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平成２９年第７回大玉村議会定例会会議録 

 

第５日  平成２９年９月１１日（月曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 佐 原 佐百合   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。 

    ２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 

代表監査委員 甲野藤 健 一   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

 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、２番松本昇君より欠席届が

ありましたほか１１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。 

   なお、教育総務課長、橋本哲夫君が台湾出張のため欠席する旨の届け出がありまし

たので、ご報告申し上げます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日、傍聴に佐藤幸市さんほか１９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。 

   また、議会だよりに使用する予定の写真を事務局で撮影いたしますので、ご了承願

いたいと思います。 

◇          ◇          ◇ 

○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。 

   １０番須藤軍蔵君より通告ありました「村長選挙について」ほか１件の質問を許し

ます。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） おはようございます。 

   議長の許可をいただきまして、通告いたしております質問を行います。 

   初めに、村長選挙についてでありまして、改めて村長、当選おめでとうございます。

心よりお祝いを申し上げるところであります。実に２４年ぶりの選挙ということで、

２４年前というと平成５年、あの大冷害だったということで、販米も不足してタイ米

が用意をされたというようなことを思い出したところでありますが、当時はやはり同

じような得票の内容だったかなと思いますけれども、そのときはたしか新人同士とい

う戦いでありましたので、今回はそういう意味からすれば新人は大善戦、大健闘だと

いうふうに私は思っておりますが、いずれにしても今度の選挙についても、選挙戦の

意義といいますか、そういうものについて村長はどのように意義づけをなされたか、

まず最初にお尋ねをいたします。 

○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。 

   選挙戦の意義ということですが、前回が無投票で当選をさせていただきました。当

然、無投票といいながらも村長の職についたということで、４年間しっかりと村政を

担わせていただきまして、１期目の公約としたものについては、ほとんど着手または

計画が進んでいるという状況でございます。 

   ２４年ぶりの選挙ということで、１期目が終わったところで選挙戦になりまして、
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これについては２０年間村民の選択がなかったということですので、２４年ぶりの村

民の皆さんの意思の表示、選挙権の行使という意味からも意義あるものであったとい

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） 今、村長からお話ありましたように、押山村長にとっては実質的

な初めての選挙であったというふうに思いますが、投票の結果については、形の上で

は大体６、４のそういう構図かなと思いますけれども、これらについて村長、東西南

北、上下左右関係なく率直にどういうふうに思っているか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度申し上げます。 

   票数の結果というのは、村民の皆さんの選択でございますし、それぞれ投票するに

当たっては、思いはそれぞれ村民一人一人の思いがありますので、そのまま結果とし

ては受け入れて、ただ選挙は結果として当選をさせていただきましたので、

８，６００全村民の負託を受けたということで、これから４年間しっかりと村政を担

わせていただきたいというふうに決意をしてい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） 考えねでそのままって言ったけどそれをそのまま言わっちゃらど

うすっべがなと思って心配していたんですけれども、そういうことでしっかりやって

いただきたいと思いますが、今言われたように住民の意思が示されたという、示すた

めの原点である選挙というものを通して今言われたように意思が示されたわけであり

ますが、それはそれとして、やはり実際選挙というものを戦って、村長が唱えるみん

なでつくる大玉村、みんなで支える大玉村ということになれば、その前提としては村

民の輪というものがまず最初に来るであろう。そういうものをつくっていくためには、

少なからず今までよりは、私なりにはハードルが高くなったのかな、そういう意味で

は住民に対するところの村長のもう一段高い決意といいますか、そういうものが必要

であろうというふうに思っておりますので、その点についての村長のお考えを承りた

いと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   選挙結果、あのとおりでございますので、それぞれに村民の方の思いというのは、

先ほど言いましたようにいろんな角度があると思いますが、こういう政策をやってほ

しい、高齢者の方は高齢者、高齢化をやってほしいとかそれぞれの思いがありますの

で、みんな同じ思いで投票したというふうには思っておりませんので、それはじゃど

うすればいいのかということは、これから村政懇談会とか、それからあといろんな機

会に出向いて、それから会議等もございますので、そういうときにできるだけ多くの

皆さんの村政に対する意見をお聞きしながら、それをしっかりと村政に反映をさせて
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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） さて、この件での最後の質問でありますが、今ほどありましたよ

うに幾つかの目玉的な政策というものも掲げられましたけれども、いずれも大切なも

のばかりでありますけれども、そういう中でも、真っ先にといいますか最重点として

こういうものは取り組んでいくんだというようなことについて伺いたいと思います。 

   今議会の冒頭で２期目に当たっての方針というのか所信表明がございましたけれど

も、多くの皆さん傍聴においででございますので、改めてさわりの部分だけでもひと

つ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） 再度お答えを申し上げます。 

   選挙が終わって２期目に８月２４日から入ったわけですが、村長としての思いはそ

れほど変わらないというのは、１期目からの引き続き、継続して村政を担わせていた

だくということですので、１期目からその決意で村長の任務に当たってまいりました

ので、それに引き続きしっかりと村政をやっていくということでおりました。 

   まず、重点的なものはやっぱり少子高齢化、来年度の幼稚園の３年保育、それによ

って保育所にあきができますので、そのあいたスペースなり、人なりで新たな保育サ

ービスを実施したいというふうに考えておりますので、今、内部で詰めをしていると

ころでございます。できれば来年の４月から実施をしたいというふうに考えておりま

す。 

   それから高齢化対策、これ待ったなしですので、これについてもデマンドタクシー

をまず手始めに始めましたが、免許返納とか、それからあと高齢者の集まる場所、で

きるだけ近くで集まるサロンとか老人クラブとかそういうものをしっかりと、また、

ないところも立ち上げていくというふうにしていきたいなというふうに考えておりま

す。高齢化については２０２５年までわずか、迫ってきているということでございま

すので、しっかりとやっていきたいというふうに考えております。 

   それから、直売所が今、姿が見えてきましたので、これをしっかりと立ち上げてい

くということで村民株式会社、１０月には設立総会が行われますので、村民株式会社

がしっかりと直売所を担っていただき、そして芝生とか収益的な施設をやっていただ

くと。特に公設民営化、これを強力に進めていきたいと。そして役場の職員について

は、従来どおり直接村民に生活にかかわるようなものに重点的に当たっていただくと

いうふうに考えております。 

   あとは農業関係、この耕作放棄地をどういうふうに解消していくのか、出さないよ

うにするのかというようなことについても喫緊の課題ですので、そういうものについ

てしっかりと重点的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 
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○１０番（須藤軍蔵） ひとつ今のおっしゃられたことについて、取り組みを強めていた

だくことを要望いたします。 

   次に、歴史文化を生かした村づくりについてそれぞれお尋ねをいたしたいと思いま

す。 

   村は、教育委員会が軸となって今年度中に歴史文化基本構想というものを作成する

ことになっておりますが、まずその取り組みの進み具合並びに狙い、概要などについ

て端的にお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   大玉村歴史文化基本構想でありますが、策定委員会による議論については２８年度

末までに取りまとめを行いまして、現在最終的な取りまとめ発行に向けた準備を進め

ているところでございます。内容といたしましては、指定、未指定にかかわらず大玉

村の文化財をより広く把握して、その保存、継承、それから活用について位置づける

ということで進めている現状でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   今ほどのお話ございましたように、そういう中で、それらをもとに「２９年度の大

玉の教育」というこの冊子の中には、それらを取り入れて教育に生かしていくんだと

いうようなことが述べられておりますが、何かこういうことをやったというようなこ

とについてお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   歴史文化基本構想の中に、文化財の保存、活用の大きな柱といたしまして、村民の

