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平成２９年第２回大玉村議会定例会会議録 

 

第５日  平成２９年３月６日（月曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 鈴 木 幸 一 

住民福祉部長 菊 地 平一郎 産業建設部長 舘 下 憲 一 

教 育 部 長 菅 野 昭 裕 総 務 課 長 押 山 正 弘 

政策推進課長 中 沢 武 志 税 務 課 長 熊 耳 倉 吉 

住民生活課長 安 田 春 好 健康福祉課長 溝 井 久美子 

再生復興課長 渡 辺 雅 彦 産 業 課 長 菊 地   健 

建 設 課 長 伊 藤 寿 夫 
会計管理者兼
出 納 室 長 中 沢 みち子 

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

生涯学習課長 後 藤   隆   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

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

 

○議長（遠藤義夫） おはようございます。出席ご苦労さまでございます。 

   ただいまの出席議員は１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本日

の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日、傍聴に鈴木巧さんほか１７名の方々がお見えになっておりま

すので、ご報告申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、一般質問を行います。 

   ７番鈴木宇一君より通告ありました「東日本大震災から６年を振り返って」ほか

１件の質問を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） おはようございます。７番鈴木宇一であります。議長の許可を得て

おりますので、これから２問について質問したいと思います。 

   まず初めに、東日本大震災から６年を振り返って。 

   東日本大震災、原発事故から間もなく６年目を迎え、今なお８万人以上の県民が避

難されております。そういう状況ですが、今でも仮設住宅や復興住宅での孤独死は後

を絶ちません。まことに痛々しい限りであります。残念でなりません。 

   原発事故当時を振り返りますと、放射能という、私も知見も全くない状況の中で、

ただ恐怖でいっぱいでありました。聞いたこともないシーベルトやベクレル、このよ

うな言葉が連日、新聞、テレビ等で報道されていました。外出は控えてください、や

むなく外出をする場合は帽子、手袋、マスクを着用し体を守ってくださいとの、この

ような報道でありました。おまけに、ガソリンは全くなく、連日、長蛇の列でスタン

ドに並んだ経過が思い出されます。 

   そして、スーパー等には食料品、特に水ですね、水を買い求めるお客さんが連日押

しかけたような状況でありました。まさに、戦場とまではいきませんがそのような、

私、人生の中で経験したことのない異常な状況であり、本当にパニックの状況であり

ました。 

   当時、県内各地から当時は３０万人もの人が避難されておったわけでありまして、

家族もばらばら、また地域の人々とのきずなも失い、また職場も放棄せざるを得ない

というような状況で、怒りでいっぱいであったと私も思っております。 

   本村においても、そういう中で、村民の健康不安や農業、商工業の風評被害を払拭

すべく、学校、公共用施設や住宅除染あるいは農地除染、米の全袋検査等、まさに激

動のときであったと思われます。 

   前村政から引き継いだ押山村政、そのような状況下の中でどのような思いを持って
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この３年半、村政を担ってきたのか、また主に何を重点として執行されてこられたの

かをまず伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、私が村長に就任して３年半が経過いたしました。就任時が発災から２年半後

という、まだまだ混乱の続く時期に村政を引き継がせていただきました。 

   まず第一に、思いとしては、原発災害からの復興・再生ということがまず第一に考

えられました。通常の年でありますとスタートラインから前に向かって進んでいくわ

けですが、原発事故という大きな事故で大きくマイナスの時点からのスタートという

ことですので、まずすべきことはマイナスをスタートラインまで戻すと、一日も早く

戻すという思いが非常に強く、いろんな事業に取り組みをさせていただきした。 

   まずは、村民の健康関係をきっちりと安全性を図ると。除染も始め、健康管理をま

ず優先すると。子どもたちの安心・安全を図るということも大きな課題だったという

ふうに考えております。 

   それからあと、農業関係、やはり風評関係、農商工を含めて大きな風評にさらされ

て、これも非常に回復を拒むということがありましたので、これについての復興・再

生ということにも意を尽してきたつもりでございます。 

   いろんな面で、それ以外の関係については、今７番議員さん言われたように、全袋

検査とかいろんな検査体制の構築というのは、当然、国・県、農協等と協力しながら

進めてまいったということでございますが、マイナスからプラスに、スタートライン

に戻すためには、やはり村のことをＰＲして外に知っていただくということも非常に

大切だということがありましたので、マチュピチュ村との交流とか日本で最も美しい

村に加盟をするとかということで大玉のイメージをアップすると。悪いこと、風評ば

かりが出ていましたので、そういう大変明るい話題を提供することによって復興・再

生に大きく寄与するだろうというふうに考えておりました。 

   あと、少子高齢化に向けて、これも当然、村の活力のためには力を入れるべきもの

だというふうに考えておりましたので、少子高齢化にも力を入れまして、人口増加対

策というものにも力を入れるということで、総体的に、総合的に村の活力を高めると

いうことで、ただし、少子高齢化も財政的な裏づけがなければできませんので、財政

的な自立というものがベースになるということもございまして、直売所をつくってそ

ういう販路の拡大とか、村の農産物の販売、情報提供するような場所を提供するとか、

それから、ふるさと納税にも取り組みをさせていただきました。そういうことで、発

災、原発事故でマイナスになった部分をいかにしてプラスに転じていくかということ

に思いをいたしながら、村政をやってきたということでございます。 

   重点的に何をやっていくかということにつきましては、今お話しをさせていただい

たようなことを重点として今後も続けてやっ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） ７番。 



 

- 50 - 

 

○７番（鈴木宇一） ありがとうございました。 

   いろいろと大変な中で取り組んでまいったということでございましょう。私もこの

３年半ずっと事業内容を見てきました。そういう中で、今言われたような放射能の除

染対策、これらも積極的になされて、現在は農地除染、住宅除染、ほぼ終わったと。

道路除染も若干あるというような状況まで進んできたということでございましょう。 

   風評被害についても、米の全袋検査、農畜産物の検査、大玉村の物産を内外に安全

のＰＲをしてきたということで私も理解しております。 

   また、今ほど言われました保育所の待機児童、これらについても積極的にやってこ

られたのかなというふうに思っております。若干まだ待機はありますが、今後、幼稚

園３年保育という形の中でほぼ解消するということで聞いております。 

   また、何といっても屋内運動場が立派にできました。総額４億３，０００万、これ

は全部国庫補助でございます。現在、子どもからお年寄りまで、相当な皆さんが利活

用をなされているということでございます。 

   また、災害公営住宅についても５９戸完成し、全員が入居をされているということ

でございましょう。これらについても約２０億かかっております。それの８分の１で

すね、村の持ち出しは。非常にこれも今後効果が上がるんじゃないかなと、このよう

に思っております。 

   それから、先ほどお聞きしましたふるさと納税、これらも３年間で１億

１，０００万とかなりの高額が入っております。 

   また、住宅誘導施策も着々と進んでおりまして、現在、大玉村には８，７００名、

４１人が昨年、大玉村が断トツで人口がふえたという新聞報道もございました。 

   そしてまた、マチュピチュ問題、そして美しい村、これらも着々と進めていただい

たというふうに私も理解しております。 

   このマチュピチュについては、電通とかそういう大手広告会社に、お金に換算しま

すと５億とか１０億とか言われているんですね。今や日本各地じゃなくて世界にもこ

の大玉村という、友好協定を結んだということが知れ渡っておりますので、これをど

のように生かしていくか。今後、大玉村の利益に結びつくこれからの課題だと思いま

すが、何はともあれ、この名声を高めたということはすばらしいなというふうに思っ

ておるところでございます。 

   そういう中でいろいろと苦労もあったと思います。しかしながら、今後、いろいろ

な事業をやってきた中でまだやり遂げなければならない、これもまた依然として残っ

ているわけです。先ほど申しました待機児童の問題ですね。それから、今着工しつつ

あります直売所の完成・公設民営化の問題、農業の担い手の問題、道路除染、仮置場

からの中間処理場への搬送、これも大きな問題だろうと思っています。 

   それから、後ほど質問いたしますが、超高齢化社会への対応、そしてまた４号線の

法整備、いわゆる準工業地、農工法の解消、これらの問題。そして何といっても、自

主財源確保のためには企業誘致を積極的に進めていかなければならない、こういうこ

ともこれからだろうというふうに思っております。 
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   大山公民館についてもかなり老朽化しております。これらも今後やっていかなくて

はならない問題だろうと思っております。幹線道路、西部道路ですね、これらの問題、

そしてまた公共交通の問題、後ほど質問したいと思いますが、これらの問題も依然と

して山積しておるわけでございまして、８月には村長選がございます。村民のこのよ

うな思いにどのように負託に応えていけるのか、再度、立候補の決意があるのか、こ

こで伺っておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   今７番議員さんからご指摘がありましたように、災害からの復興・再生ということ

はまだ道半ばでございます。そして、少子高齢化とか産業振興とかいろんな課題に取

り組みをさせていただきました。やはり村政を考えるときには、今解決しなければな

らない現下の課題があります。 

   そして、自立して１０年が過ぎました、１２年目に入りました。１０年後の大玉、

２０年後の大玉村を考えたときに、それに対して今から準備をきちっとやっていくと

いうことがございますので、そういう方針のもとで、大玉村の財政的自立、１０年、

１５年、２０年後の自立を目指して約３年半やってまいりましたので、今まだ途中で

成果の出ないものもございます。これから完結しなければならないものもたくさんご

ざいますので、それに向けてもう少し時間をいただきたいということで、２期目に向

けて強い決意を持って出馬をしたいと。後援会のほうからもそういう要請をいただい

ておりますので、２期目に挑戦をしたいというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 力強い表明をいただきました。ありがとうございます。 

   種をまいて花が咲いております。その実が実るまで今後４年間担うということで非

常に力強く思っております。なお一層の力を発揮していただき、美しいふるさとを守

り、限りない大玉の発展と８，７００人有余の村民の幸せのために何とぞご活躍を、

奮闘されることを期待するところであります。 

   次の質問に移ります。超高齢化社会２０２５年問題にどう対応するかということで

ございます。 

   厚生労働省人口問題試算によると、２０２５年には、昭和２３年生まれ、２４年生

まれ、２５年生まれの団塊の世代の皆さんが７５歳以上になる、いわゆる後期高齢者

が激増するというふうに言われております。本村でも例外ではないのかなというふう

に思っております。 

   ６５歳以上の高齢化率、全国では２７．４％、福島県内では２９．６％、そして大

玉村では２５．３％。割かし大玉村はまだ低いほうではございますけれども、今後や

はり高齢化率は高まっていくんだろうと、そういう観点から質問したいというふうに

思っております。 

   そこで、健康長寿の村づくりについて今後どのような方針で臨むのかお伺いしてお
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きたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   今取り組んでいる状況、計画等については担当のほうで答弁をさせますが、

２０２５年問題、超高齢化社会への対応ということですので、あと８年くらいで到達

をします。今の団塊の世代が後期高齢者、７５歳を迎えるということですので、これ

は大玉のみならず全国的にこういう時代を迎えるわけですので、今から備えるという

ことですが、ベースとして考えるのは、やはり行政のみで対応することは多分困難だ

ろうというふうに考えていますので、地域を巻き込んで、みずからやると。俗に言う

自助、それから共助、公助ということで、それぞれの立場で協力をしながら高齢化社

会に立ち向かっていかなければいけないというふうに考えているところでございます。 

   これについての具体的な政策等については、担当のほうから答弁させます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。 

   現在、大玉村では、「いきいき おおたま健康プラン２１」、また第２次健康増進

計画の基本目標達成のために、生活習慣病の発症予防あるいは重症化予防の徹底に向

けて、各種がん検診の受診を初め、施設健診あるいは人間ドック、そういったものの

受診機会の充実を図っております。 

   ２９年度からにつきましては、人間ドックの受診年齢を７０歳までに引き上げたい

ということで予算的にも計上させていただいているところでございます。これらによ

りまして、早期発見・早期治療の予防対策を今後も推進してまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ありがとうございます。健康増進のためにいろいろな施策を今ほど

お話しいただきました。高齢者というのは非常に大変だなというふうに思っています

が、ひとり暮らしまたは老老世帯、こういう方たちが非常に不安になっている、そう

いう状況で取り組んでおられるということでございましょう。 

   そこで、村政執行方針の中にもありました在宅医療・介護連携事業ということでご

ざいますが、この中で、福島県県北医療圏退院調整ルールを策定しとあるんですが、

初めてのような気がします。この県北医療圏退院調整ルール、在宅にスムーズに移行

するようにということでございましょうが、これらについてもう少し詳しい説明がい

ただければなというふうに思っておりますが、どうでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどありました退院調整ルールにつきましては、医療機関に病気で入院したとい

う場合に、スムーズに自宅に戻れるような体制ということになるわけなんですが、必

ずしも健康が全く回復して自宅に戻れるということにはならない方もいらっしゃると

いうようなことで、病院を退院しなくてはならない時期、そういったものをある程度
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事前に、病院側から地域の包括ケアでありますとか役場、そういったところ、それか

らボランティアの皆さんを含めた中で、連絡を事前に行うということで自宅に帰って

からスムーズに生活ができるような体制を整えるというようなことで、現在、そうい

った連携を図るための機関というか連絡体制を構築しているというところでございま

す。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 病院間の連絡を密にして、退院すべきかどうか、またはスムーズに

在宅移行できるかどうか、その辺の研究機関というように今お話がありました。 

   いろいろそのようなことでやっておられると思いますが、私が今非常に懸念してお

るのは、ひとり暮らし、老老世帯ですね。これは日中、見守りとかいろいろな方が出

向いてやっておられると思いますが、しかし、夜はなかなか、家族でも地域でも見る

というのは困難をきわめると思うんです。 

   そういう例からして、最近、広野町の病院の院長さんがひとり暮らしで焼け死んだ

ということもございます。非常に怖いのは、このひとり暮らしは火の始末ですね、ス

トーブとかこたつ、台所、こういう火の中で火災に巻き込まれるという例がございま

す。また、ひとり暮らしのためにお風呂で事故死というのもあります。新聞等でも出

ておりますが、これらの問題を解決するためには、やはり施設の整備というのも避け

て通れないのではないかなというふうに思います。 

   そこで、（２）番の問題に入りますが、現在、特養施設、グループホームまたはサ

ービスつき高齢者住宅の整備状況ですね、これらはケアハウスともいうのかなという

ようには思いますが、村内、郡内、これらの状況をひとつわかる範囲内でお知らせ願

いたいなというふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、大玉村内におきましては、特養施設は１つ、それから認知症高齢者グループ

ホームが１つございます。サービスつき高齢者住宅についてはございません。 

   平成２９年度に策定予定でございますけれども、第８期高齢者福祉計画、また第

７期介護保険事業計画ということで、現在、アンケート調査を実施しているところで

ございます。高齢者の方々の日常生活等の状況とか課題、そういったものを現在、ア

ンケート調査によりまして把握して、必要な支援とかサービスにつなげていけるよう

に取り組んでいるところでございます。 

   その中で、施設の整備等につきましては、近隣の市等もございますので、そちらの

状況等も十分協議しながら考えていきたいというふうに考えておるところでございま

す。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 現在、今、部長からお話がありましたように特養は１つ、グループ

ホームは１つだということでございましょう。サービスつき高齢者住宅については今

のところはないということでございます。 
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   私も介護をなされている方のお話をいろいろお聞きします。認知症の介護の方、非

常に大変ですね。夜出ていってしまうということで夜も眠れない、日中は仕事をやっ

てくる関係上ちょっとうとうとするともう出ていってしまう、もう身も心もすり切れ

てしまうと、こういう声がございます。本当に家族の方は大変だなと。そういうため

にもこのグループホームの充実というのは避けて通れないんだろうと。今後ますます

ふえるこういう社会において大事な要素であろうかなというふうに思っております。 

   特養施設、ぼたん荘、それから羽山荘、あだたら荘、ございましょう。民間もござ

います。老健施設もございますが、まだまだ足りない状態ではないかなと思っていま

す。これらはハード面でございますから費用もかかろうかと思います。これは２市

１村との連携の中で今後充実していくべきものだろうと、このように思っております。

グループホームについてもそうでございます。 

   それから、サービスつき高齢者住宅、いわゆるケアハウスということだろうと思い

ますが、実は私、あるご夫婦、高齢者からお話があったんですけれども、今の施設、

いわゆる特養でも、そういう施設ではお金がかかり過ぎて入れないんだと言っていま

す。また、介護認定もいっていない状況の中で非常に不安になっていくと、ぜひとも

年金ぐらいの値段でそういう施設をつくってもらえないかと、こういう切実な願いが

ございました。 

   これからどんどんそういう方向は出てくるし、またふやしていかなければならない

問題だろうと思っていますが、これらについて私もちょっと資料あるんですけれども、

いわゆるサービスつき高齢者住宅は食事または家事、入浴のサービス、それらを世話

人さんがちゃんとやっていくと。それから、当然ながら生活相談もやっていくという

中で、６万から８万台または８万から１０万台、これらで入居可能なんですね。 

   こういうものを今後自治体としても考えていく時期に来ているんだろうと、このよ

うに思っています。当然ながら、東京とか大都市は１０万、１４万という形になって

おりますが、安い料金で安心して暮らせる、こういうものが大玉村にもぜひ必要なの

かなという観点から質問しておるところでございます。それらについて今後どのよう

な考えをお持ちなのかお伺いをしておきます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどもお話をいたしましたが、現在、アンケート調査をしながら、それらの集計

結果をもとに、できるだけ安い施設が理想ではあるわけなんですが、介護保険料との

関係もございます。そういった部分も加味しながら、またどれだけ地域の方々が、需

要というか、施設に入りたいというようなこともございますので、それらを総合的に

見きわめながら、必要な施設があれば検討をしてまいりたいというふうに考えておる

ところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） よろしくお願いしたいと思います。 

   いわゆる２０２５年問題と言われておりますが、現在、認知症は４６２万人なんで
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すけれども、この２０２５年には７００万人になるだろうと、こういう数字が出てお

ります。これは大変な数字なんです。４人に１人は認知症または予備群というように

なっております。こういう中で、今から手を打っていかないと、８年後なんてすぐ来

ますので、非常にこれは大きな問題になろうかと思います。財政多難の折、大変だろ

うと思いますが、一つこの辺も研究課題かなというふうに思っております。 

   次に、３番に移らせていただきます。 

   高齢者ドライバーの事故が激増し、社会問題になっております。新聞、テレビに出

ておりますが、大事故につながっております。これらの問題は運転免許証返納だけで

は解決できないだろうというふうに思っております。なぜならば、地方では車がない

と生活が成り立たないのです。田畑に行くにしても病院に行くにしても、それから買

い物に行くにしても、どうしても車社会からは離れられない。そういう中で、やはり

公共交通の整備というのは最重要課題だろうと、このように思っております。 

   ３月の当初予算にも、デマンドタクシーの実験５２５万かな、こういう予算も計上

されておりますが、これらについてどのように進めていくのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、公共交通については担当のほうから答弁させますが、免許返納の関係のお話

がございましたので、免許返納、高齢者の事故防止という観点からの返納についての

施策、返したものの、その後どうするんだというような問題もありますが、大玉にと

っては、これはやっぱり進めていくということでありますので、平成２９年度中に検

討をして、その返納後の対応策については３０年度から実施をしたいというふうに考

えております。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ７番議員さんにお答えします。 

   公共交通と申しますと、現在、村内にある公共交通は２系統走っております。広域

生活バスですか。そのほかにも、福祉バスやボランティアによる外出支援、また民間

のタクシー等々がございますが、決して、利便性とか経済的なものもありますが、利

用しやすいという状況には至っていないという現状にあると思います。 

   先ほども話がありましたが、これらを解決するために、今年度予算計上しておりま

すデマンドタクシーの社会実証実験を実施しまして、高齢者などの交通弱者の足の確

保という面を実施しまして、これは民間のタクシー会社に委託を想定しているところ

でございますが、本村に合った交通体系の構築に努めてまいります。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 今ほどの説明だと社会実証実験ということで計上されたということ

でございますが、私からすれば恒久的な事業に移行していただきたい。３０年からは

そうなるみたいでございますが、ぜひともそのような形をとっていただきたいという
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ふうに思います。 

