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平成２９年第４回大玉村議会定例会会議録 

 

第５日  平成２９年６月１９日（月曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    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。 

    １番 松 本   昇 

 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 
兼農業委員会
事 務 局 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 菊 地   健 

住民生活課長 安 田 春 好 健康福祉課長 後 藤   隆 

再生復興課長 伊 藤 寿 夫 産 業 課 長 渡 辺 雅 彦 

建 設 課 長 杉 原   仁 
会 計 管 理 者 
兼 出 納 室 長 中 沢 みち子 

教育総務課長 橋 本 哲 夫 生涯学習課長 溝 井 久美子 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 作田純一、書記 矢崎由美、佐藤雅俊、安田敏 
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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、１番松本昇君より欠席届が出ております。ほか１０名全員であります。定

足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日、傍聴に武田明守さんがお見えになっておりますので、ご報告

申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、一般質問を行います。 

   ５番押山義則君より通告ありました「県道本宮・石筵線の不通区間の早期開通実現

に向けての取り組みと開通による経済効果について」ほか１件の質問を許します。５

番。 

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

２点の内容で、平成２９年６月の定例議会、一般質問を行います。 

   この議会が、定例会としては押山村長任期最後の議会となります。押山村政の１６

回目の質問となりますが、実りある一般質問となりますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

   初めに、県道本宮・石筵線の不通区間の早期開通実現に向けての取り組みと開通す

ることによる経済効果についてということで質問申し上げます。 

   県道本宮・石筵線の不通区間の早期開通実現については、これまでも数十年と重ね

て全面開通の要請を図ってまいりました。トンネルの開通、三ツ森池にかかる橋梁の

完成と順調に工事が進み、地域の期待も喜びもつかの間、工事が中断されまして、四

半世紀以上にもなろうとしております。 

   ２８年度には、県道移管された区間、いわゆるバイパス化の完成が見られ、いよい

よ不通区間解消への取り組みに住民の期待は大きく膨らんでおります。さまざまな事

情はありましょうが、今年こそ本腰を入れて、開通実現に向けて運動の展開を願うと

ころであります。 

   まず伺います。 

   どのような事情、理由で四半世紀もの間工事が中断された状況になっているのか、

どのように理解されておられるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   県道石筵線の整備につきましては、昭和６１年より測量等に着手して進められてき

たところでございます。石筵地区までの工事延伸ができなかった理由としましては、
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平成５年３月７日に石筵地区より道路改良工事の凍結申し入れ書の提出が福島県にあ

ったということが掲げられております。 

   さらに、石筵地区からの工事凍結申し入れから約１０年が経過した平成１５年１月

１７日に一転しまして、石筵地区より郡山市長へ整備要望書の提出があったところで

あります。 

   今後の整備する課題としましては、石筵地区において地籍調査の未整備地区が存在

しているということで、まずは郡山市に早期の地籍調査の完了が望まれているところ

でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   さまざまな事情が伺えました。この路線の全体計画と申しますか、把握されている

工事というか事業概要と申しますか、状況把握はどうなっているのか。県の事業であ

りますので、その辺の情報はあるのか、その点伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   本路線の全体延長としましては、１万４，６８９メーターということでございます。

起点につきましては、郡山市熱海町石筵字下水上３７の２となっておりまして、終点

は本宮市の舘町２１９の２となってございます。途中に三ツ森等に橋梁等かかってお

りますが、全部で７カ所の橋梁がありまして３２９メーター、トンネル１カ所で２５７

メーターとなってございます。 

   （２）番の全体がこういう形になってございますが、本路線の、先ほどお話にも出

ました交通不能区間につきましては、約３．５キロと認識してございます。全体の２３％

程度の延長になるかと思いますが、福島県では今後郡山市による石筵地内で整備され

る地籍調査の進捗状況、交通事情等を見きわめながら、整備の必要性を検討していく

と聞いてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   郡山市石筵地区が国土調査済んでいないから、いろいろ、どういう問題があるのか

は理解しておりませんが、それでなかなか進まない、県のほうでも取りかからない、

その理由はちょっと理解できないんでありますが、今、部長から報告がありましたと

おりたかだか３．５キロの区間、これをこうやって四半世紀もの間ほっておかれると

いうのは、結局いろんな形で、いろんなアピールとか何かがまだ少ないんじゃないの

か、その辺私は感じております。 

   それぞれこれまでも村も議会もいろんな形で要請活動等はされてまいりましたが、

早期開通実現に向けて具体的にどのような要請活動がなされてきたのか。また、期成

同盟など、活動の内容など、それと実績などについて改めて伺います。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんに、まず（１）（２）の流れの部分についてのちょっ

と補足説明をさせていただきますが、県道としては、路線としてはありましたので、

それについて石筵地区の共有林がありまして、共有林の方々が非常に強力に反対運動

をされていた。 

   この団体は自然保護団体ということで、あそこを通すと自然が破壊されるというよ

うなことがありまして、本宮とか大玉とかいろんなところで集会を持って、講演活動

をしたりしながらやっている方が、中心になっている方がおりまして、地元の反対、

石筵地区の反対が根強かったというのがまず中断の一番大きな理由ですが、先ほど部

長のほうからもお話がありましたが、途中から逆に今度開発を、道路を通してくれと

いうような要望に変わりまして、それで、その時点であの３．５キロのうちのほぼ

１００％、９０％以上は郡山地内にあります、大玉地内は、あそこで道路ですとっと

今橋を渡って切れているところまでが、ちょっと先までが大玉と、あのバカ堀のあた

りの額沢とか、あの辺の稜線ぐらいまでが大玉で、それ以降は全部郡山になりますの

で、９５％ぐらい多分距離的には郡山なので、郡山が動かないと動かないということ

で、平成２６年、私、村長になった２年目に、期成同盟会のときに市長が来なかった

ものですから、出席の報告があったんですが実際来なかったということで、私のほう

で市長に訪問をして、そしてどういうことかということで、ぜひ一緒にというお話を

させていただいた段階で、市長のほうにはきちっと話が通っていなかったというのが

現実です。 

   市長が、それでわかったと。じゃ、国土調査を進めましょう、ないところ。それか

ら、あと土地改良計画があるので、そのときにもそれを計画に入れましょうというこ

とになったのも平成２６年なんです。そのときに、県北の建設事務所と農林事務所と

いうのはほんのわずか数百メーターしか該当していないので、期成同盟会の会長とし

て、県中建設事務所と農林事務所に要望に上がりました。 

   上がった時点では、郡山からそういうことをやりたいという話が来ていますよとい

うことでしたので、その時点から本格的に動き出した。今、県のほうでは、県道とし

て時間がかかっても開通させるというふうに答弁をいただいておりますが、私が２５

年に村長になったときには、県の考えは遊歩道、車が通る道路じゃなくて、人が歩い

て石筵まで行く道路でどうでしょうかというふうに内部では決定していたようです。 

   とんでもない話だということで、２６年度に、郡山市のほうとしてもぜひ道路とし

てやりたいと、期成同盟会の趣意書に一文加えてくれということで、後で部長が答弁

する予定のもの先言ったのであれですけれども、災害のときに、上下土砂崩れがあっ

たときに避難の経路として石筵線を使いたいと。だから、その一文を加えてくれとい

うことが郡山市長からの要望で、それを加えて今要望しているということですから、

まず国土調査、かなりの時間がかかります。それから、あと土地改良事業がかかりま

す。ですから、それが終わった時点で県は具体的に動きますということですから、決

してとまっているわけでもないし、動き出しているということが現状です。そういう
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いきさつの中できているということです。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 村長からご丁寧な説明ございました。 

   ただ、話聞いておりますと、大変まどろっこしい話でございます。次の質問で、単

純に今後の見通しと伺いたかったんでありますが、今村長から大体説明ありましたの

で理解はいたしましたが、いろいろ福島県内、道路の整備とか何かなされております。

それぞれ昔からあった峠道であります。それぞれの道路が開通して、道路内の整備さ

れている中、なぜかあの部分だけがなっていないというのは、誰が考えても疑問な点

でございます。 

   私がこのたびこのことを一般質問のテーマに取り上げましたのは、この路線の開通

実現による経済効果が大玉村にとってはいかに大きなものがあるかということを訴え

たい、皆さんにご理解いただいて、地域の発展、地方創生の柱に考えたいとの思いか

らであります。バイパス部分の完了を機会に提案をと狙っておりました。 

   それで、経済効果と申しますか、この路線の全線開通の意義でありますが、この路

線、中通りと会津を結ぶ比較的雪の少ない連絡道路として、生活道路、流通道路とし

て、利用価値が大変大きいと考えております。そして、また大玉村の西部地区、それ

から南部地区も含めた地域発展のための主要地方道として位置づけられまして、広域

的にも地域発展の起爆剤になると考えております。また、大玉村、北塩原村とも災害

協定などを結んでおります。そういった意味からも、この路線の重要性はいろんな意

味が、意義があると思っております。 

   また、岳温泉から、あれが県道に昇格した部分があります、そういうものとか、母

成街道でありますか、安達太良南山麓の自然を生かした観光道路、先ほど村長から遊

歩道というような話もございましたが、そういった意味で、大玉村の観光発展のため

に、拠点路線としてはさまざまな可能性が考えられて期待が大変大きいものがあると

思っております。 

   また、歴史的に考えてみましても、かつて郡山市の石筵地区、大分忘れた方もあり

ましょうが、安達郡の高林村でありました。先ほど国土調査がまだなされていないな

どとの話もございましたが、今でも登記簿謄本をとりますと、石筵の土地は安達郡高

林村と書いてきます。そのような状況で、大変大玉村との、安達郡との結びつきは戦

後も続いてあったと。私の父親などは、運動会とか何かは石筵も一緒だったから、石

筵との思いはそういう関連が大変ございます。 

   また、猪苗代町の達沢地区、ここは大変大玉村とは、特に玉井でありますが、交流

が深いところがありまして、玉井あたりの食器の賄いどころと言いますか、木地師集

落として大変つながりが多くなりました。今では数少なくなりましたが、昔から伝わ

っている食器などは、ほとんどは達沢産でございます。そういう状況の中で、大変つ

ながりが深いところであります。 

   また、沼尻には硫黄鉱山がございました。玉井の人、大分働きに行っておられて、
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かつての安達太良山の噴火では玉井の方に大変な犠牲者が出たというような話も伺っ

ております。そういう関連が深い道路とか地域なんであります。 

   そして、これ教育長に質問の方向を持っていくわけでありますが、旧母成街道、今

さら言うまでもなく大玉村にとっては大きな歴史遺産でございます。古くは相応寺の

歴史を含む徳一大師の行脚とかそういう行程の道として、また中世には塩の道として、

近くでは新選組の土方歳三の会津落ちの街道でありました。 

   また、沿線には、先ほど村長からちょっと話もございました、今も活躍している通

称バカ堀でありますが、貴重な農業歴史遺産もありまして、これらを観光事業に生か

さない手はないと私は考えております。何もかもが、何でも生かされるのが歴史的価

値であります。 

   教育長に伺いたいんでありますが、大玉村歴史基本構想もそろそろ事業展開される

ものと期待しております。こういった１本の道にまつわる歴史感も、残すべき、活用

すべき責任があるのかなと考えております。歴史道路としての認識を伺うと通告申し

上げましたが、取り組みの考え方、感想など、教育長に伺っておきます。 

○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。 

   今、議員さんがご指摘にありましたように、県道本宮・石筵線、歴史的な意義も大

変深いものというふうに理解しております。相応寺にかかわる件、それからまた塩の

道にかかわっての件、それから今お話ありましたように戊辰戦争において、非常に西

軍と東軍の中身については大変詳しく記されております。そういったことに鑑みまし

て、今ご指摘ありましたように歴史文化基本構想、これ答申をいただきました、委員

会のほうから。それをもとにしまして、これからそれの活用を図っていくべく今取り

組んでいる状況にございます。 

○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。 

   こうしろああしろと言うことはできませんが、私のそもそもの質問がこじつけのよ

うな質問でございますので、ただ私の思いは、村長、教育長には、この道路にまつわ

る必要性とか重要性、その認識を新たにしていただいて、さまざまな角度から早期活

用に向けて取り組んでいただきたい、切実な願いなんであります。改めて、村長の意

気込みなど、こういう観点から伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申します。 

   私も歴史的な価値というのは十分に認識しているつもりですし、若いときですが、

教育委員会にいるときに一度歩いておりますので、どういう状況など、途中にすごい

サルスベリの林があったり、ああいうものというのは本当にそっくり残っているので、

あれだけの量の、面積のところ、クマザサのところとか、逆に言うと、本当にあれ開

通すれば、車だけではなくていろんな利用方法があるなというふうにも考えていまし

たし、平成の１０年か１１年ごろでしたけれども、石筵線がいずれ、あのころは何か
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もう少し早く開通するんじゃないかという機運がありましたので、三ツ森が結局あそ