皆さんがこぞって地元について知り、あるいは学ぶおおたま学というものを新たに位

置づけ、立ち上げをいたしました。これは地域の自然、歴史、文化、人物等を学ぶこ

とによって、郷土理解を深めるとともに、地域活性化あるいは新たな動機づけを図っ

ていくという位置づけのものでございます。 

   今年度につきましては、このおおたま学の編集委員会を組織いたしまして、小中学

校の郷土史用の副読本作成あるいは各種講座での教材としての活用、さらにはふるさ

とホール、直売所での情報発信というふうなことに取り組んでいきたいというふうに

考えてございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   今ほどのお話をもとに次の質問をいたします。 

   さて、来年は戊辰戦争勃発から１５０年目に当たるわけでありまして、慶応４年に

日本の近代国家に大きく踏み出すと、まさにそういう歴史の転換期に、この前夜、玉

井の山入りの戦いというものが、その舞台の一つになったということでありますから、
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大変感慨深いものがあるわけであります。あの内戦後、ずっとそれから政治経済が長

州によって牛耳られているんだというような諸説もございますが、きょうはそれには

触れないで、この１５０年という節目に県内各地、記念行事あるいは記念事業という

ものがさまざま展開を今されて、マスコミ等々でも取り上げられているところであり

ます。 

   これ、１５０年目に当たるから取り上げられているんであって、あとそれ終わると

これね、なくなって、あとその次が何だというと２００年というと、ここにいる人は

どうだかなというようなことで、ぜひここに、今回光を当てて何とか大玉村の、先ほ

ど言ったことに基づいてあるものについてしっかりしていきたいということからのお

尋ねをするところでありまして、今までもこれらに類するものは史談会なりあるいは

歴史文化クラブの皆さんを初め、関係者の尽力でこの戊辰戦争にかかわることについ

ては図説大玉の、何ていうんですか、歴史ですか、そういうものについて等々に保存

されてきたわけでありますが、今後さらにそれを肉づけするのは我々の仕事かなとい

うことでありまして、まず一つは戦死三十一人の墓の修復関係、あるいは案内説明板

が必要ではないかというようなことで、お墓については政教分離とかいろいろと難し

い問題があろうと思いますが、歴史あるいは文化、こういう観点からの工夫といいま

すか、知恵を絞って、ひとつそういうものに村として取り組みができないものかどう

かということについて、ぜひ検討をいただきたい。 

   さらには、同じように瀬戸原の北のほうにある手志子森ですか、戦場になった中心

部の場所の手志子森についても、大した立派なものは要らないんで、コンパネさ色塗

って、ずっと書いたくらいのそういうものから始まって、この間いろいろ、あちこち

見てきたんだけれども、余り立派にし過ぎているところもあるんだね。二本松の川向

のあそこの粟ノ須古戦場なんていうのは余りにも立派にし過ぎてだめだなと思ってき

て、それから、そこの人取橋も見てきましたが、あんな程度でいいのかなと。もっと

もあれは史跡になっていますので、大玉村は何もこれは史跡にもなっていないという

ようなこともございますが、そういうことも含めて、ぜひこれも案内板なり説明書き

が必要だと。同時に母成街道、これも二本松から会津にかけての重要な、これ、両軍

にとってもすごい役割を果たした母成街道でありますので、この街道、今はあれです

か糀面、小高倉山線の道路、今もありますので、これをしっかり整備をしていくと。

車なんか通れる必要ないんで、整備するというようなことで、この３点セットでいか

ないと、この戊辰戦争のストーリーというのは描けないと思うんですね、１つ欠けて

も。そういう意味で、この３つについて何とか前進させてできないものかということ

で、これらについてお尋ねをするものであります。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   まず初めに、戦死三十一人の墓の保存、修復の部分でございますけれども、これに

関しましては、現在、村の指定文化財とはなっておりませんことから、修復に当たっ

ては、まず村の文化財指定が前提になるというふうに考えてございます。こちらにつ
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きましては、所有者が複数に係るものですから現時点まで難しいのではないかという

ふうな判断をいたしておりましたけれども、地権者の代表による承諾あるいは同意と

いうことでも可能ではないかというふうな県の文化財課の回答もございます。したが

いまして、この地権者代表の方の同意を得ながら、村指定文化財として指定に向けた

準備を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   また、手志子森の古戦場、それから旧母成街道、こちらについても村の近代史を語

る上では落としてはいけない、そういったものではないかというふうに考えてござい

ます。これらの整備あるいは案内板等々の整備につきましては、歴史文化クラブ等の

関係団体あるいは庁内の関係各課と協議を重ねまして、その後の利用も含め、現地調

査を行いながら共通認識を持って今後のあり方、団体の育成等も含めた形で検討して

まいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ積極的なご答弁をいただきましてありがとうございます。 

   戦死三十一人の墓についても、大きく村の文化財ということに指定されれば、それ

なりの財政的な課題もクリアできるのかなと。ぜひ、これ、よく考えたらできねっち

ゃったということにならねえように、その次善の策も検討していただきたいというこ

とが１つ。 

   それから、今お話ありました、ごもっともです、１回現場見てというのはそれはそ

うですけれども、これ、いつまでもそのうちなんて言っていると雪降っちゃって、今

度は来年なんていうのではしようがないから、これいつやるかと。 

   実は我々も事前にこの質問するに当たって１５人ぐらいで行ってきました、現場を。

同僚議員にも二、三百メートル草刈ってもらってりして大変な努力をいただいて、行

ってきました。子どもも含めてたいへんに雨降っていたんですけれども、よかったな

というふうに。貯水槽のところまで、村の工区第二配水池ですか、あそこまで行って

きましたが、非常にいいところだなというふうに思って。車は通らないほうがいいな

というふうに思いました。ぜひ、メジャーなことではないので、そこさ銭かけろなん

ては言いません。手をかけていただきたいということで、当然先ほど答弁あったよう

に関係者のやっぱり協力もいただきながらということが必要かなというふうに思いま

すが、文化財の保護委員とか、あるいはそういうやっている方にもご案内いただく都

合もあるし、これ、熱冷めないうちということになれば、早く行ったほうがいいので

いつころを考えているか、改めて。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどの現地調査というものの時期でございますけれども、遅くても１０月、

１１月には実施をする考えで準備を進めたいというふうに考えてございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 
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   過日、こういう手志子森とあるいは母成街道、今言ったようなことについて村に対

してぜひ整備していただきたいというような要望が歴史文化クラブからはあったとき

に、村として大変熱心な対応をいただきました。 

   時間がなければその話をする気はなかったんですけれども、時間ありますのでしま

すが、村長、教育長初め４つですか、部局あるのは。そのうち３つの部課長にも出席

いただきました。１時間割いていただきました。こういうことは、私も長い間お世話

になってっけれども、こういう１つの陳情について、要望についてそういう対応して

いただいたというのは歴史的かな。大体、やるかやらないかというのは大体わかりま

すから、出したとき。これどの程度までやる気になっているかな、やらないかなとい

うのはわかります。今回は、そういう意味ではこれやるんだなというふうに思います。

それをしっかり今度、じゃ形に持っていく、そこのが大事であって、実はこれ６月に

質問したかったんですね。それで準備してきました、ずっと。６月、村長、頭の中、

それ、あれだ、わかった、よく検討してなんて言って終わるという可能性があるので。

あと１２月では、これ、例年の予算にのらない。今回以外ないということなものです

から、ひとつそういう、今それぞれ教育委員会関係からもお話ありました。村長はそ

ういう意味で、これ、前もそういう形でやっていたんで、特段にそのことを強く、も

っと実現をきちっとしていくんだという決意を承りたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   所管が教育委員会になりますので、教育委員会から上がってこないと出したくても

出せないということにはなりますが、今回、関係部長、関係者が集まっていろいろと

話し合いをされましたので、それについては十分に庁内で協議をして尊重して実現に

向けて努力をしたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   今ほどお話ありましたように教育委員会の所管だと。したがって、上がってこない