   私ども高齢者、非常に交通安全には気をつけております。シルバーセーフティード

ライバーの申請もされまして、大玉老人クラブ、現在７７０人おりますが、これらの

セーフティチャレンジに申し込みをしてやっております。全体、郡山北警察署本宮分

庁舎管内では約９２チーム３６８名が参加しておりますが、そのうちの１３チーム

５２人は大玉老人クラブから参加しております。そういう中で非常に気をつけており

ます。昨年、大山新田地内で高齢者の死亡事故ございました。被害者も加害者も高齢

者でありました。そういう観点から、交通安全には人一倍、老人クラブとしては力を

入れておるところでございます。 

   そういう中で、デマンドタクシーを今後事業としてのせるということでございます。

それで、その場合に、やっぱり何らかの免許証返納された方たちに対して恩恵があっ

てしかるべきかなというふうに思っております。 

   郡山の例を申し上げますが、昨年は５９６人が免許証を返納されております。これ

らの返納された方には、いわゆるデマンドまたは公共交通の半額補助をするというよ

うなことが言われております。福島でも同様な形をとっているようでございます。本

宮においても、新年度予算にデマンドタクシー乗車券５万円を配付すると、こういう

ことが言われております。 

   したがいまして、大玉においても何らかの優遇策があったらいいなというような考

えでございますので、そういう腹案がございましたらお知らせ願いたいと思います。 

○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。 

   先ほど最初に述べさせていただきましたのが返納に対する、今７番議員さんが言わ

れた恩恵ということでございますが、これはほかを見ますと返納した年だけの単年度

の施策がほとんどでございますので、単年度施策というのは非常に楽というか、施策

的には１年に１回だけですので。 

   ただ、そうではなくて、返納した方の足がなくなると。大玉の場合には公共交通シ

ステムがはっきり申し上げまして弱いところがございますので、その辺も含めてやは

り継続性のある施策がとれないかと。そのためには、財源的にどの程度かかるのかと

いうことも含めて２９年度中に検討して、３０年から実施をしたいと。考えているの

は１回限りではなくて継続してできること、それは、商工会とか農協も含めて外郭団

体等と協議をしながら、村全体を巻き込んで継続してやっていくというようなことで

検討していきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ぜひともそのような形でお願いしたいというように思います。 

   道路交通法が今月１２日から改正されます。これは認知症の方に対しての改正でご

ざいますが、７５歳以上、認知症検査が義務づけられております。そしてまた、交通

違反、信号無視または一時停止違反、これらの重大事故につながる違反をされた方は
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認知症の検査を義務づけられるんですね。そういう観点からしても、非常に交通事故

の違反者、いわゆる国絡みで取り組んでいるこの実態に対して、我々高齢者もいつ認

知症になるかわからない。皆さんもわからない。私もなるかもしれませんね。そうい

う中で、危ないと思ったら積極的に免許証を返納していく覚悟でございます。それに

かわる施策、今言ったような恩恵をぜひともお願いしたいなと思っています。 

   最後に、行政の一番大事なことは、暮らしを守り、命と財産を守る、そしてまた交

通事故のない、みんなが笑顔で安心・安全のむらづくりに全力を注いでいただくこと

をお願いして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で７番鈴木宇一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１０時５５分といたします。 

（午前１０時４１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１０時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ５番押山義則君より通告ありました「新年度に向けての抱負を伺

う」ほか２件の質問を許します。５番。 

○５番（押山義則） ５番押山でございます。議長の許可をいただきまして平成２９年の

３月定例議会一般質問を行います。 

   ２０１７年も、新年早々の大雪被害とともに厳しい幕あけとなりました。アメリカ

の政権交代、トランプ大統領の保護主義である運営方針をめぐって世界が動揺を隠せ

ない状況、またイギリスのＥＵ離脱とかヨーロッパ諸国の指導者交代とも相まって中

東地域の不安定化も懸念され、落ちつかない世界の状況にあります。 

   我が国においても、戦後７０年余りを経過し、憲法改正やテロ防止策、カジノホテ

ル論議と、時代の変革が予想されるような、何となく不安が感じられる昨今でありま

す。 

   我が村も今年は村長改選の年であり、村長にとっては気ぜわしい年と思われますが、

村民の安心・安全な暮らしの実現に向け、新年度の施政方針が示されたところであり

ます。 

   今回の一般質問は、行政全般について、それぞれの重点施策への取り組みについて

検証、評価をさせていただきますが、冒頭、村長に伺います。新年度のスタートに当

たりまして、先ほど申し上げました世界の流れ、国内の状況に鑑み、今年度、そして

将来の社会状況をどのように理解・分析されておられるのか。また、村長改選の年で

もあり、先ほどは再選に向けての意思表明がなされたと理解しております。村政の方

向性とあわせて考え方を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今の世界情勢ということでございます。今お話がありましたように、トランプ政権
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が成立をして、まずＴＰＰを最初に離脱するというようなことから始まって、大変従

来の路線と違う路線になってきているということですが、当面は、日米関係というの

は少し落ちついた状況にありそうだなというふうには思っております。 

   ただし、中東情勢とか世界の、北朝鮮、中国含めて全ての状態が混沌としていると

いうふうに考えております。２０世紀のときには、２１世紀が到来すればこれは平和

の時代だと、戦争のないグローバル社会が形成されるというふうに非常に大きな期待

があったわけですけれども、実際２１世紀になってみますと、２０世紀以上にまた非

常に混沌とした状態、世界各地で戦争が起きたり戦いが起きているというような状況

でございます。しかも、日本自体も、そういうところから非常に遠いところに存在し

ていたわけですが、それが大変近づいてきていると。いつ起きても不思議でないよう

なテロの事件とか、いろんなものが身近なものになってきているなというふうに感じ

ております。 

   経済的には、自国第一主義ということで、内向きの経済政策がＥＵにとってもイギ

リスにとっても、アメリカも同じような状況でおりますので、昔は世界の情勢は大玉

村には余り関係なくて、及ぶのには何年もかかりましたが、今は世界が変われば、即

その日のうちに大玉の経済情勢とか社会情勢も変わるような、大変グローバル、世界

は小さくなっておりますので、そういう点では、大玉村の村政を担うものとしては、

そういう世界情勢、広くやはり関心を持っていかなければいけないなというふうに考

えております。 

   将来の社会状況、どういうふうになるかということでございますが、日本に目を転

じますと、一番今、安倍政権の言っている一億総活躍社会、それから働き方改革とい

うようなことで、大分、日本の働き方も世界の働き方に合わせていかなければならな

いというような状況になってきているようでございます。 

   日本の場合には、今、ある程度落ちついた状況にあるなというふうに感じておりま

す。社会的な大きな混乱も今のところないということでございますので、大玉村にと

っても、先ほどから申し上げますように、原発からの再生・復興というものがやっぱ

り一番の眼目になりますので、社会状況としての一番の問題はそこに今あるなという

ふうに考えております。 

   それに基づいて米価の問題とか、そういうものも当然起因するところは原発が大き

いと。ただ、米は毎年８万トンずつ消費が減っているということですので、米作地帯

の大玉としては、そういう農業施策というようなものについては非常に危惧をしてい

るところでございます。 

   方向性ということでございますが、先ほどから申し上げておりますように、人は活

力の源ということで、大玉村前村長の時代から、その前からですね、４０年前から人

口増施策をやってきておりますので、それを継続してやっていくと。それで、人口増

施策をやると同時に、少子高齢化対策、今まで少子のほうに重きを置いてまいりまし

たが、先ほどから言っているように超高齢化社会に向けて、２９年、３０年は集中的

に高齢化対策について検討をしてまいりたいと。早目に対策をとっていくというふう
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に考えております。 

   いずれにしても、財政的な自立を図りながらの再生・復興、その後に来る大玉のさ

らなる前進というものに向けて進んでまいりたいと。それも、行政だけには限界があ

りますので、先ほど言いましたように、あらゆる面で自助・共助・公助という形で村

民の皆様にも協力をいただきながら、むらづくりを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。 

   押山村政、浅和村政を継承する形でスタートでありましたが、３年半経過、長かっ

た浅和村政２０年、いわば青年期の大玉村の行政運営を引き継ぎ担う形での村長就任、

行政運営と思っておりました。ここ最近、このあたりに来て、押山カラーといいます

か随所に発揮され、新しい形での大玉村、いわば押山村政、新生大玉村とまで言って

いいかはわかりませんが、そんな感じの産声を上げたようなと、そんな感じがしてお

ります。 

   今後の押山村政を占う今年の施政方針は注目すべき中身でございました。その上で、

示された施政方針、行政全般について、私なりの観点から、重点施策と考えている部

門から逐次伺ってまいります。 

   まず、大玉村の基幹産業と言われる農業施策について伺います。 

   日本の農業に大きな影響が予想されたＴＰＰ、これはアメリカが不参加表明という

ことで、かわって２国間協定、ますます厳しい農業環境が予想され、不透明な状況と

なりました。ＴＰＰの実現に合わせて改革されようとさまざま取り組まれてきた日本

の農業政策であります。それに伴い我が村も対応してまいったわけでありますが、さ

まざまな対応策、特に農家経営助成のための補助施策、それから農地集約とか集落営

農中山間地農業への対応について、今年度の予算措置も含め、事業内容について改め

て具体的に担当に伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 詳しい内容については担当のほうから答弁をさせますが、助成の考

え方だけを述べさせていただきたいと思います。 

   農業に対する支援の考え方でございますが、考え方のメインとしては、所得補償的

な、補塡的な支援ではなくて、いろんな団体とかいろんな事業に対しての支援といい

ますか、例えば生産法人を立ち上げるとか新しい事業に取り組むとかそういう育成的

な、それを育てることによって農業がまたさらに将来に向かって進展していくという

ような、育成的なものに支援の軸を移したいというふうに考えております。 

   あと、詳しい内容については担当のほうから申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   農業施策関係の助成制度でございますが、何点か申し上げたいと思います。 
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   まずは、産地パワーアップ事業補助金、これに関しましては、生産コストの低減、

付加価値をつけるなど産地の強力化、合理化を図る取り組みということで、国の補助

でございます。総事業費が５，０００万円以上で事業費の２分の１、経営規模が

５０ヘクタール以上ということでございます。 

   次に、農業機械共同利用等整備補助事業でございます。これは２６年度の米価下落

の関係もございまして、その中で農業者の方から、今持っている機械が壊れれば、も

う農業をやめるというような、そういった声が多数出まして、何とかその対策という

ことで、対象事業者を農業者２名以上の農業の生産団体というような対象としまして、

まずは生産団体、耕地面積が５ヘクタール以上で、総事業費は、これは全部同じでご

ざいますが、補助対象の金額は総事業費の３分の１以内、生産団体の場合は限度が

３００万、認定農業者を含む生産団体は５００万、認定農業者のみの生産団体及び集

落営農組織につきましては１，０００万ということでございます。 

   ちなみに、これらの状況でございますが、２７年度は２１件、総事業費が１億

５４２万８，７６０円、補助金にしまして３，５１４万２，９７０円。２８年度は

１３件、事業費が４，４３７万３，１１５円、補助金が１，４７９万１，０３８円。

２９年度につきましては、既に要望等を把握してございまして、今現在２０件の要望

がございます。事業費にしまして１億２０９万１，９５０円、補助金額が

３，４０３万６５０円ということでの要望に対しての助成でございます。 

   ビニールハウス等設置補助でございますが、これにつきましては平成２６年度から

３０年度までの時限つきの補助ということで、当初３年間につきましては総事業費の

２分の１以内、資材の上限が２０万、設置費の上限が５万ということで、実績でござ

いますが、２６年度が３件、２７年度が７件、２８年度が３件ということで、金額に

しまして３００万近くの金額になってございます。 

   そのほか、農業者の後継者対策、利子補給であったり、青年就労給付金事業、それ

から畜産振興対策としまして、それぞれの団体補助、それから有料精液の導入の補助、

それから肉牛の導入の補助、イベント関係の補助等をそれぞれ行ってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   改めて実態を伺ってまいります。農業施策の重要性、それから農家経営のための助

成制度の必要性は私も認めるところであります。ただ、今の助成制度のあり方にはい

ささか疑問を感じる点もあります。大玉村の農業を支えるため、発展させるためには

どのような補助がどのような目的で、どの程度必要となるのか、全体計画を初めとし

て、今後の動向とか将来に向けての展望がいささか不明ではないかと思っております。 

   農業振興策、直接的なものと、それから多面的対応といった間接的なものと、その

辺もあり、体質強化に向けての難しい局面は十分理解しておるんではありますが、そ

れだけに、その内容について村民の理解とか施策の説明責任が重要であります。 

   そこで、どのような状況判断のもと施策が実施されておられるのか、何点かであり
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ますが具体的に伺ってまいります。 

   まず、説明になかったのでありますが、カメムシ防除について冒頭伺いたいのであ

ります。行政報告の中で、カメムシの無人ヘリによる防除効果について大きかったと

列記しておられます。米の品質確保のためには必要なんでありましょうが、これまで

も何度も申し上げております。端的に、自然環境とのバランス、この検討はなかった

んでしょうか、まず冒頭伺います。 

○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。 

   １２月の定例議会に際しましてもご質問ありましたが、今回のカメムシの防除につ

きましては、ある一定程度の効果が見られたということで、等級米の差が２等以下は

極力少なかったということでございますので、当然この防除の効果はあるというふう

に認識してございます。 

   それから、農薬に関しての関連でございますが、これに関してはＪＡさんのほうと

いろいろやりとりもしておりまして、これは農林省関係も認めている防除剤でござい

ますので、確かに１２月の際も、外国では使用していないというような、そういった

例もございましたが、日本の場合は今、このカメムシの防除薬が米の生産状況あるい

は農業者の負担の関係からも一番いいのではないかというような判断でございます。 

   今後さらにこの改良等が進むであろうというように予想されるのであれば、当然そ

ういったものも十分検討しながら、なるべく農家さんの負担にならないような状況で

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

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） いろいろ説明ありましたが、現実に、トンボ、イナゴ、それからそ

れに類する野鳥とか、自然のサイクルの流れであります。最終的には人間の営みにも

影響がある、生態系に大きな影響があると私は捉えております。日本で最も美しい村

としての理念と環境整備、村長はどのように考えますか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   これは本当に頭の痛い問題なんですね。これは昔、ヘリ防でやって同じような状況、

あのころはもっと強かったかもしれません、自然環境に対する破壊というのは。その

反省で取りやめたということもございますが、今、部長言いましたように薬の改良で

それにかわる、あのヘリ防をやっていたころの、いもちとかああいうものに対するも

のについてはやり方を変えたということで、あと薬の成分も変わったということで対

応ができたということで、ヘリ防が廃止になったという経過がございます。 

   今回、カメムシ被害で１等米が極端に減ったと。この農業の厳しいときに、やはり

収入の確保という経済性、それから自然の環境を保全するということで、はかりにか

けたところで、今やむなく防除をやっているという状況だというふうには認識してお

ります。 
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   ですから、全村的にその痛みを分かち合えるような状況にならないと、これを廃止

するということはなかなか難しいのかなということですが、自然環境を守る、確かに

私も、トンボが秋になってから飛ばなくなったり蛍が少なくなったということは実感

して感じておりますので、これは農協とか生産者と話し合いをしながら、一方的に行

政で廃止しますと言うことは現実には難しい状況でありますので、村の中で議論を深

めていっていただくということも一つの方法だし、あとはそれにかわる防除方法、薬

等が出ることも期待をしているところでございます。 

   大変歯切れの悪いところですが、相反するものですので、今、これをやめて１等米

諦めろと。識別機等をどんどん導入してそれを排除していくということもできるんで

すが、なかなか経済的な負担も大きいということもありますので、そういうことも含

めて検討させていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 我が村は、日本で最も美しい村と名乗りを上げております。人間の

営みに影響があることは必須なんであります。これは世界的にも認められております。

その中で、米施策という名目で結局、自然を破壊している、この辺は皆さんとともに

考えていきたいと思います。 

   次に、農業機械共同利用整備事業について考えます。実績については先ほど答弁い

ただきました。まず私が伺いたいのは、共同利用という言葉の改めて意義についてで

あります。 

   それから、共同利用の実態、これは追跡調査とか検証の必要性が私はあると思うん

でありますが、実施されているでしょうか。農家経営の皆さんに村の一般財源からの

支出であります。経営状況の判断もないに等しい状況で、それで補助、助成されてお

ります。その辺はどう捉えますか。やっぱり農家を守ることは大変大事であります。

ただ、そのあたりで村民の理解をどういうふうに捉えておられるのか、冒頭伺います。 

○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。 

   補助金につきましては公金でございます。村におきましては、交付した団体から作

業日報を提出していただいて確認してございます。購入に際しては、当然写真等も添

付しておりますが、実際の使用状況については作業日報を提出していただいてそれを

確認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） 作業日報で報告を受けている。ただ、実際、共同利用という形はい

ろんな形で名ばかりのものがございます。その辺を改めてきちんと実態調査をお願い

しておきます。共同利用という形で補助金を出しているんですから。ただ、現実には

名義貸し、名前を借りたりなんかしてやっている方はいっぱいおります。このいっぱ

いという言い方は、私が言うとすごく語弊がありますが、現実にそういう声が村民か
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ら、この制度は何なんだと、やっぱり私どもには耳に入ってまいります。その辺は慎

重に対応していただきたい。まして、一般財源で施行している施策であります。慎重

にお願いしたいと思います。 

   まず、一番のこのことで言いたいことは公平性。支出の整合性もあわせまして、そ

の辺も含めまして、今後の事業展開、事業計画について、どこまでこの事業をやられ

るのか改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   当然、公平性、村民の理解ということでございますが、これについては農業分野に

対する助成ということですので、高齢者には高齢者分野の助成、販売者には、例えば

直売所は直売所の助成ということで、それぞれ行政は満遍なく８，７００全部にとい

うものもありますし、ある特定分野、商工業者には商工業者の助成金ということがご

ざいます。 

   これは当然、そういう助成というのはあることでございますので必要性があります

が、今回のものについては、米価が１万１，０００円から７，２００円に下がって、

５，０００円も一気に下がったということで１反歩当たり２，０００円の、先ほど言

いましたような所得補償的なものをやったわけですが、それはやはり一過性のものだ

ろうということで、継続性のある農業をやるためにということでこれをやらせていた

だきました。 

   この裏には、今ある機械が壊れたら農業をやめるんだという声がいっぱい聞こえて

まいりました。それで、あの当時、約１，０００町歩の米作農地の、大規模で請負で

やっていた面積では約２００町歩、あとの七、八割は兼業農家、小規模農家が大玉の

農業を担っているという現実がありましたので、会社で働いて、そのお金で機械を買

って先祖伝来の農地を守っていくんだということでやっている農家もありますし、大

規模で、これから一生懸命さらに規模を拡大するんだという農家もありました。 

   ですから、そういう農家について極端な米価下落に対しての助成ということで、

５年間の時限要綱で実施をするということで言わせていただきました、３年たったら

見直しをしますと。大体、見直すというのは高くすることは余りないので、今度少し、

どういう見直しになるかこれからやりますが、２９年度が３年目になりますので、

３０年、３１年でこの事業はとりあえず終了ということになりますので、その辺につ

いて、名義貸しの問題とかそういうのはございますが、これについては日報等を確認

しながら、それはだめだよということはまた再度指導しながら、お願いをしながら有

効に機械を使っていただけるようにしていきたいなというように考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。建前は十分理解しております。ただ、現

実がそれに伴っていかないと、村民の理解はおかしな方向にいってしまいます。この

辺を十分ご理解願いたいと思います。 
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   産地パワーアップ事業について伺います。国庫の補助対象に取り組まれたこと、こ

れは大変評価申し上げます。これを機会に集落営農が進化することを期待するもので

あります。５０ヘクタールの壁はなかなか厳しいものがありますが、この運営が軌道

に乗ることを応援したいと思っております。 

   改めて、国庫補助対象になった経緯について、担当のほうから中身について伺いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   産地パワーアップ事業に関しましては、２８年度につきまして当初申請を取り組み

ましたが、建物については該当ないと。国の予算でございまして、当初の国の補正予

算では建物は該当ないと。ただ、中に入れる機械のリースについては該当するという

ことなので、建物が当然完成しないとリースできないという状況でございましたので、

当時は建物は自前でも進めるしかないということで、リースのほうの補助だけでも仕

方ないかというような状況でございましたが、次の補正になりまして大分その補正の

内容が変わりまして、建物でも該当するというような状況になりましたので、一旦そ

のリース事業を取り下げしまして、新たに建物とリースのものを一緒に出して今回の

事業に該当したというような状況でございます。 

   正式には、今後、５月以降の申請になるかと思うんですが、今のところ内示的に該

当しているというような通知はいただいております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 担当の方の調査研究、本当にご苦労さまでございました。これはよ

かったと思っております。ただ、当然、村単独事業の営農法人組織支援事業補助金、

これは補正となりました。この事業の成功を願うのには今後ともさまざまな支援の必

要性があるかなと私思っております。水路の改良とか、新たな支援が必要となります。

側面からの支援にもしっかり取り組んでいただいて、集落営農が発展できるように施

策の充実を願っております。 

   法人化とこの集落営農について、今後の対応でありますが、改めて村長にその方針

を伺っておきたいのであります。 

○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。 

   今後の支援ということでございますが、とりあえず３月で国・県の補助が入る前の

補助については減額をさせていただいている、提案をさせていただいていますが、こ

れについては当然大きな自己負担がございますので、側面からの、先ほども申し上げ

ましたように、育成支援ということに力を入れたいということであります。当初の段

階では間に合いませんでしたので、村の支援は。ですから、農業生産法人の支援につ

いては６月の補正でしかるべく村の支援をしたいというふうに考えております。 

   それからあと、側面からの支援についても、できることについていろいろと協議し
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ながら支援をしていきたいと。初めて立ち上がった大きな生産法人でございますので、