こで中間になるものですから、荒らされるということで、逆に汚されるならば活用を

図ったほうがいいということで、あの三ツ森のところでフィッシングパークみたいに

餌を疑似餌でやるような、浮き桟橋をつけて、それでボートを浮かべて管理釣り場、

それからバーベキューなんかで汚されるなら、かえってバーベキューをやるような場

所をきちっと整備したほうがいいだろうと。 

   それについても、全て再生エネルギーで、一切電気をほかから持ってこないでそこ

で土壌浄化方式でというのをやるとか、そういう構想が平成１０年でしたか１１年に、

これ図面になって入っておりますし、水利権の問題で東京電力とも話し合いをしてオ

ーケーだと。土地改良ともオーケーをもらった、そこまでいった計画がありましたが、

その時点で道路が難しい、時間がかかり過ぎるというような話になって、そのままに

なっているという状況ですので、今後開通の見通しとなった場合には、やはりそうい

う三ツ森池を活用した観光施設、そういうものもあるし、それから戊辰戦争の絡み、

３１人の墓との関係性とか、かなり重要な路線になるだろうというふうに考えてはお

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） いい方向性を示していただいたとは思っております。 

   この質問の最後に、地域を含めた開通に向けての請願活動など考えられないかと通

告申し上げました。これまでの要請活動は十分理解した上での質問であります。例え

ば、早期開通に向けて立て看板などを立てて、そしてアピールして住民の意識を高揚

させるとか、そしてまた改めて石筵地区の皆さんと交流を深める機会を設けるとか、

村としても、単に要望書の提出のみでなく、何か具体的な行動を図れないか。 

   これは議会にも同じこと言えるんでありますが、余談でありますが、きょうの新聞

に、戊申の役から１５０年ということで、郡山市と会津若松市の戊申の聖跡のことで

のシンポジウムが行われたというニュースが載ってありました。できれば大玉村も参

加していただきたいなと思うぐらいであります。なぜ大玉がまざっていないのか、逆

に疑問に思うところでございます。 

   母成街道、最後に整備された、いろんな文献からひもといてみました。当時の玉井

村、大変飢饉とか何かで経済状況が困難な中、１００年以上も前の話でありますが、

ちょうどそのころに、それによって海外渡航が始まったとか、そういう時代でありま

した。ちょうど玉井二区の太鼓台、それが開始されたのと同じ時代でございます。玉

應柿もそうでありました。そういう意味で、歴史と重なる時代背景があると思ってお

りますので、その辺の認識も深く持っていただいて、そういうものに結びつけていた

だきたいと思います。 

   また、これまでも何度か申し上げておりますが、この路線、先ほど村長からもちょ

っと説明ございましたが、管轄する建設事務所を単位で申し上げますと、県北と県中

と会津のそれぞれの建設事務所の隅っこの地域なんです。全く行政上の目の届かない
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地域で、気の毒な状況と言ったら気の毒な状況なんでありますが、逆手にとれば、逆

に言うとトライアングルゾーン、県北、県中、会津が一番短距離で一つになれる事業

展開が期待できる路線であります。方策考えられないかと通告申し上げました。何か

の工夫はありませんか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   本期成同盟会には矢島県議を初め佐藤県議も顧問として所属していただいておりま

すので、関係の方々から質問等、県のほうに予算確保のためのいろんな努力をしてい

ただきたい。同盟会としても当然行いは行いますが、そういう部分を行ってもらった

り、そういった中で郡山のほうのもっと機運を盛り上げていただいて、大玉はもうほ

とんどできておりますので、石筵のほうにいろいろ働きをかけて、さまざまな施策が

これから考えられると思いますので、早期に交通不能区間の全線開通ということで、

この期成同盟会の目標のもとに努力していきたいというように考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   村長の今回の選挙向けの資料で、産業振興と地域経済活性化の項目の隅っこに、隅

っこという言葉、今回大分使わせていただきますが、県道本宮・石筵線の早期開通の

１行目載っております。言いかえれば、この路線の開通は福島県の県北、県中、会津

を結ぶ、福島県の中央を横断する路線の一部となります。決して隅っこの路線ではあ

りませんので、声を大にして、早期開通実現に向けさらなる取り組みがなされますこ

とをご期待申し上げまして、この質問を終わりたいと思います。 

   次の質問に入ります。いささか場違いの質問なんでございますが、憲法改正と主権

教育についてということで質問いたします。 

   憲法改正について、村長に単刀直入に改正の是非について認識を伺い、この夏の村

長選の村民、有権者の判断材料の一つとして考えを伺いたいというのが質問の設定で

ございましたが、地方議会の一般質問向けにはそぐわないのではないかと、そういう

意見はございまして、角度を変えまして、主権教育といった論点から、憲法改正の是

非について伺ってまいります。 

   先ごろ安倍総理から、憲法改正に向けて改憲の中身、スケジュールなどが示された

ところであります。憲法改正のプロセス、また議論の中から、国の主権、国民の主権、

主権在民の認識、また１８歳から選挙権が実施されることになりまして、国民の主権

ということに対しての中身の理解の必要性がクローズアップされまして、１８歳とい

った青少年世代はもとより、小学校低学年からの主権に対する理解、認識の必要性が

問われている状況にあるのかなと私は理解しております。 

   回りくどい言い方申しておりますが、端的に言いますと、主権という権利と義務へ

の理解について、国民、特に若者に浸透される、させる努力もせずに、投票率が低い

状況の中、憲法改正とかなど国民投票で決められるといったことから、主権者教育と
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主権教育についての必要性、これを改めて村長、教育長の捉え方、また教育現場での

取り組みなどについて見解を伺う、そういった内容なんでございます。 

   そこで、まず参考のためでございますが、大玉村での選挙の際の投票状況などを確

認いただいた上、見解を伺いたいと思っております。端的に担当に伺いたいんではご

ざいますが、最近数年間の大玉村での投票率の結果とか、１８歳以上が初めて参加し

た参議院選での１８歳、１９歳の方の投票率、これ把握しておられますか。通告して

おりますのでわかると思いますが、それを伺いたいと思います。 

   また、全国的な数字の結果についても、把握されておられればあわせて伺います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員にお答えします。 

   ここ数年、村で実施された選挙の投票率ですが、一番直近で申し上げますと、１８

歳から投票されるようになった昨年、２８年の７月に執行されました参議院選挙でご

ざいますが、投票率は６２．９％、全国平均が５４．７ですので８．２ポイントほど

上回っているというような現状でございます。次に近いのが２７年８月に執行されま

した村の議会議員選挙、この投票率が６９．２５％でございます。次に、２６年１２

月に執行されました衆議院議員選挙ですが、この投票率は５３．６９％でございまし

て、全国平均が５２．６６％ですのでわずか１．０３ポイントですが、本村が投票率

が上回っているような状況でございます。 

   続きまして、１８歳から選挙権がなされたということで、先ほど申し上げましたが、

大玉村の参議院議員選挙の投票率については６２．９％でございますが、まず１８歳、

１９歳別に投票率を見ますと、１８歳が６４．７９％ほどでございます。全国の１８

歳の投票率が５１．２８％ですので、１３．５１ポイント本村が上回っているという

ような状況でございます。 

   続きまして、１９歳ですが、１９歳につきましては、本村が４８．１９％、全国で

見ますと４２．３％ですので、５．８９ポイント上回っているというような状況でご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。 

   大玉村での投票率の状況の説明がございました。全国的に見ても、この投票率の枠

内、これは全国的、地方も含めましてでございますのでこんなものかなと思いますが、

ただ都会などは大変まだまた低くて、ひどいと３０％台なんていう投票率の選挙もご

ざいます。そういった意味で、低投票率というのは全国的に見ても明らかなんでござ

います。 

   ただ、この投票の結果で、得票率の結果で、政策とか議会の構成など全てが判断さ

れる中にあって主権をいかに主張するかは、主権に対する理解度と言いますか、これ

が不可欠なんであると思ってもおります。その上での主権教育でありますが、まだこ
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の言葉、広辞苑にも載ってない言葉でございますが、大筋は理解いただいたと思って

おります。 

   改めて、まず教育長に伺います。 

   教育現場での取り組みは先生方それぞれの考え方もあり、複雑な問題も絡んでくる

と考えますが、この主権に対する教育のあり方とか必要性、それの認識と見解をまず

伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ５番議員さんにお答えしたいと思います。 

   小学校、中学校、義務教育段階におきましては、基本的人権の意味とか、それから

国とか地方の政治の仕組み、あるいは地方自治等々につきまして、これは公民的分野

というんですけれども、社会科の中で指導をしております。これは教科書にもそう載

っていますし、指導しなきゃならない内容というふうに捉えて、指導を行っておりま

す。 

   ただ、仕組みを理解しても意識の問題がどうかというようなことで、多分５番議員

さんがご指摘されたのかというように思いますけれども、主権教育という言葉につい

て先ほどお話がありましたけれども、国のほうでは主権者教育という言葉を使ってい

ます。多分同じ意味での質問なのかなと思いまして、その件について国のほうの考え

というか、それについてちょっとお答えしたいと思いますけれども、２８年の３月末

に、文科省内に主権者教育の推進に関する検討チームの中間まとめというようなこと

がありまして、そこの中で言及されています。 

   そこでは、先ほど議員さんがお話しされましたように、主権者教育というのは単に

政治の仕組みについての必要な知識とかそういったことを理解させるだけではなくて、

もっと踏み込んだことが必要だろうというようなことで、主権者として社会の中で自

立し、他者、ほかの人たちと連携、協働しながら社会を切り開く力、生き抜く力、あ

るいはまた地域の課題を社会の構成員の一員として主体的に担う力、そういったこと

を発達段階において指導していく、培っていく必要があるだろうという、そんなまと

めを国のほうではいただいております。 

   私は、やっぱりこのことは非常に大事だと思いまして、社会科の中で知識として教

えるというようなことも、もちろんそれは重要性等々についても当然指導するわけで

すけれども、小学校の教育活動あるいはまた中学校の教育活動の中に、例えば学級会

活動というのがあるんです。これは自主的な活動の範囲というようなことで、ある程

度条件が決められた中で、自分たちの問題を自分たちで話し合って、そして自分たち

で知恵を出し合って解決していくという、そういった時間なんですけれども、時数的

には年間二十数時間というような非常に限られた時間でありますけれども、そういっ

た時間、あるいはまた児童会活動であるとか生徒会活動であるとか、つまり子どもた

ちが自分たちの問題を自分たちで考えて解決して実践していくというか、今の学習指

導要領の中にもありますので、そういったことを大事にしていくことが、議員さんが

ご指摘されたような形で主権者意識を高めていくというようなことに、小学校、中学
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校段階ではなっていくのかなと、そのように捉えております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。大変わかりやすく、理解いた

しました。 

   日本の社会学者とか憲法学者の意見の中に、しっかりした主権教育がされない状況

で選挙権が１８歳になった、経緯には疑問が感じられる、そんな意見もございます。

憲法改正問題とか、改正の中身など別にしても、投票率のことも含めまして、そうい

った意味で、今の状況の中で物事が進むことに私は懸念を感じております。そういっ

た意味で、懸念を解消する意味から、この主権者教育について、何らかの形で教育の

立場の中で大きく取り組んでほしいというのが私の願いなんであります。 

   改めて村長にも伺いたいんでありますが、教育長に伺った同じ内容での質問なんで

ありますが、教育長の経験も豊富で、教育を総括する立場である村長に、改めてこの

主権者教育について認識、見解を伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   内容については、今、教育長が詳しく述べました、そのとおりだというふうに認識

をしております。投票率が低い人、インタビューなんかを見てみますと、私には関係

ない、俺には関係ないと。ですから、政治家というかそういうものに対して、国なり

地方自治体のそういう政治に対して関係ないんだという方が多い。それが棄権にもつ

ながっているんだろうというふうに考えています。 

   それから、あと誰がなっても同じだという、地方自治体の場合は余りそういう関係

はありませんが、国の場合なんかもそうです。誰が選ばれても関係ないんだというよ

うなこと、主権者として、国なり地方自治体なりを動かす、そういう選ぶときに、関

係ないということはあり得ないことなんで、その辺についてしっかりと子どものとき

から主権者とは何ぞやということを、この国のなりわいというか、それは国民、住民

によって成立しているんだと。住民、国民が自分の考えをしっかりと持って、国づく

り、地方づくりにかかわっていくのは、これが大切なことなんだと、当たり前のこと

だと。 

   国によっては、棄権をすると罰金取られる国もあるぐらいですから。そこまで強権

発動しなくても、自分みずから投票に行って、出向いて、自分の意見をしっかりと示

すというようなことは、これからは当然もっともっと重要になってくるかなというよ

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。 

   間もなく村長選がございます。ご理解をいただいて、投票率のアップを念頭に、主

権、それから権利と義務でございますが、必要性を遊説の中などで説いていただけれ

ばと考えております。よろしくお願いします。 
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   次に、憲法改正について、特に教育無償化について、憲法改正して無償化を求める

ことについての必要性、そのことについて伺います。 

   教育の無償化、改正の検討項目と位置づけされております。このことは、政党とい

うか日本維新の会から、素案の柱として取り上げられたということと理解しておりま

すが、現行憲法のもとで、小学校、中学校の９年間は義務教育制度でありますが、普

通教育の無償化されていることについては、現在の我が国の発展の大きな原動力であ

ったと理解しております。 

   その上で、このたびの改正はさらに高等教育について、高等教育、高校、短大、大

学、専門学校を含むものでございますが、それらを無償化といった改正であります。

これ端的に伺いたいんではございますが、貧困問題とか生活格差問題が問われる中に

ありまして、教育の無償化は夢のような話でございます。ヨーロッパの先進国の状況

もいろいろうかがい知るところでありますが、教育に携わる皆さんには無償化は当然

望むことなんでありましょうが、我が国といいますか、この教育界の皆さんが考える

教育の方向性、理念などから、教育の無償化は憲法改正の項目として取り組む内容な

のか。今までの、従来の法律の中で対応できていないのか。 

   これまでも高校の無償化とか何かは、憲法改正のないままなされてきた経緯がござ

います。教育の方向性、理念といった言葉の使い方、これ間違っているかもしれませ

んが、それはご理解願いたいと思うんでありますが、改めてそういった意味から、今

言った内容について教育長の認識を伺っておきたいんでありますが、答えられればお

願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ５番議員さんに再度お答えいたします。 

   憲法改正の議論とあわせて無償化の問題について言及することは、差し控えさせて

いただきたいと思います。ただ、無償化につきましては、高等教育について、あるい

はまた幼児教育について、それから教育の充実というような意味で大変意義があるの

かなというように思っています。 

   さらに言いますと、どちらを先に無償化したらいいのかということについての私見

でございますけれども、高等教育の無償化というよりはむしろ幼児教育の無償化のほ

うが極めて意味があることなのかなというふうに思っております。 

   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。 

   幼児教育の無償化、確かにおっしゃるとおり、私も同意見かなと思っております。

きのうあたりのたまたまテレビのニュースの中で、アイザック（ＩＳＡＫ）と言いま

すか、社会を変革する教育、軽井沢町でふるさと納税制度を活用して、そういう高校

といいますか、高校同等の資格を得られるような教育機関、そういう制度されている

のもございまして、教育の無償化とか何かと言う前に、そういうものがすごく大事だ

なと思っておりました。 
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   世界各国の方が、別に日本の高校制度にとらわれないで勉強するシステムなんであ