とできないということでございますので、ひとつそういうことも踏まえて、我々も一

緒になって努力して一緒にも歩いてみたいと思いますので、ひとつ実現のためにご尽

力をいただきますようにお願いを申し上げまして、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。 

   ６番武田悦子君より通告ありました「防災への取り組みについて」ほか２件の質問

を許します。６番。 

○６番（武田悦子） ６番武田悦子です。議長の許可をいただきましたので、さきに通告

いたしました３件について一般質問を行います。 

   まず初めに、「防災への取り組みについて」の質問であります。 

   東日本大震災からきょうで６年６カ月になりました。地震や津波による被害、さら

には東京電力福島原発の爆発事故による被害からいまだに復興していない状況があり
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ます。このような大規模災害に対する備えは重要です。ですが、今回はより頻発して

いる自然災害について質問を行います。 

   近年、大雨などによる災害が頻繁に起こっています。この７月に発生した九州北部

豪雨では３６人の方が亡くなり、いまだ行方不明の方もおられます。秋田県や岩手県、

愛知県や岐阜県など各地で大雨による甚大な被害が起きています。大玉村でも４年前

の大雨により大きな被害が発生しました。最近は、これまで経験したことのないよう

なという言葉が使われるように、これまでの経験をはるかに超える雨が局所的に降る

ためのこの甚大な被害となっております。このような災害から被害をいかに小さくす

るのか、これにはやはり日ごろの備えが重要だと思います。 

   数年前には地震を想定した防災訓練が、そして先週の土曜日、９月９日には安達太

良山の噴火を想定した防災訓練が行われました。防災訓練が終わったばかりではあり

ますが、今回行われた訓練で、今後の私たちの防災に生かせることもたくさんあった

のではないかと思います。 

   まず、防災訓練全体の感想を、また訓練を通して課題や問題点などもあったのでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。これらについて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今回実施されました防災訓練、議員の皆様にはお忙しい中参加をいただきましてあ

りがとうございました。また、各種団体、関係機関、多くの皆様のご協力のもと実施

をさせていただきました。 

   今回は火山の噴火による泥流災害ということで、特殊な想定で行っております。そ

の中でも地元消防団による避難方法、それから民生委員さんには安否確認等も行って

いただいております。避難誘導とか避難所の運営、要支援者の避難所の運営等、基本

的な事項の確認という意味では所期の目的を達成できたのかなというふうに思ってお

ります。 

   また一方、住民の皆さんの参加がやや少なかったかなというような感じもしており

ますけれども、実際に災害が起こった場合には、防災訓練のような場合には事前に準

備できるというようなこともございますけれども、実際の災害の場合にはそういう時

間的いとまがない、そういう中でいかに避難するか、いかに身の安全を図るか、大変

重要になってくる問題だなというふうに思います。そういう意味では、より多くの住

民の皆様に初動体制として、みずからの命、みずからの身体を守るためにはどうすれ

ばいいのかというようなことを、今後啓発に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

   訓練につきましては、終わってからの検証、こういうものがかなり重要な位置を占

めますので、各部署ごとに行っておる訓練でございますので、それぞれの部署での反

省点、そういったものを踏まえた中で、今後検証、これから起こるかもしれない災害

あるいは不測の事態に対応してまいり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） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございました。 

   それぞれいろいろな課題、問題点あったかと思います。今回、この防災訓練に私も

参加をいたしまして、会場でそれぞれ行われておりました救命救急法でございますと

か、災害用伝言ダイヤル、これらを体験させていただきました。救命救急の場面では

担架をその場である物でつくっていくやり方でありますとか、伝言ダイヤルの使い方、

これは実際に体験してみないと本当にいざというときにできないということを痛感い

たしました。東日本大震災のときにも電話が通じない、これは多くの皆さんが経験さ

れたことではないかと思っております。この電話のかわりに伝言ダイヤルを使う、こ

れも本当に重要な一つの手法だなというふうに改めて感じたところです。 

   今回、エリアメールも送信をされましたが、このエリアメール、受信できなかった

という方もいらっしゃいます。また聴覚障害の方からは、防災無線についてこれらの

ことも指摘もいただきました。このいろいろな機会を捉えて伝言ダイヤルであるとか、

救急救命であるとか、これらの体験をしていただく、このことがより重要ではないか

なというふうに思っております。特に、この伝言ダイヤルについては、今、スマホで

あるとかそういうものを多くの皆さん持っていらっしゃいます。高齢者の方も持って

いらっしゃいますので、地域で行われているサロン、こういう場所でこういう学習会

といいますか、体験会、これらのこともやっていく必要があるのかな。また、小中学

生に向けての体験会、やはり子どもたちはすぐにいろいろなものを吸収しますので、

こういう部分で子どもたちに向けても日ごろからの防災意識、こういうことを通じて

高めていくことができるのかなというふうに感じたところですが、これらについては

どのように思われますか、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。 

   議員さんおっしゃるように周知方法いろいろございますけれども、特定の１つの周

知方法だけでなくて、あらゆる方法を使って周知できるようにということで、防災の

基本的な事項になるわけですので、今後、おっしゃいましたように、いろんな方法で

情報を取得していただけるように検討してまいりたいというふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   子どもたちに対しての防災意識への高揚というようなことについてお尋ねがありま

した。学校では防災訓練等々、特に東日本大震災以降、特に力を入れてやっておりま

す。新たな事態、新たな方法というんですかね、例えば今お話ありました伝言ダイヤ

ルの活用とかそういったことにつきましては、発達段階に応じて具体的にいろんな場

面を想定してやることが極めて大事だと思っていますので、そういったことについて

今回の防災訓練を教訓に各学校で指導するような形で進めていきたいと思っておりま

す。 

   なお、今回、学校授業日でない状況での訓練だったんですけれども、中学生のほう
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に呼びかけましたところ、７名だったと思いますけれども、自主的に子どもたちが参

加して炊き出しとか、またいろんな救援の仕方とかそういったことについて直接体験

したというようなことがあったものですから、そういったことについても評価をいた

だきながら、今後にどのように生かしていけるか、そんなことについても検討してま

いりたいと、そんなふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   教育長さんおっしゃるとおり、子どもたち、大変一生懸命頑張っておられました。

救命救急の場面でも子どもたちみずから担架のつくり方とかいろいろ体験をして、そ

ういう一つ一つの体験がすごく、次のいざというときに役に立つのかなというふうに

見てきたところです。 

   さらに、村長もいろいろな場面、体験されたと思いますが、総合的にどういう感想

を持たれたのか伺います。 

○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。 

   全体的には所期の目的は果たせたというふうに考えておりますが、細かいところで

いろいろと反省すべき点がありました。特に流れの面で会場に今やっている状況、会

場以外でやっている訓練の状況が伝えられていなかったというのが、やはりちょっと

大きな反省点かなというふうに。共通認識を持つためには、やはり会場外で行われて

いる活動についても、音声等で紹介があってもよかったかなというのは一番最初に感

じたところですが、北朝鮮のミサイルの心配をしながらの訓練でしたので、どこかで

それがもし行われれば中断をして、これは実際の今度は訓練じゃなくて避難というこ

とになろうなということもありましたので、まず災害に定型なしということですので、

雨でも何でも、もう決まった災害というのはありませんので、全てそのときそのとき

形が変わりますので、やはり臨機応変、事前の常日ごろの備えが大切だなということ

は、訓練を通して強く感じた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。 

   次に、日ごろの備えという部分に関しまして、村の防災計画、これらについて質問

をいたします。 

   村の防災計画にはさまざまな災害を想定した計画策定されておりますが、災害の種

類や発生場所によって避難所や支援体制、これらも大きく変わっていきます。特に避

難所については、指定緊急避難場所、指定避難所、臨時避難所と計画をされておりま

す。災害が起きれば、まずは地域の集会所、これらのところへ避難というのがまず初

めに想定されることではないかと思いますが、災害によってはこれらの場所も利用で

きなくなるところがあるのではないかというふうにも思います。これらについてはど

のように想定をされているのか伺います。 



 