村としても、成功に向けて頑張っていただくためにも側面からバックアップしていき

たいというふうに考えております。 

   それから、生産法人の立ち上げについては今も支援策をやっておりますので、それ

ぞれ生産法人の芽はありますので、その芽を、生産法人として成り立つというか、立

ち上がるように、そういう側面的な支援をしていきたいというふうに考えています。

今の農業については、やはり集約と大規模というものが大きな方向性になる、柱にな

るというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。この成功が大玉村の農業の方向性を大き

く左右します。ぜひきちんと取り組んでいただきたいと思っております。 

   この項目の最後に、畜産振興事業について伺います。 

   これはさまざまな支援策が設けられております。端的に伺います。収益が非常に高

い事業に対しても補助がなされております。改めて必要性を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   畜産については、村がかなり手厚く導入のときも支援をしています。ですから、結

果的には、宮崎とか熊本のほうから非常にいい種を導入できたということで、今、繁

殖等についても非常にいい状況にございますが、最初の助成からすると、２年前にか

なり助成金を落とさせていただいております。畜産の方も大変頑張っておりますので、

もとに戻してくれないかという要望が出ているような状況にもございますが、やはり

いいときは少し我慢をしていただいてということで、これからまた宮崎の口蹄病関係

とか、原発の事故で子牛がいないという、これはそういう状況の中でのことですので、

だんだん回復してくると、逆に肥育農家も減ったり、繁殖がいいということで繁殖農

家がふえたりすると市況も変わってまいりますので、その辺を見きわめながらまた助

成はやっていきたいなというふうに考えております。 

   産業育成の面で非常に大きな効果があった育成事業ですので、この支援については

当面続けてまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   私が申し上げたいのは、まず、その辺のあたりの村民の理解なんです。物すごく気

分よくもらっていらっしゃる方がたくさんおられます。でも、それでも補助が出てい

ます。その辺は村民の理解が難しいところがあるのではないかなと。農家ばかりが村

民ではありませんので、その辺十分ご理解ください。 

   これまでの実績というか、長年継続されてきた施策、また村長が新たに出した施策、

それぞれございます。農政改革、農協改革、それから農業委員会、農地法の改革と変
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化が求められている農業環境であります。その辺も踏まえまして、これまでの施策に

対して、いろんな角度から一度立ちどまって振り返って検証・評価してみる必要があ

るのではと訴えまして、この項目の質疑は終わります。 

   次の人口増施策について伺います。 

   これは、戦略として我が村で取り組んできたことでありまして、内外から頑張って

いるなという評価であります。ただ、基本方針としての施策の重要性、それから必要

性について村長の見解、これは先ほど最初の質問者からもありましたが、改めて、端

的で結構ですので伺います。 

   それからもう一つ、あわせて伺っておきたいのでありますが、施策によって村内の

生活環境とかコミュニティなどにひずみを来していないかということも伺っておきた

いんであります。その辺を村長どのように理解してこの施策を進めておられるのか。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   人口増施策についてはどのように思っているかということでございますが、当然、

今、福島県内の各市町村で人口が非常に減少している、これが一番の行政の問題にな

っているということもございます。やはり活力がそがれるという状況ですが、幸い、

大玉村は人口が今のところふえ続けているということです。 

   それは子育て支援だけやっているからふえているわけではなくて、総合的に、例え

ば若い人たちとか外部の人たちが家をつくるときに、どこに家をつくるかなと考えた

ときに大玉村を選んでいただいたと。それは子育て支援もありますし、住宅を造成す

る業者に対する支援も当然ありますし、それから、大玉村は環境が大変いい、景観が

いいというようなことも一つの要因となっておりますし、それからあと、何よりも地

価が安いということで若い人たちが家をつくりやすいということもございますので、

そういう総合的な判断でつくっていただいていると。それが村の活性化に当然結びつ

いてまいりますので、これからも人口増施策は中心としてやっていきたいなと考えて

います。 

   コミュニティの関係は、去年だけでも七、八十件、アパートを１棟と数えてそれぐ

らいの数がございますので、大変な数の方が大玉に新たに住まわれたり住宅がえをさ

れているという状況で、組に入らないとかいろんな問題が起きていることも当然承知

しておりますが、やはり区長さんを中心として、組と一緒になっていただいて、そし

てコミュニティをまた形成していただくというようなことは最低限必要なことですの

で、粘り強く、それについては区長さんにもお願いをしておりますし、組の中でも、

入っていただいて一緒にできるようにしていただければなというふうに考えておりま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 答弁ありがとうございました。 
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   生活環境の充実ということであわせて伺います。 

   先ほどひずみを来していないかと申し上げましたが、都市計画を含めた問題提起で

あります。住宅増を進めるために、道路環境の整備とか公園の設置などの必要性を私

は感じております。例えば町・神原田線に家がいっぱい建ちました。私は、役場通り

のメイン通りであります。家が建つ前に少なくとも街路樹くらいは植わっている、そ

ういう通りを夢見ておりました。それから、百日川沿いも家が建ってきつつあります。

河川の周辺にぎりぎりまで家が建つということは、これは異常であります。その辺も

含めた都市計画のあり方について感想を伺いたいのであります。 

   私は、何年か前でありましたが、役場の前の育苗センターがやめるとか何かという

時期がありまして、その時期に、この前の土地は村で確保してください、都市公園が

絶対必要だと、そういうことを訴えた経緯があります。そういうものを含めた都市計

画のあり方、今となってはいささか手おくれの部分がありますが、残された部分ぐら

いは街路樹の立っているような道路、そういうものはやっぱり役場も目玉ですから、

そういう考えはないでしょうか。村長に感想を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   生活環境は当然、多くの新しい住宅が建てば変わってきますし、昔ながらの、住ん

でいる方のコミュニティとのバランスというのも非常に難しいものがあろうと思いま

すが、これは住んでいる皆さんと、あと行政も当然ですが、コミュニティを新たに形

成していただくということになろうと思います。これは、新しい住民が入ってくれば

新しいコミュニティのあり方というのも当然ありますので、全て昔のままというのも

難しい状態になるかもしれませんが、住民同士の中で話し合いをしていただいてやっ

ていただくというふうになろうと思います。 

   都市計画のあり方について、百日川沿いに家が役場通りにいっぱい建っております

が、河川については一応セットバックをしていただいたり、道路が広がる予定のとこ

ろはやっぱり下がっていただいているということで、それぞれ今できる開発指導関係

ではできる範囲内でそれを業者にお願いしてやっております。 

   具体的に公園の計画とか街路樹をどこに植えるかということについては、従来から

大玉にはそういう概念がなかったので、道路をつくるときに、街路樹を植えるような

道路ということについては今のところ計画的にはありませんが、当然大きな住宅なん

かできる場合には、道路に木が植えてあったりというのは他市町村を見ると現実には

ありますので、その辺については今後の考え方というふうになろうと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。日本で最も美しい村を名乗っております。

そこらあたりもぜひ計画の中に考えていっていただきたいと思います。 

   人口動態について伺います。 

   これ、単純に言いますが、努力が必要な部分、婚姻、それから未婚率、晩婚化・非
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婚化の解消を求めております。全国的な問題でもありまして、それぞれ努力されてお

られるんでしょうが、村としてやっぱり工夫が必要ではないかと思っております。 

   これは提言になりますが、青少年交流センター、なじみのない言葉なんであります

が、新しい企画として、村としてこういう形で取り組む考えはありませんかというこ

とで村長に伺いたいんであります。改めて、若者をターゲットとした地域づくりとか、

むらづくりの必要性を私は伺いたいんであります。 

   例えば、今、村内にさまざまな形でふれあいセンター等がありますが、私ども、南

部ふれあいセンターを要望しております。ただ、そういうものについて、既存の考え

方にとらわれず、青少年交流センターのような取り組みも必要ではと思っております。

新しい補助形態もまた見つかるんではないかと思っております。 

   なぜこういうことを言うかといいますと、南部地区には２つの太鼓台の組織があり

ます。実際これから、練習の場所とか、そういうものの管理とか何かの中で交流が必

要なんであります。そういう場所がございません。村でもさまざまな形で、今、太鼓

台とか何か利活用されておられます。具体的な施策の提言でございますが、先ほど申

し上げました未婚・晩婚化のこととあわせて、村長の考えを伺っておきたいんであり

ますが。突然の質問で申しわけありません。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんに再度お答えをいたします。 

   今の晩婚とか未婚の現状等については担当のほうから答弁をさせますが、青少年交

流センターについては現時点ではちょっと計画にはのっておりませんが、子育て支援

センターをつくりたいというふうには、土地も取得しております。これについては有

利な助成等があるのを待っているという状況でございます。 

   箱物がありますとなかなかその管理、運営に経費がかかる。これ、固定経費になり

ますので、やはり人と管理費が大分かかりますので、既存の改善センターとか既存の

施設でそういう事業展開ができればというふうに考えております。当面は、例えば有

利な補助金があって建物が１００％で建ったとしても、その後の管理。ですから、屋

内運動場なんかは電気代以外はかからないような施設にさせてもらいました。 

   これからの施設については、既存のものを活用するということをベースにして考え

ていきたいなというふうに思っておりますので、これについては検討させていただき

たいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   国内全体の社会経済のシステムの変化によって、例えば女性の社会進出であったり

非正規労働者の増加等々によりまして晩婚化・非婚化というものが進んでいる現状に

ありまして、本村についても例外でなくこのような状況になって、人口対策として行

政が婚活を支援するのが必要な時代になってきていると認識しております。 

   そういった中で、行政としましても、生涯学習活動支援やスポーツ活動などの参加

の支援などをして、地域活動として、晩婚・非婚化の解消を進める施策を進める時期
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に来ているということで認識しております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） それぞれありがとうございました。ふれあいセンターについては、

東西南北、南だけがございません。やっぱりその辺は十分ご認識いただきたいと思い

ます。村長改選の年でもあります。あわせてお願いしておきます。 

   公設民営化について伺います。 

   公設民営化、これは村長の立候補の際の公約事項であります。いよいよ新直売所の

スタートに向け公約の実現となります。これまでも民営化の方向性についてはたびた

び村長の説明があり、理解してまいりましたが、いざ実行となるとさまざまな課題が

あり、簡単にはいかない施策と捉えます。 

   そこで、審議会からの公設民営化に向けての答申内容、そしてそれらを受けての村

としての運営方針、改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんに再度お答えします。 

   大玉村の公設民営化検討委員会からの答申内容でございますが、村民からの出資を

募るということで株式会社を設立しまして、当面は直売所の運営を主な業務とすると

いうことで報告がなされたところでございます。その答申を受けまして、法人化を進

める組織としまして、仮称ではございますが、大玉村づくり株式会社設立準備会を立

ち上げまして、法人設立の準備に移ったところでございます。 

   当面の経営方針等の詳細につきましては、経営コンサルタントに依頼しております

ので、その方の指導を得ながら進めてまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） こちらには書いてあるんですが、まだ詳細については発表できる段

階でないと捉えなければいけないんですか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   経営方針の詳細という部分ですが、先ほども申し上げましたが、答申を受けて、仮

称でございますが、株式会社の設立準備会という形で組織して検討を進めてまいると

いうことで、具体的な経営方針につきましては、先ほどもお話し申し上げましたが、

専門家の意見等を聞きながらそれらの経営方針を策定してまいるという内容でござい

ます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 私は、公設民営化への、認可への工程表を示してほしいんでありま

す。監査委員からの指摘もありました。本来は法人の施設経営規模、損益見込み等々、

おおむね確定した時点で事業執行が望ましいとあります。今までにない一歩踏み込ん
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だ監査委員の指導・助言はいささか私は違和感も感じているのでありますが、私も実

際、同感であります。一日も早く計画概要の確定を示されて事業の進捗を進めていた

だきたいのであります。 

   ただ、これから工事に取りかかろうとしているのに出資額についても不明で、出資

の割合もはっきりしていない。それから、運営組織、もちろん組織の大小、運営管理

者の選定もまだわからない。もちろん運営組織陣の陣立ても明確でない。さらに、行

政の位置づけと申しますか、全体的に行政がどこまで踏み込んでいくのか、その辺も

わからない。一番の結論としては、私としては、これは指定管理者制度となるのか、

その辺も不明であります。 

   またさらに、こういう事業をやるのであります。一般公募は考えておられないのか。

全国的にも世界的にもマチュピチュで有名な大玉村であります。もう少し違った形で

一般公募なども考えられないでしょうか。いろんな形で知恵を集めていくべきだと思

います。 

   今になっていろいろ設計概要も定まりまして、やむを得ない事情もございますが、

村長そのものも、当初は二階建てを夢見ていたのではないかと思います。窓から安達

太良を見ながらのレストランとか何か、そういうものの考えがあったはずです。出資

とか何かの割合をもっと考えればそれも可能なんでありますから、公設民営化、やっ

ぱりいろんな方面から検討していただきたいというのが本音であります。改めて村長

の考えを伺っておきます。 

○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。 

   直売所をつくりたいと、つくるというのは、前の新あだたらの里の協議会で用意さ

れていた３反歩の土地に施設をつくるということでお願いをした結果、直売所のとこ

ろに加工所とか食堂をつくってほしいというような要望がございましたが、この経過

については何度もお話しをしておりますので、直売所を大きくするということの結論

に至ったわけですが、それから３年ぐらいたっております。慎重に進めてきたという

こと、財源の確保等もございましたし、それから開発の許可等もございまして、おく

れてまいりました。 

   会社の設立については、会社をつくって、その会社が直売所をつくるわけではなく

て、これは公設ですので、アットホームと同じように村が村の施設をつくると。その

目的は何だというと、先ほど言ったように村の農畜産物の販路を拡大する、それから

情報の提供の場としてやっていくということで、建物をつくることは、これは村の事

業でございますので、これはこれで独立して別建てで建物をつくっていくんですね。 

   それを今度、公設民営化にして自由度を高めたほうが売り上げも伸びるだろうし、

出荷者の利便性も高まるということもあって、それでは受け皿の法人を探すと。商工

会にお願いしたところ、商工会はちょっと今の時点では無理だと。村内を見渡しても

請け負ってもらえる法人がないと。 

   先ほど一般公募の話がありましたが、一般公募すると、本宮、二本松、福島にはい
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っぱいあります、そういう会社は。でも、そこにお願いした場合には村のそういうお

金が全部外に出てしまいます。ですから、村の中でお金を循環させると。外に出さな

いというのは、これは原則ですので、しからば、なければ、じゃ村の中に受け皿をつ

くりましょうということですので、例えばこの会社ができなくても直売所はできます。

別ですからね。受け皿会社がなければ直営で暫定的にやっていくわけです。ですから、

法人がないとこの直売所が経営できないということではないんですね。 

   ただし、ベストの方法は村内に受け皿の会社をつくって、そこに経営をしてもらっ

て、逆に、ないものを買ったり、サービスを向上させたり、民の力で運営したほうが

いいだろうということですので、その受け皿をつくるということを並行して今進めて

いるところです。 

   ですから、準備会の中で、こういうふうにしたい、あういうふうにしたいという結

論を今検討しておりますので、３月までに結論を出すということは、会社の名前とか、

１株幾らにするとか、何株、じゃ全村民が買った場合どうするんだなんていうことは

不可能ですけれども、未成年の方がじゃ買った場合はどうするんだとかとなる。集め

ればいいのかという問題もありますので、多分、第１次募集は何百株という限定株に

なると思います。１人１株だということは大体決めていただいている。それは５万、

１０万、２０万という数字ではなくて、今のところは３万から５万ぐらいの範囲内で

というのが検討会での結論でございます。これはもうお話ししても問題はありません。 

   ただし、それを１株幾らにするかは準備会の中で今検討いただいているので、私の

ほうでこれについて幾らだということ、コメントは今のところ差し控えているという

ことでございます。 

   ですから、３月いっぱいでそういう基本的なことについては決定をするということ

ですので、そう遠くないうちにどういう会社をつくるかということについては決定を

いただけると。そして、本年度中に早い時期に会社を立ち上げて、会社を立ち上げな

いと株式の発行ができませんので、株式を発行して、会社ができた時点で、役場が公

設でつくった直売所を村のほうで指定管理にするのか、運営権を移譲するのかの決定

をして、それを会社が受けるかどうかは、今度、会社の問題になってきます。逆に言

うと、その会社に任せるかどうかも当然、村の意思決定になりますので、ですから別

なんですね、これは。 

   ですから、その会社は直売所を運営するためだけにつくるんではなくて、公設民営

化、村のいろんな施設がありますので、そういう施設の受け皿としてしっかりとした

会社をつくっていただくということです。直売所と今並行していっていますので、そ

ういう点では、おくれているわけでも順調にいっていないわけでもないんだというこ

とでご理解をいただければと思います。 

   オープンの時点で当然、これは議会の議決をいただくことになります、指定管理の

場合。社会福祉協議会のほうに今、指定管理でお願いをしていますが、それも当然、

議会の議決を得てやっているということでございますので、同じような手続をとるよ

うになります。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） いろいろ説明ありがとうございました。 

   一日も早い計画概要を望むものでありますが、結論的にちょっとお話しさせていた

だくと、出資額とかそれに対する配当とか、そういうものまで全然聞かされないまま

議会の承認という形になりますと、我々、実際建物ができてしまった、それで実際営

業している、議会で物申すなんてことは決してできないわけでありますから、その辺

も十分理解した上で進めて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） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   今言ったように、建物の進捗と株式会社はまるで別個の話ですので、これをくっつ

けて話すとちょっと複雑になってしまいますので。会社が直売所なりほかの施設を運

営する、そして会社が存続できるかどうかということは十分に検討して会社が初めて

できますので、それとはかかわりなく、直売所は予定どおり建設を進めてまいります

ので、それは別に切り離して考えていただいたほうがよろしいかと。 

   それからあと、出資をする場合は当然に予算化をしなければいけませんので、十分

に議員の皆様には内容を説明して、理解をいただいて議決をいただくということにな

りますので、会社設立時点で、臨時議会になるか６月定例会になるかはまだ今のとこ

ろわかりませんが、そういう形で手続はきちっと踏んでまいりますし、会社の概要が

できた時点で全村民の皆さんに説明会とか、当然出資を募るということもありますの

で、説明会とか説明資料については出して、村民の皆さん全部に呼びかけるわけです

から、これについては十分に広報をやっていきたいと、説明をしていきたいというふ

うに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 理解いたしました。ただ、一日も早い確定をお願い申し上げます。 

   次の質問に入ります。日本で最も美しい村について伺います。 

   端的に、改めてこれまでの取り組みの成果、どう捉えておられるのかお伺いいたし

たいと思います。両小学校での取り組み、子どもたちは当然、村民にも、地域の伝統

文化を守ると、そういった意味で十分活用できていると、そういう意味で大きな評価

をしております。 

   それとあわせまして、ちょっと角度は違うんでありますが、今回、環境条例、水資

源保全のための条例整備も進められまして、美しい村を求めて、私自身、長年整備の

必要性を訴えてきた立場としては安心と感謝を申し上げたいと思っております。 

   私は、水清くて魚のすむ里の川の実現がこの条例制定の最大の目的と捉えておりま

した。改めてその辺に対して、今後の取り組みも含めまして、今までの美しい村の取

り組みの成果もあわせまして伺いたいと思います。 

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

   私のほうからは、美しい村の取り組みの関係、これまでの取り組みの成果等につい

て答弁申し上げます。 

   村内の各種団体で構成しました最も美しい村づくり推進会議を昨年度立ち上げまし

て、景観、文化、地域活動の共通理解を深めつつこの認知度を向上しましょう、また

伝統芸能などの継承、また新たな観光資源の創造、環境保全に対する意識の高揚など、

４つの提案をいただいたところでございます。 

   それに基づきまして、今年度につきましては、これら４点の取り組みについて、先

般、報告会がなされまして、その中で、小・中学生における挨拶運動や最も美しい村

連合の看板の設置、また伝統文化の保存ということで田植え踊りや十二神楽の地元小

学校での継承活動、また、いぐねの調査・データ保存ということ、そして各団体によ

る美化活動というものを通して環境保全の意識を高められたということで報告会が開

催されたところでございます。 

○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。 

   環境条例、それから水資源保全関係でございますけれども、今後の取り組み状況と

いうことで、まず環境基本条例につきましては、今後、環境基本計画を策定すること

となります。この策定につきましては、パブリックコメントの実施、それから環境審

議会の開催ということで幅広く意見を求めてまいりたいというふうに考えております。 

   目標値とか施策等の設定、それから二酸化炭素の排出抑制とか河川の水質保全、ご

みの減量化などを推進して、生活環境、それから自然環境の保全に努めてまいりたい

というふうに考えております。 

   また、開発行為を行う事業者等に対しましては、助言や、それから必要な措置を講

じることを定めておりますので、開発行為によって自然環境の保全に支障を来すこと

のないよう働きかけていきたいというふうに考えておるところでございます。 

   それから、二酸化炭素の排出抑制につきましては、平成２８年度に公共施設の現況

調査等を実施しておりますので、これらの計画書を作成しましたので、これをもとに

関係部署と協議・調整を行いながら、施設の改修等も含めまして実施をしてまいりた

い、そして二酸化炭素排出抑制、それから省エネに努め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。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   この水環境とかそういうものに対しては、先ほど申し上げましたカメムシの状況の