りますが、日本の子どもたちはもちろん世界各国から来て、それでまた世界に飛び立

っていく。ああいう制度が、高校無償化とか教育の無償化なんか捉える前にすべきこ

となのかなと感じておりました。これは難しい問題でありますので、冒頭に申し上げ

ましたが、これ、この議会の中で取り扱うにはそぐわないことであるともある程度は

認識はあります。 

   最後に、村長に伺いたいんでありますが、憲法改正の是非、これ９条改正とか緊急

事態条項の新設とか教育無償化なども含めてでありますが、これに関する項目、私の

聞きたかった本音なんでございます。差し支えなかったら、認識、見解を伺っておき

たいんでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   毎回申し上げて大変申しわけないんですが、国民的議論が起きている中で、一首長

として私見を述べるのは当面、差し控えさせて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） もっともな答弁かなと思います。 

   それぞれ伺いましたが、最終的には憲法の改正、国民の総意とか国民投票の結果で

過半数以上の承認が改憲には必要であります。国民の一人一人がそれぞれ主権の主張

をしてほしいと考えているんでありますが、施行７０年、現行憲法、決して万全なも

のとは思っておりませんが、戦争という塗炭の苦しみを味わった世代の皆さんの心情

とか、平和憲法の名のもとで自由と民主主義、平和と繁栄を築き上げてきた今日に、

憲法が国民にとってより身近なものになるように考えてまいりたいなと私自身も思っ

ております。 

   いよいよ７月には任期満了に伴う村長選が行われます。私個人としても、議員とし

て初めての経験の村長選挙でございます。押山村長のさまざまな施策がスムーズに継

続されますよう再選に向けての健闘を祈りまして、高投票率、高得票を願っておりま

す。 

   これで押山村長との１６回目の一般質問を終わらせていただきます。どうもありが

とうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、５番押山義則君の一般質問を打ち切ります。ここで休憩の

ため暫時休議いたします。再開は、午前１１時といたします。 

（午前１０時４７分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ６番武田悦子君より通告ありました「国民健康保険広域化につい

て」ほか３件の質問を許します。６番。 
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○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件について一般質問を行います。 

   まず、１件目の質問です。国民健康保険の広域化について質問を行います。 

   平成３０年度から国民健康保険の広域化が始まります。新しい制度では、都道府県

が国保事業に必要な費用を各市町村に納付金として割り当て、この納付金を市町村は

住民に保険料として賦課徴収し、集めた保険料を都道府県に納付する。都道府県は、

保険給付に必要な財源を交付金として市町村に拠出するという流れと聞いております

が、この流れで間違いないでしょうか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほど６番議員さんがお話しされましたように、県で標準保険料率を決定して、こ

れはあくまで標準の保険料率ということですので、そのとおりに村で算定しなくちゃ

ならないというものではございませんが、基本的にはそういう率に基づいて保険料を

賦課して徴収、そして納付金として納入するというような形になります。 

   なお、医療給付金等については県で支払うというような形になります。 

   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。 

   各市町村が住民に保険料、国保税課すわけでございますが、これは市町村が都道府

県からどれだけの納付金、標準保険料率に基づいてのお金、これを割り当てるか、こ

れによって大きく左右されるということだと思っておりますが、この納付金、標準保

険料率が今年１月、県から国に報告されたと聞いております。 

   福島県はこの試算内容を公表したというふうに新聞報道で見ておりますが、具体的

な中身、これが少しもわかりません。県内では２２の市町村が国保税上がるという試

算だというふうな報道だったと思っておりますが、大玉村ではこの試算、どのような

金額になっているのか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   広域化に伴いまして、昨年度に引き続いてワーキンググループ等で協議を行ってい

るところですが、標準保険料率の算定につきましても、まだ未確定要素がかなり多い

ということで、基本的には医療水準とか所得水準が加味された内容であるということ

ですが、それらの率そのものがいまだ協議中ということですので、金額そのものにつ

いては、今の段階で公表するべきものではないというふうに考えております。 

   ただ、大玉村につきましては、医療水準も高い、所得の水準も、県平均からすれば

１．２倍程度にはなっているというようなことから考えると、高い標準保険料率が予

想されるというようなところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ただいまの部長のお答えですと、具体的な金額そのものはまだ言え
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ないが、高くなるというようなお話のようでございますが、高くなる国保税、これ、

このままそれぞれ皆さんに割り当てられるわけですが、払えるというふうにお思いで

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） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今回の試算で増加するという、増加するんではないかというような予想がされるわ

けですけれども、急激な保険税の上昇を抑えるためということで、県から一定の割合

で繰り入れというような検討もされているところでございますけれども、激変緩和と

いうような形になろうかと思いますが、ただ、何について激変緩和措置をとるかとい

う対象基準、そういうものがまだ未確定ということもございますので、今段階では、

どの程度の激変緩和措置が何についてされるのかというのがまだ決定されていないと

いうような内容でございます。 

   なおかつ、高くなった保険料を払えるかというようなことでございますけれども、

今現在についても、村では法定外の繰り入れ等を行って保険税の抑制を図っていると

ころではございますけれども、標準保険料率をそのまま払うということになれば、か

なり困難な状況が予想されるのではないかというふうに考えておるところでございま

す。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 部長がおっしゃるとおり、大変厳しい保険料になっていく、ますま

す払えない人がふえていくのかなというふうに思っております。 

   では、これをどうしていけばいいのか。わからないことだらけで、県の繰入金、激

変緩和、いろいろそれぞれに県も考えているようではありますが、まだまだ全然わか

らない状況、これがいつまで続くのか。具体的にいつになったら、そしていきなり高

く、だからこの金額と言われても、払うほうは大変困るわけでございますが、これは

いつになったらはっきりするんですか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、今後のスケジュールというようなことからすれば、７月から８月にかけてワ

ーキンググループ、それから連携会議、運営協議会等が開催される予定になっており

ます。また、８月から９月にかけては第３回の納付金の試算、それから運営方針の素

案、パブリックコメント等が実施される予定となっております。１０月、１１月につ

いてはワーキンググループ、それから連携会議、運営協議会等が開催されて、運営方

針の案作成、それから仮の係数等が示されるというようなことで、１２月には運営方

針が決定されて、納付金の条例が制定される。１月には確定した係数によって３０年

度の納付金が、本算定が行われる。２月に標準保険料率の公表があるというような、

現段階でのスケジュールとなっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 
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○６番（武田悦子） 先が長い、不確定要素の部分がまだまだ続くのかなというふうに思

っておりますが、そもそも論でございます。国民健康保険税がなぜこのように払えな

いものになってきているのか。 

   国が国民健康保険の総収入に占める国庫支出金出しておりますが、割合というのが

ございます。１９８０年には５７．５％、国庫支出金として国が国保の運営にお金を

出しております。それが２００９年には２４．７％まで減っております。これが国保

の財政をより厳しくし、払いたくても払えない、このような国民健康保険にしている

のではないかというふうに思うわけですが、これらについて、村長の見解を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   これは日本の国民皆保険の制度が限界に来ているのかなと思うのは、それぞれ分散

して、共済組合とか、それは厚生年金のほうに統合されたと。ただ、それ以外にも船

員保険とか建設保険とか、本当に細分化されておりますので、お金のある組合とお金

のないというのは、所得の高い組合とない組合とそういうものが混在していますので、

それぞれ今までのものを手放さないというか。 

   理想的なものは、本当に国民皆保険ですから、日本で、国全体で皆保険でやってい

くのが本来目指すべき、現時点で、創設時期については、それぞれの保険の目的もあ

りましたし、生い立ちがありますからやむを得ない部分もありますが、国民健康保険

については、建設業のほうの国民健康保険もありますし、大玉の場合には、大分建設

業の方はそちらのほうに入っておりますし、やはり全体的に所得の低いというか勤め

ていない方、商店主とかそれから一般の方とか、それからあと退職後の収入がなくな

ってからと大変財政基盤の小さい、低い方が多い保険ですので、それゆえに他の保険

には一切出していない村からの一般財源の充当ということについて今までもやらせて

いただいておりますので、国のほうの、保険のほうの激変緩和で不足のものについて

は、やはり村のほうでも出さざるを得ないんじゃないかと。 

   最初、この制度設計できたときには村の出金がなくなるという大変大きな期待をし

ていたんですが、進むに従ってだんだん怪しくなってきているので、いきなり何割も

上がるなどということは、村としては政策としてならないようにしていきたいという

ふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   続いて、滞納についてでございますが、国保に加入している皆さん、先ほど来いろ

いろ出ていますが、もちろん所得の高い方いらっしゃいます。しかし、なかなか払う

ことが難しい、このような方が多いと思います。払いたくても払えない、やむなく滞

納をしている、このような方もいらっしゃるのではないかなというふうに思っている

わけですが、滞納者に対して大玉村ではどのような対応をされているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 
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○総務部長（鈴木幸一） ６番議員にお答えします。 

   滞納者に対する取り組みでございますが、納付されない場合は、納期限到来後二十

日以内に督促状を発布しております。その後、文書や電話による催告を行いますとと

もに滞納者を訪問し、直接交渉しているような状況でございます。不動産、預金、給

与、電話加入権など財産の調査を行って、換価できる財産は換価しております。 

   また、徴収嘱託員などによる定期的な訪問徴収、また納税相談に努めながら、収納

率の向上に努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） ありがとうございます。 

   滞納者に対して、ほかの自治体では強制的に差し押さえをする、このような乱暴的

なやり方をしておるところもあるようでございますが、大玉村ではそれぞれに納税の

相談等々を行われておるようでございますが、強制的な差し押さえ、強制的という言

葉をどこまで、どこからが強制でどこからが強制でないのかというのは、とるほうの

捉え方もいろいろあるかとは思いますが、この差し押さえについてはどのような形で

行われているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ６番議員にお答えします。 

   差し押さえの関係でございますが、先ほども申し上げましたように財産の調査を行

いまして、不動産とか給与とか、換価できる財産については換価しているという、充

当しているというような状況でございます。どうしても納付されないという場合は、

所管、住民生活課になりますが、資格書の発布とかということで対応しているような

現状でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 来年度の広域化に向けて厚生労働省が国民健康保険運営方針を示し

たと聞いております。これはあくまでも自治体に対する技術的助言だというふうに聞

いておりますが、そのような位置づけと考えていいのかどうか。各自治体によって医

療を取り巻く環境、大きく違います。本村のように村内に病院等のない自治体もあれ

ば、郡山市など大きな医療機関、診療所が多い自治体、保険給付も違えば、高齢化率

など加入者の状況にも大きい違いがあります。当然保険料も自治体ごとに違います。 

   急激な医療費の伸びで保険税が急激に上昇することもあり、税負担軽減のためにも、

本村でも一般会計からの繰り入れ、先ほど来お話ございましたが、行ってきたところ

でもあります。それぞれの自治体の事情でそれぞれの対応があるのが当然ではないか

と思いますが、条件に応じて保険料を決定し、予算を決定してまいりました。保険料

賦課決定権、そして予算決定権はこれまで同様市町村にあると考えておりますが、こ

の考え方でいいのかどうか、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） ６番議員さんにお答えをいたします。 
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   ただいまお話ありましたように、標準保険料率というのはそれぞれ県から市町村ご

とに示されるというようなことにはなるわけなんですけれども、先ほどもお話し申し

上げましたように、そのとおりやらなくちゃならないというものではないということ

で、それぞれの市町村で賦課徴収するということになりますので、その点については、

市町村の主権を害するようなものではないというふうに考えておりますし、今後につ

きましては、内容等につきましても協議が進められるということですので、それらの

状況等について注視を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） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   賦課決定権、予算決定権、これらは自治体固有の権利であり、県の運営方針に市町

村の自治権を侵害しないよう明記すべきではないかというふうに思いますが、どう考

えられますか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   国保の運営方針という部分につきましては、県内の統一的な運営方針を定めるとい

うようなことで、市町村が担う事務の効率化であるとか標準化であるとか、広域化を

円滑に推進するための運営方針ということでございますので、その中で固有の市町村

の権利というか、そうものを示すかどうかという部分につきましては、特段そこまで

の、運営方針の中では、明記するようなものではないというふうに、方針ですので、

あくまでも、それで決められたからどうこうというようなものではないというふうに

考えておりますので、そこまでの言及は必要はないのかなというふうには現段階では

考えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   特段明記すべきではないのであれば、しっかりとそれぞれの固有の権利を今後も主

張していっていただきたいというふうに思います。 

   この問題、最後になります。国保の基金について伺います。 

   まず、現在の基金残高は幾らでございますか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   現在の基金残高につきましては、７，４３４万円となっております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 広域化後、基金はそのまま残るということで考えてよろしいんでし