- 36 - 

 

○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、村の防災計画、これらにつきましては、先ほどお話ありましたように、風水

害等の一般災害から地震、それから火山災害、原子力災害、大規模な火災とか林野火

災、そういったものの予防計画とか、あと対応策ということでそれぞれ計画をされて

いるところでございます。これらも計画ということでございますので、そのときの災

害の状況によっては、おっしゃるように水がどんどん来ているところに避難しろとい

うわけにはまいりません。ですから、状況を勘案しつつ、地元の地域でなかなか全体

として集中豪雨とかということになりますと、把握できないというのが現状というと

ころもございますので、各それぞれの地域で今どこが危ないのかというのを把握して

いただきながら、当然近くの集会所が第１次的な避難場所ということにはなりますが、

そこが危ないときには、じゃどこに逃げればいいのかというのをやっぱり日ごろから

把握していただけるように、今後それぞれ啓発に努めてまいりたいというふうに思い

ます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   今、部長がおっしゃったとおり、災害によってはその時々の状況によって、どこが

どういうふうになるか予想がつかない、まさに先ほど来ありました経験したことのな

いようなという言葉にあらわされるような事態が発生するのが災害かなというふうに

思っております。 

   そして、災害が発生し避難所が開設される、こういうことになればさまざまな支援

が必要となってまいります。避難所の運営そのものを担う人、これがやはり大変重要

になってくるのではないかと思っております。東日本大震災での避難所では、村内の

方々の避難は短期間で終わりました。その後、富岡町の避難所として村内さまざまな

施設を利用してまいりました。この際の避難所運営は富岡町などの職員の皆さん、こ

の方が当たられておりましたが、次第に避難所でそれぞれに生活をされている皆さん

の中から避難所の運営そのものにかかわってくださる方がふえてきておりました。こ

のような形、これまでのいろいろな被災地における避難所でも見られてきたことであ

ります。避難が長期に及ぶような場合、避難所における自治、これが非常に重要にな

ってくると思います。行政もやらなければならないことたくさんありますし、避難所

運営に割ける人員も限られてくると思われます。これらのことを考えれば、避難の初

期の段階から地域の自治の中で避難所を運営していくと、このことが大切ではないか

と思われます。先ほど部長からもございました。それぞれの地元で状況をしっかりと

把握していくこと、これらが日ごろからの備えとして大切であるというふうなお話も

ありました。 

   避難所の運営、これもしっかりと自治の中で進めていくという考えが大切かと思い

ます。そして、この避難所の運営を行うということについて、皆さんがそれぞれの地

域の中で行うということについてもさまざまな利点があります。それぞれ顔見知りで
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ある、それぞれの状況を把握している、これらのことが避難所を運営していく上で大

切なことかなというふうに思っておりますし、地域の次の作業、復旧の作業を進める

場合でも、地域の実情に詳しい皆さんから復旧の計画をしっかりと立てていく。この

ような計画をつくる上でも重要かなと思っております。 

   そして、この防災計画の中でも自主防災組織、これを地域につくっていく取り組み

が重要であるというふうに明記をされております。今回行われた防災訓練でも避難所

運営の場面ございました。しかし、ああいう大きな防災訓練では、なかなか避難所と

いっても具体的なことが見えてこなかったのかなというふうに思ってきたところであ

りますが、やっぱりそれぞれの地域で避難所運営の訓練をしてみると。炊き出しも含

め、そういうことをまず地域の中でやってみるということが大切なのではないかなと

いうふうに思っております。これらについて考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   議員さんおっしゃるように避難、第１次的な避難というのは災害が発生した直後、

これは身を守るための避難ということで緊急の避難ということになります。ただ、そ

の避難した中で長期にわたる避難が必要になった場合、その避難所の運営というのは

これも重要な避難所運営の一つということになるわけなんですけれども、それぞれ地

域の皆さんが協力した中で長期にわたる避難所を運営するということになると、なか

なかこれも大変だなというふうに思います。顔見知りの地域の皆さんがそれぞれ助け

合って、子どもからお年寄り、体の不自由な方、そういった方もいらっしゃる中です

ので、これらにつきましては、避難所の運営マニュアル等も検討しながら、それぞれ

今ある自治組織の中、またはその地域での避難所の組織、自主防災組織、こういう組

織を強化することによりまして、さらに運営がスムーズにいくような形で進められる

ように今後検討してまいりたいというふうに思います。 

   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。 

   想定される災害、実際に起きる災害、これらは大変違いがあるというふうに思って

おります。まずは、かなり小規模の地域でどこに災害が想定されるのか、そのような

場合どこが避難所になり得るのか、このようなことをしっかりと考えていく、このよ

うな取り組みが必要なのかなというふうには思っております。 

   特に、急傾斜地を抱える地域、河川の周辺の地域、これらの地域では防災への取り

組みを強めることが今後求められるのかなというふうに思っております。行政区単位

での危険箇所の調査、避難訓練など地域での自主防災組織、これらをしっかりとつく

っていく、そのことによって住民同士のつながりをより深めていくことになるのかな

というふうにも思っております。今後、区長会などにも提供いただきながら、地域の

防災についての取り組みをより深めていかれるようお願いをし、次の質問に移ります。 

   ２番目の質問、子育て支援の今後の方向性についてであります。 
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   最初に、幼稚園の３年保育について質問をいたします。 

   今回の村長選においても子育て支援が１つの争点になったと思います。その中で村

長は、来年からの幼稚園の３年保育を保育所待機児童解消の１つの手だてとしている

こと、さらには３年保育、幼児教育としての効果についても強調されてまいりました。

期待される効果を得るためにも、３年保育のカリキュラムや幼・小・中連接における

幼稚園の位置づけなど、保護者にも見えるよう示すことが今求められていると思いま

す。現段階でカリキュラムなどの準備がどこまで進んでいるのか、まず伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   カリキュラムの作成の状況でありますけれども、現在、今年６月に作成いたしまし

た幼稚園教育指導の重点をもとにいたしまして、福島大学の教授同附属幼稚園長の白

石先生のご指導をいただきながら、幼稚園共通カリキュラムの作成に当たっていると

ころでございます。夏休み期間中に集中的に作業を進めておりまして、最終的な内容

の確認、細部の修正等を行いまして、１０月には共通カリキュラム完成するというこ

との計画で進めてございます。 

   さらに、共通カリキュラムをもとにいたしまして、各園において年間の指導計画、

これを来年の２月までに作成をするという計画で進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） ありがとうございます。 

   次に、保育所から３歳児が幼稚園へ移る中で、保育所のあきスペースをどう活用す

るのか、村長選挙の中でも一時預かりや病児・病後児保育などを進めるという考えを

示していたと思いますが、現時点でどのように考えておられるのか。先ほど、同僚議

員の質問に対して保育所のあきスペースの活用、来年の４月から行いたいという村長

のお話ございました。具体的にはどういうことなのかお聞きをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   幼稚園の３年保育が開始されますと、保育所については３歳児がいなくなるという

