二本松に用足しに

歩いているんですが、本当に道路はやっているんですよ。大玉はこれだけ遅っちんの

かなということで、本当に村長さんのこれからの施策でもありますので、しっかりと

除染のほう進めていただきたいと思います。 

   それで２番の除染については、我々子どもに対する果たすべき責務があると思いま

す。村長は、これらに対する心意気のほどを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんに再度申し上げます。 

   これは当然１番議員さんが言われるように、子どもや孫に対する果たすべき責務と

して、除染は、良好な環境というのは提供しなければいけないと。将来に向かっても

そのようにしなければならないというふうに感じておりますので、今業者の皆様にも

本当に目いっぱい頑張っていただいて、除染に向かって作業をやっていただいている

と。我々もできるだけ早くできるように、積極的に強力に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） １番。 

○１番（松本 昇） ３番の仮置き場については難しい面もありますが、村長は率先して

協力要請すべきだと思うのですが、その実績、また経過等について伺いたいと思いま
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す。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） １番議員さんにお答えいたします。 

   仮置き場の確保は、これから道路除染を進める上にも、また住宅に一時保管してい

る汚染除去土壌を一日も早く搬出するためにも、特に重要であるという認識を持って

ございます。各行政区長さん方にも特段のお骨折りいただきまして、場所の推薦等を

お願いしてきました。その結果、先ほど来から申し上げている玉井地区については、

山口橋近くに１万５，０００平米の用地の確保ができました。また、大山地区におい

てもさまざまな候補地の推薦がございまして検討を重ねてまいりましたが、今後の中

間貯蔵施設への搬出も踏まえ場所を選定し、最終的に地権者、耕作者、隣接地権者、

そして地域の皆さんの意見交換会においてご理解をいただいて、１６区地区に１万

６，０００平米の仮置き場を確保する見通しとなってございます。今後、地権者等と

のやりとりもございますが、ほぼこういう候補で場所が確保できたと。 

   村長の件でございますが、我々事務当局としても、村長が出るべきところには出席

いただいて、大玉３区、それから１６区の意見交換会においても出席し、地域の方々

の理解を得るために努力してきたところでございます。今後も仮置き場の造成、ある

いは各家庭からの搬出において、その都度、地域での説明会が必要となってくると思

います。その際にも村長の出席も当然いただきながら、仮置き場の造成をいち早く進

めていきたい、このように考えております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） いろいろ同じような、先ほどの２番さんとも絡んできますが、後か

らやるとなかなかこれやりづらい、筋書どおり、原稿どおりいきませんのでダブった

ところもありますが、何とぞよろしくお願いしたいと思います。 

   率直に言っていろいろ答弁ありましたが、公共施設など、新聞のほうで先ほど申し

上げました。やっぱりおくれているのは事実でありますので、除染すべき道路や側溝、

そしてため池、公共施設など、そして山林などに対しては特に国・県がまだはっきり

していないということで、これらについてはまだわからないと思いますが、これにつ

いては決意のほどを、再生復興でもいいし、村長さんでもいいから、答弁をお願いい

たします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えいたします。 

   除染は今、大玉村の全ての事業を遂行する、子どもたちの活動等にとっても最重要

課題でありますので、これからも最重要の取り組むべき事業として強力に進めてまい

りたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございました。 

   それでは、２番目の質問に移らせていただきます。 
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   子育てに対する取り組みについて。 

   ２８年度の保育所、預かり保育、児童クラブの申し込み状況についてを伺いたいと

思います。保育所、預かり保育、児童クラブの順にご説明願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） １番議員さんにお答えいたします。 

   平成２８年度の保育所の申し込み状況ですが、合計で１８４名でしたけれども、そ

の後転出等の理由で４名が辞退されておりますので、最終的には１８０名になってお

ります。それで内訳ですが、ゼロ歳児が４２名、１歳児が３７名、２歳児が５１名、

３歳児が５４名、これ当初の申し込みです、１８４名の内訳になります。 

   それから、幼稚園の預かり保育の申込者数、こちらにつきましては、大山幼稚園が

３６名、玉井幼稚園が４７名でございます。 

   続きまして、放課後児童クラブの申し込み状況ですが、通常が１５９名、短期が

２０名で、合計で１７９名の申し込みの状況でございます。それで放課後児童クラブ

の内訳につきましては、１年生が５９名、２年生が４３名、３年生が３４名、４年生

が３０名、５年生が７名、６年生が６名で、１７９名というような申し込みの状況で

ございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございました。 

   それでは、２番の保育士の現在の人数、新たに採用する人数についてお伺いいたし

ます。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） １番議員さんにお答えします。 

   保育士の現在の人数、または、新たに採用する人数について、お答えをいたします。 

   保育士の現在の人数ですが、職員としては６名でございます。あと委託職員が

２５名、あと補助員が４名ということで、現在保育士の資格を持っている者は、職員

６名と委託職員が２５名の、合計で３１名の数字になります。 

   それで２８年度採用予定の保育士でございますが、申し込みがあって、現在のとこ

ろ、ついせんだっても１名採用しましたので、５名になっております。それで現在

１名、保育士が不足しているというような状況でございます。それで委託職員２５名

の中には、現在３名が育児休暇等で休んでおります。それで２８年度中にはまた２名

の保育士さんが出産予定というようなことでございますので、さらに保育士の募集等

については、確保に対しては力を入れていきたいというふうに考えております。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 今説明ありましたが、やっぱり保育士となると若いですから、出産

とか育児とか休暇あるんですが、これに対して児童のあれに対して、保育所を例にと

りますと、待機とかなんかはないんでしょうか。お伺いいたします。 
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○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） １番議員さんの質問に、再度お答えしたいと思います。 

   保育所につきましては２８年度で一応１５１名の入所予定でありますので、実質

２９名の方が待機になるというふうになります。あと、預かり保育なり放課後児童ク

ラブについては、各施設、特に放課後児童クラブにつきましては、社会福祉協議会の

ほうの施設の拡充等、若干整備していただきましたので、放課後児童クラブについて

は全員受け入れ可能というような状況になっております。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 今説明を受けましたが、２９名の待機児童ができるということなん

ですが、これ去年の９月の定例会でも村長の答弁をいただきました。新年度は待機児

童は解消するというような答弁ありましたが、保育士の募集について、村の広報とか

チラシとかは出しているようなんですが、なかなか集まらないのが現状だと思います。 

   そこで、保育士の学校ありますね、郡山の大学、女子大ですか。福島にもそういう

大学あると聞いておりますが、そういうところに村長さんがみずから行って、その募

集とかなんかやった経過があるのでしょうか。お答え願います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答え申し上げます。 

   学校等については訪問はしておりません。ただ学校には何度もお願いをして、確保

をお願いしたいということをお願いをしておりますが、まず卒業生の数と実際保育士

になる数が大分違うんですね。実際保育、保育士をとっても一般の会社に勤める方が

多いということをお聞きしております。いろんなつてを頼って保育士さんを探して、

私も個人的にいろいろお願いをして、３名、４名お願いをしておりますけれども、役

場職員にも保育士にも議員の皆様にもぜひお願いしたいのは、１人でも多くの方を探

していただいて、待機のうちのほとんどがゼロ歳児になります。６カ月たつと預かり

ますよという基準もありますが、これは３人に１人の保育士さんが必要になってくる

ということで、やはりできれば１歳ぐらいまでは育児休暇をとっていただいて、子ど

もさんを養育していただければ大変ありがたいというふうに感じておりますが、待機

になると実際的にはやはりそういう保育が少し長くなると。ただそれはお子さんにと

っては、そういうことができるのであれば、かえっていいのかなと思いますが、この

辺の小さな会社等についての育休をとる難しさというのも、現実にはありますが、こ

のゼロ歳が４０人も大玉村であるというのは、二本松、本宮等と比較すると、ちょっ

と異例の多さということになります。その分、保母の人数が欲しくなるという状況で

ございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 今、村長さんからゼロ歳児が多いということは、これは確かに大玉

村は子育てしやすい村なんですよ。ですから若い人たちが住んでいてくれるんですよ。
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それを待機させたりそういうことのないように、しっかりと村政の執行に当たってい

ただきたいと思います。 

   今の答弁によりますと、待機児童があるようであります。しかし考えてみますと、

県内のほとんどの自治体は子どもの減少傾向にありますが、大玉村においては誇れる

ことであります。待機児童をなくすことは住民に寄り添った村政だと思います。急を

要することでありますので、その解消をしっかりとよろしくお願いしたいと思います。 

   ４番目に移ります。 

   ２８年度に向けた子育てに対する取り組みについて、施策と具体的な実行策につい

て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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   ２８年度に向けた取り組みということでございますけれども、今ほどお話ありまし

たとおり、保育士の確保について最優先というような形で取り組んでまいりたいとい

うふうに考えておりますけれども、それにつけましても、保育士の待遇の改善等、

２８年度に実施してまいりたいというふうに考えております。 

   また、大玉村の保育所以外の保育施設を利用した場合、上限はあるというふうにな

りますけれども、一部助成を行っ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。できるだけ待機の解消に向けて努力してまいりたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） よろしくお願いします。 

   それで最後になりますが、こんなことを話してよいのかわかりませんが、村民の声

として、また、私の胸にしまっておきたくはないのですが、お話しします。 

   名倉山登山道、そしてまた、民報の金ばれん受賞、そしてマチュピチュ友好都市締

結など、これはやって悪いとは言いませんが、今すぐ目の前のやらなければならない

道路除染、そして待機児童の解消など、これらのことをしっかり取り組んでもらうこ

とを切に望んで、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。 

   ここで休憩のため、暫時休議いたします。再開は午後２時３５分といたします。 

（午後２時１６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開します。 

（午後２時３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ３番本多保夫君より通告ありました「大玉村の遺跡管理について」

ほか２件の質問を許します。３番。 
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○３番（本多保夫） ３番本多保夫でございます。さきに通告いたしました３件につきま

して議長の許可を得ましたので、これより質問させていただきます。 

   まず最初に、村の遺跡管理ということでございまして、村にはこの地図そのものに、

遺跡の場所、数等が記載されているかとは思いますが、この全体数及び県からの指定、

または村の指定等々があるかとは思います。その数とその管理状況、誰が管理をして

いるのか。その辺をお示し願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   村内には遺跡地図に記載のある、いわゆる遺跡、あるいは古墳など埋蔵文化財包蔵

地、これが９２カ所存在してございます。そのうち、県指定の文化財につきましては

２カ所、村指定文化財は１カ所の指定でございます。 

   また、埋蔵文化財包蔵地の管理につきましては、これらの場所に古墳や遺跡などが

存在するというふうなことが考えられる場所、その場所に影響を及ぼすようなおそれ

のある開発、そういったものが計画がある場合に、その遺跡の範囲や、あるいは遺物

等確認のための調査を行い、その記録保存をするということで行っております。 

   また、県及び村指定の古墳につきましては、その土地の所有者、あるいは地域の保

存管理団体、こういったところに草刈りや除草の管理の委託、これらを委託して行っ

ているところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   遺跡というものは、大体村内ですと農地の下にあるのが主かと思っています。古墳