こととか、また歴史的価値があります通称ばかぼりなんかの、そういうものの認定と

かを美しい村のテーマとして取り上げていっていただきたいと思います。 

   別の角度から質問申し上げます。 

   ある村民から私への訴えで、美しい村、そのような崇高な取り組みをしていながら、

何で大玉村にはモーテルが存在するんですかと問われました。事情はある程度理解し
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ております。私も設計屋の端くれですので、モーテルが規制された当時、大玉村の置

かれたある程度の事情は理解しております。ただ、いろんな条件整備もありましたが、

今ごろは大玉村からモーテルの類いは消えているはずと想定しておりました。 

   モーテルの存在、どのように理解され、どのような対応をなされておられるのか、

この中身について、しばらくさわっていないと思いますが、その点も含めまして、美

しい村として捉えてどういう観点でそういう指導をなされてきたのか伺っておきます。 

○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。 

   モーテルということですが、確かにお話ありましたように、美しい村にふさわしい

かと言わればふさわしくはないというふうに思っております。 

   ただ、建設された当時というのは規制も今のように厳しくはなかったというような

こともございまして、法ができた段階では、その当時、合法的に建設されたものにつ

いては適用されないというような部分もございました。建設されて間もなく、電柱に

張り紙がされたり、またビデオの販売機が設置されたりというようなことで、当時は、

地域の方々、また警察署関係、青少年の育成団体の皆さんと協力しながら、そういっ

たモーテルの周りの環境整備をまず進めようじゃないかというようなことで、張り紙

を剝したり、また販売機等、そういったものの撤去活動というようなことで実施をし

てきたところでございます。 

○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０２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 引き続き５番押山義則君の質問を許します。５番。 

○５番（押山義則） 幼稚園３年保育についてお伺い申し上げます。 

   スピーディーな取り組みの実現、村長の期待は大きいと確信しております。改めて、

３年保育となっての管理体制、それから預かり保育、保育料、スクールバス運行など

の運営体制について具体的に伺います。 

○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。 

   ３年保育の実施に当たりましては、特に大事なこと３点あるかと思っております。

一つは園舎の増築、それから指導者の確保、そしてまた教育の中身、保育の中身、い

わゆるカリキュラムであります。その３つにつきまして、まず園舎の増築につきまし

ては、大山、玉井それぞれ保育室２つずつ増築すべく、今、実施設計に至って３０年

度に間に合うようにと、そんな形で進めております。 

   それから、保育者の確保でありますけれども、これは先生方の指導力の向上、そう
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いうことに努めながら、保育所との関係を調整を図りながら、指導力のある先生方の

確保に向けて３年保育に万全を期していきたいと、そんなふうに考えております。 

   それから、カリキュラムなんですけれども、私はカリキュラムが非常に大事になっ

てくるのかなというふうに思っております。それで、今、２年保育でカリキュラムを

やっておりますけれども、３年保育のカリキュラムにつきましては、アドバイザー、

これは福島大学の幼稚園教育専門の先生、それから大玉が今進めております幼・小・

中の一貫教育、そういう広いグローバルな視点から教育の指導に当たられる先生、そ

の２人の先生にお願いしまして、幼稚園の先生方、それから必要に応じて小学校また

は中学校の先生も加わっていただきながら、カリキュラムづくりに今から取り組んで

いるところでございます。 

   それから、預かり保育あるいはまたスクールバス等々につきましては担当部長・課

長のほうから答弁させていただきます。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   ３年保育実施に伴います預かり保育、それから保育料、スクールバスの考え方であ

りますけれども、預かり保育につきましては、３歳児につきましても４・５歳児同様

に、早朝預かり、それから保育終了後、土曜日、長期休業中の預かり保育を実施して

まいりたいというふうに考えております。 

   保育料につきましては、３歳児につきましても現在の４・５歳児同様、月額

４，０００円といたします。また、預かり保育料につきましては月額５，０００円、

臨時預かりにつきましては日額５００円でございます。 

   また、４・５歳児は現在、第３子から、保育料、それから預かり保育料ともに無料

というふうにしてございますけれども、３歳児につきましては、保育所と同様の措置

となりますように、第２子から無料としていきたいというふうに考えてございます。 

   スクールバスに関してでございますけれども、３歳児の乗車には、現在、幼稚園児

が使っておりますジュニアシートではなくてチャイルドシートの着用が義務づけられ

ます。これらチャイルドシートを着脱して、児童、それから園児のスクールバスの運

行は極めて困難でありますので、３歳児につきましては家庭での送迎をお願いしたい

ということで考えてございます。 

   以上であります。 

○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。 

   監査報告の中で専任の園長の必要性が述べられております。村長はどのようにお考

えでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   専任の園長というのは、前からそういうお話もございましたが、大玉村の今やって

いるおおたま学園、幼・小・中連接の今、道半ばでございます。一所懸命やっている
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ところでございますので、ましてや３年保育ということになりますと専任園長という

のもなかなか負担も重くなりますので、今までのとおり、幼稚園と小学校、幼・小連

接、これは３年保育をやると飛躍的に子どもの育ちが小学校に入ったときに変わると、

よくなるということがありますので、その実を上げるためにも、当分、校長に園長を

兼ねてお願いしたいと。 

   福島のほうはそういう形でもうやってございますので、安達管内は専任の園長が多

いところがございますが、大玉は当面、小学校長に園長を兼ねていただいて、つない

でいただくというふうにしたいと思っています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） わかりました。なお、監査委員の意見もございます。十分に検討し

て実施していっていただきたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   原発災害、線量低減化活動について伺います。 

   新年度の事業計画、さらに今後の事業展開計画を含めた進捗状況、あわせて復興計

画の取り組み状況をまず伺います。 

○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。 

   まず、除染関係でございますが、住宅除染につきましては、発注件数２，４０５件、

実施済みが２，１９９件、この差につきましては、同意いただけなかった方、また調

査で線量が低かった部分については調査終了というようなことで、２８年度に事業が

完了する予定でございます。 

   それから、大規模事業所関係の除染につきましては、２７年度１５件、２８年度

５件発注いたしておりますけれども、２件は繰越事業ということで進めておるところ

でございます。 

   それから、道路除染でございますが、発注件数につきましては３件、総延長で

１０８キロということで、１１月には２件が完了しております。これは通学路という

ことで４キロ、残り１件につきましては、１１月に大玉村復興支援事業協同組合に発

注しておりますが、２９年度に繰り越しの見込みで進めておるところでございます。 

   それから、仮置場関係の測量設計業務委託につきましては、第３仮置場、大山地区

については設計業務は完了いたしております。 

   それから、仮置場の造成工事につきましては、大玉村第２仮置場でございますが完

成を見まして、２月２８日に説明会を開催しております。これにつきましては、大玉

３区の住民の方、それから１区から５区の区長さん、区長代理の方にお集まりをいた

だきまして、施設の概要であるとか施設の運用計画についてご説明をいたしたところ

でございます。 

   それから、農地除染関係ですが、３９５ヘクタール実施済みでございまして、牧草

地が２０ヘクタールございますが、石等が多くて、クラッシャーというような機械も
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導入してやらなくてはならないというようなことで、こちらも繰り越しで行う予定と

しております。 

   それから、除染土壌の中間貯蔵施設への段階的本格輸送ということで、２８年度に

つきましては１２月までに２，４６２袋搬出を完了しております。それから、この輸

送につきましては、２９年度については５，０００袋、５，０００立米の予定でござ

いまして、次年度以降、倍、５，０００が１万というような形でふえていくというふ

うな予定としております。 

   それから、ため池除染でございますが、これについては、土地改良区と協議しなが

ら来年度７カ所で実施を予定しているというところでございます。 

   それから、営農再開支援事業関係ということで、放射性物質の吸収抑制対策という

ことで塩化カリの配付を行っているところですが、これらについては水稲、牧草、大

豆、ソバとそれぞれ塩化カリを散布しているところです。ソバの圃場につきましては

来年度以降の塩化カリの配付は実施しないということですが、これは、塩化カリの状

況、土壌の濃度分析と玄そばの放射性物質の検査を行った中で、塩化カリの散布がな

くてもいいというような判断に基づくものでございます。 

   それから、米関係の全量全袋検査につきましては、基準値超はございませんでした

が、２９年度も実施する予定ということでございます。 

   それから、健康対策関係でございますが、ホールボディーカウンターによる内部被

曝検査、それから甲状腺検査、これは２８年度実施しておりますけれども、２年に

１回ということになります。それから、個人積算線量計によります調査、これらを引

き続き実施していく予定としております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧なご答弁をありがとうございました。 

   この項目に触れるに当たり、昨日、村長から説明ありました第２仮置場の契約関係

について触れないわけにはまいりません。問題意識はともに共有、理解しております

が、過去の業者選定問題もありました。教訓として、あってはならない職務怠慢とい

う言葉が合うかどうかわかりませんが、だと思っています。 

   端的に伺います。再発防止に向けどのような反省、指導を行われたか伺っておきま

す。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   この件に関しては、事務手続のミスということで、議会の皆様にはおわびを申し上

げたいと思います。 

   これについては、決算段階で、契約の変更については今まで契約担当の総務の係長

とか係員のほう、それから財政のほうのチェックというものが全てにおいて行われた

わけではございませんので、それについて、必ず契約のときにはそこの条例担当を通

すと。決裁をもらって決裁とするということの事務的な流れの変更はこれから行うと
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いうことで指示をしたところでございます。 

   あとは、職員一人一人が私も含めて気を引き締めてそういうようなことに当たると

いうことが基本だというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。そのように頑張っていただきたいと思い

ます。 

   先ほど説明ありました第２仮置場の運用計画の概要説明が２８日あったと思います

が、改めて伺いたいんであります。この施設の最大保管量、それから保管事業、運搬

事業のサイクルで年間の処理能力、それから玉井１区から５区までの除去数量をそれ

ぞれ、それで何年何カ月かかるのか。またあわせて、大山地区の総数量が幾らになっ

ているか。申し上げておりますので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をいたします。 

   大玉村第２仮置場、最大保管量につきましては１万１，１３０立米、袋と同数でご

ざいます。 

   それから、年間の処理能力ということで、２９年度の計画におきましては１万

５００立米を予定しております。内訳としましては、住宅７，０００立米、道路

１，５００立米、その他、仮置場から２，０００立米ということで、住宅につきまし

ては平成２９年度におきましては実質１，２００袋程度ではないかというふうに見込

んでおるところでございます。 

   先ほども申し上げましたが、２９年度中の中間貯蔵施設への搬出につきましては

５，０００袋ということで、以降、搬出量が倍になるということですので、３０年度

につきましては１万袋、予想できるというような見込みでございます。 

   それから、第２仮置場から１２月までに中間貯蔵施設へ搬出する予定数量につきま

しては２，５５０立米ということで、残りの７，９５０袋につきましては第２仮置場

以外の仮置き場からの搬出が２，４５９袋ということで、総数につきましては

５，００９袋ということになります。 

   それから、１区から５区までの現場管理の除染土壌でございますけれども、これに

つきましては６，９５９袋。それから、大山地区現場管理除染土壌の数量でございま

すが、１１区４，７３７袋、それから１２区２，４７６袋、１３区３，００９袋、

１４区１，６９３袋、１５区１，２６５袋、１６区１，８１９袋ということで、合計

で１万４，９９９袋ということになります。順調にいけば、平成３０年度から大山地

区の現場保管土壌につきましても搬出が可能になるのかなというふうに思っておりま

す。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 
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   今のお話を伺ったのは、後の質問者からも通告がありますが、大山地区仮置場の確

保についてであります。事業進捗が難航しておられると伺っております。今の事業展

開で地域のコミュニティに禍根を残すことは決して許されないと思っております。結

論的には対応のまずさだと思っております。速やかに持続可能な方法を模索していた

だきたいんでありますが、いたずらに長引かせて地域のコミュニティを壊すことは問

題があると思います。どこかでけじめをつけていただきたい。 

   それで、今伺ったのは、例えば、やむを得ない場合は玉井地区の第２仮置場の利用

も視野に入れるべきだと、そういうふうに考えております。地域のことではあります

けれども、一日でも早い地域の安心な暮らしの実現のためにはそれもやむなしと考え

ていますが、村長、その辺はどう考えていらっしゃいますか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   今、大山の第３仮置場については、玉井地区にも第２仮置場、それから６区、７区、

９区、１０区というふうに設定をしてまいりましたが、住民に対する説明は大山地区

も同じ方法でやっております。これは、一番近い集落に説明をするという方法ではな

くて、逆にできるだけ広く意見を聞いて理解をいただいたほうがいいということで、

最初から、原発発災以来の仮置場の住民説明会はそのような方法をとって理解を得て

まいりましたので、第３仮置場だけが地元を無視してやったということではなくて、

手法的には同じでございます。玉井第２についても、地元の行政区、大玉３区の皆さ

んに集まっていただいて何回か説明会を開いて、ご理解をいただいて工事に入ったと

いうことでございます。 

   今回の第３仮置場につきましても同じ手法をとって進めてまいって、最終的には私

も参加して、１６区の区会を開いていただいて了解をいただいたという手順をとって

まいりましたが、地元のほうから異論が出まして、それはやはり地元の意見ですから

尊重してご理解をいただくということで、部長以下１回、それから私も副村長も含め

て２回ほど行ってお願いをしてきました。集まっていただいて。 

   なかなか全員の理解、全体の理解というのはまだ得られておりませんが、まだ諦め

ないでこの必要性を説明してご理解を得られるように今努力をして、これから、

１６区の区会のときには、第２仮置場も同じでしたが、設計した図書、図面で、今度

こういうふうになりますよという説明をさせていただきました。同じように、１６区

にも図面ができたところで説明をさせていただきますということをお約束しておりま

すので、本来ですと、１６区の皆さんに集まっていただいてそれを説明するというの

が通常の手順ですが、今回は、地元のそういうお話もありますので、地元の皆さんに

もう一度集まっていただいて、そしてその図面を見ていただいて、やるとすればこう

いうふうになるんですよということの説明をしたいと。当然、私も副村長も担当も行

って説明をしたいと。 

   ですから、現時点でほかに移すと、なかなかこれもいろいろ感情的な問題もござい

ますので、今、地元の皆さんに納得をいただいてご理解をいただく努力をもう少し続
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けていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） わかりました。しっかりした対応をお願いします。 

   再生可能エネルギーの利用促進について、過去の村長のお話から、小水力発電につ

いて官民連携による事業展開を図る、整備を進めるとの方向性が示されておりますが、

可能性について改めて伺っておきます。 

○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。 

   小水力発電に関しましては、村が事業主体となってその発電事業を行うということ

を想定して取り組んできたわけでございますが、当該規模において公が収益事業を行

うというのは、収支予測、それから建設費の回収期間とかということで懸念が払拭し

切れなかったというようなこともございまして、経済活動にたけている民間企業での

事業化が適しているんではないかというような判断の中で、県内の事業者に事業推進

を支援するというようなことで再生可能エネルギーの利用促進を図っていきたいとい

うふうに考えておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 具体的に業者名とか何かは決まっていないんですか。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。 

   現段階で小水力発電に関しましては、過日の全員協議会等でも少しお話はさせてい

ただきましたけれども、７社、８社の中からいろんな提案を募りまして、現在まだ正

式な協定は結んでおりませんが、福島信夫山発電所、ここの業者と協定を結びながら

推進していくという方針は決めておりますが、最終的に今、県とのいろいろな詰めを

行っております。その詰めが終了次第、そういう形で公表し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） 了解いたしました。 

   追加質問として、「いきいき おおたま健康プラン２１ 第２次大玉村健康増進計

画」の事業展開の内容、あわせて検診事業の医療施設利用ということで挙げましたが、

この「いきいき おおたま健康プラン」については先ほどの質問者のことでありまし

たので、検診事業について伺います。 

   特に、検診の際の医療施設の利用について伺います。施設検診指導医療機関として

主に本宮、二本松市のみの医療機関が指定となりましたが、これ、村民の苦情がいろ

んな形で入っています。施設区分は一般社団法人安達医師会に委託することになった

この経緯をまずお聞かせ願いたいんであります。 

○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。 
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   まず、検診につきましては、胃がん検診ということで安達医師会とは既に契約は結

んでおったわけですが、そのほかに郡山市の医療機関ということで２医療機関と契約

を結んでいたということでございますけれども、安達医師会の中で、胃がん検診につ

きましては通常、比較読影ということで、前年度に撮影した検診の状況を今年度につ

いての状況と比較できるようなシステムを導入したということで、これは県内でも先

進的な取り組みということで、郡山、福島においてもそういう取り組みはないという

中で、安達医師会の中で登録をしている医療機関においてはどこで受けていただいて

も比較できるというような、そういうシステムがございます。 

   当然、本人の同意も必要ということにはなるわけですが、そういった形で先進的な

取り組みをしている中ということでございますので、できるだけ安達医師会の中で検

診を受けていただきたいということで、本宮、それから二本松と協議した中で、そう

いった安達医師会との契約一本で行いたいというようなことになったわけでございま

す。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 私などもそうなんでありますが、もう長いこと郡山市内の病院に通

っております。毎年、年に一度は胃カメラものんで、そういう形で健康維持に努めて

いるんでありますが、結局、データはそこにしかないんですよね。ずっと蓄積された

データがいろんな形で、血液検査とか何か、そういうのをあわせてそういう検診を受

けています。 

   ただ、そういう状況の中で、そういう郡山とか何かに通院・治療された方に対する

救済措置の可能性について伺いたいのでありますが、方法はないんでありますか。そ

ういった意味で、これから検診対象になる方はわかると思います。今まで長い間ずっ

とやってきた村民の方の便宜を図る方法はとれないんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えを申し上げます。 

   検診ということですので、異常があれば当然再検査というような判断になれば、そ

れぞれかかりつけの医療機関にかかって再検査を受けることは、自由診療というか、

そういうことになりますので、検診の部分、これは病気があるかないかの初期段階の

判定ということになりますので、その部分については、先ほども申し上げましたが、

ぜひ安達管内の医療機関で受けていただければ前年度との比較できますというような

ことでございます。 

   当然、郡山の医療機関で前から検診を受けておられた方につきましては、引き続き

そちらで受けたいというような、そういった考え方というのは十分わかるわけではご

ざいますが、医師会とも良好な関係を築きながら、そして地域医療ということで地域

包括的な、そういうシステムを構築する上でも地域の中の医療機関との連携を図ると

いうことも大変重要になってきておるところでございますので、何とかご理解いただ

きながら、そういった形で地域の中での医療機関で検診を受けていただければという

ふうに考えておるところでございます。 
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○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 答弁内容、しっかり伺いました。 

   これ、考え方でありますが、改めて村長に伺いたいんでありますが、公平で平等な

医療、診療を受ける権利、それをどうお考えになりますか。それから、医療の地域格

差、それぞれ専門病院はやっぱりそれなりの力があります。それについて、医療格差

という考え方はちょっと表現がおかしいかもしれませんが、その捉え方どう思われま

すか。 

   私は、医師会とのそういう形の、理解はできないわけではないんでありますが、政

策的には大きな間違いがあるような気がしてならないんでありますが、村長はどのよ

うに考えますか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   これも村としても大変判断に迷ったところでございますが、安達医師会のデータベ