ことで、ゼロ、１歳、２歳児ということになります。スペース等につきましては、今

現在、保育所の募集を行っているところでして、それが１０月になりますとある程度

応募人数が確定されてくるわけなんですが、そういう中で今現在考えられているのが、

定員そのものが増加するのではないかと。定員というか応募者が増加するのではない

かというふうに想定しております。ゼロ歳児につきましても、年々入りたいというよ

うな方がふえるような傾向にございますので、ゼロ歳児の定員も若干ふやしたい。そ

れから、あわせて１歳児、２歳児の定員についても増加傾向というようなことで現在

想定をしております。そういう中で、遊戯室等子どもたちの保育に必要なそういう部

屋を適正に確保した中で保育を行いたいというようなことで考えておりますので、応

募状況にはよるわけですけれども、そんなに部屋があくというような状況は現在のと

ころ想定はしていないところでございます。 
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   あいたスペースというか、人員的にもそうは余裕ができるような状況にはないとい

う中ではございますけれども、応募する方の状況にもよりますが、あけば、あけばと

いうか、一時預かりについては試行的に実施したいというような考えはございます。

この一時預かりにつきましては、現在、社会福祉協議会でファミリーサポートという

ようなことで登録制、それから有料というようなことで行っておるわけなんですけれ

ども、これは現在やっている関係もございますので、それぞれ協議、検討しながら、

どういう形で実施できるか、今後預かりについては検討させていただくということで

試行的な実施は前向きに考えておるところでございます。 

   病児・病後保育というようなこともあるわけなんですが、これらにつきましては、

病児だとほかの児童に対する感染の防止とか、それから看護師の配置とか医療機関と

の連携とか、なかなか課題が多いということもございますので、これらについては検

討を進めていきたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   保育所を入所希望される保護者の皆さん、ふえていくという予想はされるわけであ

りますが、職員のこともございますし、なかなか一足飛びにいろいろなことができる

というふうには思っておりませんが、少しずつでも充実をさせていっていただきたい

なというふうに思います。一時預かりが保育所でできれば、大変保護者にとってもあ

りがたいことだというふうに考えております。この保育所、余りスペースはあかない

んではないかという部長のお話でありましたが、現在保育所の保育スペースとして包

括支援センターのホールが使われております。トイレの改修も行われました。この包

括支援センターで保育所が使っていると。このために在宅保育者のための子育てサロ

ン、さくらカフェが大山公民館に移動しました。この在宅保育者のサロン、これを今

後どうされていくのか、包括支援センターは引き続き保育所の一部として使っていく

考えなのか、それらについても伺います。 

○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。 

   包括支援センターのホールということですが、先ほどもちょっとお話しさせていた

だきましたが、保育所の状況等を勘案しながら今後検討したいというふうには思って

おりますけれども、さくらカフェの開催場所につきましては、現在大山公民館で実施

いただいているということで、なかなか活動上はちょっと活動しづらい部分もあると

いうふうなお話は伺っておるところですが、放課後児童クラブ、この状態もかなり人

数もふえておりますし、対策等は必要だなというふうに考えておりますので、それら

の、ちょっと総合的に今後の応募状況等も勘案しながら検討させていただくというこ

とで、現在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） 子育て支援センターというお話もこの間、何度か聞かれております。

費用の面で実現の見通しが立たないというふうな状況にあるとは思います。さくらカ
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フェ、学童保育、保育所、さまざまな形でこの子育て支援の充実が求められているわ

けですが、やはりこの在宅保育者への支援というのは一番手薄になっているのかなと

いうふうに思っております。この在宅保育者への支援、今後も強化していくことが必

要だと思います。村長の考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   大変、子育て支援については大玉村の重要事項というふうに考えております。ただ、

これは先ほど部長のほうからも話がありましたように、１カ所だけで済む問題ではな

くて、やはり施設が絡み合ってきていますので、総合的に施策を考えていかなきゃい

けないということで、保育所、３歳児がいなくなればスペースがあくだろうというふ

うに考えますが、あくのはあくんですが、逆に受け入れ児童数、子どもの数をふやそ

うというふうに今思っていますので、大分ゼロ、１、２については今までよりも何割

か多く預かると。ですから、保育所の最初、設置目的はやはりゼロ、乳幼児の預かり

ということですので、そちらを優先的にスペースを確保すると。その上で先ほど言っ

たように包括支援センターのスペースも考えながら、入れながら一時預かりについて

どういうふうにしていくか、来年度４月から実施をすると。ただ、いきなり本格的に

できるかどうかというのはファミリーサポートセンターのほう、先ほど言いましたよ

うに一時預かりがありますので、その件の絡みを調整しながら４月から試行的に実施

をしたいと。それまでにはクリアすべき問題がありますので、その辺は協議をしなが

ら進めていきたいと。 

   そうすると、さくらカフェはどうなるんだということになりますが、先ほど言った

ように児童クラブがもう満杯だと。あそこを改修するのか、もともと放課後児童クラ

ブというのは、あき教室を使っての預かりが原点ですので、各小学校区のほうに戻す

のか、これも今度は教育委員会、学校との調整が出てまいります。これは、今年その

調整というか話し合いは進めたいと思っていますので、そうすると、さくらに今度は

そのスペースがあきますので、そのあいたところに従来のさくらカフェが戻ることが

できるのではないかということも考えています。 

   そうすると、包括支援センターのほうがもしあいた場合には、これは虚弱高齢者の

預かりとか元気高齢者の集まりの場所という高齢者施設として使用が可能じゃないか

と。そして今、包括支援センターのほうにある社会福祉協議会の方々もさくらのほう

があけばそちらに移ることも可能かなと。総合的にそういうふうに考えていますので、

少し時間をいただきたいと思います。すぐに１カ所で解決できる問題でないものです

から。 

   あと、子育て支援センターについては、これは一番の解決策ですが、いつも言って

いますように非常に有利な財源がないということですので、今ある施設をまず有効に

活用をして、そういう有利な財源が見つかったところで建築について協議をして進め

ていきたいと。少しこれは時間がかかるかなというふうに考えているところでござい

ます。 
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   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。 

   総合的にいろいろな部分を検討していくということの中に放課後児童クラブという

お話もございました。今回の行政報告の中でもこの放課後児童クラブの利用者数、報

告がございました。７月末現在で１７８人、このうち通常利用されているのが

１４６人、この人数、村長の今のいただいた答弁の中でも検討していくというお話あ

りました。ぜひ、将来的に分割するなり何なりをしていっていただいて、現在の子ど

もの数ではあのスペースでは狭過ぎますし、幾ら職員をふやしたところで、圧倒的に

多い子どもの数、どうしても死角が生まれるのかなというふうに思っております。今

まで大きな事故等がなかったのが幸いだったなというふうに思っておるところであり

ますので、しっかりと協議をしていただいて、早急にこの部分については結論を出し

ていただきたいなというふうに思っているところです。 

   そして、この放課後児童クラブ、遊び場として現在、屋内ゲートボール場が使われ

ております。この場所、大変風通しも悪く、ゲートボール場として使われていたとき

も利用者の皆さんから暑くてしようがないというお話いただいていました。現在、子

どもたちが使っていても暑さ対策、それぞれに水分の補給でありますとか、休憩であ

りますとか、利用の時間の制限でありますとかいろいろ工夫はされていると思います

が、根本的な解決には至っていないというふうに感じています。 

   子どもたちは一生懸命遊びます。そうすると、遊びの中で暑さを忘れてしまうと。

その場では全然感じなくても家に帰って具合が悪くなったというようなこともあるの

ではないかなというふうに思っています。これらのことも踏まえて根本的な対策、や

はり必要なのかなというふうに思っています。これらについて考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   今ほどお話ありましたように、屋内運動場につきましては、それぞれ暑いときには