につきましては、地上に出て盛り上がっているような状況にあるものが、古墳かとは

思っておるところでございます。 

   そういう観点からいきまして、大山１１区にあります傾城壇古墳、大山１２区につ

きましては、金山古墳及び二子塚古墳等があるかと思います。 

   これは村にある直売所から行けば、徒歩でも１５分、２０分で行けるルート上にあ

るわけでありまして、この古墳をうまく利用いたしまして教育的観光ルートとして整

備をすれば、一つの観光資源として活用できるのではないかと。直売所には年間約

１０万人程度のレジ通過者がいます。実質的には十何万人と恐らくなるはずでござい

ますので、その数をうまく利用して、お互いに大玉村の歴史を知っていただく、直売

所を利用していただく、そういった観点からこれをうまく活用できないかどうか、お

伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんに、観光の観点からの答弁をさせていただき

ます。 

   村では、ふれあい広場のほうに、現在大玉村観光ガイドマップということで看板を

設置するということで、今整備を進めているところでございます。今お話にあったと
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おり、直売所にはかなりの人が集まりますので、そういったところで情報の発信、観

光の発信を図っていきたいというふうに考えております。 

   また、今ほどご質問ありました古墳に関しての、観光資源として利用してはどうか

という案でございますが、村としてもそんなに観光資源が多くございませんので、そ

ういったものを活用すべきと考えております。費用も多くかけなくても、健康増進で

あったり、そういった文化を勉強するというような意味からも、今後、関係部署と協

議して調整し、進めてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   前向きにその考えを持っていくということで、大変ありがたく感じるところでござ

います。が、現在ある古墳、状況を見ますと、１１区にございます傾城壇古墳につい

ては案内板も何もないと。単なる木柱といいますかね、大玉村教育委員会と、傾城壇

古墳と書いたのみという状況で、いわれとかそういったものは何も記載されていない

というのが現状であります。 

   また、大山１２区につきましての金山古墳、これは一切全く何もないと。明記も何

もされていないと。外からちょっと見た感じでは、古墳とわからないのではないかな

という面もございます。 

   また、すぐ近くに、隣には新しい家が今現在新築中であると。これは農地法からい

くと許可できる範囲内のところにありますから、これはやむを得ないと思います。 

   二子塚古墳のところには、案内板等立っております。村指定、県指定というものが

立っておりまして、内容的にもいろいろと明記されております。明記されてはおりま

すが、古墳そのものが荒れているような状態、木が伸び放題、隣の農地には迷惑がか

かるような背丈まで伸びまして、行く行くは日照権とかそういったものに影響してく

るような状況下にあるわけでありまして、それで先ほど管理は誰が行っているんだと

いう質問をさせていただいたわけでございます。 

   そういった観点から、もう少し真剣に管理をしていかなければ、単なる名前だけの

古墳になってしまうと、せっかく大玉の歴史を語っているわけですから、その文化財

を守るということが大事ではないかなと、このように考えておるところでございます。 

   ただ、古墳も底地は個人所有のものとなっているかとは思いますので、この指導も

なかなか大変かとは思いますが、例えば県、村が指定したのであれば、それなりの指

導はするべきであって、もし可能であれば、村が所有権をいただくような状況に持っ

ていくと、村が管理をするんだと、それが村の歴史を守るということではないかなと

考えております。 

   これから、所有できるのであれば村の管理地とすべきと考えますが、教育長はこの

辺はどのように考えているか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ３番議員さんにお答えいたします。 
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   大玉村の大変大きな財産、その一つが古墳であるというふうに捉えております。今

３番議員さんからご指摘がありましたように、非常に価値のある古墳がたくさんあり

ます。 

   観光という視点と文化財保護という視点が必ずしも一致するとは認識していません

けれども、非常に大事な視点だと思いますので、その保護、あるいはまた活用につい

て現在、歴史文化基本構想ということで、大玉のストーリー、歴史をそういったこと

でまとめるというようなことを今進めております。 

   それからもう一つ、大玉について、歴史、文化、それから自然、そういったことを

トータルというか、大きくくくりまして、おおたま学というようなことについて、こ

れから進めていきたいというふうに考えています。 

   そういった中に含めて、今３番議員さんからご指摘がありました貴重なご提言、そ

んなことについても前向きに受けとめていきたいと、そんなふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   先生方も大変かとは思いますが、子どもたちに村の歴史なども教えていくことも、

これ大変重要であって大事なことではなかろうかと考えるところでございます。 

   次に、２番目といたしまして、東日本大震災による東京電力の原発事故がありまし

た。これにつきまして、２点ほど質問したいと思います。 

   １番といたしまして、事故後の除染関係でありますが、どの程度完了しているのか。

また、今後どこをどのような形で除染を考えるか。 

   村の住宅関係はほほ完了していると、先ほど２番議員さんの質問の中にも回答がご

ざいました。例えば、里山、農地、農業用用水、排水、森林、先ほど２番議員さんに

里山と森林関係につきましては答えが得ていますので、この点は省いてもらって結構

でございますので、そのほかに、村には多く点在していると思いますが、農業用の個

人のため池、この辺の除染関係はどうなっているのか。その辺をお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   住宅除染の件数等については、先ほど来申し上げてきております。全体的には住宅、

人が住んでいる住宅、納屋等も含めて、ほぼ完了しているということを答弁してきて

おりますが、それにあわせて、住宅に隣接するいわゆる生活圏森林、敷地境界から

２０メートルの範囲についても、ほぼ行ってきているということでございます。 

   あと、もちろん小・中学校、集会所等の公共施設、それから防火水槽、これらにつ

いても発注を行い、既に除染は済んでおりまして、おおむね人が毎日利用する箇所に

ついては、除染は完了に近づいているのかなというふうに考えております。 

   農地除染については、一般の住宅除染とは手法が違いまして、放射性物質の吸収抑

制対策ということを中心に行ってきまして、これらについてはベクレルで９７ヘクタ

ールほどについては進行、そして塩化カリウムの散布等々による吸収抑制対策を全農

地でやってきておりますので、除染サイドの認識からすれば、農地除染については完
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了というふうに認識しております。 

   農業用用排水に関してでございます。これにつきましては土地改良区に事業委託を

行いまして、必要な路線の除染については完了したというふうに認識しております。 

   それから、農業用のため池に関する質問でございますが、これは現在１２カ所の、

規模の比較的大きい、土地改良区等が管理しているため池については調査を行ってい

ると。調査結果は間もなく出てくるわけですけれども、この除染については、国とし

ては、いわゆる除染対策交付金の範疇にないというのが環境省でございまして、農林

サイドのいわゆる帰還加速化事業、皆さんが安心してそこで生活できるようにという

意味の補助事業で対応しようというふうになっていまして、これについても市町村か

らは、それはおかしいという議論が以前から上がっていまして、ようやく環境省のほ

うも、底地の、いわゆる底湿土の放射性物質除去、攪拌吸引という方法で取って、分

岐をして、放射性物質が付着した泥については吸い上げる。それらが池の堤体に上が

って、その後仮置き場に搬出できるかどうかというのが、今まで非常に問題になって

いました。これらについては搬出をするということに関して、環境省も除染対策交付

金事業で認めるということになっておりまして、これらについては除染の対象経費に

含まれるということなので、調査を踏まえ、ため池の管理者と協議して除染すべき箇

所を決めていきたいと、このように考えております。 

   個人所有のため池等については、今現在相当、場所によっては数多くあると思いま

すが、そもそもなかなか除染の対象にしてこられなかったということもあって、放射

性物質の排水中に含まれる濃度等々を考慮してやるべきところもあるかと思いますが、

今現在は対象にはしていないということでございます。 

   それから、それらの経緯を踏まえた今後の除染についてでございます。 

   住宅除染に関しましては、不同意住宅等で希望があれば、平成２８年度において実

施していきたいというふうに思っています。これについても、国は平成２９年の３月

をもって除染作業は終了したいということを、福島県及び市町村に打診、打診という

かそういう方針を示しています。したがいまして、住宅除染については、先ほど来か

らお答えしているとおりほぼ完了という認識ではいますけれども、今後漏れてはなら

ないということがあるので、４月以降、今まで不同意ではあったがやっぱりやるとい

うような方が今後取り残されないように、６月くらいをめどに広報をやって、除染の

希望をとって対応していきたいというふうに思っています。 

   それから、大規模商業施設についても、本年度未実施のところがございましたので、

これらについては当初予算でもお示ししておりますが、２８年度において実施してま

いりたいというふうに思います。 

   道路除染についても、同じような除染ということから２７年度調査に基づきまして、

２８年度において実施してまいりたいというふうに思っています。 

   当初予算では全ての延長を確保しておりませんので、今後、除染の実施設計等々を

組みながら、総体的に全てカバーできる予算を、今後補正予算等も含め確保してまい

り、道路除染についても２９年３月、これまでに発注はしたいというふうに思ってお
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ります。 

   それから、里山森林除染についてですけれども、現在まで住宅に接続する生活圏森

林については、ほぼ住宅除染と同じ数こなしてきましたが、里山除染については先ほ

ど来もお答えしてきましたが、国のプロジェクトチーム、これが３月１１日に一応の

方針を示すというふうなことが伝わってきております。これらの方針を踏まえて計画

を作成してまいりたいというふうに思っています。 

   それから、森林、先ほどもございましたが、森林再生事業との連携というのは非常

に大きいと思います。そういう点では、農林サイドの森林林業再生事業との連携も踏

まえて計画をつくっていく必要があるのではないかというふうに思っています。 

   道路除染計画路線については、通学道路、生活道路、１０８キロを設定してやって

いきたいと、このように考えております。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 親切丁寧な答弁、大変ありがとうございます。 

   防火用水２４カ所については除染作業を行ったと。農業用用水、個人的なものは補

助金が出ないからやらないというように聞こえますが、そうではなくて、あくまでも

農業用に使う水を、天水場であったり、山から来る水を利用して農業をやっているわ

けですから、むしろ優先的にやるのが筋かとは思いますが、今の答弁ですと、やらな

いとは言っていませんが、時間がかかるだろうと。 

   これは村が率先して、村からのお金でやっても決して不思議ではないのではないか

というふうに考えておるところでございますので、関係機関に強く働きかけていただ

いて、ぜひ個人的な所有のため池の除染にもやっていただければと、このように考え

ますので、よろしくお願いいたします。 

   次に、２番目でございますが、原発事故後は山菜、山のキノコは出荷制限をされて

いるところでありますが、これに対して村として独自に検査をしているのか。県から

の通達のみなのか。 

   また、原木シイタケなどをやっていた農家の方もございます。これもやはり出荷制

限されている状況下で、恐らく今はつくっても売れない、出せないということですか

ら、つくっている農家は恐らくゼロに等しいかと思いますが、その原木そのものの木、

皮、これは村そのもので検査実施をしているのかどうか。 

   また、そういった観点から、村は今後の解除に向けた取り組みをどのように行って

いく考えか、お聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   村独自での検査は、現在のところ実施しておりません。野生のキノコや山菜につい

て出荷する場合につきましては、県北農林事務所の生産者台帳に登録し、モニタリン

グ検査を行いまして、安全が確認されてから出荷可能というような、今はそのような

手続となっております。 

   政府は、野生キノコから食品衛生法の基準を超える放射性セシウムが検出された場
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合、採取された市町村の野生キノコ全てを出荷制限の対象とするということになって