ース化に対しては、安達２市１村が補助金を出してデータベース化をして共通のデー

タを持つということで進めてまいりましたので、そのシステムを当然として２市１村

は使うべきだというのが安達医師会の考え方でございます。 

   ですから、この切りかえをしてくださいと、正直申しますと。ですから、二本松、

本宮、大玉と医師会との話し合いで、このデータベースシステムを活用するためには

検診は安達管内で受けてほしいという話で、本宮も当然、郡山の病院を指定してやっ

ていた経過がございますが、やむなくという部分も半分はあるんですが、安達医師会

のほうで受診をしてくださいというふうに切りかえざるを得なかったというのが現状

でございます。 

   ですから、郡山で受けたいと、今まで受けてきたということも十分これはわかって、

我々も大分、何とか１カ所、２カ所を指定できないかなということで探ったわけです

が、やはりこのデータベースシステムの中でやってほしいという強い意向もございま

したので、これについては、先を見るとやはりそういう契約をせざるを得ないという

ことですので、安達管外でかかっていた方には迷惑をかけるわけですが、やむを得な

い措置と。 

   そして、しからば安達管内で全部対応できるのかということになった場合はまた違

う判断が出てくるのかなというように思っておりますが、そういう危惧もないわけで

はありませんが、ただ現時点ではやむを得ないという措置でありますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 苦しい答弁なのかなと思いますが、改めて村長に、これ個人的な考

えなんでありますが、冒頭に申し上げました公平で平等な医療、診療を受ける権利、

それは村長としてはどのように考えていますか。これは難しいですか。 

○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。 
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   自由診療ですから自由にかかるわけですね。ですから、どの病院に行って診察を受

けてもこれはいいわけですが、公的資金を投じて検診をするという場合にはやはり契

約の相手というのがございますので、その契約の相手が、直接、今までは村が個別に

やっていました。南東北とやったりしていました。それを組織対組織として契約をし

てくれということになりますと、やはりそれは個別のものでなくて安達管内の医師会

との契約というふうに、２市１村、そういう契約にならざるを得ないということで今

回こういう事態になったということですので、ご理解をいただきたいと思います。や

はり公の自治体対組織というふうになりますと、これはやっぱりやむを得ないという

ことでございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 施策としてはやむを得ないことではありますが、大きな意味からい

うと時代の流れに逆行したような取り組みなのかなと思う節もございます。これは言

っても詮なきことではありますが、やっぱり村民の考え方とかその辺をもう少し捉え

た行政が必要なのかなと私自身は思います。難しい質問で申しわけありませんでした。 

   許される時間の範囲で、今年の施政方針の中から主な項目について質問を申し上げ

ました。いずれの事業に対しても村民の理解が最も大切だと私は感じております。自

立を選択した自治体として、大玉村の進むべき道、また進むべき先、順風満帆とはい

きませんが、作に対する責任、また不作に対する責任、これ重いものがございます。

さらなる意思のもと行政運営に臨む村長に敬意を表するとともに、私も議会議員とし

て切磋琢磨して、村民の安心・安全な豊かな暮らしの実現に向け、ともに頑張ること

をお誓い申し上げまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で５番押山義則君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後２時２０分といたします。 

（午後２時０６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ２番遠藤勇雄君より通告ありました「新築予定のあだたらの里直売

所について伺う」ほか３件の質問を許します。２番。 

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

ります４件についてこれより一般質問を行います。 

   まず、１の新築予定のあだたらの里直売所についてであります。 

   あだたらの里直売所に関しましては、前回の議会で、直売所の全体計画を明らかに

とのことで一般質問をさせていただきました。その中では全体計画が明らかになりま

して、内容的には、ご承知のように、造成、そして直売所の新築、現在の直売所の改

修、現在の直売所については食堂と加工所、それからトイレの改修という内容でござ

いまして、金額的には約４億円ということでございます。 
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   その中で、これから質問する内容についてはさらに住民の皆さんに理解をしていた

だくことが大切であると考えますので、質問をさせていただきます。 

   まず最初に、現在造成中で造成完了後、新築工事に着手することになりますが、直

売所新築に伴いまして村は今後どのような収入、それから支出、経費負担を予定して

いるのか伺います。また、経費負担があればその財源を伺います。経費負担にあって

は、例えば法人への出資額、建物の維持補修、管理経費など、具体的にその内容と経

費を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。 

   新築予定の直売所の総事業費等につきましては前回ご説明申し上げたとおりであり

ます。この直売所につきましてはこれまで村が携わってきました。今回、村にかわり

まして運営するという予定であります株式会社、その指定管理等の契約等の内容等に

もよりますけれども、現段階で考えられる村の収入としては、一般的には土地・建物

の貸し付け収入であったり、法人村民税、こういうものが今後考えられる収入とは思

いますけれども、これらについても直売所が軌道に乗るまでの間、猶予せざるを得な

いのかな、３年ないしは５年ぐらいの範囲の中で猶予すべきものなのかなというふう

に現段階では考えております。 

   また、経費負担につきましては、設立の出資金は一般財源で出資すべきものであろ

うというふうに考えておりますけれども、既に指定管理、社会福祉協議会と総合福祉

センターさくら、これ指定管理契約を結んでおりますけれども、これと同様な取り扱

いを考えておるところであります。 

   というのは、大規模修繕、それからそういうふうな改修等につきましては当然、公

設でありますから村が負担をすると。それから運営経費、それからちょっとした維

持・修繕、こういうものについては株式会社のほうでやっていただくというようなこ

とになるだろうというふうに思っております。でも、今回、新築あるいは改修物件で

ありますので、そう簡単には大規模修繕等は発生しないのかなというふうに考えてお

ります。 

   それから、例えば以降のご質問でございますけれども、法人への出資額につきまし

ては、初年度、設立時に村民の皆様方への募集とあわせて村としても、総額の何％に

なるか今現在検討中でありますが、こういうものについて現在考えてございます。こ

れも当然、一般財源を当てにしておりますけれども、これまでの大玉村の一般会計予

算の中で運営しておりました手数料、それから維持管理経費、これらを見ますと手数

料のほうが若干、二、三百万上回っているというようなこともございます。それらを

もとに、あとは出資金を財源として今後運営していきたいというふうに考えておりま

す。 

   これらの経費については、手数料、今申し上げましたこういうもので十分ペイでき

るものというふうに現段階では考えておりますが、いずれにしましても村にかわって

運営・管理を行う法人設立準備会、今度３月１７日に３回目の会合を予定しておりま
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すが、こういった中で新たな協議・調整を進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   今それぞれ、村に入るもの、収入、そして経費負担ということでお話をいただきま

したが、考え方でありますけれども、前の５番議員さんもお話しされましたが、その

金額については法人準備会で今検討中ということでよろしいんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） 維持費用等、人件費等につきましては、２８年度ベースで大体、

年間二千二、三百万の経費はかかるだろうというふうに推計しております。今後これ

が株式会社になったときにどうなるのか、その辺も含めて法人の株式の総数等は決め

ていくというような形を準備会の中で現在検討中でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） また後で質問をさせてもらいます。ありがとうございました。 

   この直売所のオープン以前の段階で、これは同じ質問になるかもしれませんが、経

営母体となる法人の関係でありますけれども、まず、この法人の今までの経営母体の

とりあえず経過をお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。 

   これについては、ここ三、四年の中で、企画委員であったり、準備協議会であった

り、建設協議会、それから公設民営化検討委員会、これらの組織を踏まえまして現在

ある程度具体的になったということも踏まえて、現在、設立準備会というような組織

になっております。現在７名の委員で構成しております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） それで、今、経営母体はその設立準備会でやっているということで、

まずはこの建物はできますが、この収支見通しの状況をまず明らかにした上でこの経

営を移譲をすると。または、先ほどの答弁にもありましたが、とりあえず直営でやっ

て、そしてその後、法人化のめどがつけばその経営を移譲すると、そういうお話もあ

りますが、その辺についてまずはこの法人の収支見通しを明らかにすべきだと思いま

すが、その考え方をお知らせ願います。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。 

   現在７名の委員で準備会を構成しておるわけでありますけれども、現在、定款の中

身、どういう仕事を新しい株式会社がしていくのか、直売所の運営であったり、その

ほかどういうものができるか、こういうものはできないのか、そういう検討をしてお

ります。 

   定款の中身については午前中の村長の答弁にもありました。３月ぐらいをめどに定

款を作成していきたいと。その後すぐ法人の認証のほうに持っていきたいと。３月か
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ら４月ぐらいにかけては法人の認証を受けたいなというふうに思っております。 

   当然、その認証を受けるに当たりましては、株式会社としての規模であったり、そ

れから事業計画、運営計画、こういうものをきちんと立てて、その上で村民の皆様方

に、こういう会社になりますよ、ですから株を募集するんですよ、株式を取得したい

というような、ちょっと大玉村民株式会社はおもしろいなというふうに思ってもらっ

た人が株を買いやすいように、運営計画であったり事業計画、こういうものを明らか

にしていかなければならないというふうに考えております。 

   そういう周知の期間も説明する期間も必要だということで、現在、認証を受けまし

たら、その後、何カ月かをかけて周知の期間に充てていきたいというふうに考えてお

ります。そういう形で株式を募集しながらやっていきたいというふうに思っておりま

すが、村民の皆様方には十分理解をしていただく時間をとっていきたいというふうに

思っております。 

   その時期とか周知の方法につきましては、現段階ではいつなんだということはまだ

はっきりは申し上げられませんけれども、準備会の中でもそういう周知の期間という

のは必要だというふうな意見でまとまっておりますので、そういう形で皆様にお知ら

せするときには、会社の規模であったり、募集する株式の総数であったり、事業全体

計画等については周知をしてご理解をいただきながら進めてまいりたいというふうに

思っております。 

   それから、その後については村との今度は指定管理とかの契約というようになって、

年度内ぐらいには全譲渡、いわゆる運営権を移譲されればそれからスタートするとい

うような運びになると思っております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   今そのようなお話をいただきましたが、考え方としてまた戻りますが、やっぱりこ

の収支見通しをはっきりさせてから物事は行うのが順序だという考え方でまた述べま

すが、通常の場合ですと、やっぱり収支見通しが明らかになって初めて物事が進んで

いくと。 

   この間もお話ししましたが、個人の例でまた申し上げますが、個人の住宅を建てる

ときに２，０００万がかかれば、例えば１，０００万は自分の手持ち資金で、あると。

じゃ、あと１，０００万はどうするかといいますと、それは借金で金融機関からお金

を借りると。そのお金については返済計画をきちんと立てて、これならまあ何とか家

を建てられるということで物事が進んで、初めてそこで設計ができて発注といいます

か、建物を建てるという考え方になるわけでありますが、今の現状は順序がちょっと

違うというふうに思います。もう建物は建てる準備をしていますので、それが逆にな

るというか。 

   それからあと、既存の直売所の食堂、加工所についても、臨時議会でこれは建物を

建てるということになりました。これはこれでよろしいんですが、実際その食堂とか

加工所の、具体的にどういうメニューが食堂ではあるのか、加工所についてはどうい
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ったものがつくられるのか、これらについてまだ具体的にないというお話でございま

すので、これらについては、これからそれらの検討組織を立ててやるということでご

ざいますが、それも先ほどのようにちょっと順序が違うのではないのかというお話で

ございます。これらについて、また答弁をお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。 

   公設の部分、今現在、大玉村が一般会計予算の中で建物をつくると。それから、改

修の補正予算をこの前、議決いただきましたけれども、そういう形で公設の部分は進

めていくと。並行しながら、今度は株式会社をつくるというような準備を現在進めて

おるところであります。 

   株式会社がそのまま公設をして管理等の契約になるかどうかは今後の条件次第とい

うところもありますけれども、当然、株式会社として運営をお願いしたいというのが

村の考え方であります。 

   そういった中で、今、２番議員さん、家を建てる例えをされましたけれども、当然

その例えと同じような形で、現在、株式会社の設立に関しては同じような流れで私の

ほうでは進んでいるというふうに思っております。そういう形でご理解いただければ

と思います。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   いずれ私が申し上げたいのは、村にとっては大きな事業になりますので、その建物

を全て建てた段階で村が応分以上の負担といいますか、その後、維持管理とかそうい

うようなものを含めて村の大きな負担がないように、これが心配でありますのでその

ようなお話をさせていただきました。その辺について、大きな負担はないのか改めて

確認したいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。 

   直売所、このまま株式会社を立ち上げなくて村がそのまま経営していっても、これ

は同じような形での話になろうかと思います。ただ、株式会社にすることによって、

負担は村が経営するのとイコールだとは思いますけれども、ただメリットのほうが格

段に大きいというような形で、かかる経費は、村が公設でやっていっても株式会社が

やっても変わらないと思います。 

   ただ、株式会社にすることによって、支出の抑制は公設でやるよりは図られると思

いますし、さらに所得のほうがはかり知れないメリットが出てくると。それが、株を

買っていただく村民に還元することもできますし、直売所に出している方の所得の向

上にもつながると。そういうふうな形で、今までと同じリスクの中で逆にメリットが

格段に伸びると、そういうような形で進めていくと。また、そういうふうになるだろ

うというふうな推計の中で現在進めている事業であります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 
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○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   次に移ります。 

   ③の直売会会員への詳細説明、これは当然必要だと思います。なされていると思い

ますが、なされているか。また、会員からの意見・要望を聞く機会を設けているか伺

います。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） 直売会への詳細説明、何度か行っております。それで十分という

ふうには思っておりませんが、この説明会の中で３つに分けて説明をさせていただい

ております。 

   １つは、新しくできる直売所の規模であったり間取りであったり、そういうものの

現在の進捗状況等について説明させていただいていると。 

   ２つ目は、今ある既存の直売所をどう改修するか。トイレは今においがあるのでに

おいをなくしますよと。もうちょっと模様がえをしてもっときれいにしたい。それか

ら、厨房ももう少し大きくしながら農家レストラン、農家食堂的なものにすると。そ

れから加工室をつくると。こういうふうな説明をさせていただいています。 

   ３つ目につきましては、今まで村が直売所の経営にかかわってきたということから、

村にかわって株式会社がその運営に当たるんだということで、直売会の方については

今までどおりなんですよと、何ら変わるものはありませんよと、そういうような説明

をして、逆に、先ほども申しましたメリットはこういうメリットがあるんですよと、

そういうような説明を今までさせてきていただいておりますが、この３つが一つの話

になるとなかなか混雑するということもあります。 

   これについては、運営委員会等、月に１回開かれております。そういうときに時間

をおかりして何度でもお邪魔をして、説明をこれから先も繰り返ししながらご了解を

賜ればというような努力は今後もしていきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   いずれ、生産者の方々、出荷する方々が使い勝手のよいものにするために、できる

限り今後も会員の声を反映して、よりよい施設となるように期待し、次の質問に移り

ます。 

   ２番の子育て支援事業の優先順位の考えについてでありますが、本村の重要課題の

一つであります保育所の待機児童解消と幼稚園３年保育との考え方について伺います。 

   まず、村の行政報告、これ今年１月の待機者という表現をしておりますが、待機者

は３９名というふうに書いてございます。この状況下で、今年の４月の時点では保育

所の待機児童を解消する見込みだということで、こういった答弁をいただいて、私も

議員として就任当初から一般質問で訴え続けてきたことが実現されるのかと考えてい

るところでありますが、実質この解消できる見通しか改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。 
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   平成２９年４月１日時点の入所予定者ということで、ゼロ歳児につきましては

１３名、１歳児４８名、２歳児４０名、３歳児５０名ということで、１日時点では

１５１名となっております。この時点での待機児童は発生しないということでござい

ますが、ちなみに、２９年度中の入所予定者につきましては１５９名ということでご

ざいます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） そうしますと、今のお話ですと、定員は今、保育所は１５０名です

から、１人しか待機児童はいないというお話でよろしいんですか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   保育所の定員１５０人ではありますけれども、定員の弾力化というふうなことで

１５１名を１日には入所予定していると。２９年度内にはさらに８名の方が入所しま

すので、２９年度中には予定として１５９名の方が保育所に入所するということにな

ります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。そうすると、２８年度は１５１だけれども、

あと２９年度で８名プラスで１５９で、１５０の定員だけれどもその中で対応すると

いって、解消に向けるということだと思います。 

   それで、次はその考え方ですけれども、先月、私の地元の４区のほうで新春懇談

会というのを開催させていただいております。ある方がこう発言されております。

保育所の待機児童は解消すべきであると、そうしないと若い方が入ってこないので

はという意見でございます。まさしく私もそのとおりだと考えております。そして、

保育所の保育児童の段階で、いわゆるゼロ歳から３歳ですね、この入り口を狭くし

ては若い方も入ってこない、そして安心して若い方が働きにも行けないということ

になります。 

   考え方でありますけれども、まずはこの待機児童の入り口、希望の方はいつでもお

いでくださいと、大玉村で全部引き受けますよと、そういった施策が大玉村における

子育ての支援の現代版といいますか、そういうことではないかと思います。 

   幼児教育としての幼稚園３年保育、これらをクリアしてからで、順序としては妥当

ではないかと。つまり、こちらを最初の、保育児童の解消を、まず入り口を大きくし

て、そして優先順位としては、その後、入ってきた幼稚園の３歳児、３年保育を充実

していくんだと、そういうふうに順序としては私は考えるわけであります。この優先

順位としては待機児童解消が優先されると考えますが、これらについて村長の考え方

を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、ゼロ歳児、今年は待機がないということで見込みだということですが、まず

ゼロ歳児の間口を広げるというのは、大変聞く耳にはいいんですが、私はやはり、ゼ
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ロ歳児もしくは１歳ぐらいまでは家族とともに過ごすというのが子育ての中ではいい

のかなというふうに考えています。 

   ですから、国も今、２歳まで育休がとれるように、そういう制度化をしようという

のは、これは単に保育所の待機児童が多いからということだけではないというふうに

感じておりますので、せめて１歳ぐらいまではお母さんとかお父さんと一緒に子育て

ができればいいのかなというふうに感じています。 

   近隣の会社等の状況を見ますと、やはり預けて早く出ないとと。それから、生活の

状況で預けて働きに出たいということも当然ありますので、半年以降についてゼロ歳

児をお預かりしているということで、今年については、預けたいという方については

預かることが当初可能だということでございます。 

   ですから、ゼロ歳児の門戸を広げているという部分については特別狭めているわけ

ではございませんので、村に住まわれる方については当然保育所でお預かりするとい

うことは、これは原則ですので、そういう形でこれからもやってまいりたいというふ

うに考えております。 

   優先のことですが、３歳児が幼稚園に入れば保育所は３歳児のスペースがあきます。

かなりのスペースがあきますので、その後の活用もまた考えていきますと同時に、

２年保育と比べて３年保育の有効性というのは、福大の附属小学校には２年保育と

３年保育で入ってくる子どもが混在して入ってきます。それで、長年の研究結果、

３年保育で入ってきた子どもの小学校に入ったときの育ちが全然違うという結果が出

ておりますので、私は、一年でも早く３年保育をやりたいというふうに考えておりま

した。 

   ただ、いろいろ事情がありまして１年おくれの来年３月と。準備不足もありました

ので、今度は１年の準備をかけて３年保育やっていきたいというふうに考えています。

優先順位というのは、大切な大玉村の宝ですので、子どもたちは。これは両方とも大

切ですし、同時にやることによってその効果がさらに高まるというふうに考えており

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。いずれにしても、保育所の件もしっかりと

今後とも対応していただきたいというふうに考えます。そのことをお願いをいたしま

す。 

   次に、３番、健全な財政運営について伺います。 

   財政的自立を目指している村としては健全な財政運営は欠かせないものであります。

そこで、健全な財政運営を引き続き維持していくための方針等を伺います。 

   まず①でありますが、平成２９年度の歳入見通し及び次年度以降の見通しを伺いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員にお答えします。 
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   ２９年度の歳入見通しから申し上げますと、まず自主財源で申し上げますと、既に

当初予算に計上されておりますが、税関係では給与所得の改善による村民税の増や、

また新築住宅の増による固定資産税、また軽自動車税が前年より伸びてございます。 

   あと、国関係の交付金でございますが、これは国の地方財政措置によって、特に交

付税につきましては出口ベースでも国全体で減額になるということが既に報道されて

おりますので、そういった形で前年よりは減額した形で計上しているところです。 

   ただ、当初予算でございますので、余り過大な数字にならないようにということで

堅実な数字で計上しておりますので、数字が確定次第、補正を計上していくというこ

とで、交付税を初めとする各種交付金につきましてはほぼ予算額に見込む数字で交付

されるということで考えております。 

   次年度以後の数字でございますが、今ほど申し上げましたように、国の地方財政措

置によって左右される部分、特に交付税を初めとする左右される部分で、次年度以降

の予測というのは大変難しい部分がございますが、いずれにせよ地方交付税を初めと

して国の内容によって左右する部分もございますが、基金の充実や、あと健全財政の

運営を図りながら、１０年、２０年後の財政的な自立を目指して財政運営を図ってま

いりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   次でありますが、先ほども質問をさせていただきました直売所の建設事業関係、そ