時間制限をしたり水分の補給をしたり、適度な休みの中で熱中症等にならないように

工夫をしながら今現在進めているところですが、根本的な解決策ということになりま

すと、それぞれ、なかなか屋内運動場にエアコン等を入れるというのはちょっと難し

いということもありますので、できるものの範囲としては風通しをよくする、大型扇

風機等で風通しをよくしながら、できるだけ涼しい中で、熱がこもらない中で運動が

できるようにというような対策がまずとれる対策かなというふうには考えております

が、それらにつきましても利用方法も工夫すると。施設自体もどういった改造をした

ほうが効果が得られるのかというようなことを検討しながら進めてまいりたいという

ふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   子どもたちの安全に配慮してしっかりと進めていっていただきたいというふうに思
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います。 

   最後の質問になります。 

   役場の組織機構問題について質問をいたします。 

   部長制度をしいて５年目になります。現在の制度に至るまでも一度見直しが行われ

ています。最初の部長制では部長が１つの課長を兼任するという形で村長部局４局、

教育委員会１部の５部制をしいていたと記憶しています。制度開始翌年にはこの部長

制を現在の長部局３局、教育委員会１部の４部長制にいたしました。改めてこの改正

の理由について伺います。 

○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。 

   現在の部長制でございますが、平成２６年４月から課長が兼務するという形で６部

制をしいております。翌２７年４月からは専任部長ということで４部制で、現在で部

長制度は４年目となっております。そういった中で、部長制を導入する効果、どうい

うふうに見込んだかということで、事務事業が多種多様化する中で、従来の十数課の

課の制度ではなかなかスムーズな庁内の連携が図れないということで、そういった中

で現在の部長制により部長の指示により部内の連携、連絡調整がスムーズに行われる

ということで部長制が取り入れた内容でございます。 

   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。 

   いただいた答弁によりますと、いろいろな事務事業、スムーズに庁内連携をしてい

くということで行われているということでありますが、現在、昔行われていた課の制

度と比較して特段の効果、これはどのように評価をされるのか、効果が格段に上がっ

たというふうに評価をされるのかどうか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度答弁いたします。 

   どのような効果があったかということになると、１番は部内の連絡調整がスムーズ

にいったということが挙げられると思います。各部で定期的に部内会議を行いまして、

部内の事務事業の進捗状況とか現在の状況を確認して、そういう定期的に部内会議を

行っております。 

   また、従来のイベント、大きなイベントとか行事がある場合は、従来の課制ですと

課のみの対応ということで、なかなか全庁的な取り組みを行う部分についても部内で

連絡調整して、その部長のもとにイベント、行事等も行っているという内容でござい

ます。 

   また、部長と課長がいろいろ連絡調整を行いながら事務事業の連絡調整を図ってい

るという部分でも挙げられるかと思います。 

   そのほかに、定期的に副村長を交えまして、４部長におきまして各部の重要事務事

業の進捗状況を確認しながら庁内の周知事項等も確認しまして、また事業への提言な
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ども協議し、定期的に行っているところでございます。 

   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。 

   現在の職員定数に照らしてみると、どこにどれだけの職員を配置すべきか、組織機

構の見直しについても検討が行われるべきかなというふうにも思うところであります

が、これらについて検討されているのかどうか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   事務事業に対しての定員ということで、当然定員は変更しない中で部制を実施して

おりますので、部制をしく段階においても、従来の事務分掌を見直ししながら、どの

部、どの課で対応するのが一番いいのかということで検討しておりますし、また複数

間に部なり課なりにまたがる事項についても、先ほどの定期的な部内会議なり庁内の

部長会議において調整をすることで、よりスムーズに効率的な行政運営を図っている

ところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この職員定数、事務事業の変化に伴い見直しをしなければならない

というときも出てくると思います。特に、行政の課題がさまざまな場面、例えば東日

本大震災であるとか、あのような想定を超える災害の発生などを考えた場合、当然そ

れらに対応する体制をしかなければなりませんし、現在もそのような体制がしかれて

おります。国の制度の変更に伴う見直しなどもあるかと思います。 

   来年度からは国保事業が県に一本化される、このような大きな変更もあります。こ

のような制度システムの変更も踏まえた組織の見直しも近い将来には必要になる場合

もあるのかと思いますが、これらについて現段階で検討されているのかどうか伺いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   近年、特に行政の事務が多種多様化する中で、大玉村については部長制をしいてい

るということで、そういった形で庁内の連携をとりながら新たな事務事業に対しても

柔軟に対応していくということで、より一層、効率的な行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） ６番。 

○６番（武田悦子） 行政の規模で組織の姿も変わってよいのではないかと思います。限

られた職員定数の中で行政運営をしなければならないとき、決裁段階を幾つもつくる

よりスリムな組織で、職員がしっかりとした責任を果たしていくための組織を絶えず

検討しなければならないと思います。そういう観点から部長制は見直し、さらに必要

最小限の課制度にしていくのも一つの考え方ではないかと思います。住民の暮らしを
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しっかり守るための行政組織にしていっていただくことをお願いし、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、６番武田悦子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３０分といたします。 

（午前１１時１１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ５番押山義則君より通告ありました「農業施策、大玉村の農業を取

巻く現状認識、課題解決に向けての対応策を検証する」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

内容に従いまして、平成２９年９月定例議会一般質問を行います。 

   改めまして、押山利一村長の２期目に敬意とご期待を申し上げ、質問に入ります。 

   さて、秋の収穫の季節となりました。今年は異常な天候不順が続き、心配された稲

作でありますが、新聞報道などではまあまあの作柄といった評価で、豊作を期待して

いるところであります。 

   今回の一般質問、農業全般、農業施策と大玉村の農業を取り巻く現状認識、それか

ら農業活性化に向けた課題解決に向けての対応策を伺うということで質問申し上げま

す。 

   これまでもさまざまな角度から質問申し上げてきた内容でありますが、改めて、ま

ず大玉村の基幹産業と言われる農業経営の実態と将来像について伺いたいんでありま

す。 

   前議会では、農業委員会の改革を初め生産法人組織への支援策が検討、実施された

ところであります。新直売所の建築などともあわせて、いろいろな角度から大玉村の

農業全般の変革期なのかなと感じております。行政としての取り組み、支援策の充実、

いわゆる農業活性化対策、持続可能な施策の充実が求められる大切な時期と捉えてお

ります。 

   一昨年１０月のＴＰＰ、環太平洋連携協定、これは交渉の大筋合意を初めＥＰＡ、

経済連携協定交渉の進展によりまして、我が国の農業はこれまでとは比較にならない

国際競争の時代を迎えております。農業経営体の減少が続く中、法人化や経営規模の

拡大が進むなど構造改革は着実に進展しているものの、さらにスピード感を持った取

り組みが必要と考えられております。 

   まず、このような中にありまして、まず国策として求められている農業の生産法人

組織化について、大玉村の現状を改めて伺いたいと思います。法人数、それからそれ

ぞれの組織の内容、形態について、現状と今後の村内での動向並びに方向性、行政指

導をする立場としてどう捉えておられるのか、あわせて伺います。 
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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） ５番議員さんにお答えいたします。 