ございますので、例えば大玉村から誰かがとった野生キノコからセシウムが基準値以

上検出されれば、大玉村が出荷停止ということになります。 

   林野庁におきましては、３年続けて基準値以下だった品目に限り解除するというよ

うな方針がございます。これ、３年という、ちょっと長い期間がかかります。 

   まず、ステップ１としまして、１年目に山林に定点５地点、５つの地点、それから

５検体以上を選定し、放射性セシウムなどを測定します。それが低水準、基準値の

２分の１以下で下回るような傾向がなった場合、これがまず１年目。 

   ２年目も、同じく定点５地点で５検体以上で調査を継続して、放射性セシウム濃度

を測定して、基準の２分の１以下であれば２年目クリアと。 

   ３年目、これはステップ２番目になるんですが、３年目に今度は出荷制限解除に向

けた詳細検査としまして、モニタリング検査を含めて６０検体採取をしてセシウム濃

度を測定、全て基準値以下だった場合は出荷を解除というような長い手順が、国のほ

うでは野生のキノコについては設定しているというような状況でございます。 

   県内では西会津とか会津美里、そちらのほうは２年目を今やっとクリアしたという

ことで、３年目クリアになればそちらのほうは解除になる。これは、市町村名を挙げ

ていいかどうかわからないんですが、県外の野生のマツタケを、出荷制限の解除を目

指して検査を受けましたが、１年目で５検体を基準クリアしたんですが、２年目の検

体で５検体のうち３地点で残念ながら数値を超えたということで、もう一回１年目に

戻っての検査ということなんですよ。その時点からまた３年ではなくて、もう一回ま

たもとに戻って、１年、２年、３年ということなので、２年目になってだめになれば、

全部で５年かかってしまうというようなことになります。野生のキノコについては、

こういった長い期間が必要になる。 

   それから、ほだ木等の栽培に関して出荷する場合については、県による２つの検査

を受けるということになってございます。これはまたちょっと細かいので、詳細につ

いては課長のほうから説明していただきたいと思いますが、原木の採取の場所とか、

そういうところによってセシウムの含有量がやっぱりまばらでございます。皆同じで

はありませんので、その場所とか生産管理とか、そういったものでかなり影響される

ので、県内のシイタケの原木の栽培の出荷については、市町村一律の出荷制限ではな

く、生産者単位での出荷制限をするというようなことになってございます。 

   村内でも２名の方だと思うんですけれども、ちょっと正確にはわからないんですが、

その２名の方が今現在、県の検査をクリアして出荷しているというような状況でござ

います。 

   こういう状況なので、例えば村全部で解除してもらって、誰でも原木シイタケをつ

くって出すというわけにはちょっといきませんので、大変生産者にはご迷惑をおかけ

しますが、こういった検査内容でやるということなので、県の検査の細かい部分につ

いては課長のほうから答弁しますので、よろしくお願いします。 

○産業課長（菊地 健） ３番議員さんにお答えさせていただきます。 
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   今の、いわゆる栽培キノコについての件でございます。それにつきましては、検査

の中身でございますが、まずほだ木、これの検査を受ける必要がございます。生産資

材の検査でキノコの原木、いわゆるほだ木ですね。これについては５０ベクレル以下

であることが条件だと。あと菌床、または菌床用培地、これは２００ベクレル以下の

基準値を下回っているかというものが条件になります。また、そこから栽培された、

今度キノコの検査で、食品の基準値である１００ベクレル以下であることが要件とな

ってございます。 

   １つ目のその生産資材の検査、これにつきましては原木ほだ木で３本以上からおが

粉をつくりまして、１キログラムを準備すると。菌床につきましては、菌床３個以上

を混ぜまして、１キロ抽出したものを準備すると。こういったものを準備して検査を

受ける必要がある。これについては、先ほどお話しした原木で５０ベクレル以下、菌

床であれば２００ベクレル以下、この資材を用いなければならないというふうになり

ます。 

   県の話でありますと、県内産の原木ほだ木、これとして利用できるものは西会津町

のほんの一部、あとは南会津の一部分しかないということでございます。いずれにし

ても、県外産の原木でも県内産の原木でありましても、生産出荷者、こういった方が

検査を受けまして、５０ベクレル以下であることが確認されなければ出荷ができない

ということになっているようでございます。 

   また福島県だけ、また近隣だけの検査なのかということでございますが、基本的に

は長野県から東日本の地域にあっては、全て検査を受けなければ原木として出荷でき

ないというふうになっているようでございます。 

   村内産の原木を使用する場合にありましても、基本的には３本の木を切り倒しまし

て１キロのおが粉をつくると。県の検査を受けまして、５０ベクレル以下であること

を確認した上であれば、栽培してできたキノコと、いわゆるそのほだ木とか、それを

検査して、クリアすればできるという内容になってございます。 

   また、先ほど部長からも話したとおり、市町村一律で出荷解除というわけにはいき

ません。当然、生産の条件にもよります。そういったこともありますので、基本的に

現在は生産者単位での解除となっておりまして、新聞等でもご承知かと思いますが、

伊達市の３農家と新地町の１農家、これは大規模にやっているキノコ農家でございま

すが、基準値を下回って出荷できるようになっているというふうなことは新聞等で報

道されている状況でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   当村においても、立派な非破壊型の線量測定器がございます。県そのものではなく

村独自で検査して、その資料を持っているのも多いのではないかなと。全てが補助金

もらえないからやらないとか、そういう問題ではなく、村独自の検査体制をしいて、

そのデータを保持すると。していれば、解除に向けた仕事がやりやすくなってくるの
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ではないかと思うところでございます。そういう観点から、線量低減に向けた努力を、

なお一層お願いいたしまして、３番目に入らせていただきたいと思います。 

   ３番目として、名倉山の登山道整備についてでございますが、今年は雪も少なく暖

冬でございました。村民も大分期待したところの名倉山登山道、村長初め大分力を入

れたわけでございますが、この私が一般質問を出す間に、まだ仕事をやられた形跡が

見られないと。これはどういうことを示しているのか。 

   ただ、仕事を発注するに当たっては、工期というものがあるはずでございますので、

通常であれば３月の中旬ごろが普通なのかなと。まだ３月の中旬になってございませ

んので、これからできるのかもわかりませんが、普通に考えれば、到底無理な話でご

ざいます。発注に当たっての、何か無理にとか、そういったもろもろのことがあった

のかどうか。もし今仕事をやっている状況であれば、今の進捗状況をお伺いしたいと

思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   今の名倉山登山道整備工事につきましては、確かに現場のほう、なかなか進んでい

ないと。今、議員さんもご存じのとおり、大分傾斜が急であるということで、発注時

期が冬期間であったということもあり、今しみ上がり等がありまして、機械のほう、

なかなか安全に施工できないということで、業者のほうからも相談がございまして、

当然安全確保して事故等を起こさないで工事してもらうのがまず一番でございますの

で、安全が図られるような状況できちんとやってくれということで、村のほうでもい

ろいろ協議を重ねました。 

   その結果、やはり３月中にはどうしても工事完成する見込みが難しいということで

ございますので、今回は繰り越し事業ということで、繰り越して条件のいいときに安

全に作業のほうを進めていただくということで考えてございます。 

   なお、細かい部分については（不規則発言あり）事情はそういった事情でございま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） もっともな答弁かとは思いますが、冬は寒く、しみるのは、これは

当たり前なんです。でも発注時期を考えれば、この事業をあの時点で発注すべきなの

か。２８年度に繰り越すことはできなかったのか。結局は、まだできていないという

ことなので、２８年度の事業としても十二分に間に合うと。本当にやるんであれば。

まあ発注したからこれはやるんでしょうけれども、それにつけても看板一つ出ていな

いと。私もお山のほうに何回か行きました。地元の人たちからも、どうなっているん

ですかという話をいただきましたので、行かざるを得ないので行って見てきましたけ

れども、全くやっていないと。そういう指導でいいのかどうか。その辺をお伺いしま

す。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんに再度お答えいたします。 
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   発注につきましては、当然あの冬期間の発注ということで、業者のほうでもそれを

ある程度理解の上に、当然入札に参加してくれたというふうに認識しております。 

   ただ、やはりどうしても急傾斜地であったというのと、向きがどうしても南向きの

部分がないので、なかなか思った以上に工事が進まないというような状況でした。 

   当然、繰り越しではなく、２８年度に当初発注でもよかったんじゃないかというよ

うなご質問でございますが、村としましては、一日も早く完成させたい、４月になっ

てから発注といいますと手続等で５月近くになってしまうと、当然完成するのが６月、

７月ということで、議員さんがその質問書にも書いてあるとおり、早くみんな完成を

願っているということでございますので、村としましては３月に何とか完成させたい

という気持ちで発注したんですが、なかなかその思うとおりにはいかなかったという

ことで、それにつきましても４月、ずっとこう継続して工事は進捗していきますので、

一日も早い完成を、事故のない工事を施工していただくよう、村のほうでもきちんと

管理して進めていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   この名倉山登山道、多くの村民の方々が期待を持っておるわけですから、その期待

と夢を裏切らないように、適切な行政の立場として指導をお願いいたしまして、これ

をもって私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、３番本多保夫君の一般質問を打ち切ります。 

   次に、４番鈴木康広君より通告ありました「子育て世代の生活の困窮者に村はどの

ように対応するのか」ほか１件の質問を許します。４番。 

○４番（鈴木康広） ４番鈴木康広です。議長の許可を得ましたので、通告による「子育

て世代の生活の困窮に村はどのように対応するのか」ほか１件の質問を行います。 

   震災から５年が過ぎようとしています。しかし、福島の復興はまだまだ道半ばと言

えます。今現在、日本経済はアベノミクスなどの経過で少しずつ回復に向かいつつあ

るといわれていますが、回復というのは、やはり大企業や大都市でその兆しが見受け

られるかもしれませんが、中小企業や地方には、まだまだそういうふうなものを実感

できるところはないのではないかと思っております。 

   大都市部と地方での経済の格差というか、地域格差というのが、最近強く、今後そ

ういうものを多く強く感じるような時期に来ているのかと感じられているところでご

ざいます。 

   格差といえば、実は世帯ごとの経済力の差によって拡大している。俗にいう貧困率

の上昇というものが、昨今社会問題とされています。 

   大玉村は、他地域に比べて平均給与が高いとはいえないのではないかと思っており

ます、特別。ただ、昔ながらの親戚とか縁者の助け合いという形によって、かえって

都市部のような深刻な貧困というものの発生は少ないのではないかというふうに感じ

ています。 

   では、実際にその生活保護という制度、こういうものについてどういうような状況
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か。大玉村の生活保護世帯の、その数と割合、それが他の地域、都市部とか郡部と比

べてどうか。それにもし違いがあるとすれば、その要因はどういうものと考えられる

か、お伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ４番議員さんにお答えします。 

   大玉村の生活保護世帯数と割合、他の地域と比べてどうかというようなご質問でご

ざいますけれども、大玉村における生活保護世帯数は、２月末現在で２０世帯、

２９人となっております。 

   ただ、この２０世帯のうち３世帯、３人につきましては、他市町村の施設に入居し

ているというような状況でございまして、世帯数でその割合は０．７６％というよう

な数字になっております。 

   ただ、他の地域はどうだという部分で、資料がちょっと少ないのであれなんですけ

れども、県北保健福祉事務所管内、大玉村に福祉事務所がございませんので、生活保

護の担当は県北保健福祉事務所になるわけですけれども、桑折町、国見町、川俣町、

大玉村が県北福祉事務所のほうで担当になるわけですけれども、そちら他町村から比

較すると、割合は低いというような状況でございますが、ただ極端な差があるという

わけではございませんが、この要因と考えられるのは母子世帯、大玉村は他町村に比

べれば少ないのが要因ではないかというふうに考えております。 

   ちなみに、母子家庭は大玉村、７４世帯ほどございますけれども、そのようなこと

が要因かと考えております。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   要因としては簡単にはわかり得ないという内容かと思いました。 