れから幼稚園の３年保育に向けた保育室増築、さらには防災行政無線デジタル化事業、

これは継続事業となりますが、こういった中で村としては多額の事業が展開されるわ

けでありますけれども、当然、この事業執行に当たってはしっかりとした財政計画、

これらの策定のもとに実施されることが必要かと思います。そこで、その計画策定は

されているのかまずは伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員にお答えします。 

   財政計画でございますが、ご承知のとおり、行財政計画ということで村の自立計画、

平成２１年３月に行財政の計画をしまして、その中で財政計画については公表してお

りますが、その後、軽微な変更を行っているような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） そうしますと、今、計画があるということでございますが、これら

の事業関係も含めて、ある程度の見通しは健全な財政というふうな計画の中で策定さ

れているかどうか、ちょっと確認します。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 健全な財政計画かということでありましたが、先ほど２番議員

さんがおっしゃったように、直売所建設とか防災無線のデジタル化の改修関係、あと

３年保育の園舎の増築関係で、事業費、箱物、いわゆるハード事業の部分で公債費、
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いわゆる借り入れを行いますので、一時的に公債費の負担というのは増加する傾向に

あるかと思います。 

   そういった中で、具体的には、これから事業を終了し、年度末に借り入れをして償

還年限とか決まって毎年の償還額が決定されるわけですが、財政計画の見直しを行い

まして、ある程度の平準化した公債費負担になるよう健全な財政運営に努めてまいり

たいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。いろいろな建設、建物が多くかかりますの

で、その辺の計画もしっかりと策定されて行う必要があると思いまして、質問をさせ

ていただきました。 

   ③に入りますが、先ほど申し上げました直売所、建物関係ですね、それらがありま

すので、平成２９年度における経常収支比率をどの程度に見込んでいるかという質問

でございます。 

   なお、経常収支比率につきましては、財政の弾力性を示す指標ということでござい

まして、この比率が低いほどよいということになっております。これが高いと自由に

使えるお金が少ないという指標というふうに承知をしておりますが、ちなみに２７年

度は８６．９％でありました。その前の年度、２６年度は８８．５％という数字でご

ざいます。 

   それで質問させていただきますが、２９年度における経常収支比率をどの程度に見

込んでいるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   本村の２７年度の経常収支比率８６．５ということで、県内の同規模の自治体と比

較すると極端に高い数字ということでは認識してございませんが、どうしても新たな

事業を展開する中では、人件費とかあと物件費、公債費もそうですけれども、そうい

う部分でこの数字はいわゆる変化するということで見込んでおります。 

   ２９年度の見通しということになると、この経常収支比率というのは、決算時にお

いて歳入歳出を個別に分類しまして、その一つ一つを経常とか臨時という分類をしま

して、なお歳入の交付税を初めとしてそれらが分母になりますが、そういう形で個別

に分類して数字が出されますので、年度途中のいわゆる見通し、推計については見込

めないという数字でございますので、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） ありがとうございます。 

   ９０％近くなりますので、これだけで今話があったようにどうのこうのはありませ

んが、いずれこういった条件がふえますと自由に使えるお金が少なくなるということ

で、その辺はひとつ、財政担当のほうも当然ありますが、今後の比率の状況を私たち
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も把握していきたいというふうに考えております。 

   ④に入りますが、引き続き健全財政を維持していくためには限りある財源をどのよ

うな方針のもと、村政執行に当たっていくのか、改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   今お話がありましたように、健全財政を維持するということで、数値的な経常収支

比率のお話もありましたが、当然、保育所の保育士を雇い入れればこれは上がります。

幼稚園の３年保育をやれば当然、経常収支比率は上がります。ですから、これが高い

というのは決して悪いことではなくて、住民福祉を向上させればさせるほど高くなっ

てまいります。これから重点的に高齢者の福祉をやっていきたいと。２９年度、

３０年度で重点的に超高齢化社会に向けて対策を講じていきたいと。デマンド交通や

れば今年５００万でも来年は２，０００万になるかもしれません。こういうものは当

然に経常収支比率に上がってまいります。 

   ですから、一概にこれが高いから弾力性がないというよりは、それだけ住民福祉が

充実していると、裏を返せば言えることです。 

   ただし、投資的なもの、道路をつくったり臨時的なものに充てる財源が少なくなっ

てまいりますので、その辺は財源の確保ということに今度はなってまいります。です

から、今、事業をやる場合に職員に求めているのは、財源を探してくれということを

お願いしています。大分、何千万単位で新しい財源が入ってきております。 

   去年、何度も言いますが、マチュピチュへ行った場合も、国のお金２２０万円いた

だいたり、来る場合も何百万という、来たうちの５人は全て県で持っていただいたり

マチュピチュ協会で持ったりということですから、普通だったら１，０００万も

２，０００万もかかるものが３００万、４００万で済んでいるというのも、やはり職

員の努力でやっていると。 

   農業関係も、今投じているお金は将来的に農業が持続していただく、畜産が持続し

ていただければ、それは必ず村の活性化に結びついていくということですので、健全

財政については、これはいつも頭に入れながら進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

   今やらないとだめなもの、現下の課題というふうに言わせていただいていますが、

待機児童の解消とか幼稚園の３年保育とか、今やらなければいけないもの、それから

あと１０年、２０年後の大玉村のためにやらなければいけないもの、そして５年、

１０年後の高齢化に対してやらなければいけないもの等をきっちりと踏まえて、それ

も全て財源的なもの、財政的な自立を考えながら進めていきたいと。これは私、非常

に大切なことだというふうに考えております。 

   直売所をつくるのもそういうことです。外からお金を得ると。ですから、村の人た

ちには、直売所で野菜を買ってほしいと今お願いしています。直売所を利用してほし

い。何となく、直売所は外から来た人、国道を通っている人たちが買うんだという感

覚がどうも村民の方にもあるようなので、村の人たちが率先して直売所で物を買って
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いただきたい。そしてそこで情報を発信していただきたい。 

   わずかなことですが、そういうことの積み重ねで財政的な自立にも結びついていく

だろうと。何せ、村から外に金を出さないで循環をしていくと、そして外から金を入

れるという、ふるさと納税でいただいたり、そういう方法でやっていくということを

念頭に入れながら、今、２番議員さんのご指摘のとおり健全財政を念頭に入れながら

村政執行をやっていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   今お話ありましたように、健全財政の維持が基本でありまして、限りある財源であ

ります。今、村長のほうからお話がありましたように、今必要なところに必要な予算

を着実に執行していくというようなことで、これらのことも私のほうからも要望いた

しまして、次の質問に移ります。 

   ４番の高齢者の安心・安全な生活のための取り組みについて伺います。 

   高齢者の日々の暮らしが安心・安全に生活することができるよう、支援等の取り組

みについて伺います。 

   まず、（１）のひとり暮らし高齢者世帯や老老世帯への取り組みについてでありま

す。 

   まず、それぞれの高齢者世帯、老老世帯の世帯数と、支援が必要と思われる世帯の

実態について伺います。 

○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、ひとり暮らし高齢者世帯でございますが、これは１３７世帯、それから

７５歳以上の後期高齢者世帯は７２世帯ということで、比率にしまして５２．５％と

いうことで半数以上になっております。 

   それから、老老世帯につきましては１６０世帯、こちらは７５歳以上の後期高齢者

世帯が３１．８％ということになっております。 

   それで、支援が必要な世帯というようなことでございますが、村内に身内の方がい

るような世帯、または敷地内に身内の方がいるというような方でひとり暮らしだとい

う方については２３世帯ほどございます。老老世帯では２４世帯。介護認定を受けて

いる世帯が、ひとり暮らしでというのが２３世帯、老老世帯で見ますと２８世帯。障

害者手帳を持っている世帯が、ひとり暮らしという世帯が１７世帯、老老世帯では

２９世帯ということで、それぞれ支援が必要というふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   それで、村、それから社会福祉協議会、そういった中での生活支援の実態について

伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 
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○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えします。 

   まず、居宅老人等寝具乾燥消毒サービス事業というような事業でございますが、こ

れがひとり暮らし世帯では７世帯、老老世帯では８世帯。あと、緊急通報システムの

運営事業という事業ですが、これについてはひとり暮らし世帯が６世帯。軽度生活援

助事業につきましては、ひとり暮らし世帯が１世帯。ごみ分別収集、そして搬出とい

うような事業でございますけれども、これにつきましてはひとり暮らし世帯が８世帯

で、老老世帯が２世帯。巡回安否確認事業、これがひとり暮らし世帯が１３世帯で、

老老世帯が５世帯。それから、老人日常生活用具の給付等事業ということで、これに

ついては利用者はございません。それから、高齢者等外出支援事業ということで、ひ

とり暮らし世帯が１７世帯、老老世帯につきましては６世帯ということで、いずれの

事業につきましても社会福祉協議会に委託をしておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   外出支援とも関連するかと思いますが、移動手段のない方、それから、前の方から

も質問があったかもしれませんが、運転免許証の自主返納者、これらに対する例えば

対応ですね、買い物などの外出支援、こういった策が必要かと思います。もっと大き

な視点でも結構ですので、いずれ今後、いわゆる交通手段のない方とかそういった、

例えば運転免許証を自主返納して足がないという場合の買い物などの外出支援策、こ

れらについて伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   外出支援につきましては、ひとり暮らしとか老老世帯の中で特に外出が困難だとい

う方は、現在も職員のボランティアによる外出支援ということで支援を行っていると

ころでございますが、先ほどもお話ありましたけれども、２９年度にデマンド交通の

試験を行うというようなことで、そういった試験の中で検討しながら外出支援策の確

立に向けていくというような考え方で進んでまいりたいというふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   それでは、④でありますけれども、今ほど、先ほどもありましたが、デマンド交通

試験ということで当初に上がってございます。これらとも関係があるかと思いますが、

これらを受けて課題と今後のあり方をどう捉えているか伺います。先ほどのデマンド

交通に尽きると、それも結構でありますが、再度質問いたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   今後ますます高齢化が進むというのは現状からすれば予想されるところでございま

すけれども、家族の形態も、核家族が進むのではないかと、またひとり暮らしや老老

世帯というのも増加してくるんではないかというような、そういう懸念もございます。 

   また、住みなれた地域で自分らしい暮らしを続けることができるようにということ
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で、住まいとか医療とか介護、予防、それから生活支援というのを一体的に提供でき

るように、地域包括ケアシステムの実現に向けて現在進めているというところでござ

いますけれども、２９年度につきましては、第８期の高齢者福祉計画、また第７期の

介護保険事業計画ということで２９年度に策定を予定しているというような状況にご

ざいます。先ほどのデマンド交通等の交通手段の確保というようなこともございます

が、あわせてそういった計画の中で地域福祉の推進に努めてまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   （２）の高齢者への取り組みということに入っていきます。 

   今ほど部長のほうから答弁あったかもしれませんが、地域包括ケアシステム構築と

いうことで今ほどありましたけれども、今答弁があったように、この件については団

塊の世代が７５歳以上となる２０２５年、これを目途に、介護状態でも住みなれた地

域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるというようなことで、医療、介護、予

防、住まい、生活支援、これらを包括的に確保される体制をつくっていくということ

が、この地域包括ケアシステム構築ということでございます。 

   そういうふうに理解をしているところでありますが、先ほど答弁になったかもしれ

ませんが、改めてこの取り組み状況を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほど地域包括ケアシステムについては議員さんのほうからお話がありました。

５つの構成要素ということで、先ほどのお話のとおりでございますけれども、まず在

宅医療・介護連携につきましては、スムーズな在宅への移行を目指してということで、

県北圏域で退院調整ルールを策定しております。関係機関、それから住民の皆様にこ

れからチラシを配布する予定としております。 

   次に、認知症対策につきましては、認知症地域支援推進員の配置ということで、認

知症初期集中支援チームを東北病院に委託して実施しておるところでございます。早

期診断、早期の対応に向けた支援体制づくりということで進めておるところでござい

ます。 

   また、認知症のカフェ開催ということで、認知症サポーターの講座、これらの開催、

それから認知症高齢者の見守りＳＯＳネットワークづくりということで、これらにつ

いては商工会を通じ、それぞれコンビニであるとか、あとそれぞれの商店、事業者に

お願いをしておるところでございます。 

   次に、生活支援、それから介護予防サービスの基盤整備ということで、村民の皆さ

んが主役の助け合いのまちづくりの基盤ということで、地域の方々の活動を知って、

また今後、助け合いや自分たちでできることを話し合う場ということで、協議体の設

置に向けて現在、２８年１１月以降ですが、地域交流セミナーを３回ほど開催してお

るところでございます。介護予防・生活支援サービスの整備ということで、介護予防
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普及啓発のために講演会とか、それから要支援者の介護予防ケアマネジメントを行っ

ておるところでございます。 

   次に、介護予防事業の推進ということで、地区サロンに出向きまして出前講座、そ

れから健康づくりサポーターの養成講座、そういったものを開催しております。地域

ケア会議ということで、多職種で相談事案を検討しながら、地域の課題とかそういっ

たものを把握して地域資源の開発に努め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。 

   それぞれ今、５項目かな、それらについてお話をいただきました。特に、地域でで

きるもの、生活支援の中の地域支援、これらの中ではキーワードとしてはやっぱり助

け合いということではないかと考えています。地域支援の中で村内にはいろいろなボ

ランティア活動組織が、特に福祉関係を含めたいろいろなボランティア組織があると

思いますが、今後、これら組織を支援すること、それらによって地域ケア、地域の支

援もできるのではないかと、重要であると考えます。 

   また、それぞれの地域では、自分ができることから始めようとする仲間を募って、

地域から守り上げていく手だてを村として積極的に推進する必要があると思っており

ます。このようなこと申し上げまして、一般質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（遠藤義夫） 以上で２番遠藤勇雄君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後３時３０分といたします。 

（午後３時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後３時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○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。 

   ３番本多保夫君より通告ありました「村産業振興センターの今後について」ほか

１件の質問を許します。３番。 

○３番（本多保夫） ３番本多保夫です。議長の許可を得ましたので、さきに通告いたし

ました２点について質問をしていきたいと思います。 

   初めに１番といたしまして、村産業振興センターの今後の取り組みについてを質問

していきたいと思います。 

   （１）公設民営化の進捗状況についてでございますが、先ほどの５番議員さんと重
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複する面もございますが、再度お聞きしていきたいと思います。 

   公設民営化の取り組み状況を伺いながら、具体的な内容、つまり村では指定管理者

の選定、資本金、または法人であれば約款・定款、当然従業員数等の話があるかと思

いますので、その辺はどの辺まで進んでいるのか。また、報道によりますと、おおた

ま村づくり株式会社、仮称ではございますが、これらを含めて今現在どのように進ん

でいるのか、村長の考えをお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ３番議員にお答えいたします。 

   今現在、法人の設立準備会、利活用も含めて今までに２回ほど会合を開いておりま

す。３月の中旬には３回目を開きたいと。その３月中旬の３回目の会議の中で、まず

定款をきちっと、どういうものをやるのか、定款の中身について協議をすることとな

っております。また、株式会社の新しい名称についても定めていきたいということを

考えております。 

   それから、資本金、発行株式、こういうものについては、現在の直売所が２８年度

ベースで、先ほどちょっと申しましたが、維持管理経費で二千二、三百万ぐらいにな

るだろうということであります。これをベースにしまして、新しい株式会社どのぐら

いの規模になるのか。新たなスタッフも必要となることも考えられます。株式会社と

しての役割を果たすためのスタッフ、何人ぐらいがいいのか。こういうものにつきま

しても３月から４月の中できちんと定めて、その中で認証の手続をとっていきたいと。 

   従業員についても、当然経理担当の職員も必要となってきます。そういうものも含

めて現在よりは１人ないし２人は確実にふえるだろうと。さらには、旧直売所の農家

食堂あるいは加工室、そういうものも含めると雇用の人数は今よりもさらにまたふえ

るだろうというふうに考えておりますが、その辺も含めて、現在まだ２回ほどの会合

しか開いておりません。今後、定款を含めてきちんと協議をしてまいりたいというふ

うに思っております。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 会社を立ち上げる場合は、先に資本とか約款・定款、そういったも

のを決めてから取り組むのが本来の法人ではないのかなと考えております。今現在、

直売所が存在しているわけですから、村長はいつかは公設民営でやりたいんだという

のは前からあるわけですから、本来はもっと早くそういった準備をするべきではなか

ったのかなと、このように考えていますが、村長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、午前中にお話ししましたように、直売所の建設と法人の設立は完全に別物だ

ということでございます。直売所は、農家の物品等の販促・販拡、拡大をすることで、

今現在のところが手狭になりましたので新しくつくっていくということですから、そ

れは公設、公の施設ですので、これについては今、粛々と工事を進めていくと。 

   それからあと、できたときに民営化をすると。公設民営で、例えば指定管理なり運
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営権の移譲なりをやる場合の受け皿を村内に探した結果、ないと。農協もあのとおり

合併になってしまいまして、受け皿としてはできませんよと。商工会もだめだという

ことになりますと、村外ではなくて、先ほど言ったように村内に受け皿をつくらなけ

ればいけないということで、株式会社を立ち上げましょうとなったわけです。 

   ですから、受託できる施設ができないうちに会社をつくりますと当然、報酬が発生

してまいりますので、これは当然に受託するであろう、１年前です、もう既に１年前

に始まっていますので、その期間で準備に具体的に入ったということですから、一番

最初に受託する施設がまだ形にならないうちに会社をつくっていきますと、当然に会

社の職員の福利厚生とか社会保険とか給料とか含めて、これは会社を例えば早くつく

ればいいというわけじゃなくて、会社をつくれば株式の募集をするまでの間、今度時

間がかかります。半年なら半年、会社を立ち上げるのにかかれば、その半年間の経費

は当然かかるわけですから、早く、去年のうちに立ち上げておけばということになる

と経費だけがかさんでいくということになっておりますので、その間はどういう会社

をつくるかという検討会を重ねてきたと。 

   ですから、今、直売所をつくることによって出荷者も大変期待して喜んで待ってい

るという現状があります。やはり時間を置いて、待って、説明して理解をいただくと

いう時間は無駄ではなかったなというふうに考えておりますので、会社をつくる場合

も同じだというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   次に、新直売所の建設が当初より大分おくれていると、これは事実でございます。

その原因は何なのか。以前は村長も１０月ごろにはオープンさせるということを言っ

ておられ、会員の皆さんを初め村民の皆さん、大変期待しておったところですが、去

年の９月の定例会においては、産業建設部長の答弁ですと、開発関係で書類に不備が

あったため追加書類等のためにおくれていますという答弁でございましたが、今は別

にそういった書類関係はなく工事が粛々と。 

   これ３月１６日までが工期ですから、私もあえておくれているとは言えません。言

えませんが、当初言った計画よりは確実に建築関係はおくれているわけですから、そ

れはどういったことでおくれているのかお願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。 

   当初、オープンを１０月ごろにしたいということで、当然オープン時に目玉となる

ものがないと困るであろうということで、新米の時期にオープンできればいいなとい

うことでおりました。ただ、造成工事については、以前も答弁したとおり若干の開発

行為、大分以前から土地を取得しておりましたので、当初に出していたものと時期が

大分過ぎているので、新たにもう一度出し直しというような状況になりましたので、

若干その書類等の準備に追われたというところがあります。 
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   実質的な工事については、今、３番議員さんがおっしゃったとおり予定工期どおり

進んでおりまして問題はございませんが、当初、業者のほうの工程の関係で大分詰め

ることが可能なんではないかというような話が出ました。ところが、残念ながら資材

関係に、大分その調達に時間がかかるということで、予定の工期を大幅に短縮するこ

とができなくなったということでございます。 

   造成工事についてはおくれてございませんので、今後、新しい直売所を予定どおり、

建築確認申請は今、申請中でございますので、造成工事が完了して県の確認、県の検

査を受け、開発行為の検査が終われば本体工事を発注するというような手はずになっ

てございます。 

   ただ、完成については、今回の造成工事等のさまざまな、そういった資材の調達の

おくれ等も勘案しなくちゃならないような状況なのかなということがありますので、

標準的にはおおむね８カ月の工期ではございますが、そのとおりに完成できるかはま

だ発注してみないと、業者が決まってみないとわからないということなので、オープ

ンの時期をいつかと言われる部分については、今回については明言できないというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   今、村で造成しています今度の新直売所建設予定地の隣に、民間企業の造成も同時

に行われているのはご存じかと思います。県道側からの２４条関係あったかと思いま

すが、あそこの造成につきましては、村の造成地からの表土なり山砂関係を搬入して

いた経緯があるんですね。ということは、村の設計書、発注した段階でのそういった

処理方法、表土関係、砕石もございました。それはどのように発注しているかお聞き

したいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   今のご質問は、造成工事の土工関係をどのように設計したかというような中身でよ