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） ６番議員さんに再度お答えをいたします。 

   現在のところ、広域化以降につきましても、基金の運用については村が保有して、

不足した際の納付金等の充当、あるいは決算余剰金からの積み立てを行えるものとい
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うふうにされております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 基金がそのまま、これまで村がしてきたように運用して、急激な税

の増減に対応できると、さらには、これまで一般会計からも繰り入れてまいりました、

そういうこともこれからもできるのかということを改め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） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   私のほうから申し上げるのもなんなのですが、国保自体につきましては、保険最後

のとりでというふうに思っております。そういう中で、弱者、ある程度社会保険から

年齢がくれば国保に移行するというようなことで、どうしても高齢化率も高くなる、

給与の低い方が集まる最後のとりでというふうに考えておりますので、それらを考慮

すれば、いずれ今まで行ってきたようなことで対応をしてまいりたいというふうに私

は考えております。いいですか。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   それでは、再度村長に今後の基本的な考え方、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   大変期待をしていた県への移行が、ふたをあけてみるとなかなか期待どおりにはい

っていないという現状ありますが、当然これは制度の問題で、国・県、自治体の問題

ですので、被保険者について、急に制度が変わったというようなことで不利益になら

ないようには、村としても十分考え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） 次の質問に入ります。子育て支援の充実についてであります。 

   これまでもさまざまな角度で子育て支援については質問をしてまいりました。子ど

もたちが健やかに成長することは、次の時代をしっかり築いていくことであり、大玉

村の将来を見据えた上でも大切なことです。費用対効果で一番効果が高いのは、子ど

もたちへの投資だとも言われています。 

   今、子どもたちの貧困についてさまざまな取り組みが行われ始めています。子ども

食堂の取り組みなども行われていますが、これらの取り組みはボランティアの皆さん

が行っている活動です。もちろんこのような取り組みがもっと広がっていくことも重

要です。 

   しかし、根本的な貧困対策にはなりません。子どもたちの生活を守ること、学ぶ機

会を保障することが子どもたちの将来にとって大切ではないでしょうか。 

   学校教育法では、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護

者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないと規定されています。い
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わゆる就学援助を受けている大玉村の要保護、準要保護の数は何人になっているのか、

伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ６番議員さんにお答えいたします。 

   まず、要保護児童につきましては、５月３１日現在の申請件数となっておりますが、

該当はありません。準要保護児童・生徒につきましては、２２人となっております。

内訳につきましては、小学生が１２人、中学生が１０人となっており、世帯数で申し

上げますと１８世帯となっております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ただいま数字お示しいただきましたが、就学援助を利用している子

どもたち、２０１３年の数字でありますが、全国平均だと１５．４２％の適用率とい

うふうな数字があります。実に６人に１人の子どもが利用しているということになり

ます。 

   福島県の教育委員会の資料によれば、今年２月の時点の数字ですと、大玉村の割合

は５％という大変県内では低い適用率ということになります。この適用率を上げてい

くこと、もちろん先ほどの国保の場面でも大玉村、所得が高いということもございま

したが、まだまだこの場面で救われる子どもたち、いるのではないかなというふうに

思っております。この点について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） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） 準要保護児童・生徒の部分でありますけれども、周知に取り組

んでいるところでありますけれども、より一層この制度の周知、徹底を図りまして、

経済的に困っている、そういった方々について支援を行っていくということで、より

周知徹底に努めていきたいというふうに考えております。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 就学援助制度では、要保護者に対して新入学児童生徒学用品費、い

わゆる入学準備金、この制度がございます。大玉村では入学準備金、いつ支払われて

いるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ６番議員さんにお答えいたします。 

   援助費の支給につきましては、大玉村要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

第６条に基づきまして、３期分に分けて支給をすることとしております。新入学児童

生徒学用品費につきましては、１学期末なので７月になりますが、７月に支給をして

おるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 入学準備金についてでございますが、文部科学省によりますと、制

度改正で国の補助単価を約２倍に引き上げるとともに、支給時期についても、中学校

においては入学前でも可能であるということが明示されています。また、小学校にお
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いても交付要綱を改正し、入学前の支給を可能としました。入学前は特にお金のかか

る時期です。希望に満ちた子どもたちの新しい船出の時期をしっかりと支えることが

必要であると考えますが、大玉村においては、その考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   先ほど課長のほうから答弁申し上げましたように、入学に必要なお金について、今

までの要綱ですと１学期末というようなことで支給をさせていただきました。今６番

議員さんがご指摘ありましたように、国の要綱の改正、何が変わったかと言いますと、

対象になる子どもが学齢の児童・生徒の保護者というようになっていましたけれども、

それに就学予定者の保護者というようなことが加えられた改正がありました、３月末

に。 

   こういったことを考えたときに、私も、議員さんがご指摘ありましたように、小学

校に入学するというようなことは、通過儀礼という言葉があるんですけれども、人が

生まれてからずっと一生過ごす節目節目なんですけれども、その中で入学というよう

なことは大変大きな通過儀礼であるなと、そんなふうに捉えております。 

   そういったことに鑑みまして、村の要綱を改正しまして就学前に支給できるように、

そういった形で改正して、それを速やかに実施してく方向で検討していきたいと、そ

んなふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。これでもう一歩進んだ子育て支援になるの

かなというふうに思います。 

   さらに、貧困についてでありますが、国や県において、貧困の調査行われ始めてお

ります。県で行われた調査は、全ての市町村を対象としたものではありませんでした。

まず実態を把握する必要があると思います。これまでも貧困に対する調査をすべきで

はないかと求めてまいりました。この大玉村では貧困に対する調査、行われたのでし

ょうか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   大玉村による実態調査は行われておりません。ただ、大玉村につきましては、地元

の民生委員さん中心にそれぞれ把握いただくような活動をお願いしております。 

   また、情報収集というようなことで、教育委員会との連携、それから社会福祉協議

会との連携を図りながら、そういう世帯の実態把握に努めているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 実態調査がまだ行われていないという、大変残念であります。 

   子どもたちの貧困対策について各市町村で何が行われているのか、このような調査

があります。昨年の６月に行われたこの調査の結果、資料を見る機会がありました。

各市町村それぞれに子どもの貧困対策を担当する部署、これがまずあるのかどうかと

いう設問、これがありました。残念ながら大玉村では担当部署が明示されていません
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でした。また、調査の項目として、教育の貧困、生活の支援、保護者に対する就労の

支援、経済的支援、このような項目ございますが、大玉村は、どれについてもなしと

回答されているようであります。 

   先ほど部長からもありましたが、大玉村ぐらいの規模であれば、どこでもさまざま

な対応ができるということも十分考えられることではありますが、行政がしっかりと

貧困の実態を把握していくためにも、担当部署がまず明確になっていること、その上

で担当部署にさまざまな部署から情報が集まる仕組みをしっかりとつくっていくこと

が必要ではないかと思いますが、これらについてどのように考えておられるのか、伺

います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   議員さんご指摘のように、子どもの貧困等につきましては、健康福祉課がある程度

窓口になって現在も行っているということで、それらについては生活保護等も関係し

ますし、子ども等の状況がどうなっているかというような、そういう相談の中でも出

てくる問題でございますので、先ほども申し上げましたが、それプラス教育委員会、

それから社会福祉協議会等、民生委員さんは健康福祉課で主管ですので、それらの皆

さんのご協力をいただきながら、基本的には健康福祉課が窓口というような形で進め

ているところでございます。 

   なお、そういうものについても、今後強化してまいりたいというふうに考えており

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   まず、しっかりとこのいわゆる見える化、どこが担当であるかというのがわかる形

が必要かなというふうに思います。 

   この項目の最後になります。学校給食費の無料化についてです。 

   これまで何回か質問してきた問題ですが、保護者にとって、子育てをしていく上で

一番の負担は何かという文科省の調査がございます。義務教育費の負担が一番大きい

という調査結果となっています。また、義務教育費の負担、この中で何が大きいのか。

これが給食費という答えも出ております。負担が軽減されれば何に使うのか、このア

ンケートでも、子どものために使うという答えが大半であります。給食費の負担、こ

の負担がなくなれば、子どもたちの育成をより支えることができる。さらには、地域

経済にも大きな効果をもたらすのではないかと思われます。 

   学校給食費の無料化を行っている自治体、近年でふえてきております。栃木県の大

田原市は有名でございますが、県内でも広がっています。金山町では全額無料、川俣

町、浅川町、柳津町では半額の補助、また３分の１補助のところ、さらには１食当た

り幾らという補助、さまざまな形の補助があります。今年度塙町で３０％の補助を始

めました。これで県内１６町村に上ります。ぜひ大玉村でも無料化、検討し、実施す
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べきと思いますが、その考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   学校給食費につきましては、昨年１２月定例会でもお答えいたしましたように、学

校給食法において、第１１条２項で、学校給食を受ける児童または生徒の保護者の負

担とするというふうに規定してございます。原則は受益者負担というものというふう

に考えてございます。 

   先ほども答弁いたしましたが、学校給食費の納入等々経済的に厳しいというふうな

部分につきましては、準要保護児童・生徒援助費の支給制度において措置を行ってい

るところでありまして、引き続き制度の周知、迅速な措置決定、そういったものに取

り組んでいきたいというふうに考えております。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 学校給食法の中では、学校給食費、食材料費、光熱費、これは保護

者の負担とするというふうに明記されているのは知っております。しかし、これが設

置者が保護者にかわって学校給食費を負担することを禁止するという趣旨ではないと

いうこともございます。ぜひ検討をして、少しでも保護者の負担軽くしていく、その

方向で検討を重ねていっていただきたいと思います。 

   ３番目の質問に入ります。 

   原発事故後の放射能の影響を抑えるための対策として、牧草地への塩化カリの散布

が行われています。そして、牧草を食べた牛が突然死亡するという事例がこの間各地

で聞かれています。大玉村でもその影響があるということも聞いています。塩化カリ

散布の調査を行ったと記憶もしていますが、調査はどのような形で行われ、結果はど

のようなものだったのか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   カリの散布の関係の土壌成分の調査でございますが、本村につきましては、昨年度

６５カ所で調査を実施してございます。結果につきましては、３回に分けて調査をし

てございます。一番早い早春に施肥をしたもの、それから一番草、二番草ということ

でございます。カリの量につきましては、それぞれの圃場で当然ばらばらな状況です

が、一番多いところでキログラムパー１０アール当たり３７．５、これは必要なカリ

がこのぐらい散布しないとセシウムの吸収、いかないというようなことでございます。

７．５が一番少なくて、３７．５が一番多い。それから、一番草につきましては５２．５

キログラムの散布が必要である、１０アール当たり。二番草につきましては１５キロ

の散布が必要ということで、それぞれ圃場について調査した結果に基づき、散布の量

を変えるというような形で対応してございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 
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○６番（武田悦子） 圃場の調査、これ行われて、これだけのものが必要だという調査の

ようですが、これを食べた牛がどのような影響を受けたかというような調査は行われ

たんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ６番議員さんに再度お答えいたしま

す。 

   食べたものについての関係でございますが、これにつきましては、特段今のところ

調査はしてございませんが、共済等に加入しているところでございますので、それら

の死亡頭数も把握は、２７年度まではしてございますが、２８年度分についてはまだ

調査の結果はこちらのほうに届いてございませんが、２７年度につきましては１０９

頭亡くなっていると。 

   これは共済加入の牛の死亡頭数ということでございまして、ただ原因につきまして

は、先ほどご質問のカリ過剰摂取ではないかという部分でございますが、県の調査に

よりますと、以前もお答えしたかもしれませんが、一概にカリだけではなくほかの原

因で死亡している牛もこの中に入っているということで、原因がそれだと言い切れな

いというようなことでございますが、そういった中身でございましたが、村のほうと

しましては、それを一歩前進させて、土壌を詳しく調査してカリをそれぞれ調整して

散布する、そうでなければ決まった分を散布しろというようなことでの配慮でござい

ますので、それを十分検討して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） 部長の答弁ですと、平成２７年で１０９頭亡くなっている、死亡し

ている。共済の数字でございますから、それこそ何の因果関係、死亡の原因というの

が全ての牛に対して特定できるわけではないとは思いますが、この問題についてでは、

川俣町では飼育していた牛の半数以上、二十数頭飼育していて十何頭亡くなったと、

このような事例もございます。原発事故以前にはなかった牛の死亡、この間の死亡の

原因は塩化カリを散布した牧草を食べたことである、これははっきりしていると思い

ます。 

   しかし、先ほど来ありました、国も東電も、因果関係はっきりしないと言うばかり

で認めようとしません。農産物の賠償の部分でも同じです。因果関係を証明できなけ

れば賠償の対象にはしないと。これやっぱりおかしいと思います。原発事故を起こし

たのは東京電力、これははっきりしているわけです。相当な因果関係があるというこ

とが、これを証明しなければならない。これが被害者側であるということは納得でき

るものではないと思うんです。 

   国が言ったとおりのものを散布した挙句に牛が死んでしまった。このような酪農家

にとっては本当に大変悲しい、つらい現実だったと思います。これらのこと、しっか

りと何が原因であるか、もちろん牛を飼っている皆さんの努力も必要でございますが、

実態をまず調査をして国に救済を求めていく、これが村の立場ではないかというふう
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に思いますが、村長の見解を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   大玉の事例だと起立障害が１件、少しふらふらしたということで終わって無事。で