   実際に大玉村については数字、その差、優位性があるかないかというのはちょっと

と難しいかもしれないが、今現在はやっぱりほかに比べると少ないということ自体は、

少なくとも多いよりかはこれ絶対いいことだと思いますので、自分の思いが確認でき

たかと思いました。 

   では、子育て中の生活保護世帯というものが今あるかないかについて、質問したい

と思います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ４番議員さんにお答えします。 

   子育て中の生活保護世帯はあるかというようなことですが、実は生活保護、今年に

入りまして１月の、母子家庭１件、生活保護申請された世帯がありますけれども、そ

ちらの１世帯、高校３年生、３月に上の長女が卒業されましたけれども、あと高校

２年、小学５年生というような世帯が、１世帯となっております。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 
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○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   子育て中という意味でいうと１世帯のみということで、実際に子育てされているの

は実に一番お金がかかる。あと、実際にその子どもたちが進学するにしても何にして

も、どうしても要するにお金が必要だとされているということであれば、一番周りか

ら気を使う、気を使うというか、見ていただいて、必要な援助等が必要な世帯ではな

いかと思います。 

   今その生活保護の基準、多分生活保護についてはこういう場合について該当する基

準とか等もあると思うんですが、そのほかにも、生活福祉資金を貸し付けると、など

についても何かあるというふうに伺っております。 

   そこら辺のその制度の利用、利用できるものについては、どのような世帯が、低所

得世帯が利用できるか、またそういうものについて村内で利用している世帯数等を把

握しているかどうか、伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ４番議員さんにお答えします。 

   生活福祉資金の貸し付け制度の関係ですけれども、こちらの取り扱いの窓口は、一

応社会福祉協議会のほうになっております。それで、生活福祉資金が利用できる世帯

で、低所得世帯は、１カ月の世帯収入が生活保護法に基づく生活扶助基準額の

１．７倍以下の世帯になります。こちらの生活福祉資金の利用できる世帯ですね。 

   生活扶助基準額は、生活保護法に基づきまして、その地域によって地域ごとに設定

されております。例えば大玉村ですと、６０歳、５５歳、例えば３０歳の３人暮らし

の世帯であれば、低所得基準額というのは、生活保護基準の１．７倍ということで、

２４万１，７３０円というような金額になります。 

   もし、その中に例えば障害の手帳等を持っている人がいる場合や高齢者がいる世帯

等においては、生活扶助額の２倍がその額というようなことで、若干基準額が緩和さ

れるというような状況になっております。 

   低所得だからそれだけで利用できるという制度ではございませんで、他制度を優先

で、例えば日本学生支援機構や日本政策金融公庫等での貸し付け機関で貸し付けられ

る場合は、そちらを利用していただく。それでも資金が不足するというような場合は

貸し付けが、こちらの利用ができるというような、そういう制度でございます。 

   それで、該当世帯数は把握しているのかというような部分でございますけれども、

教育委員会での準要保護世帯というのは２０世帯で、児童・生徒で３０人ほどいるよ

うでございます。 

   また、先ほども申し上げましたが、母子世帯が７４世帯というようなことでござい

ますので、それらがこちらで該当世帯というふうに、大きな意味では捉えられるのか

なというふうに考えておるところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 
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   金額にして大玉でいえば、今言った３人であれば約２４万円ということで、これは

多いのか少ないのか、なかなか難しいことがあるんですが、決してその、何というの

かな、２４万円という部分であれば、結構母子世帯とか、そういう形であれば、この

金額以下という人は相当数、もしくはそれ以外の世帯についてもいらっしゃるんじゃ

ないかと。 

   ただ、多分実際には大玉については、先ほど私が申し上げたように、お互い親戚等

との助け合いとかという形の中で、大変だったら一時的にじゃ、というふうな、その

形の中で、多分こういうふうな生活福祉資金などを利用しなくても何とかなっている

という人が多いのかと。 

   今、大玉村はどんどん外部から若い人たちが入ってきているという状況があります。

地域に親戚とか縁者がいない、いるにしても高齢のおじいちゃん、おばあちゃんがい

て大玉に来るとかという形で、経済的なつながり、地域とのつながりが決して強くな

い方も、今後ふえていくのではないかと思います。 

   そうすると、大玉の、今あるような大玉のお互いに助け合う、こういうようないい

風土によって保たれているそういう人たちの生活が、場合によっては大変厳しい世帯

も今後発生するおそれがあるのではないか。そういうことについても、将来への視点

の一つとして見た上で福祉政策、これを考えていく必要があるのかなと思って質問し

ております。 

   では、次の質問に移ります。 

   低所得世帯の子どもたち、今貧困の連鎖ということがよく言われて問題視されてい

ます。生活が苦しい世帯の子どもたちが、進学ができないことによって就業ができな

い。結果として貧困が連鎖してしまう。こういうものは避けなければいけない。教育

というのは誰もが平等に受ける権利がありますので、進学をしたいという意志のある、

学ぼうとする意志がある者が進学できないということがあってはいけないのではない

かと、強く思います。 

   その視点から、低所得世帯の子どもたちが進学をしたいというときに利用できるよ

うな教育支援資金、これは実はあの生活福祉資金の中にあるということなんですが、

どのような制度か。また、それは村内で利用の実績があるかどうかについても伺いた

いと思います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ４番議員さんにお答えします。 

   低所得世帯の子どもたちが進学に利用可能な教育支援資金、どんな制度かというご

質問と、村内での利用の状況というようなご質問でございますが、先ほども申しまし

たように、一応窓口は社会福祉協議会のほうになっております。それで、教育支援資

金につきましては、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学に就学するために必要

な経費を貸し付ける資金でございます。 

   対象となる世帯は低所得世帯ですが、まずは各学校で行っている奨学金、日本学生

支援機構の貸し付けに申し込んで、それでも不足する場合や貸し付けを断られた場合
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に、初めて利用できる資金となっております。 

   この教育支援資金の中には、資金の種類として２つあります。 

   教育支援費は、授業料、参考書・学用品代、交通費、賃貸アパートの家賃等の就学

に必要な経費で、高等学校では月額３万５，０００円、あと高等専門学校、短大につ

きましては月額６万円、大学は月額６万５，０００円。 

   就学支度費は、入学金、制服、教科書等の、入学時に学校に納入する経費で、こち

らは学校の区別なく５０万円以内というふうになっております。 

   なお、今年の２月１日から借り入れ申込者が大学等で一定のスキルが得られる学校

への就学に際しましては、教育支援費を１．５倍の額まで借り受けが可能となってお

ります。 

   また、村内での利用の状況でございますが、延べ人数で７人の方が利用されていま

す。実利用者としては６人になります。１人は、高校進学時と大学進学時の２回に分

けて利用しているというような状況になっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際にその制度、１つの面としては、今すぐ教育支援資金を借りるというわけじゃ

なくて、その前段階に学校の先生等がご案内してくれる日本学生支援機構の奨学金と

か、あと政策金融公庫等の借り入れとかというような、いろいろな手段等を使っても、

なかなかそれに該当しない、もしくは該当しても資金的に不足するなどという場合に

ついては、その次の段階として今言った教育支援資金というものが借りることができ

ると。 

   これについて、２月から１．５倍ということで、これは国自体が先ほど言った貧困

連鎖をとめるために、少なくとも進学を望む子どもたちが進学できる体制をとるため

の手だてとして、２月から実施されると。 

   これは、こういう内容を、もしかすると学校の先生が知っている情報、あと社会福

祉協議会が知っている情報という感じで、段階的にすみ分けがされているとは思うん

ですが、実際に多分こういう内容を知っている人がそんなに多くいることが、最終的

にそういう事態があった場合に、その子ども、その世帯に一番いい方法を説明して、

その方向に勧めてあげられるような手はずができるのかと思いますので、この資金に

ついては社会福祉協議会、それ以前の学生機構については学校の先生方、教育機関と

いう形なのかもしれないですが、という形ですみ分けはあるにしても、できるだけそ

ういうふうな情報をお互いに村内で共有することが必要じゃないかなと、ちょっと思

ってございます。 

   子育て支援には、今言った金銭面の支援と同時に、いろいろな悩みを相談したり、

情報を交換するということをやる気があることが必要であると思います。子育て先進

地域の大玉村として、魅力ある地域を維持発展するためには今後どうしていく必要が

あるか、その考えを村長に伺いたいと思います。 
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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） ４番議員さんにお答えいたします。 

   村では平成２１年から、大玉村養育支援連絡会を設置しております。それで個別の

支援を必要な子どもたち、家族に対して、保健とか福祉、また教育等の関係機関が連

携して、適切な支援を実施するための取り組みを行っているところであります。ちな

みに本年度は、２１人の児童・生徒に対して検討会を３回ほど実施しております。 

   今後、さまざまなサービスの提供という観点から、保護者の就労形態の多様化、あ

るいは病後児の保育、それから夜間保育、休日保育等、将来的な検討、それから社会

福祉協議会と連携しながら、保育ママのグループであるとかファミリーサポートであ

るとか、そういった民間型の保育サービス、そういったものも充実させていかなけれ

ばならないというふうに考えております。 

   また、障害児の保育所での受け入れ等、そういったサービスも今後検討していきた

いというふうに考えているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   大玉のほうの子育て支援が、他市町村に先駆けて行われ、今でも先進地域として、

今後もその状況は維持していくと、きょう村長からの答弁が何度もあるということで、

全ての村民の要望を、全て聞くことが多分いいことでは必ずしもないとは思うんです

が、その中でできることをやっていくということをしていただきたいと思っておりま

す。 

   これで、この質問については終わりまして、次の質問。 

   除染等の公共事業の終了により、村内の土木建設事業の事業者の業務内容、影響は

あるかという質問に移りたいと思います。 

   過去５年間の村の公共事業、除染を含んだ形での発注高の金額等も含めた推移、こ

れは大きなものというか、全てするわけではないんですが、どういうふうになってい

るか。また、村内企業での受注高について伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   過去５年ということでございますので、２３年度からの発注高、それから村内業者

の受注高、順番に申し上げます。 

   万単位以下はちょっと省略させてもらいますので、２３年度の発注高につきまして

は２億９，６７０万、うち村内業者受注額が２億５，３９０万。受注率にしまして

８５．６％という形になります。除染の事業費の割合は８．３％でございます。 

   続きまして、２４年発注高でございます。１８億７，５４０万、うち村内業者受注

額が１８億７，５３０万。受注率が９９．９％。除染事業費の割合は９０．５％にな

ります。 

   ２５年度発注高、２０億１，５１０万円、うち村内業者受注高は同額であり、一応
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１００％、村内業者が受注しております。除染事業費の割合は８５．４％になります。 

   ２６年度の発注高でございます。５億７，９３０万、うち村内業者受注額が５億

７，７８０万。受注率は９９．７％。除染の事業費が２５．０％。 

   ２７年度の発注高になります。４億２，１７０万、うち村内業者受注額が４億

２，１６０万。受注率は９９．９％。除染の事業費の割合が６８．７％になります。 

   発注高の推移としまして、２３年度を１００と仮定した場合に、２４年度が

６３２％、平成２５年度が６７９％、２６年度が１９５％、２７年度が１４２％の推

移となります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   非常にわかりやすい数字のほうの内容を教えていただきました。２３年に比べると