ろしいでございましょうか。 

   今ちょっと資料が手元にございませんので、どのように表土を剥いで、どこまで何

キロ運んだかというのは、大変申しわけございませんが手元に資料ございませんが、

村の設計ですと約４０センチほど掘削して、それを捨て土して、下層路盤としまして

砕石を２０センチ、１５センチの、表層が５センチというような設計になってござい

ますので、そのような形で土工のほうは進めていると。ただ、残土捨て場等はまだこ

こに資料がないのでちょっとわかりませんが、そういった中身で進めております。 

○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。 

   なぜこのような質問をしたかというと、直売所のある会員の方に私聞かれたんです

が、役場で発注する仕事は、おおむね何キロ以内の地点でそういった土砂関係は処理
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してくださいよというのが本来の発注の仕方かなと思うんですが、今回は村発注側の

ところを利用して、その取った表土を上の民間企業のほうに持っていっていますよと、

それでいいんですかと私は聞かれたんですね。いや、そういう設計の仕方は恐らくな

いと思いますよとは返事はしたんですけれども、そういった意味合いで村の造成がや

やおくれたことはないんだろうかと、その辺を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。 

   村で計画しておりました残土捨て場につきましては、業者の持っている場所なんで

すが、岩高地内というふうに当初設計しておりまして、今のような状況はちょっと私

も課長も今のところ把握してございませんので、詳細を調査していきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） その辺をよく調査して管理監督のほうをよろしくお願いしたいと思

います。 

   次に、既存である直売所、新しく直売所ができた場合、村側では食堂と加工施設と

いうことで考えていますということですが、食堂は現状、お餅関係とかそば・うどん

をやっていますけれども、そういったもので厨房なり座席をふやしていって大きくし

ていくのか。あと、加工施設等をする場合に、どういったものを加工するという考え

のもとに加工施設と言っているの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。 

   ２月１５日の臨時議会にも予算関係で提案したとおり、村長が先ほども答弁したよ

うに、農家レストラン、食堂のようなものということで、その中身のメニュー等につ

いてはまだこれから検討していくということで、当然今やっている方もおられますの

で、そういった方の意見を聞きながら進めるべきというふうにも考えておりますので、

その辺は会社の設立準備委員会のほうですか、そちらのほうにも十分ご意見を述べな

がら進めていきたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。これもやはり、これからできる指定管理

者、法人化の絡み合いもあるかと思いますので、よく検討して、喜ばれるような施設

であってほしいなと、それを切に願っております。 

   次の質問に入らせていただきます。 

   ２番としまして、農業及び商業政策について。商業というのは一般個人の店のこと

でございますが、まず最初に、基盤産業である農業政策ということで、１番目に、遊

休農地解消のために行政としての今現在の取り組み状況をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 
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○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   遊休農地解消の取り組みとしましては、平成２１年度から２６年度まで取り組みま

して、耕作放棄地の４６．２％を再生してきました。参考までに中身につきましては、

２１年度調査時の耕作放棄地につきましては１０５．２ヘクタールございました。

２６年度末再生完了農地が４８．６ヘクタールで、先ほど申し上げました４６．２％、

残っている農地につきましては５６．６ヘクタールとなってございます。 

   解消の取り組み関係でございますが、油糧作物の栽培を奨励しまして菜種の生産・

販売等に取り組んできてございます。２１年度の実績が５件、１．４４ヘクタール、

２２年度が６件、１．５１ヘクタール、２３年度７件、１．２６ヘクタール、２４年

度７件、２．６１ヘクタール、２７年度５件、２．６９ヘクタール、２８年度４件、

２１．４ヘクタールということで、３４件合計しまして毎年５から７件ふえてきまし

て、作付面積については毎年１．５から２．７ヘクタールふえていると。 

   ２８年度は、菜種のほかにエゴマの試験栽培に取り組みまして、取り組んだ方に関

しましては１１件、面積にしますと０．６５ヘクタールで栽培を実施しました。搾油

の結果は、１５０ミリリットルの瓶で８５４本分、製品になったということで、１本

２，０００円前後で販売しているということでございます。 

   エゴマについては、平成２９年度は１ヘクタールを作付する予定ということで、近

隣の事例ですとＪＡ郡山の子会社が耕作放棄地でいろんなものを作付しているという

ことなので、そういったものも参考にして検討して、解消に努めてまいりたいと考え

ております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   これからは村独自の特産品をつくっていかなければならないと、そういった観点か

らいきますと行政としては今後どのような取り組みを考えていくべきか。 

   今現在、農業委員会におかれましては、事務局を初め、会長、農業委員の皆様でエ

ゴマの栽培に取り組んでいるという話をお聞きしました。また一方では、日本で最も

美しい村協議会メンバー、国内外交流協会の人たちによりキヌアの生産に取り組んで

いるといった状況の中で、果たしてこの中で特産品を続けていくのに村は二本立てで

いこうとしているのか、このほかにもまた考えているのか。 

   これは緊近の考えを持たないと、だんだんと基盤産業である農業が落ちぶれてくる

ということですから、一日も早く村の方針を決定していただいてお示し願いたいと思

いますが、村長としてはこれらをどのように今考えているかお聞きいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   村の特産品関係ということでございます。昔におきましてはイチゴとかキュウリ、

チェリートマト等を村では推奨してございましたが、有名なところで言いますと福島

は桃というようなところがありますので、大玉村にも何かというのが当然必要であろ
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うということで、今ほど議員さんもおっしゃられましたエゴマであったりキヌアであ

ったりということで、これ一本と絞るのは私としてはどうなのかなという考えがござ

います。やはりいろんな種類に取り組んでいくということも重要なんではないかなと。 

   それから、３月４日に新酒まつりが開催されました。やはり大玉は米どころでござ

いますので、こういったおいしい酒米、並びにそのコシヒカリでつくったおいしいお

酒が発表されたわけでございますので、そういった部分にももっと力を入れて、今現

在、小さい釜での仕込みということでの説明がございましたので、大きな釜での仕込

みで今の倍以上の本数を売れるような、そういう状況になればこれも一つの特産品と

して捉えることができるんではないかなと。やはり今、日本酒ブームでございますの

で、その稲作の技術を生かしてできるものに率先して取り組んでいくというのが重要

でございます。 

   やはりチャンスがあればいろんなものにチャレンジしていくというのが重要だと思

いますので、今後もいろんなものにチャレンジしていき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。 

   次に、（２）商業を守るための政策ということなんですが、これはあくまでも先ほ

ど申し上げましたように個人店舗のお話でございますが、日本全国どこでもいろんな

問題が発生していると思います。空き店舗対策、村行政としてもこれに携わっていっ

て、何とかこの対策、打破しなければならないのではないかと。商工会任せだけでは

なく、村からのアドバイス、指導、そういったものがあるかと思いますが、その辺は

どのようにお考えかお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   空き店舗対策としましては、平成２０年度から商工会において既存の空き店舗を有

効活用するということで、やる気のある方を支援するということで、店舗賃借料２分

の１、限度、月額３万円までということで、これは１年間の支援を行いますので、最

大３万円、１２カ月分の支援をしていくということでございますので、これらをぜひ

もっとＰＲして有効に活用していただきたいというふうに考えております。 

   これまで該当した事業数については残念ながら１件にとどまっておりますが、

２９年度においても１件の新規希望があるということで、少しずつでも伸びてきてい

るのかなと。商工会等にやはり空き店舗の照会はあるようなんですが、なかなか、そ

の事業の規模によって大き過ぎたりとか、場所が適していないとか、改修に費用がか

かり過ぎるとかいういろんな、マッチングが厳しいということで進まないというよう

な課題もございますので、今後は、商工会といろいろ協議を進めながら、そういった

解決できる課題があれば行政としても力を入れていきたいというふうに考えておりま

す。 

   以上です。 
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○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。 

   今、村にも大手スーパー、コンビニなどができ、今の若い人たちは大変喜んでいる

のが現状かと思います。また一方では、年を召された方々は、昔ながらの個人経営の

商店での買い物を楽しみにしているのが現状だと思います。それに応えるためにも、

この空き店舗対策を行政と商工会が一体となり何とか講じていただければと、このよ

うに考えております。 

   最後の質問に入らせていただきます。 

   本宮石筵線、県道ですが、これが３月６日ですからきょう完成と。舗装関係につい

ては来年度の予算で進行するのかなと思いますが、これによって農地法適用が変わっ

てくると思うんですが、県道ですから許可されるものが広くなってくると。第１種農

地であっても許可せざるを得ない場合が出てくるかと思いますが、今現在、新しい県

道沿いにそういった問い合わせ、新規事業とか店舗関係、そういった話は来ているの

かどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   今現在、私たちが把握している中では、あの路線についてはまだそういったコンビ

ニ等のつくりたいというような相談は直接聞いてはございませんが、担当のほうには

もしかすると電話等なりで問い合わせがあるかもしれませんので、後ほど調査してい

きたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） これは当然、県道沿いですからこれから変わっていくのは当たり前

かと思います。村の道路状況を考えますと、やはり今、村内にあるお店はますます経

営が苦しくなってくるだろうと。交通の量が激減するだろうと。道路がよくなること

によって、まちの中はだんだん寂しいような状況になってくるのが普通かなと思いま

す。そのためにも、村としてしっかりとした指導を商工会と一体になって進めていっ

ていただければと思います。これを切にお願いしまして、私の一般質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。 

○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。 

   ６番武田悦子君より通告ありました「村政の自己評価と今後の村の課題にどう向き

合うか」ほか３件の質問を許します。６番。 

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

いたしました４件の質問を行います。 

   東日本大震災から間もなく６年が経過します。もう６年、まだまだ６年、感じ方は

人それぞれですが、いまだに事故の原因究明はおろか、終息の見通しも立っておりま

せん。昨年１１月には、福島県沖を震源とする地震が起き、冷却装置が一時ストップ

する事態も起きています。第一原発２号機では、ロボットによる調査が行われました
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が、数分でロボットも動かなくなるような物すごい放射線量、毎時６５０シーベルト

が測定されています。また、３月１１日が近づくにつれ地震も頻繁に起きているよう

に感じます。 

   このような現実がある一方で、東京電力は福島第二原発の扱いを未定だとしていま

す。県内１０基廃炉は福島県民全ての願いだと思います。この３月議会に議員発議で

第二原発の廃炉を求める意見書も出される予定になっています。これらの状況につい

て村長はどのように考えておられるのかまず伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、原発から６年ということで、先ほど前の質問にもお答えしましたが、大きく

マイナスになったということで、まだスタートラインにもついていないと、原発の前

の状況まで戻ってもいないという状況でございます、状況的には。これをできるだけ

早くスタートラインに戻すということ、福島県は全ての面で全国的にマイナスからの

スタートということでおりますし、東京電力の賠償等についても本当に不十分なもの

がございます。 

   村で今、ずっと６年間４人の職員が専属で、３．５人になりますか、課長が兼務で

すから。それが全然賠償の対象にもならないと。こういう原発事務は通常起こり得る

災害等の通常事務だというような判断のもと、全部これは村費で賄っているというよ

うな状況もございますし、道半ばだということも、農業の面、商業の面、全ての面に

おいてまだまだ解決すべき問題が多々あるというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 今年の４月には富岡町は帰還する、このことを決定しています。し

かし、村内の災害公営住宅、さらには仮設住宅に住んでいる方もいらっしゃいます。

帰りたくとも帰れない、このふるさとを奪われた苦しみ、農作物の風評被害、避難先

でのいじめの問題、低線量とはいえ放射線を浴びることでの健康不安、数え上げれば

切りがありません。 

   これは私たちが望んでこうなったわけではありませんし、私たちには何の責任もな

いということをしっかりと踏まえ、国、東電に責任を果たしてもらいたいと思ってお

ります。また、村長には、これまでも行ってきていただいたことだとは思いますが、

今後も私たちの思いを国、東電へ向けてしっかりと届けてほしいと思っております。 

   そして、この原発事故から６年。押山村政の執行においても、原発事故によるもの

が村政の大きな部分を占めてきたと思います。今年の８月、１期目の任期満了を迎え

る押山村政、この１期目の村政をどのように評価するのか。その自己評価、到達点、

そして現在の村政の課題について質問をしたいと思います。 

   私も、押山村政になってからの自分自身の一般質問を振り返ってみました。押山村

長は就任以来、大玉村の重点事業として子育て支援や定住人口の増加対策など、浅和

前村長の公約を引き継ぐと発言されてきました。また、直売所などの公設民営化、施
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設運営を株式会社でと新たな提案もされてきました。私も、それら村長の発言や村の

現状を踏まえ一般質問を練り上げ、村民の願いに応える努力をしてきました。原発事

故からの復興の課題や保育所待機児童の解消、学童保育の現状の改善点、公設民営化

への道筋、介護保険の充実、公共交通システムなど、定例会ごとにその進捗を含め議

論をしてまいりました。その議論も含め、押山村長自身の村政に対する自己評価を今

回通告いたしました。 

   まず初めに、大玉村の特色として定住人口増加が大きな要因となっていると言われ

ております子育て支援事業について、村長自身はどのように評価されているのか。ま

た、これからの課題をどのように捉えていらっしゃるのか伺います。さらには、この

課題に対してどのように取り組んでいる考えかあわせて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんに再度お答えをいたします。 

   子育て支援ということ、それから定住化、人口増対策の大変大きな要素だというふ

うに考えて、これについてはずっと継続、そして強化をするということでやってまい

りました。 

   今るる言われましたものに取り組んでまいりましたが、まず自己評価という面で言

いますと、自分が思っている政策いっぱいいろいろあるわけですが、これについては、

十分に満足できるということは為政者としてはあり得ないことだろうというふうに感

じておりますので、これについてのどういう評価というのは、やはり外部から評価を

いただく、村民の皆さんから評価をいただくということであろうというふうに思って

おりますので、これについては差し控えさせていただきたいと。 

   いずれにしても、継続しながらまた新たな事業に取り組む場合には当然職員にも非

常に負担をかけますし、村民の皆様にもいろいろ理解をいただきながら進めていかな

ければならないということがありますので、自分の思いだけで事業をどんどん遂行し

ていくというのにも限界がございますので、その辺は今後も評価と、評価ということ

はあれですけれども、周りの理解を得ながら進んでいくということも必要かなという

ふうにも感じております。 

   それから、子育て支援について、やってきたことについては大分今までお話をさせ

ていただきましたし、６番議員さんからのいろんな提言についても実施をしたり、い

ろいろ検討させていただいた部分もありますので省略させていただきますが、課題に

ついては、今まで皆さんの議論になっている保育所で預かると。当然住宅をつくると

きには子どもがどうなるかということは若い人にとっては一番の関心事ですので、こ

の保育所の受け入れというものはどうしてもきちんと今後もやっていかなければいけ

ない課題であるというふうに感じております。 

   たまたま入所の人数が少なくて間に合うとか、たまたまその年は多くて待機になる

とかということのないようにするためには、やはり保育士の確保というのが非常に大

切になってまいります。幼稚園に３歳児が入りますとスペース的にはあくわけですが、

その分、先生方は幼稚園のほうに回りますので、保育士の確保というのはこれからも
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重要な課題だというふうに感じておりますので、引き続き努力をしていきたいと考え

ております。 

   それから、子育て支援計画のときのアンケートを見ますと、育児疲れの若いお母さ

んたちがかなり多いと。１日１時間でもいいし、１週間に半日でもいいから子どもを

預かってもらって自由になりたいというような意見も大分ありました。それから、急

にお葬式とか結婚式に行くとかということで子どもを預かってほしいというようなも

のもありますので、一時保育とか病後保育とか、これは少し難しいんですがナイト保

育とか、子どものショートステイになるわけですけれども、そういうこともやはり将

来的には対応していかなければいけないんじゃないかというふうには考えております。

なかなか、クリアするのには保育士の問題がありますが。 

   施設は改修すれば済むことなので難しい問題ではないんですが、人の問題について

はやはりこれからも努力してやっていきたいと。そのためには、用地を確保した子育

て支援センター、これについてはできるだけ経費をかけないで建物を建てたいという

ことで、そういうものが出てくるのをじっと待っている状態でございます。そして、

運営については、ベテランお母さんとかママさんとかそういうボランティア等もお願

いをしながら、できるだけ経費を節減しながら実効ある施設にしたいなというふうに

も考えております。 

   そういう総合的に、教育関係もそうです。これから３歳児、それから小学校、中学

校という連接・連携についても当然子育て支援の大きな部分になりますので、総合的

に、住民の協力も得ながら子育て支援をこれからも充実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） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございました。 

   次に、この６年間、原発事故による復興への取り組みが大玉村の事業として大きな

ウエートを占めてまいりました。これらについての評価、課題、さらには今後の取り

組みについても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。 

   原発事故の復興への取り組み、評価については、まだまだやはり自分としては評価

できるような内容ではないなと、やるべきことがいっぱいあるというふうに感じてお

ります。どういうふうに取り組んできたかということは既にお話をしておりますので

省略をさせていただきたいと思いますが、ただ、絶えず国の動向ですね。予算関係と

か県とかの関係で、どういう事業に取り組めるかということをアンテナを高くして、

こういうものについては、これからも予算の確保の取り組みを充実していきたいとい

うふうに考えております。 

   課題としては、やはり風評払拭というのが大切だろうなと考えております。何かの

産業を興して外部に出そうとしてもまだまだ福島県の農畜産物は理解を得られなくて、
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畜産が非常に今、好調だとは言っていますが、肥育の牛肉なんかは市場ではまだやっ

ぱり１割安いということも現実にございます。この前、ＪＡの組合長に聞きましたら、

野菜も東京の市場、築地等に行くと、福島産はやっぱり最後まで残るんだそうです。

そして、最後になると買っていくと。やはりその値段も安くなってしまうと。ですか

ら、真っ先に買われるのは端境期のときぐらいしかないんだというようなことを、今

でもやはりそういう風評は非常に強いものがございますので、課題として、大玉だけ

ではどうにもなりませんが、風評払拭という面についてはＰＲ等、これは直売所なん

かも大きな力になるだろうというふうに感じております。 

   この前、台湾の子どもたちが来て大玉のものを食べていきました。テレビ等で放送

されましたが、福島の人たちはこれを安心して食べているし大丈夫だと思いましたと

いうＰＴＡ会長さんのインタビューがございまして、大変うれしく思ったんですが、

まだ台湾自体は福島県のものを、輸入を制限していると、だめだという状況ですが、

ああいう形で少しずつ積み重ねていって払拭されていくのかなというふうに考えてお

ります。 

   それから、農業関係も同じですね。米価が下がった原因も、茨城、栃木よりも安く

なったなんていうことは今まで有史以来一回もないと。それがこの前は１，０００円

も差をつけられて、大分それもショックだったというようなこともございますし、い

まだかつてまだ低い状態になっている。 

   この前、北海道に行ってきましたが、安ければ買いますよとはっきり言っています。

普通の値段ではやはりだめですというような状況ですので、そういう点で原発からの

復興、それから健康関係も当然ですので、その辺を含めながらできる限りの対応とい

うことになりますが、少し風評払拭されたかなと思うと汚染水の問題とか高い放射能

の問題とかと出てしまいますが、これは気を緩めずに努力を積み重ねていくというこ

とだろうというふうに考えていますので、そのように努めてまいりたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 次に、子どもたちばかりではなく高齢者支援もしっかりしてほしい、

このような声をたびたび耳にします。高齢者施策は、介護保険制度がさまざまに変化

してきたことや家族形態の変化などにより、複合的に問題が深刻化してきていると思

います。これまで進めてきた高齢者施策、この評価、そして今抱えている課題、これ

らについて、さらにはどのように取り組まれるのかもあわせて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   先ほど部長のほうから、ひとり暮らしの人数とか老老世帯というのがありました。

これは２０２５年には倍にも３倍にもなるだろうというふうに考えておりますので、

今から対策を練らないと間に合わなくなるということで先ほどお話をさせていただき

ました。２９年度、３０年度、集中的に今後の超高齢化社会に向けての施策について

しっかりと皆さんの意見を聞きながら検討して、施策を決定して実施していきたいと

いうふうに考えております。 
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   平成２６年度から高齢者の老人クラブの支援員を役場に配置して、老人クラブの事