すから、今のところ１頭もいないということです。 

   それから、当初、畜産振興協会のほうではカリの摂取過剰に気をつけろという文書

を出しております、指導を。ただし、牛乳から、ミルクから放射線が出ると大変だと

いうことで、そちらのほうの対策の側からは、何の問題もないのでカリを入れろ、入

れろということで、ですから相反した指導が入ってきたんです。 

   それで、ただやっぱり出ると困る、牧草３０以下でないと食べさせられないと。３０

以下になっても自主規制をして食べさせなかったんです。大玉の場合にはそういうこ

とで規制していましたので、実際は食べていないので起立障害は起きていないという

ことですが、先ほど言ったように土壌調査をして過剰の施肥があれば、今はやらない

ということでやっていますので、それしか方法はないだろうというふうに考えていま

す。 

   乳牛が、養牛という言い方、妊娠して子どもを育てて、そして急にミルクが一遍に

出るわけです、どーんと、搾乳しますから。そのときにカリが過剰だと、乳牛の体調

が崩れて起立障害になる。ですから、その瞬間、一番これから乳を絞って経済的に今

度やろうという矢先に起きるのがこの起立障害なので、非常に、同じ環境下で育てて

いますので、その酪農家は全滅します、次々と同じ方法で飼育していますので。です

から、川俣で一気に出たというのはそういうことがあって、あっちで１頭、こっちで

１頭ではなくて、同じ飼い方をしていますので連続して症状が起きてくる。 

   それから、牛の尿が、非常にカリというのは尿と一緒に排出されるということで、

排出した尿を今度圃場にまきますので、そこでまた還元されてカリが多くなった。そ

こにまたカリを入れる。この悪循環があったということですから、これは解明されて

きたということで、解明されたものについては、先ほど言ったように土壌調査をして、

そしてあとふん尿を使った場合にはまたふえるというようなことを調査しながらやっ

ていくということで、村内の酪農家についてはその辺のことを技術的にしっかりと把

握しておりますので、問題はないだろうというように考えておりますが、今回県議会

のほうに、地元議員に、この件について質問をしてくれというようにお願いをしまし

た。多分県のほうに、対策についてどうなっているんだという質問があろうというふ

うに期待をしております。 

   補償関係については、本当に言われるとおり、自分たちで因果関係を証明しないと

出さない、大変とんでもない話だなというふうに考えておりますが、その辺も含めて、

県のほうにも国のほうにも東電のほうにも、機会あるごとにお話をしていきたいとい

うように考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 
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○６番（武田悦子） ありがとうございます。しっかりとした対応を求めてまいりたいと

思います。 

   最後の質問にまいります。 

   村内全域で松くい虫の被害、かなり広がっております。この被害の実態調査、これ

は行われているのか、まず伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   松くい虫の対策関係でございますが、これにつきましては、今手元には３カ年の資

料ございますが、平成２６年度につきましては、保全松林健全化整備事業ということ

で、国庫補助の事業につきまして５１．２立米、これは年２回行っております。平成

２７年につきましては１００．７３立米、平成２８年につきましては９８．７１立米

ということで、本数にしますといろいろ大きさがあるんですが、１００立米ぐらいで

１５０本弱となるかと思うんですが、そういった立米数を処理してございます。 

   防除につきましては、平成２６年度が３６．９４立米、２７年が３７．３３立米、

２８年が１７．６９立米です。地上散布につきましては、１．１ヘクタールを年２回、

それぞれ２７年、２８年と八坂神社、さくら公園等の地上散布を行ってございます。 

   危険木伐採につきましては、道路に倒れそうな部分であるとか建物が損壊しそうな

部分というようなところでの緊急対応で、平成２６年度につきましては２０．５２立

米、平成２７年度につきましては７７．９２立米、平成２８年につきましては２０．０１

立米の対応をしてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   松くい虫の被害、これ全県的に大きな被害があるのかなというふうに思っていると

ころですが、県の対応、これはどのようになっているのか。県自体も市町村の被害を

踏まえて十分な対応をとるべきではないかというふうに思っておりますが、県の対応

というのはどのようになっているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   県の対応につきましては、先ほどお話ししました保全松林健全化整備事業、国庫補

助が入っているものですが、こちらのほうに県のほうも補助金をお出しいただいてご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この問題、山を見ますとかなり深刻な状況というのが見てとれます。

本当に山がそのうち全て赤くなってしまうのではないかというような状況にも見えま

すので、しっかりと計画を立てて、この対策、県とも一緒に進めていっていただきた

いというふうに思います。 
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   次に、森林再生事業について伺います。 

   村内でも行われておりますが、この事業の現状を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   この事業につきましては、放射性物質対策としまして、間伐及び放射性物質に汚染

された落ち葉等の堆積物の流出を防ぐという目的で流出防止の柵等を設置して、平成

２６年度繰越事業で小高倉山地内を２７．４７ヘクタール、雨ケ沢地内を８．４６ヘ

クタール実施してございます。平成２７年度におきましては、小高倉山地内の１２．５７

ヘクタールで、繰越事業としまして、小高倉山地内の２カ所をそれぞれ８．７１ヘク

タールと５．１３ヘクタールを実施してございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 間伐であるとか落ち葉等の流出を防ぐ対策、これらの対策を進めて

いく上で課題というものをどのように捉えているのか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   課題としましては、実施する事業者が非常に少ないということと、あと村の森林計

画の対象になっている森林しか実施できない、補助事業でございますので、それから、

村内の森林計画、これにつきましては、県行造林でありましたり村有林、民有林の一

部というような形しか対象にならないということでございます。 

   ちなみに、面積につきましては２，０８０ヘクタールの計画となってございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 森林計画そのものをしっかりと見直す等々、やっぱり再生事業をし

っかりと進めていくんだということも、しっかりとした計画を立てること、これらも

含めて求めてまいりたいと思います。 

   これ、松くい虫の対策、森林再生事業の対策、どれをとりましても、大玉村の景観

をしっかりと守っていく上では大変重要な事業ではないかなというふうに思うわけで

す。景観を守っていくこと、これがひいては地域づくり、さらには美しい村をつくっ

ていくためにも大変重要な一つの事業になるんではないかなというふうに考えるわけ

です。今後一層しっかりとした取り組みをお願いをいたしまして、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、６番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

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

（午前１１時５６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 



 

- 42 - 

 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 午前中に引き続き一般質問を行います。 

   ４番鈴木康広君より通告ありました「ふるさと納税の適切な運用で村の将来の財源

確保を」の質問を許します。４番。 

○４番（鈴木康広） ４番鈴木康広です。議長の許可をいただきましたので、「ふるさと

納税の適切な運用で村の将来の財源確保を」の質問をいたします。 

   ふるさと納税について、広く国民の皆様が理解し、多くの方が制度を利用していま

す。しかし、本来の税収確保が厳しい地方自治体を応援するという趣旨に合っていな

い、返礼品のＰＲ合戦になっているという現状があります。それも含めて、総務省か

ら、返礼品の調達価格を寄附の３割以内に抑えるようにという通達が４月にあったと

聞いております。 

   大玉村ふるさと納税の制度、これについても、経費削減などの内容も含めた形で、

業者に制度運用の委託を行う改善を取り組んでいると伺っています。 

   それで、大玉村ふるさと納税制度のどのような点の改善を行ったか。委託業者の名

前、委託内容と期待される効果を伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えします。 

   業者の名前につきましては、ＪＡライフクリエイト福島というところでございます。 

   委託の内容と期待される効果でございますが、返礼品の発注等の業務を委託するこ

とといたしまして、委託内容につきましては、ウェブ上での申し込み情報をもとに返

礼品の発注、発送、寄附証明書の発送などの作業を行ってもらいます。これにより、

職員に係る業務負担の軽減、寄附者への返礼品の発送時の連絡や、発送に関する問い

合わせ等の対応が、今までなかなかできなかった部分、寄附者へのフォローが可能に

なり、より丁寧な対応ができるものというふうに期待しております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   村自体のほうで今までかかっていた経費の削減と、実際にお客様が利用した場合に

細かなフォローアップができるという２つの改善点を行うために、今回の業務委託を

行ったという内容ということで、内容は理解いたしました。 

   では、逆に村内にかかわってくる、村内の仕入れ業者への説明等についてはどのよ

うに行ったか、それについてはどのようなふうな理解が進んでいるかというのをお伺

いしたいと。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   本年の４月２７日にふるさと納税業務委託に係る事業者の説明会を開催してござい

ます。中身につきましては、参集範囲が産業課、ＪＡ全農、ＪＡライフクリエイト福

島、それから村内の７業者ということでございます。今回の総務省からの通達関係の
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変更点等を説明しまして、また、ＪＡライフクリエイトから今後の発送関係に係る業

務の流れ等を説明を行っております。 

   村内の事業者につきましては、これまでの作業とほとんど変わりがないということ

でご理解いただいていることと思っております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   その説明会については私のほうも参加しておりまして、その件について、意外と村

内ではなかなか知っている方がいないということで、この場において皆様にその件を

認識を深めてもらおうということも含めて質問したいと思って今回質問しました。 

   では、（２）のほう、今後の返礼品の調達価格の割合を変更するかの対応について

ということで、今現在調達価格３割というふうな話ですが、それを下げることは検討

されているかどうかをお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   調達価格の割合を下げるという検討でございますが、現在のところ、現状のまま、

今後全国の自治体の動向を踏まえて検討していきたい、現在のところは変更するとい

うことは考えてございません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   では、村内の仕入れ業者については、総務省通達で３割になるという情報があそこ

で説明があったということでした。それについて、村側のほうに業者のほうから何か

反応とかがあれば伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   本村においては、先ほど答弁したとおり、変更しないということで、返礼品を３割

以内に引き下げるということはしておりませんので、今のところ大きな混乱は生じて

いないと考えてございます。今後検討していく上で、何か変更点等必要になる場合は、

業者と相談しながら調整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） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   総務省のほうが３割にしたから、すぐにその３割が正しいとかという形と考えて質

問したわけではないと。もともと、例えばふるさと納税制度というのは、地方の自治

体が税収についてなかなか大変なところが、全国から税収面の対応策をとれるような

新しい制度、これは確かに総務省がつくった制度でありますが、実際にこれが今、大

きな流れになっているのは、出発点は総務省であっても、これには多くの一般業者の
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方とか、もしくはインターネットの関連の人、同時に多くの国民の方がそういう形で

理解をしたから、こういうふうな大きな流れになった。単純に国がこうしろと言った

からそれで変えていくことが本当にいいのかどうか。国の言ったことが全て正しけれ

ば、多分世の中、もっともっといい状況になっているのかと。なかなか地方自治体が

大変な状況になるというのは、皆さんもそう思っているとおり、簡単ではない。国の

言っていることだけではなかなか難しい部分があるのかと。 

   ここでちょっと私の思いをちょっと言わせていただくと、ＩｏＴという言葉があり

ます。インターネットオブシングスといいまして、インターネットを通して人とか物

がかかわっていくことによって、社会が大きく変わっていくと。これが最近叫ばれて

います。これは車の安全面でもそうですし、そのほかにも、インターネットを使って、

実際に今回のふるさと納税制度も、携帯電話とかスマホ、こんなタブレット、こんな

小さなもので世界中から大玉村のこの現状とか、もしくは大玉村で今何が困っている

か、何を世界に発信したいかというものを出せる時代になっています。この大きな社

会変化、これを先取りすることができれば、大玉のほうの将来的な財政の確保が可能

ではないかと思って、今回質問しました。 

   税金というものは、国が勝手にとっていくものだと、多分私もずっと思っていまし

た。皆さんそう思っていると思うんですが、このふるさと納税制度、これは実際は寄

附なんですが、ある意味税金を自分の好きなところに納めることができる制度とも言

えるとしれない。今までの社会の仕組みを大きく変える可能性がある制度と見て、こ

とができるかもしれない。これはまだ制度が運用されて長くあるわけでもないですし、

この制度自体が、もしかすればなくなる可能性も、国によっては、あるかもしれませ

ん。ただ、これは一つの大きなうねりになっていて、国民も関心を持っている。 

   ここで、自分が、もしくは世界中の人たちが、自分たちの税金とかそういうものを

自分たちが納得できるところに納めて使ってもらえる。これが手段として定着すれば、

これは福島県の中でも、どんどん人口が減っている福島県の中であっても、人口がわ

ずかながらふえているというこの大玉村、特別な地域、特別な今まで頑張りをしてき

た大玉村、これは特別な、要するに税制とか、今回言った３割、単純に３割切ってし

まうということではなく、大玉であれば特別な方法をとっていただいても当然ではな

いかと、私自身は思っています。このような大玉村のほうに今必要なもの、もしかし

たら財政確保に大きな力になるかもしれないふるさと納税制度が、一過性のものにな

らないで将来の財源確保の手段となるために、本来のふるさと納税の意味、地方の置

かれている厳しい状況を理解してくれる人々が求められる。 

   大玉村にも善意で毎年納税をしてくれる人が多くいらっしゃいます。そのようなリ

ピーターをふやすためには、その実際にいただいた善意を何の目的に寄附を求めてい

るか、またそのあれがどのように使われているかをより具体的にお知らせして、寄附

者の賛同を得る努力が必要だと思います。ならば具体的な目標をまず示し、感謝の気

持ちを成果という面で、目的を具体的にわかりやすく伝えているかというのをお伺い

したいと思います。 
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○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   ふるさと納税の金額関係は、先ほども答弁しましたが、総務省のほうからは３割と