約６倍から７倍に一気にふえて、その後、２倍程度の、要するに発注高があると。 

   ということは、それだけの事業を、少ないときは村内で１００％を切っているとき

もあるんですが、ほぼ１００％に近い形、村内でその事業を行わせていると。村内の

土木関係のそういう形の事業者は、それを生活に一番大切で、一番早くやらなくちゃ

いけない、生命にかかわるような除染事業を村の要望によっていち早く実施して、実

際に今大玉のほうにおいては、ほぼ住宅除染については終わるという、いち早くその

完了を迎えようとしているということで、これは大変すばらしいことじゃないかと思

います。 

   ただ、ある面でいいますと、これだけの大きな金額の差があるということは、それ

を受注した企業等においては、当然設備とか人員についてどうなのかという心配をさ

れる部分もあるのではないかと。 

   あと、当然公共事業というものについては、普通は道路整備とか環境の改善という

形で、社会資本整備というものが普通は行われる形が多いです。除染は、これはまた

別なんですが、そうなるとその社会資本整備であれば、人口がそれによってふえると

か、もしくは地価が上昇するとかという形で、最終的に税金等、要するに税収等には

ね返ってきて、今言った公共事業の出した分は長期的には返ってくることが当然見込

まれるということ。 

   ただ、除染についてはもともと、少なくとも大玉の誰も悪くはないんですが、マイ

ナスの遺産を急に預けられて、それをゼロにするためにやっている事業で、まだこれ

はゼロには戻っていない。やっと住宅除染が今終わろうとしていて、その出たものを

これから移送するとか、道路もありました、あと森林もあります。まだゼロにはなっ

ていないんですが、そういうものを戻そうという努力を今続けていることでありま

す。 

   これは本当に生活の中で、生命にかかわる、安全にかかわる重要な事故で、これが

この大玉の経済とか地域に与えた影響は、非常にこの数字を見ても大きいのではない

と思います。 
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   そういう観点から、除染事業等の影響で実施がおくれた、村の除染以外の公共事業

等があれば。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   確かに除染事業、大分事業費も大きく推移しているということが先ほどの数字でも

おわかりだと思います。これは大玉村だけに限ったことではございませんし、他の市

町村も同じということでございます。ただし、村の場合は極力村内の業者で頑張って

もらったという経緯もございます。 

   それについて、ほかの公共事業、道路舗装工事、改修工事等あわせて実施してきて

おりますが、今のところ、その影響によるおくれというものは特にございません。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今のところ、ほかの公共事業等についてのおくれというものはないというお返事を

いただきました。これは村内の業者のほう、もしくはその発注元のほうで、できるだ

け調整、調整というのは変ですが、優先順位を決めて出したことが、この形につなが

っているのかと思っております。 

   逆にいいますと、今、住宅除染が一つの段落、一段落を迎えたということは、今ま

で、より地域で必要としていた生活道路とか、もしくは村内の公共施設とか、そうい

うものを発注してもそれを受けるだけの余力が、当然村内企業には十分あるのかとい

うことも考えられるのかと思います。 

   であれば、もともと公共事業というのは村民への投資という形で考えれば、今後の

公共事業、生活道路や公共施設の発注の見通しをどういうように考えているか、伺い

たいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   今後の見通しにつきましては、計画的に国庫の交付金、補助金等を活用して、要望

されている路線がございますので、それらを財政と協議しながら大きな負担にならな

いように、これからは新設の道路ですか、道路関係維持事業改良工事を行っていきた

いというふうに考えてございますが、先ほども数字のほうで申し上げましたけれども、

２３年度の原発前にだんだん戻ってきているというような状況でございますので、で

きるだけ大きな変動のないように調整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） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今言ったように、村のほうの財政というものに限りがありまして、その優先順位が

あるということでございます。その中で、次の世代という形のものを豊かにするため
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の投資、それは可能であれば必ずそれはいろいろな形で、数年後にはむしろ先として

は戻ってくると思いますので、そういうものについては、もし可能であれば積極的な

対応をお願いしまして、私の質問を終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、４番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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といたします。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後４時といたします。 

（午後３時４５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後４時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ８番佐々木市夫君より通告ありました「大玉村の農業の現状と振興

策の考え」ほか１件の質問を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 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行います。 

   まず初めに、私は昨年の６月の定例会でも農業問題で今回と同様な質問をいたしま

した。現在でもなかなかその私の質問に対しての目的が理解されたと思っていません

し、その意味では、改めて、ダブるかもしれませんけれども、我が、政治的なこの活

動の理念でもあります農業問題、そしてその２番目に行います地域の活性化、地域お

こしなど今回も質問を進めてまいりますので、改めてよろしくお願いします。 

   以前にも申しましたけれども、私は農なくして国なし、いわゆる農業が滅びれば国

も危ういという信念を持っています。まして農業問題、いわゆる食料問題は命の安全

保障にかかわる重要な問題でもあります。 

   今国会でも以前から集団自衛権、さらにはこの国の安全保障の法制化の問題で盛ん

に議論が交わされており、先行きがいろいろ不透明でございます。国防意識そのもの

も大変重要なことでもありますが、それと同時に、食料の安全保障こそが大変重要な

問題でないかという認識が一方であります。 

   一方では、地方創生で地方の活性化、地方自治体の生き残りとか、都会から高齢者

の地方移動の問題がクローズアップされているが、私に言わせれば、前にも言ったと

思いますけれども、農業の再生こそが地方の再生、いわゆる、地方が生き残る策であ

ると考えております。特に、福島県は、同僚議員もおっしゃったとおり、間もなく

３月１１日で５年目を迎えようとしております現在、大震災、原発事故による甚大な

災害によって、いまだにその復興は道半ばであります。特に本年度からは、復興再生
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から復興創生への政策的節目の年という意味合いからも、再生でなくて創生、これに

大きな意味があると思います。我々も被害者意識から発展的な発想が必要であり、問

題意識の転換が重要と考えております。そのような観点から質問を進めてまいりま

す。 

   まず最初に、大玉村の農業の現状と振興策の考えについて伺います。 

   さきに、農家向けに実施いたしました、名前はちょっと違うかもしれませんけれど

も、農業経営の意向調査の調査結果について、改めてその内容と問題点、そして課題

などについてお伺いしたいと思います。それぞれいろいろ細かい質問が続きますので、

数字的に細かく説明していただくと大変時間的な課題もありますので、簡略に答弁し

ていただければ大変ありがたく、よろしくお願いしたいと思います。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   アンケートを実施しましたところ、１，２６４名中からのうち５１１名、回収率

４０％という回答提出がございました。 

   内容についてですが、後継者のめどはついているかという回答につきましては、

４割の方がついているという回答でございました。今後の経営をどうしていくかとい

う部分に関しましては、現状のままというのが８５．３％を占めておりまして、拡大

したいというのが５％にとどまりました。 

   また、回答者自身の経営は地域の中でどういう位置づけだと思うかという設問に対

しましては、担い手ではないというのが７２．６％、担い手もしくは将来担い手を目

指すという部分については約４分の１の２７．４％。 

   あと、自分が経営する５年後の農業という設問にあっては、一番回答の多かったの

が現状の維持、これが約半分です。５０．８％。あと、縮小、廃業という方も結構お

りまして、１７．３％の方が縮小、廃業をすると。我々が期待しておる農地の規模拡

大、これは一番少なくて２．８％。また、作業受託による規模拡大というのが約５％。

大体これが概要となってございます。 

   あと、問題点と課題ということでございますが、回収率４割でありますけれども、

この結果を見ますと、今後の経営につきましては、７割の農家が現状のまま、拡大し

たいと回答した農家については７％。あと自分の農業経営では地域の中でどういった

位置づけという部分では、７割が担い手でないと回答しまして、担い手もしくは担い

手を目指すが２７％でございました。 

   こういった部分からいたしますと、今後５年間を見ますと、七、八割の農家が担い

手ではないが自分がやるうちは現状維持と。拡大したいや担い手、もしくは将来の担

い手を目指すとした農家にありましても、農地の規模拡大と回答した農家よりも作業

受託による規模の拡大、あとは生産コストの低減、営農組織の結成とか複合化といっ

た回答をした農家が多かったという結果になってございます。 

   これにつきましては、農地を借りて経営するというよりも、米価下落等のリスクを
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回避するために、作業受託により規模拡大よりも農業経営の安定を目指すという中身

になっているのかなというふうに推測をしてございます。 

   また、農地を借りて経営する場合、営農組織を結成して生産コストを抑え、加えて

安定した経営をするために複合経営を取り入れるといった考え方が読み取れるもので

ございました。中でも経営について縮小したいというのが１割、５年後の農業につい

ては約２割の農家が縮小、廃業と回答しておりまして、担い手等への受委託がさらに

ふえるというふうに見てございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） わかりました。以前にこの調査結果については、私も資料はいた

だいております。問題は、既にもう農家の皆さんにフィードバックして報告があった

かもしれませんけれども、私、ちょっと存じていないので、その点失礼しますけれど

も、やはりその結果を受けてどのような形でこれからやっていくか、その辺は一番肝

心なことなので、まずは農家に対してそういうふうな結果報告までしているのかどう

かと。さらに今後どう生かすかについて改めてお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   フィードバックしているかというふうなご質問でございますが、現在、そこまでは

至っておりません。基本的にこの意向調査に関しましては、いわゆる人・農地プラン

を策定する上で、今の村内の農家の実態を調査するというのが一つの目的でございま

して、これらについて詳細にこういう状態ですよということは、今は考えておりませ

ん。 

   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。 

   詳細に報告しなくとも、概要は報告しないと、せっかくのアンケート調査は何のた

めにあるのですか、どういうふうに生かすのですかという視点からすれば、大変重要

なことなので、その辺は少し検討してほしいなと思っております。 

   ここから先は細かい数字になってくると思いますので、概要だけ話していただいて、

後から資料いただければありがたいということもつけ加えて、よろしくお願いしたい

と思います。 

   農家経営の現状という視点から、まず村全体に占める農家戸数の割合、及び専業農

家と兼業農家の比率は、さらにその経営面積や総生産額について。わかっていること

でしょうけれども、改めてできる範囲でお答えいただければと思います。 

   次に、将来的に持続的な農業経営を営むための特に大切な担い手、いわゆる先ほど

問題としてありましたその農業経営者の実態についても、あわせて伺います。 

   経営形態の現状や今後の方向性についての見解や政策的課題、いろいろとあります

けれども、できる範囲で簡略に説明していただければありがたいなと思っております
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ので、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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   経営の就業の実態について、村に占める農家戸数の割合につきましては、

２００８年１月末の世帯数２，６１５に対しまして、センサスの農家戸数６０４戸、

パーセントにしますと２３．１％になります。 

   それから、経営面積、生産額等でございますが、農家６０４戸のうち専業農家

９７戸、兼業農家は５０７ということで、面積につきましては、専業、兼業に分かれ

ている資料がございませんので、お答えできませんので、ご了解いただきたいと思い

ます。 

   生産額につきましては、２０１０年のセンサスの数字で申し上げますと、農産物販

売金額なしが６１戸、生産物販売が１００万円未満が２９７戸、１００万円から

５００万円未満が２１４戸、５００万円から１，０００万円未満が１８戸。

１，０００万円以上が２７戸ということになってございます。 

   それから、３番目の担い手の実態ということでございますが、意向調査の、先ほど

お話出ました、意向調査の中ではめどがついているが担い手ではないといったような

答えが出ておりますので、実態としましては、こういったアンケートの実態がそれに

なるかと思います。 

   経営形態の現状と今後の方向性ということでございます。これにつきましても資料

が２０１０年のセンセスのみの今、資料しかございませんので、ちょっと推移、どう

いう方向性なのかというのを出すのはちょっと厳しい部分があるのですが、これらの

数値から判定しますと、農家数、経営地ともにこれから当然だんだん減少していくの

ではないかと。それから貸し付け耕地のある農家、借り入れ耕地のある農家が増加し

て農地の貸し借りが進むのではないか。それから、経営体、今複合経営等が収入面で

頑張っておりますが、だんだんに単一にまた変わっていくのではないか。それから、

農作業の受託関係もさらにふえるのではないかというようなことが推測されておりま

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。 

   ちょっと別な角度からの質問で、ちょっといろいろと資料不足もありますけれども、

要するに、本村の農業の人たちが何を考え、どういう実態なのかなということまず知

った上で、いろいろと政策が出てくるのかなあ、そうしてほしいという視点からもう

少し進めたいと思います。 

   次に、中山間地域の直接支払及び多面的機能支払制度の取り組み組織についての実

態や、特にこの辺強調したいのは、活動の上での問題点について。 

   まず、それぞれの組織の数や事業規模や及び金額について伺います。 

   次に、事業効果と今後取り組み組織増加のための普及推進策とその問題点は。特に、
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取り組むための妨げとなっていると言われる各組織の事務整理の煩雑さを思うとき、