   現在の村内の営農法人につきましては９法人となってございます。内訳につきまし

ては、家族経営法人が４法人、それから共同経営法人が２法人、会社経営法人が３法

人となってございます。法人のそれぞれの内容につきまして、詳細に把握してござい

ませんが、主に米の大規模経営であったり、牧場であったりというような、畜産業で

あったりというような中身でございます。 

   それと、今後の関係でございますが、今後の推移につきましては、国策でございま

すので、村でも法人化を進めてございますが、何法人か今後またそういった形でふえ

てもらうということで大規模な農家への集約が進んでくるのではないかなというふう

に考えてございます。 

   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。 

   ９法人、大玉村にとって多いか少ないかはともかく、大きな法人組織が立ち上がっ

たことは大変喜ばしいことであります。ぜひとも大玉村の農業を支える企業体として

の成功をご期待申し上げるところであります。 

   また、地域リーダー的な個人的な法人の皆さん、地域の農地の受け入れ先としての

活躍、これは大きな期待を申し上げるところであります。私、結論的には集落営農の

形態の農業法人が各地域にでき上がって、地域の農地利活用が図れる、担い手の確保

が図れる、それが理想と思っております。 

   そこで、認定農家の現状と今後の推移を伺うと通告申し上げました。法人化の農地

集約に向けての段階的に認定農家としての農家の皆さんの認識が村の農業を支える原

点、スタートなのかなと思っております。認定農家としての営農状況の実態を伺うと

ともに、村内農家の兼業農家も含めまして、認定農家向けのガイドラインとかそうい

う方法、形態などを行政として示していただいて、営農活動の充実を図ることが大玉

村としての行政としての農業活性化対策、国の施策にのった村としての対応と考える

のでありますが、改めて営農状況の実態、それから今後の認定農家の推移、それから

方向性、将来性など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番議員さんに再度お答えいたしま

す。 

   現在、村内の認定農家数につきましては１０３戸でございます。今後の推移関係に

つきましては、認定農業者が当然国・県の補助事業等、優遇されるということでござ

います。村でも他産業並みの所得が得られるようということで、認定農家の数をふや

すために努力してきたところでございます。 

   近年、所得条件の緩和がございまして、これにつきましては４５０万から３５０万

ぐらいというような緩和措置が出てきましたので、認定農家につきましては一時的に
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その緩和措置で増加するのではないかなというふうに考えてございます。今まで少し

金額が、先ほども申しましたが他作業並みということでちょっとハードルが高い部分

があったのかなというような認識をしてございますので、今回は一時的にはハードル

が下がったので、少しふえていくのかなと。 

   しかし、５番議員さんもご存じのとおり、担い手の不足とか後継者問題とかという

ことがいろいろ今、喫緊の課題となっておりますので、先ほど言った集落営農等の大

規模な農家への集約化がその後進んでいくのかなというような推移になるのかなとい

うふうに考えているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   認定農家がまず農業活性化対策のスタートラインだと思っております。持続可能な

施策の充実が求められる、それが一番の型どおりのいつもの答弁なんでありますが、

いわゆる金になる農業の実現なんであります。言葉にするのはたやすいんであります

が、これ、現実になると大変難しい。 

   難しい質問なんでありますが、大玉村として現状の農業環境の中、村づくりの基本

方針として考えておられる理想の農業形態、これ、どのような方向性のもと取り組ま

れる考えか。行政指導というか、どのように誘導されていかれる考えなのか、改めて

伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

す。 

   考えている理想の農業形態ということで、非常に難しい中身であるなというふうに

捉えてございます。それにつきましては、昨今、米の消費量が極端に減っている。大

玉村では米作が中心でございますので、それらその米の状況を考えますと、必ずしも

将来が展望できるような状況かなと心配される状況が多いのかなと。 

   昨今、健康志向が大分高まってきまして、外食産業においても、それらご飯の少量

化等をメニューにして出しているということで、外食、中食も約 1 割ぐらいの米の消

費量が、また減るんではないかというような心配もされてございます。 

   そういった中でも、国のほうでは今度、米、主食米が余ると予想されていると思う

んですが、そういったものをどこに、じゃ振り向けるのかということで、お隣の大国

である中国に輸出というような今現在、そういったものを模索しているようでござい

ます。ただ、村としましては、そういう輸出であっても、外食、中食であっても米の

価格がある程度安定した中で取引していただければということで、そういったものも

十分考えていかなくてはならないのかなというふうに考えてございます。 

   そういった中で、農業に従事される方の高齢化、それから担い手不足、先ほども言

いましたが、担い手不足の課題、今後は耕作放棄地をつくらないようにということで

新規就農さんの受け入れ、担い手の育成、認定農業者や法人の推進等、さまざまな持
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続的な営農への支援策を検討しながら、大規模農家も中心になるような部分もありま

すが、多面的支払事業、それから中山間直接支払事業など実質その農家への収入の面

でも少しでも入るようにということで、そういった事業に取り組んで、地域での共同

作業形態重要になってくるというふうに考えてございます。 

   新聞報道にも出ておりますが、農林中央総合研究所ですか、そこの研究でも将来は

大規模だけではなく、やはりさまざまな小規模農家やそれから家族経営、そういった

多様な担い手を確保していかないと農業がもっていかないんではないかというような

研究もされておりますので、そういったものも十分検討しながら進めていきたいと思

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 難しい質問でありましたが、ありがとうございました。 

   おっしゃるとおりなんでありますが、米価が安定しない状況や、それからどうして

も国の支援頼りの農業の今の現状、これは行政にいろんな形でこれといったものをや

れとか、こういうものがいいとか何か言っても詮ないことなんでありますが、ただ大

玉村の農業をいかにリードしていくか、これは行政の力がやっぱり一番大きいと思い

ます。ただ、こうやって法人とか何かができた時点で、やっぱりこれ一番の大玉村、

変革期だと私捉えております。この時期逃さないでしっかり取り組んでいただきたい

というのが感想であります。 

   先ごろの選挙の際にも行政のかかわりが争点となっておりました。その件も含めま

して、村長どのように考えておられるか、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。 

   農業関係、通常でも担い手不足とか米価の下落とかという、普通の状態でもなかな

か日本の農業の持続というのは難しい状況にある中で、原発事故がありまして、風評

という面で福島県は、大玉村も含めて福島県は非常に不利な状態に置かれているとい

うことですので、通常の農業の危機的な状況よりもさらに深刻な状況というのが中通

りですね。会津は大分回復してきました。浜通りはいろいろ手厚くやられております

し、これからということですので、一番直接影響を受けているのは中通りかなと、長

く影響を受けているので、その辺についてのスタート地点がまずマイナスからだとい

う部分がございます。 

   ただ、米価が１万２，０００円を超して上がりそうですので、その後ふえれば１万

３，０００円ぐらいまでになればいいかなと。原発前の水準に復活をしたということ

ですので、これはＪＡのほうで売りさばいていただけるんだろうというふうにも考え

ていますが、それが基準になりますので、一般の米価も上がるだろうというふうに期

待をしておりますので。何といっても大玉村はやはり水田農業、米が中心として長く

やってきましたので、簡単に複合経営と施設園芸というふうにぱっと切りかえていく

のもなかなか難しいとは思いますが、行く先はやはり複合的な農業経営と。先ほど部
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長言いましたように、法人組織としての経営と個人としての小規模農業というのがや

っぱり並列していって初めて大玉村の農業は守られるのかなというふうに感じており

ますので、それに対する、今、農業機械等の助成はしていますが、やはり考え方とし

ては助成から育成というふうに切りかえていかなければならないなと。 

   それから、あと新規就労としてのＩターン、Ｊターン等を、その体制をしっかりと

ここ数年のうちに体制をつくりたいというふうに考えています。それが村内の農業者、

小規模な農業者に対する刺激にもなるのかなというふうに感じておりますので、総合

的にこれは対策を練っていきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   助成から育成へ、大変心強い言葉をいただきました。ぜひ、その方向で大玉村の農