いうような通達が来てございますが、金銭的なもの、類似性のもの、例えば商品券と

か、そういったものは村のほうでもちょっと見直しが必要ではないかというふうな判

断で行ってございます。そのほかにつきましては、今議員さんが言ったように、それ

ぞれの自治体でさまざまな事情があるということでの取り組みでございますので、こ

れは動向を見て、今の現状のまま続けていくというような形で進めさせていただいて

おります。 

   具体的な目的ということでございますが、今現在におきましては、５つの目的がご

ざいます。まず１つにつきましては、国際感覚豊かな人材の育成。それから２つ目が

自然環境に優しい村づくり。３つ目が夢を育てる教育、子育て。４つ目が元気な村づ

くり。５つ目が大玉まるごと応援ということで、この５つにつきましてそれぞれ納税

者の方に選んでもらって、それにありました寄附を有効に活用させていただいている

というような内容でございます。 

   これらの活動の中身につきましては、本村のホームページ、村のホームページのほ

うに記載されておりまして、問い合わせがあればさらに詳細にお答えするというよう

な対応をとってございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今現在、５つの目的別の国際交流とか、教育とか、あと自然のほうに要するに守る

とか、もしくは大玉村のほうに何に使ってもらってもいいよという形のものを含めた

ような項目がある。その項目についても、写真などを使って、ある程度の一定の説明

が現在されていることは、私もホームページのほう見させていただいて理解しており

ます。 

   ただ、それでより、他の市町村とか見た場合に、具体性があるかどうか。やはりそ

の内容を見て、ああ、この事業だったら私の要するにお金を使ってほしいと思わせる

ような工夫が、今後、実際に世界中というか、全国からそういうふうなふるさと納税

を募る場合については、より必要になってくるのかなと。 

   今回、業者のほうが入ったということもあって、業者の一般業務、要するに通常業

務は業者に回すことができるとなれば、今までかかわってきた村のほうの担当の方は、

ぜひよりその内容を、今まで忙しくてできなかった内容を実施していくということを、

ぜひやっていただいて、より内容が、それを寄附をしようという形でふるさと納税の

ほうのホームページに訪れる全国の方々にアピールできるような工夫をよりしていた

だければなと考えております。 

   では、その実際にいただいた寄附、今、寄附をされていますが、その使い道とか成

果、これが同じように、誰が見ても賛同が得られるように示されていること、これも
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大切と思います。それについては今現在どうなっていますか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   使い道の成果につきましては、先ほども申し上げましたとおり、ホームページにも、

それから返礼品のカタログの寄附の活用についてということで公表してございます。

さらに、寄附金につきましては、年度分を基金に積み立てて、次年度以降に必要額を

充当するということで、２８年度につきましては、マチュピチュとの交流事業という

ことで１００万円、台湾交流事業に８０万円強の資金を使わせていただいております。 

   先ほども議員さんのほうからもお話ありましたが、使い道に関しましては、今、５

つほど挙げております。今後はいろんな使い道が可能であるという他自治体の参考等

もございますので、そういったものを参考にしながら取り組んでいきたいなというふ

うに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   使い道のほうについては、実際に今もホームページ上で報告されていますが、やは

りそれがもっと目に見える形。 

   先ほどこういうものを使いたいというのが、一例を挙げれば、学校のほうの吹奏楽

の要するに必要なトランペットだとか楽器だとか、そういう形でより具体性があれば、

音楽の好きなその要するに寄附者が、それであればとなったりとかという形で、やは

り求める時点でも具体的、あとそれを実際に使った場合についても、可能であれば、

それを実際に使って演奏している風景、絵とかというものがもし要するにウェブ上で

出せることがあれば、より具体的にその寄附者のほうに納得、理解を得ることができ

ると考えております。これについては今後の検討課題です。進めていただきたいと思

っております。 

   ふるさと納税制度について、実は今現在、ほとんどのところが１万円コースが設定

下限となっております。これは大玉村以外についても、ほぼそういう形の一定の方向

性があるのではないかなと考えております。 

   １万円って金額、これは決して、高いか低いかというと難しいことでありますが、

ふるさと納税自体が一部の富裕層の節税対策になっているという批判をする人たちも

います。簡単な、もともと基本的な善意であれば、返礼品をなしにして、５，０００

円とか３，０００円のコース設定という形によって、それは完全に今までどおり、要

するに寄附という形。例えば寄附であっても、当然その税制の控除を受けられますの

で、そういう形にすれば、５，０００円とか３，０００円のコースまで設定していく、

そういうコースも設定可能だというふうに考えても、実はおりました。 

   こういうことが実際に可能かどうか、もしくは検討した経緯があったかどうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 
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   返礼品なしにつきましては、今年度から村内の方のご寄附につきましては返礼品が

ないということになってございますので、村内の方の寄附につきましては、金額にか

かわらず返礼品がございません。 

   それから、１万円コースということで、これほかのどの自治体も同じような金額に

なっているわけですが、これ税の控除額の関係もございまして、あと返礼品の金額と、

計算しますと大体ここら辺なのかなと。 

   今ほどのご質問にあったとおり、１万円以下でございましても返礼品を選ばないと

か、返礼品は要らないということが可能でございますので、これは寄附でございます

ので、必ず返礼品が欲しいというような要望でなくとも、私はもう寄附だけでいいよ

と。返礼品要りませんというようなことも選べるというか、選択肢の一つになってご

ざいますので、それは寄附される方のご厚意で進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   多分今現在の設定コースにおいても、途中で返礼品なしでいいですよとかという形

で、実際にはそういうふうな対応が可能なのかと思います。ただ、なかなかフォーム

が決まっている形で効率よく運用をする形と、当然そうなっていますので、それに別

の形というか、取り入れるのはなかなか難しい。のであれば、そういうふうな入口が

別個に設けられていれば、そういう人たちがより使いやすくなるかなと思いますので、

それについてもぜひ検討いただきたいと思います。 

   また、大玉村については、マチュピチュ交流、新たな観光資源の発掘とか、あと、

実際にホームページに本村出身の有名な画家、斎藤良夫画伯という形、画伯の絵につ

いては今４０万からという形に設定という形で多分載っているかと思いますが、そう

いうふうに、今現在、大玉村はそういうようなものも含めて、十分に全国から注目を

浴びる要素は持っていると思います。こういうものをうまく地域から情報を発信して、

結果としてふるさと納税のほうに反映できるような工夫というものをどんどんするこ

とが、今後税収確保という形の一つの方法かと思います。 

   斎藤画伯であれば、ちょっとこれは夢物語に近いんですが、多分問い合わせとかで

この４０万の絵じゃなくて、自分のオーダーの絵を頼みたいなんていう人もいらっし

ゃるかもしれない。世の中には１，０００万、２，０００万の絵を買う人も結構いら

っしゃる。もしそういう話をうまく中間をつなぐことができて、２，０００万の絵を、

大玉村が仲介して購入したりする。それに対してウン千万とか千何百万とかという形

の寄附を村がいただいて、それを実際にそういうことももし可能であれば、これは村

の財源の面、もしくは、これが総務省のそのあれに引っかからないかと言われると引

っかかりそうな気もするんですが、ただ、本来の目的からいったら、人と人をつなぐ

ためのこのふるさと納税だと思うんですね、全国の人が地方自治で、地方につながる

ためのふるさと納税、福島大玉村の有名な斎藤先生と、その方の絵を求めている人を
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つなぐことが村ができることによって、村の財政にプラスになるのであれば、それは

本来の趣旨から離れているとは、私は考えなくていいのかなと。ただ、何分制度とい

うものは、当然に規律があって、私が言ったような夢物語で全て動くわけではないの

で、これについては難しい部分はあるんですが、より積極的に、今現在あるものを活

用して、大玉村のほうの資源を活用して、観光資源のほうを活用してアピールしてい

く形、これが一つだと思います。今現在考えているというような対策等があれば伺い

たいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   いろんなそういった資源、さまざまに大玉にございます。先ほどもちょっと返礼品

のお話しましたが、返礼品につきましては、大玉村の農産物であったり、いろいろ関

連するもの多くございますので、なるべく今の状態を変更はしたくないなと。変更し

てその金額が変更されれば、そういった農産物関係の返礼品も少なくなってしまうと

いうことにもつながってしまいますので、できる限り今の状態でやっていきたい。 

   それから、さまざまな、今ありました。実際にそういった希望もございまして、当

初、納税してこれだけのものを描いてほしいということで、一旦多分お手元に届いた

んだろうと思うんですが、さらに追加の寄附の願い出があり、もっと大きな号数にし

たいということで、そういった要望もございます。 

   村の場合、今年度から最大大手のふるさと納税のポータルサイト、メディア等でも

やってございますが、ふるさとチョイスというサイトがございます。そちらの利用も

開始してございますので、全国の皆さんが気軽に大玉村にふるさと納税ができる、そ

して大玉村の農産品を食べていただける、風評払拭にもつながっていくというふうに

も期待されますので、さらにいろんなものがあれば活用して、取り組みを活発にして

いき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） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   一つマチュピチュの交流とか考えた場合に、マチュピチュ自体の交流を、大玉村の

このホームページに掲げることについてはなかなかいろいろな制限等があるというふ

うに考えております。 

   ただ、実はふるさと納税以外にも、インターネット上においては、一つの事業に対

してそれに賛同する人がお金を出すようなクラウドファンディングという形、いろい

ろな方法が今現在ございます。もしそのマチュピチュの関連する人たちが、自分たち

でそういうようなサイトを立ち上げて、そういうところでマチュピチュのための寄附

等をもし募集とかするのであれば、入り口などを結局大玉村とかのほうにつくって、

これはあくまでもふるさと納税でなくて、ただの別のサイトだということがわかるよ

うにしないと、当然問題が起きますが、そういう形で、いろいろな方法が今現在考え

られております。ですから、そんないろいろな方法をとりながら、村のほうの財政も



 

- 49 - 

 

しくは村の中で頑張っている人たちの応援ということについての方法が考えられると

思いますので、ぜひそういう形のものを検討していただきたいと思います。 

   最後に、実は有識者という方、今誰もが人口減少社会と呼んで、もう日本は人口が

どんどん減っていく、地方はどんどん消滅していくところが出てくるんだと暗い話を

しています。これが実際に社会的な現象としては正しい方向なのかなとは理屈ではわ

かってはいるんですが、ただ、この大玉村は、少なくとも今現在人口が少しずつでも

ふえている。少なくとも大玉村については、それが明るい未来を描けるような地域な

のか。そうなってほしいと願っています。若者に未来を、夢を持って話すような地域、

そういうものにしなければならないのかなと。そのための努力を、いろいろな方法、

思いつく限り、その時期時期に合ったものをやっていくことができればと思いますの

で、大玉村長に、押山村長には、今回選挙の中でぜひ若者により関心を持っていただ

き、夢を持っていただけるように、村長自身の夢をもしここで聞かせていただいて、

それを伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   当然若者たちに将来の夢を持っていただくということで、今、若い人たちが家を建

てるときにどこにするかということで、大玉村を選んでいただいているということで

すね。それは、ほかは人口が減っているときに、大玉村は子どもの人口が１９名４月

でふえて、これはふえているのが４町村、その中で大玉村は実質一番多い。というこ

とは、福島県で一番子どもの数がふえているということですので。 

   その若者たち、若い人たちが大玉を選んで住んでいただける理由は何だろうという

ことで、大分マスコミでいろいろ話になっていますが、やはり子育て支援もあります

し、マチュピチュとの交流で名前が大分知られてきたということもあったり、それか

ら、あと立地条件が非常にいいと。福島、郡山、通勤通学圏内ということもあります

ので、そして何よりもやはり地価が安い。若い人はやはり家をつくるときには、地価

の問題って非常に大きいですから、ちょっと１２万ぐらいになってるところもありま

すけれども、この近隣の市から比べればまだ安い。大分安いということがありますの

で、これが若者たちが住んでいただいているその理由が、今だけの目先というか、今

家をつくって住むときにどこがいいかというふうに選んでいるだけではやはりだめだ

というふうに考えていますので、その若者たちが今度村づくりに参画をしていただく

ということが大切だなというふうに考えておりますので、これから若い人たち、青年

部も、青年会もそういうものもどんどん開催して、そういう話し合いをしたり、村づ

くりについても熱く語る場がありませんので、これからはそういう場をつくっていき

たい。 

   今回選挙がありますので、村内の有意の若者たちに集まっていただいておりますの

で、選挙終わってから、そういうものは選挙にかかわらず、意見を聞いたり、それか

ら、それ以外の方たちもたくさんいますので、年齢的にも男女いますから、そういう

皆さんの意見を聞きながら村づくりを進めていくと。一方的に行政でこういうことを
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やりますよ、こうなんですよということではなくて、やはり聞きながら、せっかく村

に住んでいただいていますから、どういう村づくりをすべきかということを話を聞き

ながら進めていきたいというふうに考えていますので。 

   ２期目については、担わせていただければ、高齢者は高齢者の声を聞きながら、そ

れから、若者は若者の声を聞きながらということで、そういう形でできるだけ村政、

政策を進めていきたいというふうに考えています。やはり将来のことも考えて、皆さ

ん家をつくって、大変な人生で最大の投資をして住んでいただいてると、それから、

もともと大玉に住んでいる方もおられますので、そういうことも兼ねて、お話を伺い

ながら進めていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございました。 

   最後に、今村長のほうから、これから多くの人たちの話を聞いて、村をつくり上げ

ていくという、まさに多くの人の意見があって、もしくは、今言ったように、全国か

らのいろいろな援助の気持ちとかがあって、地方というのは、そういうものがなけれ

ばなかなか豊かな形にはなっていかないと。ぜひそういう形のものを次も実行して、

大玉村が今後もすばらしい地域になることを期待いたしまして、この一般質問を終わ

りたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、４番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため、暫時休議いたします。再開は午後２時１５分といたします。 

（午後２時０２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「原発の爆発事故に係る対応

について」ほか１件の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 議長の許可を得ましたので、通告いたしております２件について