現在実施しております行政支援の実態と、それの支援拡充策は考えられないかと、こ

ういう視点で質問したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   中山間地直接支払、あと多面的機能支払制度でございますが、中山間地域に関しま

しては、１５活動組織、事業規模につきましては、参加農家数がそれぞれ組織で３戸

から４４戸と、かなり幅がございます。活動面積は４ヘクタールから５１ヘクタール

と大規模なものまで至っております。 

   また、一番小さい組織では交付金額６６万１，０００円、一番多いところで

１，０７７万９，０００円程度となってございます。 

   １５組織の合計につきましては、参加農家数が２４６戸、活動面積は１８２町歩に

なってございます。 

   交付金総額は４，０４７万円。 

   あと一方、多面的支払でございますが、継続組織は９組織でございます。あと、新

規組織が３地区ございまして、全部で１２活動組織になってございます。 

   事業の規模につきましては、小さいところでは４ヘクタール、大きいところでは

１３７ヘクタールとなってございまして、交付の金額一番小さいところで２３万円、

一番大きいところでこれ、１年当たりですが、６６０万円となってございます。 

   １２組織全部でございますと、活動面積については４７０ヘクタール、交付金総額

は２，２０６万６，０００円となっているところでございます。 

   事業効果と今後の普及策問題点ということでございますが、普及、第３期対策から

第４期対策、これ中山間ですが、移行するに際しまして、２活動組織が高齢化に伴っ

て維持できなくなったということで活動終了した経過がございます。耕作不利益地に

加えまして、後継者等の問題もあります。普及というよりも衰退に歯どめをかける方

策を見出す必要があるのではなかろうかと考えてございます。 

   また、多面的支払制度については、いわゆる会計が煩雑だと。確かにそういったご

指摘は以前からございます。私どもとしましては、この交付金につきましては国費が

２分の１、県費、村費それぞれ４分の１と、全てが公費で賄われております。そうい

った意味では、経理の正確性、支出の適正、それが求められるという内容でございま

して、その審査、また指導する上でもなかなか皆さんにやっていただくのは事務的に

なかなか困難であるというふうには理解してございます。ただその中で行政区の支援

員がそこに入っていけるかという問題でございますが、例えば、行政区単位でやられ

ている活動組織が２つございます。あとは、行政区をまたがってやっているところ、

いわゆる部落で取り組んでいるところ、そういった実情がございますし、それぞれ活

動につきましては、例えば休みの日の朝早くだったり、そういったこともございます。

あと、記録として写真も撮らなくてはならない、あとは会計の支払い等々ございます。

そういうものがありまして、現在に至るまでそれぞれ活動組織の中で責任を持ってや
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っていただくというような内容できています。 

   それらについて行政の中でどういった支援ができるかというご質問でございますが、

現実的には行政の中で経理をやっているところというのは、私のちょっと聞いたとこ

ろはありません。土地改良区単位でいわゆる事務費、いわゆる臨時雇いみたいな形で

やっているところはございますが、その内情を聞きますと、なかなか広範囲で一つ一

つの活動をまとめなければならないという部分がありまして、なかなか実態としては

容易ではないというところがございます。 

   多面的部分に関しましては、それぞれこれからの農業を維持していくという中身で

は大変重要なものというふうに考えてございますが、基本的にはやはり活動組織さん

のほうでそのいわゆる計画を立てた中での支出ということが求められてきますので、

そういった部分については行政としてはいろいろご相談を受けたり、こういうものに

使ってならないよとか、そういった相談をやっていきまして、交付金の適正な使い方

でもって実績の適正な作成ができるような形でアドバイスをしていきたいというふう

に考えてございますので、ご理解を賜りたいというふうに思っております。 

○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。 

   それでなくても農業関係の職員は忙しくて大変だなと思って、いろいろ国のいろい

ろなことが煩雑な事務が来ますから大変だなと思って、大変な上でまた無理を承知で

質問しているところありますので、その辺をご理解いただきながらお聞きいただけれ

ばありがたいなと思っております。 

   先日、２月２６日でしたか、私ども山形県の遊佐町、昨年の１０月に総務文教常任

委員会の研修そこに行ってまいりました。行く前にぜひ村長も含めて職員の派遣も一

緒にという形でお願いしましたけれども、残念ながら今言ったとおり煩雑な業務が多

くて、一緒に同行はさせてもらえませんでしたけれども、まずその目的は、やはりそ

こで何をやっているか。そこでは一元化して連合組織つくって、組織図も皆さんやっ

ておきました、行政の皆さんにね。さらに一番興味あったのは、この草刈りを機械を

リースで刈ってやっていると。我々一番困るの、これから大規模化して困るのは水か

けとこの草刈りが大きな問題ですから、その辺のこと。 

   問題はその次は今度交付金の金額、そっちも話したときに、あっちは遊佐町、大規

模だから全然相入れないところあるのでしょうけれども、いずれにしましても４つの

地域で取り組んで、１億６，６００万円前後が町に入ってくる。 

   先ほどの答弁で、村でも６，６００万円ほどが村に入ってくると。そのうちの半分

国が交付で、その半分の４分の１が村と、村の持ち出しというのはわかりますけれど

も、それだけこの村の将来、農業の将来５年、１０年を考えた場合には、やはりいろ

いろな問題が出てくる中で、国としてはずっとこの計画続けていきたいという意向も

あるようですから、ぜひ、願わくば行政単位、そういう形、願わくばそういう組織も

もう一回再構築していただきながら、臨時職員だっていいのだという話、お願いでき

ればという形もしました。いろいろ問題あるでしょうけれども。とにかくそういう組
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織のつくりながら、村の農業を維持していくための方策と、それと連携も含めて地域

がやはり一緒にやっていくんだなと、この村のよさを発揮できる一つの大きな、国の

支援もあるわけですから、もっと積極的に取り組んでほしいと。 

   ここでもう一回苦肉を言いますけれども、お互いの情報交換、２７年度で大玉村で

も民間３組織がまた新しく、やめたところもありますけれども、加入しました。  

 情報交換全然ないですから、やはり初めての方々いろいろ苦労してやっているのだ

なと推察されます。我々の地域は２８年度で１０年目でこの次もいろいろ問題ありま

す。やるかやらないかと。何とかしたいなというのは私自身庶務ずっとやっていまし

たので、そんなの結構ありますので、ぜひこれは一考してほしいという形で要望とし

て受けとめておきたいと思います。 

   さて、次に移ります。 

   現状の農業形態と経営の方向性についての課題。特にこの人・農地プラン制度によ

ります集落的営農や、最近、村でも谷地地区に法人化組織ができました。それらの実

態や現在実施しております支援策、中でも農地集約にかかわる中間管理機構、これが

大きな問題点、さらには機能が発揮していないということがありますけれども、その

実績や問題についてもあわせてお伺いしたいと思います。 

   続きまして、一緒にいってしまいます。 

   次に、農業委員会の役割という観点から、農業委員会を仲介とした農地貸し借り、

あるいは相対での貸し借りの実態やその問題点。農作業の請負料金設定の内容とその

問題。先ほどそういうふうな、協議会で、新しい２８年度の料金設定がされたようで

すけれども、その問題点、もしあれば。 

   次に、この問題点は大規模経営の推進方策。法人化も含めて今一生懸命村で取り組

んで、安達普及所も応援しながら一生懸命取り組んでいるということも私、理解して

おります。問題は、村の将来を考えた場合、大規模農業ばかりでなくて、兼業農家、

働きながら農業やる、日曜農業やる、そういう方も大変重要な役割かなと思っており

ますので、すみ分けというのはなかなか難しいと思いますけれども、その実態と、村

長、兼業農家まで含めた支援策いろいろ、昨年一反歩当たり２，０００円とか、さら

に大規模、機械を購入するのにそういう支援、一生懸命考えておりますけれども、そ

の辺も含めて、改めてそのすみ分けとその辺の考え方、さらに農業委員会、特に遊休

農地や耕作放棄地の対策という視点で、現在までの取り組み、実績と今後の方策、先

ほども前の議会でもそういう答弁あったように思うのですけれども、改めて、よけれ

ばお願いしたいと思います。 

   次に、次までいってしまって言い過ぎますので、５番目は少し置いて、そこまで一

回答弁いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ８番議員さんに１の４の農業経営形態の方向性について答

弁いたしたいと思います。 

   法人化の支援ということでございます。 
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   これにつきましては、ＪＡや農業普及所とともに営農計画書、資金、補助金制度な

ど、相談を受けております。また、法人体制整備事業による事務費の補助等も行って

ございます。 

   次に、中間管理機構の実績でございますが、これについて、実績と問題点というこ

とで、規模拡大に当たり受け手としてエントリーをしていただいても、出し手がいな

いということがやはり、問題なのかなというふうに思います。先ほどのアンケートに

もありましたとおり、現状維持というようなことが大分パーセンテージが多くなって

おりますので、規模拡大というような希望があってもなかなか出し手がいないという

のが現状なのかなと。そういった点が中間管理機構のほうの事業にマッチングしない

というふうに考えてございます。 

   それから、農業委員会を仲介とした貸し借りの関係でございますが、利用権設定の

貸し借りにつきましては４５９件、面積にしまして７３万６，７７６平方メートルと

いう実態でございますが、相対の実態につきましては、詳しくは承知しておりません

が、実農家数が２２３戸ございます。これはセンサスの数字でございます。面積が

９３ヘクタールでございますので、推測しますと２０ヘクタールぐらいなのかと。こ

れはあくまでも推測でございます。 

   その問題点ということでございますが、問題点につきましては、やはり水利費がど

ちらで、相対の場合、持つのか、生産調整の、そういったものどういうふうにやるの

か、それから、水稲の共済どういうふうにするのかというような、そういった問題が

相対の場合は当然出てくるのかなというふうに認識してございます。 

   それから、ちょっと農業委員会の分は後で農業委員会の局長のほうから答弁すると

思いますので、５のほうに、４の一番最後、大規模経営の推進方策と、兼業農家との

すみ分けということでのご質問でございます。 

   確かに、すみ分け、非常に難しいというふうに村でも考えております。ただし、今、

人・農地プランを進めておりますので、そういった地域の中の話し合いで、できるだ

け速やかにやっていきたいなと思うのですが、何分、先ほどのやはりアンケートの結

果のとおり、現状維持というようなことがどうしてもひっかかってくる部分がござい

ます。 

   ただし、それもいつまで続くかという話になりますと、５年、１０年というような

スパンになるのかなというように予想されます。先ほど、機械補助の関係等もお話出

ました。平成２８年、新年度も約１，６００万円程度だったと思うのですが、補助金

のほう、準備して、営農の推進を図っていきたいというように考えてございますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○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） ８番議員さんのほうにお答えさせていただきます。 