務的なことの補助という形でやらせていただいていますが、これについては、やはり

元気高齢者がひとり暮らしとか老老世帯、そういう人たちの見守りを地域でやってい

ただくということが非常に大切ですし、出向くという、そういう活動に出るというこ

とも非常に健康長寿には大切ですので、社会福祉協議会のサロン等も村内に１８カ所

でしたか、ありますし、そういうふうに高齢者が集まって活動ができるというような

施策はこれからも進めていきたい。 

   ですから、そういうことについては役場職員を全行政区に配置して高齢者の老人ク

ラブ担当ということでやっておりますので、今度は少し、２９、３０年度、強力に老

人クラブのなくなったところの復活とかそういうところにも力を入れていきたいなと

いうふうに考えております。 

   そして、デマンド交通は、平成２９年度に社会実験を行いますので、どの程度利用

があるか、どういう人が求めているのかというような基礎的なデータをここで取得し

て、３０年からどういうふうに運行していくかということを決めてまいりたいという

ふうに考えております。 

   それから、先ほど空き店舗の話がありました。年寄りはやっぱり一番近いところに、

歩いていけるところにお店があるのが一番です。今こそ地域に店がないと困る時代に

これからなってくるんですね。逆なんです。ですから、車を運転してスーパーまで行

くということができなくなってくれば当然、今、インターネットで通販でクリックす

ると物が運ばれてきます。本当にわずかなものでも運ばれてきます。極端に言うと、

豆腐１丁でも通販で買えます。しかし、それは人と会うことがありませんので、ひと

り暮らしの場合には余計、人と接することができなくなるので、地域にそういうサロ

ン的な空き店舗があればそこをサロンとして共同購入をして、そこで分配するとかと

いうシステムがつくれないかどうかということを２９年度に検討してまいりたい。で

すから、各地域、地域に高齢者が集まれるような場所、そこで物が買えるような、そ

ういうものができないかなというふうにも考えています。 

   子育て支援のほうに重点を置いてまいりましたので、２９、３０年度、先ほど言い

ましたようにこれからの高齢化に向けて、これは十分に意見を聞きながら検討してま

いりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   それぞれの分野でさまざまな評価、さらには課題がございます。しっかりとまず評

価をしていく、このことが大切なのかなと。評価の上に初めて次の課題も見えてくる

というふうに考えております。（４）の農業振興の取り組みは大きな２番の中で進め

てまいりたいと思います。 

   平成２９年の当初予算見ますと、幼児教育の充実、さらには保育所待機児童の解消

に向けた幼稚園の３年保育のための園舎の増築、先ほどもありましたデマンドタクシ
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ーの社会実験、除染対策、風評払拭対策、農業基盤整備に対する支援など、これまで

の事業を一歩前に進める予算編成になってきているのではないかなというふうに思う

ところです。 

   先ほどそれぞれの分野での村長の評価、課題、今後の取り組みについてお答えをい

ただきました。私は、今後の村政を進める上で最も大切なことは、住民と村長、村政

との距離をもっと近づけること、この努力が必要だと思います。村民の意見を尊重し

ていく、この姿勢がこれまで以上に求められるのではないかというふうに思っており

ます。 

   「村民に日本一近い村政」を目指す、これが公約の一つであったと思いますし、今

回の村政執行基本方針でも示されております。「みんなで支え みんなでつくる大玉

村」の理念のもと、協働のむらづくりを進めていくことの重要性をしっかり踏まえた

むらづくりが今こそ大切になってくるのではないかと思います。改めて村長の思いを

伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   今６番議員さんが言われたとおり、私の村政の基本になっているのは、「みんなで

支え みんなでつくる大玉村」、そして「村民に日本一近い村政」ということ、これ

は小さい八千五百、六百の村だからこそできることであろうというふうに考えており

ます。これが３０万、４０万、１００万の都市であればそういうことはなかなか現実

的には難しいと。ただ、大玉の規模であればそういうことが現実にできるだろうとい

うことが、十数年前に自立を選択したときの判断だったんだろうというふうに考えて

おります。 

   それが大きくなるとだんだん住民から離れてしまうということもありますので、私

は、大玉村が自立してきて、これがやはり今言われたことの実現性への最大のメリッ

トだったというふうに考えておりますので、１０年、２０年後も自立していけるよう

に、今言われたように村民の皆さんと一番近いところに身を置いて、意見を聞きなが

ら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） ６番。 

○６番（武田悦子） 次に、村の産業基盤の現状、経済の地域内循環や農業、商工業の経

営の継承問題について質問をいたします。 

   まず、農業に関して質問します。 

   安倍内閣は、公約を反故にしＴＰＰ交渉を進め、国会での承認を強行しました。今

年１月にトランプ・アメリカ大統領が就任し、初日に出した大統領令はＴＰＰからの

離脱でした。アメリカの戦略についてはさまざまな報道がなされておりますが、日本

とアメリカの２国間協定、ＦＴＡ協定と言われており、ＴＰＰ協定以上の譲歩が日本

に求められる、この懸念が広がっております。まず、この点に関し、村内農業を守る

立場から村長の見解を伺います。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   まず、ＴＰＰには反対をしてまいりました。これは大玉村の基幹産業、農畜産業が

進展できないような状況になるということですので、ＴＰＰには反対をしてまいりま

した。トランプ大統領が出てきてＴＰＰ反対だと、それは逆に言うと、ＦＴＡで２国

間交渉になると、より厳しい要求が出てくるんではないかというようなことも出てま

いりましたが、これは政府に頑張っていただいて約束は守っていただくということを

やっぱり地方も、これは町村会等でも危惧しておりますので、全国町村会でも国に対

してそれは要望しておりますので、我々も農業を守るという観点から、そこら辺につ

いては絶対に後退させないようにということで求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） ６番。 

○６番（武田悦子） 農業分野でも原発後遺症、先ほど来さまざまな形の原発事故以降の

問題点出てきております。米価は、わずかに回復したとはいえ依然として低い価格が

続いております。耕作をやめる、このような方もふえています。これらも踏まえて、

農業の現状をどう捉え、課題にどう取り組まれるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   原発は農業全面に影響を与えております。米価だけではなくて、今まで頑張ってや

ってきた小規模農家の方の耕作意欲を低下させているということですので、通常の状

態なら続けていただいている農業をやはりこの影響でやめてしまうという方が出てき

ているし、これからふえてくるという心配もしております。当然、米価が下がれば耕

作放棄地がふえるということもございますので、この辺について村としては対策を講

じなければいけないということで、農業機械の補助を行ったり、農業生産法人の支援

を積極的に行うということも一つ施策としてございます。 

   それから、米の単作からの切りかえ。ハウスの助成等もさせていただいているのは、

やはり反収の多い施設園芸のほうにシフトをしていただくということも一つ大きな施

策かなというふうに考えております。 

   それから、新規就農ですが、Ｉターン、Ｊターン、Ｕターンと言っていますが、福

島県の場合には原発が影響してなかなか入ってこないと。それから、株式会社が農地

集約で入ってくるという話も、これは危惧と期待と両方あったわけですが、やっぱり

あえて福島県には来ないということがありますので、この原発の影響というのはそう

いう面でも非常に大きい影響があります。 

   あと何年したらそういうものがなくなるのかということですが、やはり今やるべき

ことは、新規就農者を受け入れるという方法を考えていかなければならないというふ

うに考えております。その場合には受け皿づくり、体制づくりをする。住まい、指導

者、それから就労の場所等も準備しなければいけませんので、この前、ＪＡの組合長

に要望をいたしました。ＪＡとしてあらゆる分野で新しい取り組みに対して支援でき
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る体制をつくってほしいということをお願いしまして、ＪＡのほうでも、これ十分に

検討しますと。これからの安達地方のあり方は非常にその辺も大切だというふうにご

理解をいただきましたので、いろんな分野で進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。午前中からもさまざまな形で農業への取り

組みについてお答えをいただいております。これからも、生産者みずからがしっかり

と努力をしていく、ここに積極的に支援を継続していっていただきたいというふうに

思っております。 

   さらには、新規就農者の問題。村内の畜産農家の皆さん、自分たちみずからが耕作

放棄地なり農地を守っていると、そういう自負をされていらっしゃいます。その皆さ

んが、あと１０年、それしか自分たちにはできない、その後どうするんだ、それをし

っかりと考えてほしいと、いろんな方からそういう声が聞かれております。先ほど来、

村長、新規就農者というお話もございました。この点をしっかりと取り組みを強めて

いっていただきたい、このことを重ねてお願い申し上げます。 

   村内の中小商工業の地盤沈下、これも大きいものがあります。大型店の相次ぐ出店

が小売の状況を大きく変えました。さらに、この現状は、買い物難民という言葉が生

まれたように高齢者等の生活に大きな影響を及ぼしております。高齢者などの生活を

支える村内小売の経営支援には大きな課題があると考えます。この現状と課題につい

て、空き店舗の問題もございました。これらについても再度、村長の考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   村内商工業については大変数が減っておりまして、工業関係については維持をして

おります。それからあと、小規模の商店については後継者がいないという部分もござ

いますので、どんどん小さな店がなくなっていくということで、車を使って郊外のス

ーパーに行けるうちはいいんですが、先ほど言ったように、高齢化になってきた場合

にだんだんそれをどうするんだということの問題も生じてきております。 

   最近、一商店、息子さんが戻ってきて商売始めると、また継ぐというお話も、つい

先日聞きまして大変うれしく思っているわけですが、これは行政としてどこまで手を

差し伸べることができるかというのもなかなか難しい問題ですので、商工会の体制強

化に向けて補助金も出しておりますし、事務局長も配置をさせていただきました。そ

ういうことで商工会自体としての努力がまず第一だろうと感じていますので、それに

対して、先ほどから言っていますように所得保障的なものではなくて育成的なもの、

新しいアイデアとか新しい商店の始まりとかそういうものに対して集中的に支援をし

ていきたいなというふうに考えております。 

   高齢化社会に向けて、先ほど言いましたようにサロン的なものとして、小さくても

商店を継続していくというようなことも視野に入れながら、商工会と十分話し合いを
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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） ６番。 

○６番（武田悦子） 農業も商工業も後継者の問題が最大の課題だというふうに私自身も

考えているところでありますので、しっかりとした支援の対策を改めてお願いいたし

ます。 

   次に、人、物交流について質問いたします。 

   マチュピチュとの友好都市協定、台湾の中学校との姉妹校や国内における災害時相

互応援協定など、国内外にわたる交流の拡大が広がっています。評価が出る一方で、

先の展望や期待される成果について疑問視する意見もあります。これらを踏まえて、

それぞれについて今後の展開と、そこにどんな期待をされているのか伺いたいと思い

ます。 

   まず、マチュピチュ関係では、今、野内与吉記念館の開設準備が進められておりま

す。マチュピチュ交流の実りを大きくしていくためにも、これらの取り組みに対する

支援も必要と思いますが、村としてどのような支援をしていくのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。 

   マチュピチュの関係で先般の新聞に報道されましたが、民間レベルで野内与吉さん

の資料館の５月開設に向けて進めているという状況でございますが、運営していく中

でもいろいろな経費が発生するということでお聞きしておりますので、村としても、

今後協議を重ねまして可能な限り支援を進めていきたいと考えておる次第でございま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） このマチュピチュとの関係では、本村のみならず本宮市あるいは二

本松市との連携も必要だと考えます。新たな観光の展開などの点から、智恵子のふる

さとや岳温泉、サービスエリア、さらには今後の県道石筵線の開通などを展望し、野

口記念館などとの結びつき、これらも想定するなど、新しい観光ステージを描けるの

ではないかと思いますが、村としてはどのように考えていらっしゃるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ６番議員さんに再度お答えします。 

   今回、マチュピチュに貢献した野内与吉さんの資料館の開設ということで新たな観

光資源が誕生するということで、それらもあわせまして、今ほど話されました安達管

内とかの観光施設をどういうふうに回ってというか、その辺も含めて、新たな観光資

源の誕生でございますので、今後、それらをどういうふうに周遊していくかについて

も管内と協議を進めてまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 
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○６番（武田悦子） 世界のマチュピチュでございますので、大玉村のみならず安達管内、

さらには福島県、大きな視点で物事を考えていただきたいなというふうに思っており

ます。 

   次に、台湾の大竹國民中学校の生徒さんがこの２月にいらっしゃいました。大玉中

学校の生徒たちと交流を進めるとともに、給食試食会や日本文化体験なども行われた

と伺っております。さらには、８月には大玉中学校と大竹國民中学校とで姉妹校の締

結が行われるという話も聞いておりますが、今後どのような形で交流を進めていくの

か、また子どもたちの交流だけでなく村民との交流なども視野に入れて進めることも

考えていらっしゃるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ６番議員さんに再度お答えします。 

   今ほどお話がありましたように、２月に、先月でございますが、大竹國民中学から

生徒と父兄含めて３７名が本村を訪問し、中学校で交流を重ねてまいりました。そう

いった中で、次年度、来年度につきましては、大玉中学校の生徒が台湾を訪問しまし

て姉妹校を締結するということで協議を進めているところですが、時期についてはま

だちょっと今調整中でございますので、そういう時期も含めて、来年度、新年度にお

いて姉妹校の締結を進めるということで進んでおります。 

   一歩進んだ形で、今後、地元の自治体と本村との友好姉妹都市の締結等々も視野に

入れながら、中学生を含め、姉妹都市締結を視野に含めた息の長い交流を進めてまい

りたいと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 今年いらっしゃいましたが、次はいついらっしゃる予定とかという

見通しはあるんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えします。 

   今回も大玉が行っていることによって彼らも来ましたが、その後、東京とか那須と

か行って、修学旅行のような形のうちの１泊を大玉で過ごしていただいたということ

でございます。 

   ＰＴＡ会長さんとか校長先生とお話しした中では、希望としては毎年来たいと、日

本を訪れたときには大玉に滞在したいと、その場合には大玉村のほうで民泊は可能か

というようなお話もございましたので、その場合には、バディーといって、あちらの

お子さんとこちらの中学生が一緒にセットになって活動したときに、その家に民泊が

できないかどうかというようなことのお話もございましたので、これから姉妹校を結

びながらその辺についても話し合いが行われると思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。先ほど部長からもありましたように、息の
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長い交流が大事でございますので、しっかりとした交流を続けていっていただきたい

というふうに思います。 

   次に、大玉村が災害時相互応援協定を結んでいる自治体、こことはこれまでも物産

展などの交流などが行われてまいりました。今後どのような交流を進められる予定な

のか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ６番議員さんに再度お答えします。 

   災害時応援協定ということで、現在、大玉では４町村、締結をしております。山形

県小国町、そして福島県北塩原村、茨城県美浦村と茨城町ということで４町村と締結

しておりますが、その中でも茨城県美浦村と茨城町とは、産業、いわゆる物販関係の

交流とか中学生の交流関係ということで進めておりますので、先般、担当レベルで、

災害時応援協定から一歩進んだ形のいわゆる姉妹都市締結に向けて話し合いを進めま

せんかということで問いかけをしたところ、両町村とも前向きな返事をいただいて、

２月に担当レベルで向こうを訪問しまして協議を進めてきたところでございます。 

   今後どのような形で姉妹都市協定を締結するして今後どのような交流ができるかと

いうことでいろいろな分野で協議を重ねまして、新年度秋ごろの締結に向けて話し合

いを進めているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 国内外にさまざまな形で交流を進める拠点を持ち、物の交流や文化

の交流、人の交流が行われることで、大玉村にこれまでなかった産品がつくり出され

たり、新たな文化が生み出されたりする可能性があると思います。今だけではない、

将来をしっかりと見据えた交流が大切だと思います。この点について村長の考えを伺

います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんに再度お答えをいたします。 

   遠くのマチュピチュ、近くの台湾、そして国内の美浦、茨城という形で交流を進め

ると。これは当然、開かれた村、学校も、私よく言っていますが、外に開かれた学校

と。開くことによって外側の目が入りますので、中にいる人たちもやはり少し自分の

村なり自分たちのことを見直す機会にもなりますし、そして外から人も入ってまいり

ます。こちらからもいろんな情報とか物産等についても発信することができますし、

文化的なもの、教育的なもの、いろんな分野で交流ができる。ですから、これは非常

にいろんな分野で高まっていくなというふうに期待をしております。 

   簡単にマチュピチュに毎年行くことはできませんが、そのマチュピチュと交流をす

ることによって大玉村の名を国内外に広く知っていただいたというようなこともござ

いますし、原発で大変な思いをしている福島県が、久々の明るい話題ということで大

変興味を持っていただきまして支援をしていただいたということもございますので、

大きな資源としてこの内外の交流は進めていきたい。そのためにも、日本で最も美し
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いむらづくりは、いろんな指摘がございました、それも肝に銘じながら、村全体で一

つの方向性として、村の美しい景観だけではなくて、生活、文化、教育まで含めてつ

くり上げていくと、そういう機会にもなるんではないかというふうに期待をしている

ところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   最後の質問になります。この問題もこれまでも質問をしてまいりました。大玉村の

社会資本はある程度整備が進み、これからはどのように維持していくのかが課題にな

ってくると思います。現状をどのように把握されているのか。まずは道路、橋梁、水

道について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   それぞれの現状でございますが、道路、河川等につきましては、毎月１回、職員が

パトロールをしております。 

   道路につきましては、ご存じのとおり３３０キロ以上延長ありますので、それぞれ

区域を分けて月割りをして現地のほうを確認して、不備があれば修繕・改修していく

というような状況です。そのほかに道路維持作業員による巡回によりまして、道路の

穴あきの補修等、安全管理に努めているところでございます。 

   橋につきましては、橋梁点検、定期点検が義務づけられております。５年に１回実

施するということで、２９年度には完了の予定となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） 失礼しました。水道について答弁漏れございました。 

   水道については、専門業者によって年１回の点検を行っております。そのほかに、

今現在進めている重要給水施設配水管整備事業ですか、これらを石綿管から耐震管に

交換するというようなことで進めております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 次に、大山公民館や保健センター、体育館やプールなど、重立った

公共施設についてはどのように考えておられるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   それぞれ、村民体育館も大分時間が、あれは昭和４９年でしたか、に建てたもので

すので雨漏りがしたりしておりますが、なかなか、屋根かけるだけでも３，０００万、

４，０００万というようなことで、補修も、あの上にカバーをしないとだめだと、も

う一つ新しい屋根をつけないとだめだというようなこともございますので、今は何と

か吹き込んだとき以外ぐらいはまだもちますので、少し。 
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   あと、大山公民館については、若干の補修をしておりますが、計画としては建て直

すということも計画にはありましたが、少しお金をかけて修繕しましたので、しばら

くは使うということで考えております。 

   それから、村民プールについては、耐用年数が建築当時２０年だというのが設計屋

さんのお話でしたので、塩素水分を使うということで、既にもう二十七年、八年たっ

ていますので機械等についても限界に達しております。それから、建築する段階で機

械室に機械を入れてから外を塞いでいるものですから、機械の出し入れができないと

いう。壁を破るか屋根を抜くかという非常に難解な問題もございますので、その辺に

ついてはどういうふうにするか。根本的なことについて、今はちょっとどうするかと

いうことがまだ、修繕するのかどうするのかということについては、しばらくは使え

る状態であろうというふうに考えております。 

   あともう一つ、保健センターは今のところ大丈夫だということです。 

   いずれにしても、この４つの施設だけではなくて、役場がつくった施設はもう大分

修繕の時期に来ております。平成２９年度の直売所とそれから防災無線とか幼稚園で、

とりあえず計画としての箱物は終わります。ですから３０年に、じゃ南部ふれあいセ

ンターはどうなんだとお叱りを受けそうですが、ここ数年はとりあえず少し待ってい

ただいてということで、そういう修繕とか住民福祉のほうに重点的に進んでいくと。

高齢者とかですね。ということなので、箱物については２９年度でとりあえずの、計

画としての年度としてのものは当面終わるというふうに考えておりますので、あとは、

本当に有利な財源が出たときに今計画しているような建物については取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

   やはり農集排の処理場も大分弱ってきておりますし、総合的に修繕については計画

的に、補修関係は計画をつくって進めてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 平成３０年で箱物は終わると、ハード面の整備は終わるという村長

のお話でございました。そのとおり、物をつくる時代、このような時代は終わり、次

に維持管理をしていく、そのような時代に入っていく、そのとおりでございますが、

まずは現状をしっかりと把握して、次どのように修繕をするのか、また新たな形をど

のようにつくり出すのか、これらを計画的にしっかりとつくっていくことが必要なの

ではないかなというふうに思っております。有利な財源が出たら即やると村長はおっ

しゃいましたが、その有利な財源がいつできるかはちっとも、不透明なことばかりで

ございますので、まず計画を立てていただく、このことが必要なのかなというふうに

思っております。 

   プールの耐用年数もとっくに過ぎた。けれども、まだ使えるから使っていくけれど

も、次はどうするかはわからないというようなお話でございましたし、まず現状、そ

して次にどうやっていくのか、そのあたりをしっかりとした計画を立てていただいて、

財源には限りございますので、有効に活用するための方策、このことをしっかりと考
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えていただきたいというふうに思います。 

   本日は、１０年後、２０年後、このお話は何回も出ております。この１０年後、

２０年後の大玉村をどのように描くのか。農業や商工業、行政、それに地域コミュニ

ティーなどなど、これらどれが欠けても大玉村の未来をつくることはできないと思い

ます。今、受け継がなければなくなってしまうものもたくさんあります。また、新し

くつくり出すことで描ける大玉村もあると思います。しっかりとした村をつくり出し

ていくことに力を注いでいただきたい、このことをお願いし、一般質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で６番武田悦子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。ご苦労さまでした。 

（午後４時５４分） 

 