質問を行います。 

   初めに、原発の爆発事故にかかわる対応について幾つかお尋ねをいたします。 

   ６年有余が経過したわけでありますが、原発の立地町村のさまざまな対応がされる

中で、帰る人、帰らない人、あるいはさまざまな対応が異なりがあるわけでありまし

て、同時にまた立地外の自治体においても、また個々それぞれの人の対応というのも、

年月がたつに従ってより複雑多岐になってきて、要望も変わってきているということ

で、どんどん細分化されることによって、その要望がなかなか通りにくくなるという

ようなことも、実態としてはあるわけであります。 

   そういう中で、この除染一つ取り上げても同様でありまして、原発によるこの爆発

にかかわる事象というのは、一刻も早く対応が求められていることも事実であります
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が、当然ながら原発を推進してきた国、そして東電にその責任はあるわけであります

ので、きっちりと責任を果たさせることを強く求めていく。同時にまた、そこに住ん

でいる我々が果たす役割といいますか、みずからの地域について、やはり自分たちで

も環境改善をするために役立つと思われることについては、率先して協力して取り組

むということも、これまた大事なことであろうというふうに思っておるところでござ

います。 

   最近、どうも道路除染が大玉村は遅いというようなお話もあちこちで言われている

ようでありますけれども、あちこちといっても同じ人だと思うんだけれども、いずれ

にしても、私も見て歩いたりもしていますが、一生懸命今やっていますね。一回雨で

流されたところ、こないだ来てくれといって見たらば、これはとても地元の人では払

われないから、じゃ私のほうでやりますという話だったんですけれども、そのお金は

どうするんだといったら、そのお金は出ないんだと。自分たちで請け合った人らがま

たやるんだと。大変なこれ負担をして、末端では一生懸命やっているんですね。片や

何とか組とかというところでは、宿泊費５，０００円で泊まれるところ８，０００円

だとかといって、除染そのものでなくて、そういう災害を食い物にしている、こうい

うことがやられているということからすれば、村の取り組み、地域住民の取り組みと

いうものは大変だなというふうに、つくづく思ったところでありますし、遅いの早い

のではなくて、やはり、例えば仮置場そのものもなければ、早くやりたくたってでき

ないのでありますし、そういう意味で、一緒になって早くそういう影響あるものにつ

いては撤去する。これはお互いに協力してやっていかなくてはならんというふうに思

っております。 

   けさほど来話あったような、憲法改正とか共謀罪、これはもう一歩も私としては譲

られない話でありますが、こういうものとは全くこれ違う次元でありまして、やっぱ

り協力して取り組むということが強く求められると思いますし、村民も、あるいは村

当局ももちろん、職員も一丸となって、そういうまず認識を、とにかく一刻も早く、

国で定めた中間貯蔵施設に、これも大変な苦渋の選択で受け入れた皆さん方のところ

にお世話になりたいということで、これから大玉村はこれからだということでありま

すので、一致してそういう取り組みをするんだという認識の共有というものがまず大

事であろうということで、全体に入る前に、村としてやっぱりそういう村も頑張るぞ

と、地域の皆さんも協力してくださいよということの先頭に立って、まず村がそうい

う立場に立つべきであろうというふうに思いますので、冒頭、村長のご意見を承って

おきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   おっしゃるとおり、これは我々は被害者でございますので、望んでこういうことに、

事態になったわけではありませんので、やはりこれをきちっともとに戻す責任はそれ

こそ東電、当たり前ですが、これを推進した国のほうにも当然責任はありますので、

それについては、役場がどうの行政がどうのということではなくて、今言われたよう
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に、行政と住民と関係者がともに共通認識を持って、できるだけ早くマイナスのとこ

ろからスタートラインまで戻すということ、数々の努力をそれぞれ生産者も、一般の

人、会社に勤めている人も、住民も一生懸命努力をしておりますので、そういう形で、

一日も早く復興ができるようにということで共通認識を持って進めていただければ大

変ありがたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 里山及びフォローアップの除染についてであります。 

   去る５月１０日ですか、村の除染推進会議というのが開かれまして、説明をいただ

きまして、説明そのものは十分によくわかりましたが、まあ頭に来ることばかりであ

りましたね。職員に言うように受けとめられたかもしれないけれども、そうではなく

て、環境省がさまざまな提案を、今後のあり方についてしているわけでありますけれ

ども、問題がたくさんあるなというふうに思いました。 

   我々も、産業厚生常任委員会としても、閉会中の継続調査ということで、現状、今

後の仮置き場への搬入、あるいは中間貯蔵施設への搬出等々の見通しなどについても

お尋ねをして、それぞれ一定の理解をしたところであります。 

   特にこの中で、里山、あるいはフォローアップ除染ということで、フォローアップ

というのは今までやるようにといってやらなかった人についての、もう一回やるとい

うことでありますが、これについては、今まで当然のように除染を住宅が進めてきた

のを、今度はそれをやらなかった人を改めてやるんだから、今までの基準から相当、

１年間ガラスバッチをつけて、年間０．１にならないとやらないとか、今までは０．２３

ですか、でやるということだったんですけれども、そういうふうに、同じ除染でもそ

ういうふうに変えてくるとかいうことでは、あってはならないと思います。当然、フ

ォローアップについては希望があるかないかはまだ聞いていませんけれども、いずれ

にしてもそういうことについて問題だなと思います。 

   また、里山除染については、１日で８時間ですか、８時間以上そこにとどまればや

るんだとかいう、里山に８時間とどまるというのは、普通農家でも畑に８時間とどま

るということはちょっと考えにくいですね。そういう何かわけのわかったようなわか

らないような決め方、線引きというのは問題だというふうに思いますね。 

   ２月の福島の県議会でも、我が党の宮本県会議員がそうしたことについて、そうい

う高いあれを課すべきではないというようなことについて、このフォローアップにし

ろ里山除染についても対策を県に求めたところ、このフォローアップについては、県

の生活環境部長は、県としては国に対して、これまでの知見を踏まえて、フォローア

ップ除染がより簡便な手続で実施されるよう引き続き求めていく考えであります、そ

ういう答弁で、通り一遍といえば通り一遍なんだけど、とにかくやるという前向きの

姿勢の答弁だと思うんですね。 

   それから、里山については、これは農林水産部長の答弁では、森林の除染について

は、福島県の森林、林業の再生に向けた総合的取り組み云々ということで、要するに

堆積有機物の除去、あるいは残渣処理などの対策を進めるんだと。県としては総合的
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な取り組みを踏まえ、総合的な取り組みというのもちょっと意味わからないですけれ

ども、市町村の要望に沿った除染対策が着実に進むよう、引き続き国に働きかけてま

いりますと、こういう答弁である。 

   つまり、市町村の要望に沿ったということでありますから、市町村は、じゃおらほ

はこうしてくれ、こういうのがいいんだということが、やっぱりやられるべきであろ

う、そういうものをどんどん、おまえらそう言ったべということで積み上げていく必

要があるというふうに思いますし、里山というのは、県の人とやりとりすると、言葉

の定義をあなたと議論しているのではないのですと、そう言われるんですけれども、

里山という定義は、辞書を調べると、普通暮らす人の暮らしの中の隣にある野山、沼、

あるいは池、そういう暮らしに直結した場所なんだと。これを称して里山だというこ

とであるから、８時間いるからどうとかこうとかということとは全く違うので、これ

も村としてもそのあり方、それじゃ今までと同じくやり方をしていくよということは

また別として、もっと方法を、午前中もいろいろお話ありましたように、そのやり方

というのはあると思うんですね。 

   そういう意味で、それに適した里山の除染というものも、極めて大事でありますし、

ここ二、三日前の新聞で、イノシシの肉は福島県全体で食わないように、熊は中通り

と会津でも食わないようにと。つまりそれは、熊が……何ぼあった、４００何ぼだっ

け、そういうふうにつまりあるということなんですね。だからそういうことを踏まえ

れば、里山というのの位置づけというのは、大玉村にとっても極めて大事な除染の方

法であろうということで、村としてのどういう方法が望ましいか検討をして、村なり

の対応をすべきだと思うのでありますが、その点についての考え方があればお示しを

いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、先ほどお話ありましたけれども、里山除染についての国の要件ということで

確認をしたいと思いますが、まず住居の周辺の森、森林ですね、日常的に人が立ち入

る場所、また、森林内の人々が憩いの場とか、人が立ち入る機会の多い場所について、

立ち入りする頻度、それから滞在時間、それから土壌の流出のリスク等を勘案して、

実施するかどうかというような判断をするということで、具体的に言いますと、炭焼

き場であるとか、キャンプ場であるとか、それから遊歩道、散策道、休憩所、広場等

が該当するというような、そういう要件を示しております。 

   また、フォローアップ除染につきましては、実施手順として、まず事後のモニタリ

ングの実施で空間線量を測定、除染の効果が維持されていない場合、そういう箇所の

把握、検討を行って、除染の合理性とか実施可能性を判断した上で、フォローアップ

除染を実施するというようなことになっておるところでございます。 

   なおかつ里山、フォローアップ両除染につきましては、基本的な考え方として、追

加被曝線量が年間１ミリシーベルト以上というのが前提となっておるところでござい

ます。条件としてはかなり厳しいなと、今まで行ってきた除染では０．２３超えれば
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除染というような形で行ってきたわけですが、それからすれば、年間の追加被曝線量

というようなことでかなりのハードルが高いというような状況になって、厳しい条件

下でございますけれども、地元住民の声を最優先というような形で、国、それから県

とも協議を重ねていきたい、また要望をし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。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   今、環境省の示す、それはそのとおり、そのとおりですけれども、自然界にあるこ

れまでのそういう放射性物質の数値、それは当然それはあるとしても、それ以上超え

ているものは爆発によるものというふうに、私は解していいと思うんですね。それ今

までは０．２３、今度やるのは０．１だと、そんな話はないんだね。現実にそうなっ

ているわけですから、それはなしてなんだと。それは金目でしょうのところがやって

いる話だからこうなるのであって、まさに金目の話になっちゃっているんですね。そ

っちの。だから話、逆だというふうに言ってください。 

   それから、現場保管の関係については、いろいろこれまでのブルーシートで覆った

りしたやつについては、今までのお話何回か、あるいは行政報告なり、あるいは除染

の会議など等々を通して、一応わかったので、このことについてはあえて強くは触れ

ませんけれども、いずれにしても、一刻も早いそこからの撤去というものがまず最初

なので、それについても力を入れていただきたいというふうに思うところであります。 

   次に、午前中６番議員さんも質問ございましたが、いろんな風評なり実害等々につ

いてのいわゆるフォローですね。 

   どんどん、先ほど冒頭で申したように、日にちがたつことによって要求、要望、あ

るいは被害が細分化されてきて、なかなか声が通らなくなるというような状況がある

わけでありますから、そういう切なる住民の声にやっぱり耳を傾けて、わがらででき

ないときにはそういう専門家に話をつなぐとか、そういうことをやっぱり、先ほど出

たように、行政は、村は最後の住民のとりででありますから、そういう役割を果たし

ていただきたいと思いますし、さっきの牛の起立困難のことについても、大玉村にも

現実にあるわけでありますし、なかなか自分自身が本気になってそれに立ち向かうと

いう姿勢がないと、結局は一人になったり、半分になっちゃって、まあしょうがない

やということになってしまうので、結局は被害をこうむったまま終わるということに

相なるわけでありますので、これはしっかりとそれぞれに対応していただきたいと思

いますし。 

   もう一つ大事なのは、風評というのは実は実害なんですね。私も、私ごとで恐縮で

すけれども、１日から３日間大阪に行って、米の消費者との懇談やりました。その中

では、やっぱり一番関心あったのは、全袋検査ってどうやってやるんですかというの

が一番でした。そのパネルを持って行って説明をしました。それから、もう一つ関心

あったのは、福島県は、他の国民は何ぼだという基準があってそこで大丈夫だという
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けど、福島県はその約１０倍、どこでも住んでもいいと言われている。放射性物質の

濃度が。福島県の人はそれでいいんですかと。何も言わないんですかと、こういう大

阪のおばちゃんのお話ですね。これは、随分福島県の方はおとなしいと言われました

が、いずれにしても、そういうかなり食の安全については厳しい見方をしていまして、

もちろん店頭には福島県のものはありませんでしたし、米も、今まで大変うちのほう

からも冷害のときは行っていたんですけれども、どんどん世代交代も含めて米も食わ

なくなったこともあわせて、福島県のものが減ってきているという。それは風評だと

いうけれども、実際は買ってもらえないんだから実害だというふうに思いますので、

そういうところに対するところの取り組みというのは、やっぱり大事という話、これ

は村も県も挙げてこの取り組みを、ぜひしっかりとしていただきたいというふうに思

うところであります。 

   この点についての村の取り組み方の姿勢について何かあれば、お答えいただきたい

と思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   本当に風評被害というのは、米にしても値段が米価が下がって、これは全国的に下