   農作業利用料金設定の問題点はということでお尋ねがありました件ですが、農作業

労働賃金請負作業料金の標準額を決める際に、受託者側、委託者側との金額の格差が
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問題になるのではないかというふうに考えます。というのは、受託者側は大型機械等

の購入により受託費用の増大、また、委託者側は販売価格等の低迷等により委託料の

負担が増大すれば、農業自体から離れてしまうことにもなりかねないという心配があ

ります。ですが、農業委員会としてその標準額設定を設定する際に、県内の金額を参

考にしたり、管内の農業委員会事務局で事前に打ち合わせを行い、その後、農作業労

働賃金及び請負作業料協議会を経て、農業委員会のほうにお諮りし、標準額をお出し

しております。こちらの標準額は、基本的には委託者側と受託者側で相対で決めてい

ただく際の参考というふうに考えております。 

   続きまして、休耕地、遊休農地や耕作放棄地の対策は、現在までの対策事業実績と

今後の方向性ということですが、休耕地、再生した農地等、転作も含めて現在までナ

タネ、ソバの栽培が行われております。参考までに、こちら、農業委員会、産業課等

で把握している面積になりますが、平成２７年度は８．４５ヘクタールでソバ、それ

からナタネ等の栽培が行われております。今までも何回かお話はさせていただいたの

ですが、平成２８年度、今後の方向性ということで、平成２８年度は耕作放棄地で再

生した農地を利用しまして、エゴマの試験栽培を予定し、あわせて、栽培希望者に対

して、エゴマの講習会や勉強会を予定しております。エゴマはイノシシ等の有害鳥獣

に対しても効果が期待されているという情報もあり、今後は試験栽培を踏まえ、栽培

面積をふやして、休耕地、耕作放棄地の解消に努めたいと思います。また、耕作放棄

地を活用した事例として、ワラビ等の栽培を行っている自治体もあり、今後、情報を

集め、栽培を検討し、解消につなげていければ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した。農業委員会、非常に難しい状況にあっ

て、いろいろ法律的にも、また、村長が今度農業委員を指名するとか、そういう課題

の中で大変いろいろ工夫してやっているのだなと思います。経営を一生懸命取り組ん

でいる、その姿に敬意を表しますけれども、いずれにしましても農業問題、これから

のいろいろな課題でありますので、今後も引き続きいろいろ議論交わしていければな

と思っております。 

   次に、土地改良区との関連で、土地基盤整備からかなりたった現在、特にこの用水

溝や排水溝の施設の老朽化が目立ち、農作業の水管理に大きな障害になっていますが、

その対策や土地改良区への助成金の実態、増額の考えなど。一つそのほかにまた地元

でも問題になっておりますけれども、合併浄化槽排水処理関係で、最近特に法改正も

ありまして、１０年前もあったそうですけれども、用水堀にこの浄化槽の排水を可能

というようなことで、大変苦情が多く出ています。土地改良区でもいろいろ対処策、

条例をつくるとかやっているようですけれども、その辺の実態についていろいろ行政

側としての考えがあればお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番はいいのですか。 

○８番（佐々木市夫） ６番は順序変えました。 
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○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ８番議員さんに土地改良区関係の助成金でございます。 

   過去、直近の３年間の実績で申し上げますと、平成２５年度が８２２万

７，０００円、平成２６年度が８１４万１，０００円、平成２７年度が９６０万

９，０００円と、助成金にしては年々増額をしております。厳しい財政事情でござい

ますが、土地改良区でも先ほど申したように、大分施設が老朽化して、会員の皆さん

にご迷惑をかけているということでございますので、村としても、できるだけ内容を

精査して増額していると。本来であれば前年度同額というようなことをお願いしたい

ところでございますが、頑張って増額させてもらっているというような状況でござい

ます。 

   それから、老朽化関係でございますが、これも補助に一応関連しますので、そうい

った中身を十分改良区と検討しながら、今回はこの部分を重点的にお願いして、補助

のほうで活用してやってくださいと。満足いく状況でございませんと思いますが、そ

れは、改良区のほうと、中でもよく協議して進めていただきたいというように考えて

ございます。 

   それから、合併処理浄化槽の排水処理問題でございますが、これにつきましては、

改良区のほうからもいろいろ問題提起をされまして、冬季断水している場所とか、あ

とは閉鎖的な用水路、通常流れ切れないで末端で終わってしまうというような、そう

いった場所に、たまたま住宅地の合併浄化槽が流れ込むというような状況が起きてい

るようでございます。ただ、合併浄化槽の法律からいきますと、水質的に問題ない水

質ということでございますので、これ、一概に水路に流してならないというような、

そういったことは難しいのかなと。ただし、先ほども言いましたように、状況により

ましては非常に問題も起きているということでございますので、今後、土地改良区の

ほうと十分協議しながら、そういう住宅建築する場合には、なるべくそういったとこ

ろに流さないで別なところに流せるようなものがあれば、十分協議して進めていきた

いというよ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） ６番の有機農業関係は、私の一番言いたいところなので、勝手に

下げてしまって質問したいと思ってやったので、大変失礼しました。 

   いろいろと土地改良区も含めて問題点ありますけれども、よく、地元の状況はもう

理解しているようですから、対処策。我々、あの１２区の資源保全会でも、ほとんど

今の仕事がＵ字溝の目地詰めとかそういう形で、有効に国からの交付金も含めて使わ

せてもらっていますけれども、まだまだ問題点は多いのだなという気がしますので、

よろしく対処の方よろしくお願いします。 

   農業関係の質問の最後になります。有機農業や環境保全型農業推進の考えについて

です。 

   前村長が会長で取り組みましたこの安心・安全な農作物など推進協議会についての
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取り組み継続については、以前の質問でも問いただした経過があります。機運が盛り

上がれば復活もあるという答弁と理解しておりますが、それで間違いないかどうかと

いうことが一つです。その上で、現在、村は、日本で最も美しい村連合加盟、また世

界遺産でもある空中都市マチュピチュ村との友好都市締結を結んだ現在、政策的な、

大玉ならではの、きょうの質問者も大玉ならではというような形、言葉使っていまし

たけれども、私も教育問題でも大玉ならではとよく使う言葉ですけれども、政策的な

取り組みが必要と考えるが、その観点から、３つほど質問させていただきます。 

   耕畜連携、要するに耕すと畜産の関係の意義と堆肥センターの利活用策、どう考え

ておられるのか。安心・安全な村づくりとの整合性をどう捉えているか。あだたらの

里直売所に専用コーナーを設置する考えは。それら一括して質問したいと思いますの

で、まず村長さん、その、まだ復活の可能性もあると。やはりこの大玉村はこれだけ

自然景観豊かなこういう安達太良山の伏流水、非常に水、大事な安全・安心の視点か

らは大事なことかなと。私も力及ばずして、震災の影響もあって、ここ何年か活動低

迷しておりますけれども、やはり大事なことをもっと進めてほしいという観点から、

まず村長さんの見解をお聞きしながら、次の質問に答えていただければありがたいな

と思っていますので、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今言われたとおり、自然消滅のような形で終わってしまいましたが、これ、やはり

主体となるのは生産者ということで、役場が幾ら笛を吹いて旗を振っても、生産者の

方がその気になっていただかないとこれは進まないということで、今、議員さん言わ

れたように、そういう機運が盛り上がれば、当然大玉米どころ、おいしい米の自慢の

米ですから、ぜひそういう機運に盛り上がっていただいて、有機農業が推進できれば

いいなというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   耕畜連携と堆肥センターの利活用でございますが、堆肥センターの堆肥、利用して

いる農家は３００件でございます。そのうちの７割、２００件が水田の利用になって

ございまして、稲作農家数が約６００件ですので、３分の１の農家が堆肥センターの

堆肥を利用している状況にございます。 

   また、耕畜連携ということで、畜産農家に稲わらを提供しまして、堆肥として反対

給付を受けている農家もありまして、そういったところを考慮すれば約４割程度の農

家が堆肥を利用していると推測してございます。 

   また、堆肥の施用を行わないのか、この実情をお聞きしますと、稲の刈り取り後に

稲わらを敷き込むことによって十分な収量があると。あえて堆肥を使わなくても、そ

れなりに営むことができているといった意見もございました。 

   あとは、特栽米などとの価格差も余り大きくなく、付加価値をつけずとも販売がで
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きることなどから、堆肥の施用の費用、１０アール当たり米３０キロ、１袋分くらい

になりますが、これをかけずに経費の節減を図っているという声も聞かれております。 

   いずれにしても、農業経営の観点から、１等米比率と収量を主眼に置いた生産を行

うのか、それとも付加価値をつけて特別なものをつくるのか、農地を維持するための

耕作か、そういったことをいろいろ事情があると思いますが、それぞれ手のかかりよ

うも違うので、先ほど村長からも答弁したとおり、おのおのの農家の栽培手法と販売

方法などに委ねるしかないのが実態であるというふうに考えてございます。 

   また、安心・安全な村づくりの整合性ということでございます。環境保全型農業に

つきましては、農業の持つ物資循環機能を生かしまして、生産性との調和に留意しつ

つ、土づくり等を通じて化学肥料や農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持

続的な農業というふうにされてございます。村内の農家では約１割に当たります

５４件の農家が、堆肥の施用、冬季堪水管理、有機農業、あとは緑肥カバクロク、こ

ういったものに取り組んでおりまして、面積につきましては１５７ヘクタールほど、

約１８％の水田で取り組まれているところでございます。 

   環境保全型農業の直接支払もございまして、推進を行っているところでございます

が、堆肥の施用につきましては、地域によって稲わらのすき込みで十分という圃場も

あります。また、冬季堪水にあっては、実施する圃場とそうでない圃場がありまして、

冬季の通水が必要なため通水を行うことによりまして、水路のごみ詰まりや目地から

の漏水によりまして回りの田に迷惑がかかったりということも耳にしてございます。

また、定期的に巡視するなどの対応が必要で、休日を利用しながら農作業を行う兼業

農家などが取り組むには、なかなか難しい点があるのかなというふうに思ってござい

ます。 

   こういった制度があることを周知しながらも、安心・安全な村づくりを推進してい

きたいなというふうに考えてございます。 

   あと、直売所の専用コーナー関係でございますが、２７年産米に関しましては、肥

料メーカーの有機肥料配合割合の偽装問題、この影響で、特別栽培米を表示しての販

売している米はありません。通年であれば生産出荷者がステッカーを張りまして販売

している状況でございます。直売所を訪れるお客さんの中には、特別栽培米、前にあ

ったのだけれども、今はないのですかというふうに聞かれることもございます。新た

な直売所では、生産者が自信を持って勧められるものや、お客さんの目を引くものな

ど、専用コーナーを設置するということも検討しまして、売り上げ１．５倍を目指し

たいというふうに考えてございます。 

   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。 

   言うはやすし、実際やるといろいろな、それに同調する。理念はわかっていても、

何ぼでこれは売れるのだとか、いろいろな難しい問題の中で私も取り組んできました

けれども、あきらめず、これからもいろんな角度から頑張っていきたいなと思ってお
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ります。 