がるという傾向はありますが、福島県は明らかに原発での米価下落ということですか

ら、本当に実害と。 

   ３年ほど大阪とか、去年は北海道行ってきましたが、仕入れ業者が言うのはもう決

まっている。安ければ買いますよと。そのかわり、安く買った米というのは銘柄、ブ

ランドで出すんじゃなくて、ファミレスとか、まぜて産地を表示しなくていいところ

で使う。だからそれは安い米じゃないとだめだと。ですから、福島県の特Ａのブラン

ド米が本当に二束三文で売られているという現実もありますし、風評は大変なものが

あるなというふうに考えております。牛肉なんかもやはりまだ１割程度、福島県のＡ

５のランクの牛肉も市場では低く取引されているというふうに聞いています。 

   トップセールスをしたり、いろんな形でやっていますが、ふるさと納税、先ほどか

ら話がありましたが、３割にしなさいといったやつは、今いいから、５割のものでい

いよという、内部協議で話になったのは、やはり大玉の米なり野菜なりをふるさと納

税で半分お返しすることによって、食べていただくことによって風評は大きく払拭さ

れるだろうと。リピーターもおりますし。ですから、１億１，０００万、３年間でい

ただいておりますが、その半分の５，０００万分の野菜、それから米、肉、ほとんど

それが占めていますので、それは村内外、どっちかというと県外に行って食べていた

だいている。ですから、総務省のほうから大玉村は何やっているんだと言われたとき

には、国まで行って、福島県は違うよと、ほかの県とは違うんだよということは強く

主張していきたいなというふうに考えてます。大きく風評払拭に貢献している。 

   それから、直売所ですね。やはり、今新築をしていますが、ここで売り上げを伸ば

していくということは、大玉村の風評払拭にもなりますし、できれば村内の方にも直

売所から買っていただきたい。先ほど共通認識というお話がありましたが、やはり村
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に住んでいる方たち、住民の方たちも、やっぱりそういう安心・安全なんだよという

ことをしっかりと認識いただいて、外部に行ったときに大丈夫だよと声高に言ってい

ただくというようなことも非常に大切ですので、それぞれの立場で安全であるという

こと、しかもそれは裏づけは検査をしっかりしているということですので、そういう

ことで、地道ではありますけれども、そういう地道な。東京行って物販とか何かで、

寒い中物販をやって、暑い中やっていると。それも今回８名、浅草で。寒いんですよ、

あそこ、浅草は寒い、この間は天気よかったけど。あの中で買っていただいた地元の

商店の方とか食堂とかの方がファンになっていただいて、優先的に大玉の野菜を買っ

ていただいて、今度大玉に来て体験をしていただいたと。やはりそういうふうに少し

ずつつながっていくのかなと。地道な努力をしながら、それをやっていきたい。あと

は国・県のほうに、東電のほうには強くこれからも要求していきたいというふうに考

えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ力強い決意のほど、ありがとうございました。 

   次に、大規模畜産農場に伴う生活環境改善対策について伺います。 

   去る４月２３日、周辺への影響軽減対策の経営者側からの方針を説明すると、こう

いう形で、村が主催をして、大玉７、８、９区の住民を対象とした、西部ふれあいセ

ンターでのそうした会議が開催されました。村長も住民福祉部長も出席をいただきま

して、ありがとうございました。 

   これらの中で、いろいろ踏み越えたお話もございましたけれども、まず総括的に、

当局としてはこの集まりの意義について、前進面、あるいは後退した面も含めて、ま

ずはどのように捉えられているかお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   まず前進面ということでございますけれども、意見とか問題について当事者間で共

有できたというふうには感じておるところでございますけれども、直接の話し合いの

場ということで、そういった面では意義があったのかなというふうに思っております。 

   ただ、その事業者の自覚とか、今後の対応、そういったものがなければ形骸化され

てしまうのかなということで、そういう部分について、納得できるような状況ではな

かったというふうに感じておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 私としても、そういう点では、７、８、９の行政区の正副区長も

おいでになったということであるから、前からの積み上げをもう一回やっていくとい

うことでなくて、この次はそういう話がそのまま継続的に、そういう意味ではよかっ

たのかなという、前進面では１つだけは捉えておりますけれども、しかし、この経営

者の態度、対応というのは全く、前よりもうんと悪くなったなと率直に思ったんです

ね。 
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   １つは、片や時間にはおくれてくる。来ないでしまうのかなと思って。経営者側の

環境改善の方針説明という文書ですから、当然経営者側から説明がされる、それがお

くれて来る。どうしたんですか、どういう今後していくんですかと言ったら、立って

黙って終わっちゃったんですね。我々も子どものとき経験あるけれども、先生に指さ

れるとわからないって黙って立ってれば、もういいからと言うから、それまで我慢し

て結局話ししなかったんですよ、全く。１人の方。もう一人の方はまた全く対照的に、

保健所とか役場ということに対してはうんと低姿勢なんですね。保健所さんの指導を

いただいて、村のお話をいただいてとか言って。二、三日前に必ず何か対策するんで

す、その効果が今ちょっと出ているような気がするんですよって。そういう、必ず、

３回今まであったんですが、３回ともそういうパターンで、じゃ住民のほうに対して

はどうかというと、大分改善がされてよくなっているのではないかというふうに私は

思っていますなんて、全然、金融機関が財務省からいろいろ指摘を受けたと言ってい

るような言葉で、役所の指導をいただいてなんて、よくへりくだって言うけれども、

ああいうふうなのを見ているような気がしてうんと腹立たしく思ったんですね。 

   いずれも誠意が、私は正直言って感じられなかったというふうに思うんですけれど

も、それは部長も、村長さんはご挨拶だけであれしたんだけれども、こういうのを始

まりから終わりまで出席していただいたわけですから、ああいうのを見て、今後どう

いうふうに指導、実効あるものにするんだかという、これはなかなか大変なんだろう

なと思ったけれども、どういうふうに考えているか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   意見交換した中で、また事業者の説明を聞いた中で、私も憤りを感じたというのが

本音でございますけれども、ある程度対策を積極的にやっている部分については、や

らないでいるよりは努力をしているという、そういう部分は見えるところもあります

けれども、それがなかなか効果としてあらわれないという、そういう部分もあります

ので、これは粘り強く、何が原因なのかというのも、臭気の測定等も行いながら、一

番その原因になっている部分をやっぱり、最終的には取り除いた上での改善策という

のも検討しなくちゃならないかなというふうには、一事業者については思ったところ

でございます。また一事業者につきましては、先ほどお話ありましたように、全く改

善策等についてはお話しされない。これはなかなか、どういうつもりだというような、

言葉は悪いですけれども、そういう感じを受けました。 

   これも月並みにはなりますけれども、やっぱり月に１回は訪問、うちのほうでは週

に１回訪問して、状況を確認しながら指導なり意見を申し上げているというところで

はございますけれども、家畜保健衛生所とともに月に１回は必ず行くような形をとっ

ておりますので、粘り強くというか、認識を新たにしてもらうまで、やっぱり指導強

化、これを図っていくしかないかな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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） この間、私も３月議会で制定された環境に関する条例やら水の保
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全の条例、これ職員にお願いをして２０部ぐらいつくってもらいまして、それを近所

に配ったりして、村としても水を守ろう、環境を守ろう、我々もそうだけれども、そ

ういう努力やっているんですという、ずっと、しました。まずそこから理解をいただ

くというためにも、我々みずからもやらなくちゃならないかと思って、それを持って

歩いたり、懇談をしましたが、あの会場では全くそれは否定されたというか、そうい

うものではだめですよ、こういうお話もありました。 

   その中で幾つか出た話をここに書いておきましたけれども、そうした理念ではもう

だめだ、罰則が必要なのでないかという話もありました。それから、ここの農場で生

産された製品というのは、ふるさと納税などに使って非常に評判がよくて、返礼品と

して引っ張りだこなんだという話もありますが、参加された皆さんの中からは、周り

に迷惑をかけ続けていて、いい商品とは全く言えないんじゃないか、こういう指摘も

ありました。 

   それから、５月１４日に区長さんに、７地区の区長に聞いたら西ノ内地区の悪臭と

いうのはもう既に常態化しているということが住民からたびたび連絡があるので、夜

中も時折はパトロールしていただけないかというお話もございました。それから、今

年は梅雨がこういう状態だから今はないんだけれども、梅雨に入るので、あの例の鶏

ふん処理、ああいう状態だから、結局はまた流れちゃったんだという話になるべと、

だから早くこれ今から言っておくから、そういうふうになっちゃったんだという報告

はしないでくださいと私にも強く言われました。 

   そういうことでありますので、こういうそれぞれの住民の声を受けて、やっぱり一

歩突っ込んだ対策というものを、改めて、先ほど部長から月並みなことだけれどもと

いったけれども、もっと突っ込んだ、段階を踏んだ、何かそういうものをする必要が

あるんではないかというふうに思うんですけれども、これらについての村の決意のほ

どがあるかどうか、お尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどのお話でございますけれども、県の指導になりますけれども、最初の指導か

ら、最終的には罰金ということまであるわけなんですが、だんだん段階的には厳しく

はなります。ただ、この罰金を取ってしまうと、それでその物事自体が罰金を支払え

ば終了というような、そういう形になる。だから、罰金を取ってしまうと、その次の

段階の指導がもう難しくなってしまうというようなこともございますので、罰金かけ

て取ればいいというような状況では決してないということですので、最終的にはそう

いった罰金ということにはなりますけれども、それまでの指導を段階的に強化しなが

ら、やっぱりそれに従っていただくように持っていくしかないのかなというふうな、

今段階での状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 村は、日本で最も美しい村連合に加盟をされています。これは今

お話ししたような問題、この地域における課題、こういうところに見るべき前進がな
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ければ、今後の更新は見合わせるべきだというふうに私は思うのですが、村長は、き

っちり対応するからそうした心配は全く無用だ、今後も胸を張って進めていくんだと

言うのか、あるいは、見直しを、見通しが立つともないので、更新に向けた取り組み

はしないというふうにするのか、この件について、地域の方々にも私、あしたにもあ

さってにもお話しすることになっておりますので、明確なお答えをいただきたいと思

います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんに再度お答えをいたします。 

   まず、今の罰則関係ですが、やはり最終的にはそこまで持っていかざるを得ないと

いうふうに考えています。持っていった後、金を払えばあと何やってもいいぞという

ことではありませんので、その先についてはなおまた強く要求をしていくということ

ですので、最終的には、やっぱりこのままいけば罰則まで、県のほうで進めていただ

くようになるというふうに考えていますし、この前の説明会のときも全然反応がない

ということは、当事者意識が全然ありませんので、やはり実質的に経営している息子

さんに来ていただかなければ、やはりだめだというふうにあのときは強く思ったとこ

ろですので、今度親子で来ていただくように。本当に、私もかなり激しく言葉で責め

たんですが、反応ありません。耳をふさいでいるわけじゃなくて、当事者という意識

を全然持たないで聞き流すということだと思いますが。 

   そういうことで、まずは村としてできる制裁は、前から言っていますが、とりあえ

ず卵の販売は村の公共施設では廃止するということを、このままだとやらせていただ

く。これもお話をさせてもらいました。卵を売るのはとめますよと。それでも全然反

応がありません。ですが、これは住民に迷惑かけながら、村の施設で商売の手助けを

するということはあり得ませんので、これについてはそういうふうにしたいと、この

ままではそうせざるを得ないというふうに考えておりますし、酵母牛につきましては、

本人が出しているんであればすぐとめるということもできるんですが、一旦流通に乗

って、商売上の問題として販売されているので、これは卵のように単純にはいきませ

ん。その間に村内企業が介在しておりますので、これについてはやはり、直接農場に

対しての指導を強化する。 

   私もこの前行ってきました。１カ月に１回は見に行ってます。やはりカラスとトン

ビが飛び回って、トンビがカラスを追いかけ回していますから、かなり子どもが通る

ときには気持ち悪いと思います。ですから、またビニールテープを下げて、最初は効

果があるんですが、カラスはすぐなれますので、無視して中にどんどん入っていきま

す。金網を張ってもらうようにしないとだめだというふうに感じておりますので、そ

れからそう指導します。ですから、現時点では対処療法ということも、しかできない

部分もありますが、それでもないよりはいいと考えています。 

   それから、美しい村については、これは大玉村は美しい村として完成した場所では

ありません。ぎりぎりセーフで認めていただきましたので、これから、例えば田植え

踊りと十二神楽、これは今のままだとだんだん後継がいなくなる。小学生が両小学校
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とも取り組んでくれたということは、一つの課題を、美しい村で指定された課題が一

つクリアできそうだということなので、大玉村の美しい村は課題がいっぱいあります。

景観の問題も、大玉に来て景色いいよといったってどこで見ればいいんだと。名倉山

に登っていただいてきれいな景色を見ていただいたり、ポケットパークで休みながら

ゆっくりと景観を見ていただくとか、景観の面ではそういうこともあります。それか

ら、あと農業関係のコミュニケーションでは、いろんな、いなげやが来ていただいた

り、これからＩターン、Ｊターンを呼び込むためには、やはり美しい村というのは大

きなキャッチフレーズになるだろう。ですから、今ある課題を一つ一つ解決していっ

て、真に美しい大玉村をつくり上げていくというのが目標ですので、この理念に向か

って、住民も行政も一緒に連携をしながら進めていくと。 

   ですから、このにおいの問題も大きな課題の一つですので、その解決に向かって皆

さんで連携をしながら、ずっとここのところ住民も加わっていただいておりますので、

かなり力としては大きくなっています。これで、時間かかるかもしれませんが、これ

で解決できれば、また一つ真の美しい村に一歩近づくということですから、これをも

って美しい村をやめるかということではなくて、美しい村の課題を一つ一つ解決して

いきましょうということが、美しい村の指定をいただいた大きな理由、理念の一つで

すので、そういう捉え方で、ぜひ住民と一緒につくり上げていきたいというふうに考

えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれお答えをいただきました。最後のくだり、時間はかかる

かもしれませんがというのがちょっと引っかかるんですけれども、時間余りかかった

のでは意味ないので、いずれにしても、２つの件についてはやっぱり焦眉の課題であ

ります。我々ももちろんでありますけれども、さらに村は一層の努力をして取り組ん

でいただきたいということを強く求めまして、質問を終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○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２時５７分） 

 