   ところでホテル華の湯の料理長、５月半ばくらいに今度、東京から１台泊まった家

族連れて、大玉の直売所、さらに大玉の農業の実態、きます。大玉の直売所の野菜も

ぜひ欲しいということも言っていますので、願わくばそういうこともつなぎながら、

願わくば、その野菜も安心・安全の野菜であればありがたいということも含めていろ

いろ頑張っていきたいなと思っていますので、改めてよろしくお願いします。 

   次の質問に移ります。 

   村の活性化と定住促進及び交流事業の推進方策について伺います。 

   国内外交流推進協議会活動の実態と方向性について伺います。 

   ２番目、マチュピチュ村との交流促進策と財政的課題は。 

   ここまで一応お願いします。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   国内外交流推進会議でございますが、国内外の自治体との交流推進を図るという目

的で、昨年５月に設置して会議を開催してございます。 

   中身につきましては、今年度交流関係の事業を報告しながら、今後の交流のあり方

をどのような形にするかということで議論をしていただいているところでございます。 

   また、新年度からは組織化、協会を組織した中で、事業予算を持った中で活動を展

開していくような方向性となってございます。 

   続きまして、マチュピチュ村との交流促進関係でございますが、まず、新年度、

２８年度にマチュピチュ村から本村に来ていただくよう、現在、来村の要望をしてい

るところでございます。また、これらに係る予算につきましても新年度予算に計上し

ているところでございます。 

   財政的な問題でございますが、日本とのいわゆる経済的な格差がありますので、あ

る程度の支援的なことは必要であるということで考えております。 

   そういった中で、今回の新年度の予算につきましては、自治体国際化協会の補助を

活用しながら、また、国際交流については特別交付税の交付対象になるということで、

余り本村の財政負担にならないような形でまた、県のほうでも、来村につきましては

協力するということでやっておりますので、それら連携を図りながら、交流事業を展

開してまいりたいと、いうところであります。 

○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。 

   いろんな視点から交流を進めていきたいという観点でおりますけれども、問題もい

ろいろあるのだなと理解しております。 

   ところでマチュピチュ村の情報館あるいは交流コーナー設置の考えについて伺いま

す。これにつきましては、私の地元の住民からの提案でもありますが、その後、国内

外交流推進協議会、私も議会から派遣されておりまして、その会議の中でも委員の中

から発案がありました。また、マチュピチュ村をもっと知るための勉強会開催の必要
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性も訴えております。以前、職員が勉強会やったのも私、存じて、私が勝手に同席さ

せてもらいました。本来であれば議会にも、さらに住民にも周知徹底してなるべく多

くの方が勉強してほしいなと。そういうことも含めてお願いしておきたいと思います。 

   その物、人の交流を図ることは最も大切です。今大きな交流も考えているようです

けれども。でも今重要なことは、お互いの信頼関係の構築、これは最も大切だとの意

見もありました。要するに、いわゆる先ほど申したように、経済格差もありますけれ

ども、地理や歴史の文化の違い、まずそれ知ること。さらにその上に立ってお互いの

理解を図ることが最初にすべきことであり、交流はもちろん大切ですが、地球の裏側

の遠い遠隔地でありますし、渡航費もままならない状況を鑑みますと、今すぐできる

ことも併行してすべきと考えております。この点について、今すぐできる村長の考え

をお伺いしたいと思います。 

   補足的に、ご存じのとおり、裏磐梯の磐梯山爆発記念館、道路の反対側に資料館、

こちら側が３Ｄのソニーか何かが寄付したと聞いておりますけれども、一生懸命村長

筆頭の営業部長で営業でそれにかかわって、そういう糸口を見つけるのも一つかなと。

あほな考えで少し提案してみましたけれども、このことはともかく、情報館あるいは

交流コーナーの設置、それらについての村長の考えをお聞かせいただければありがた

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いたします。 

   まだマチュピチュとの交流は始まったばかりでございますので、今からどういう設

備をするかとかということはまだ時期尚早かなというふうに考えておりますので、ま

ず今年来ていただいて、大玉を見ていただいて、お互い相互理解ができた上で、その

後どういう交流ができるのかということをじっくりと考えたいと。これは時間をかけ

て交流をしていく、何せ地球の裏側で遠いですので、気をもまないで進めていきたい

なというように考えていますが、これをもって大玉村の名が全国、全世界に知ってい

ただいたということ、大変大きな効果がございましたので、そういうことも含めて、

直売所ができた暁には、そこにマチュピチュコーナーとか、それから世界で最も美し

い村のコーナーとか、村内外のそういう交流関係のコーナーをつくりたいなというふ

うに考えております。前にも質問にお答えしましたが、役場、大玉村の出口でもあり、

大玉村の外来のときの入り口であると。そういう施設がございませんので、直売所に

来て大玉村の概要を知っていただく、大玉村の紹介コーナーも兼ねて、そういうコー

ナー、大きくはありませんが、つくりたいと。そこにはテレビとかビデオとかの映像

でお知らせをすることも当然必要だと。これも地方創生の国のお金、もしくは県のサ

ポート事業に申請をして、そういう外部の財源を使って整備をし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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。拙速にいろいろな形ですぐ販売促進に結
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びつけるとか、そういう考えはやはりちょっといかがなものかなと思っておりますの

で、村長さんおっしゃったとおり、じっくりと、ある一方では併行して、そこのとこ

ろ含めて、いろいろ、せっかくのこの機会を大玉村の発展の一つの起爆剤として利用

していただければ大変ありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

   次に移ります。 

   子育て支援など、住宅政策を初めとして、この大玉村は特徴的な定住促進増加対策

の充実した本村であります。しかし、最近では他町村でもいろいろな政策的なこと追

随してきた現在、そのアドバンテージが少なくなりつつある現在でもあります。新た

な発想での定住促進策が期待されております。その意味では、大玉村の自然、風土を

生かしながら、都会との交流事業を促進し、共生を図ることも重要な視点と考えます。 

   以前から農家民宿とかグリーンツーリズムなど、検討を図られてきておりますが、

残念ながら実績の乏しい状況にあります。観光と交流に対する政策の実行が今、求め

られております。 

   そこで、都会の人々が田舎暮らしを満喫できる場の提供をと考えます。先ほどの質

問、里山の整備、遊休農地の解消策にもつながり、問題解決のきっかけとなり得ます。

それらにつきまして、まず、村長さんの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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   大玉村、今まで外部に対して、いなげやとかそういう、田植えとかに来ていただい

たりということはありましたが、余り外に向かって大玉の農業を知っていただいたり、

そういう体験をしたりという部分についてはやって来なかったということも現実でご

ざいますので、ただ、逆に言うと、こういう原発で大変な状況の中では、やはり積極

的に外に向かって情報を発信し、そして受け入れる態勢をつくっていくということは

非常に大切だというふうに考えていますので、これから、先ほど言ったように、直売

所等を使ってそういうものを発信したり受け入れたりしながら、そして外部からＩタ

ーン、Ｊターン、Ｕターン、そういう人たちの受け入れ態勢をできるだけ早急につく

っていかなければならないなというふうに考えています。 

○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。 

   いろんな角度を変えた視点からのこの定住促進、そういう意味で申し上げましたの

で、次の課題もお聞きしながら対処していければなと思っております。 

   まず、その問題点となる事柄なのかどうかちょっとわかりませんけれども、土地の

耕作権を持たない方は、ここの場合は都会の方々と考えておりますけれども、取得で

きる土地つきの住宅の面積は限定されているのかどうかという問題が一つです。もう

一方では、土地つきのゆったりとした、家庭菜園や農業体験もできるような住宅と土

地つきの大きな大面積を買える、これは可能なのかどうか。耕作権を持たない方が。

その一方では、そういうことであれば、特区制度とか、そういう申請をして、そうい

うことが考えられないか。 
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   この２点についてお伺いしたいと思います。 

○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） ８番議員さんのほうにお答えいたします。 

   土地の耕作権、経営権を持たない方が農地を宅地として取得する場合は、５００平

米以下を原則としております。 

   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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   農地つきのゆったりとした宅地面積を取得、特区の関係でございますが、特区につ

きましては、国の規制等が民間企業とか経済活動、地方公共団体の事業を妨げている

というような状況になったときに、特区を申請するということでございますので、今

回のご質問につきましては、農地につきましては、農地法上５００平米しか買うこと

ができないという、これの、農業やっていない方は、そういった規制があるというこ

となので、５００平米ということで限定されるかと思いますが、５００平米でも坪数

にしますと１５０坪ありますから、通常の住宅、５０坪くらいの、未満の住宅を建て

れば１００坪残ると。車２台置いても、まだ家庭菜園等つくるぐらいの敷地は残るの

かなと。それから、必ずしも自分の土地でなくても近隣のそういった、私ごとになり

ますが、近隣に越してきた人が畑を借りてつくるというようなことも可能でございま

すので、そういったものも推進していけば、地域のコミュニティも図りながらという

ことで、いい方向に行くのかなと。特区を申請しなくても、できるようなものがあれ

ば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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   ここに田舎暮らしの本というのございます。先日、遊佐町の研修に行って、泊まっ

たところが「遊楽里」いわゆる宿泊施設ですけれども、そのフロントのところにこれ

２冊あって、おもしろいなと思って読みながら、自分のほうの金で買うかと思ったら、

それ２月号なので、なくて、向こうの支配人から送ってもらいました。なぜこれ興味

あったかというと、今回の質問にも関係ありますけれども、その中で特に残念だなと

思ったのは、田舎暮らし、特に、私、以前質問しましたけれども、空き家の問題、そ

の利活用、いずれにしましても、各地で一生懸命やっているそういう人口増対策、少

子高齢化の中で、一生懸命そういう頭をひねってこういう事業をしています。特にこ

の空き地の利活用とかいろいろな形。この本屋、宝島という本屋ですけれども、アン

ケート調査したのね、市町村にね。隣の二本松も本宮も答えていますけれども、大玉

は残念ながら載っていませんでした。これがちょっと悔しいなと思って考えた一つで

す。 

   いずれにしましても、大玉村、非常に風光明媚で、先ほど申したとおりの地域です

から、マチュピチュ村との交流も最も美しい村連合も含めて、やはりこの際いろいろ
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な角度から人を呼び込んで、宿泊体験なり農業体験もしていただきながら、理解して

もらって、この大玉村発展につなげていく、そのようなことを考えていただければ大

変ありがたいなと思っております。 

   以上、２点について質問いたしました。 

   最後になります。 

   私は今、民間的手法で県の助成金などの活用や住民参加での実施に向けて、伝統食、

郷土料理の講習会、これは先ほど話した華の湯の料理長に来てもらいます。今月の

２１日行います。改善センター。あるいはまた、自分の経験を生かした剪定、ガーデ

ニング教室開催、これ、専門家で実施しますけれども、あるいはまた、大玉村の玄関

口４号線との交差点に、ようこそ大玉村への意識をあらわしたミニ庭園などの設置を

企画中であります。現在大玉村が先ほどから申しましたとおり、野内与吉という偉大

な先人の苦労と、たゆまないこの努力、現地への貢献、そしてまた長年にわたりまし

て関係者が調印に向けていろいろな働きでなし得たこのマチュピチュ村との友好都市

締結、一躍有名になりつつある大玉村、改めて我々村民が、今なすべきことを思いま

すと、将来において持続可能な村づくりのため、村民の英知を結集すべき時期と考え

ます。財政的な自立の課題もあります。いろいろなことありますけれども、まずこの

機会を有効に生かしてほしいという視点でいろいろ行動していきたいなと思います。

当然のことながら、行政の皆さん、我々議会とも協力関係のもとに切磋琢磨し、目的

に向かって果敢に挑戦すること。私、チャレンジ好きなものですから、県知事じゃな

いのですけれども、挑戦すべきときと認識してともに頑張ることを誓って、今回の一

般質問を終わらせていただきます。 

   どうもありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、８番佐々木市夫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５８分） 