業を考えていただきたいと思います。 

   ちょっと角度を変えた質問あります。 

   国の方針でありますが、農地保全と担い手を確保しようということで人・農地プラ

ンの話し合いを通じて、有効な農地、農地中間管理機構の活用を図って、後でも質問

申し上げますが、遊休農地の解消と新規就農や企業参入の推進など農地対策を明確化

にすることであります。 

   あわせて、農振制度と農転制度の運用もこのたび明確化されました。農地保全も確

かに大切でありますが、土地の有効利用を図って、農村風景や農村環境の充実を求め

ることができるようになったんでありますが、例えば農振地区内でもコンビニエンス

ストアの設置、それについて、本来小売業の施設であるが、主要道路沿線、それから

周辺に休憩室が少ない場合とか駐車場、トイレ、休憩のための座敷などがある空間を

備えたコンビニは許可できるようになりました。 

   話はちょっと逸れるんでありますが、過日ある席での村長のご挨拶で、農地保全の

観点からコンビニの設定について、農地を守るということの観点であったんでありま

しょうが、村長の言葉にしますと、私の考えでは許可しないとのお話がありましたが、

私はいささか違和感を感じました。選挙中でもありましたので、あえて反論はしませ

んでした。玉井地区、本宮石筵線や田んぼ通り周辺でのコンビニの設置を望む声が多

数ございます。前から申し上げておりますが、防犯上の観点、それからコンビニの銀

行の役割とか行政の出先機関、また高齢者の台所がわりと、今日のコンビニの役割は

大変大きいものがあります。農地保全の集まりでしたので、考えは理解するんであり

ますが、村長の言葉としては住民の感覚といささかずれて気になりました。 

   私はバランスのとれた地域の発展を常々考えております。大山にはコンビニ３つあ

りますが、玉井はまだ１つもない。そういう状況であります。詳細の通告はしており

ますので答弁は求めませんが、皆が安心して便利に暮らせる生活環境、ニーズに合っ

た農村風景、農村形態が求められるんではないかと思っております。それに対応した

農業振興地域制度及び農地転用許可制度の運用の明確化なのかなと思っております。 



 

- 49 - 

 

   そこで、改めて担当に伺いたいんでありますが、こういった内容、広く住民への周

知が必要ではないかと考えます。農振除外それから農地転用について、集落接続の取

り扱いなども含めまして住民の理解がなされていないと思っております。この点、担

当の見解を伺いたいんでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番さんに、誤解を招くと困りますので答弁をさせていただきます

が、私、コンビニエンスストアを設置を認めないという意味ではありません。当然、

大山地区とかあちこちに認められています。これは、あそこの田んぼ通りの十字路、

玉井街道の十字路については過去、もう２０年、３０年前からコンビニをつくりたい

というのはいっぱい来ています。その時点から大玉村の一団の優良農地については改

廃を認めないというのは、村の方針として何十年と続けてきたものの延長線上です。 

   ですから、あそこに田んぼの一団の土地、景観の問題もありますし、そこにコンビ

ニをつくるということになると、そこから虫食いでどんどん優良農地、一団の土地が

潰れていくと、先ほど言ったように連担の問題。これは国道、県道については沿道サ

ービスということで、コンビニとか運送業、食堂、レストランは認められているんで

す、改廃が。ですから、あそこは法律上は改廃は認められます。ただ、村の長年の方

針として、一団の土地、特にあの場所については設置を認めてこなかったということ

です。それは、村長がというよりは農振のほうの会議がありますので、そういう会議

の中とか庁内での協議の中で認めてこなかったという経過がありますので、そういう

ことですので、私の個人的な考えであそこに認めないということではありませんので、

村の方針として長年それは守ってきたと。 

   これは村の土地利用計画にも記載されております。一団の優良農地については、や

はり米作を主産業としている大玉村は守ると。そして開発すべき連担をする場所、そ

れについては開発すべき場所として住宅地ゾーンという形で、ここも全部入っていま

す。役場通りも住宅地ゾーンですから、あれは村の土地利用計画としては住宅地を認

める場所ですので建っているわけですね。ですから、そういうふうに、あとはもう一

つは国道４号沿線については、村の発展のために開発すべき場所というふうに位置づ

けられていますが、なかなか農振が外れなくて、なかなか開発ができないということ

ですので、一連の国土利用計画、土地利用計画の中でしっかりとその保全、一団の農

地の保全ということをうたった上での政策ですので、少し誤解があるようですので、

一応答弁をさせていただきました。 

   以上です。 

○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。 

   今ほど言いましたように、農振法につきましては、そういったサービスの部分につ

いては許可になるというような状況でございますが、昨今、農工法等も改正になりま

して、それぞれ農工団地、今まで５業種だったものが全ての業種を受け入れるという

ようなことで非常に先が明るいというふうに認識していたところでございましたが、
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残念ながら、それを実行に移すためには、農地の集積であったり、集約であったり、

それからさまざまなそういったマニュアルを農水省のほうで出してきまして、なかな

かこれまた一筋縄では行かない中身なのかなと。 

   ただし、法が改正になっておりますので、先ほど村長が申したように、取り組む中

身であれば検討していかなくてはいけないというふうに考えでございます。ただし、

それの中に先ほど言った一団の農地という部分が出てきますし、集約の今現在それを

耕作している法人等もございますので、そういった部分で十分調整していかないと、

１カ所許可すれば当然連担していくということで、プラントの前の部分のところにも

そういった状況がもう既にあらわれておりますので、ああいった状況になって果たし

て農地の集約がうまく進むのかどうかという懸念もございますので、そこは十分慎重

に進めていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） それぞれ答弁ありがとうございました。 

   ただ、この条例ですか、この内容が変わったのは平成２６年あたりからだったと思

います。長年、大玉村はそういう形で維持してきたわけでありますが、社会はどんど

ん変革しております。確かに村長のおっしゃることも十分理解いたします。ただ、現

実の問題として、防犯上の関連からあの場所あたりには必ず防犯カメラの設置とか何

かは必要とされております。それからコンビニ、今、玉井あたりは本宮のコンビニが

遠くから配送しておりますが、近くにあれば、それなりに老人たちが住む生活の利便

性とか何か考えますと、やはり検討する価値は十分あると思います。ただ、この前の

会議の中では一方的に村長が申し上げたものだから、少し違和感を感じた。やっぱり

一緒にいた仲間の中では、ん、ちょっとニュアンスが違うなと。やっぱり今の状況を

見きわめるのも村長の務めであろうとそういう感覚を持ちました。あえて質問いたし

ました。このことは、あとはまた十分、今後の課題として検討していきたいと思って

おります。 

   ありがとうございました。 

   次に、村長の所信表明の中でも触れておられました大玉村としての農業振興に向け

ての補助制度のあり方についてちょっと触れておきます。 

   法人化、経営規模の拡大に向け、補助要綱の改定をするなど支援策の充実を図って

おられます。また、農業機械の共同利用購入に対しても村独自の補助制度で地域産業

の下支えをしているところでありますが、これらについてどのような効果といいます

か、特に機械等共同利用整備事業については検証すべき内容があると私は思っており

ます。うるさいことを申し上げると思われますが、共同利用云々、この方針目的は理

解しますが、果たして実態は伴っているのか、一部の村民からも疑問の声が聞こえて

おります。期間の限定された補助制度との説明も伺っておりますが、どのような評価、

検証をされて、また来年度の予算獲得編成に向けて今後どのように進めていかれるの

か伺っておきます。関連質問でありますのでご了解願います。 
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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） ５番議員さんにお答えいたします。 

   機械の共同利用につきましては、ちょっと今、手元に数字ございませんが、相当数

の利用をいただいております。毎年、利用状況の実績報告等をいただいておりまして、

それを見ますとかなりの成果が上がっているというふうに判断してございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 答弁はそのようになるものだと思っております。ただ、共同利用と

いう性格、これはいささか問題あります。本当に実態が伴っているのか、その辺はき

ちんと検証すべきできはないかと思っております。この補助制度、捉え方によっては、

ある村民からはばらまきともとられる感がございます。このことによって集落営農の

発展を阻害するようなことになってはならないし、目的に沿った制度の確立を願って

おきます。 

○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。 

（午前１１時５８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） 午前中に引き続きまして、農業問題について取り組んでまいります。 

   ４番目の質問で、直売所運営、出荷農家の現状と今後に向けての考え方を伺うとい

うことで、質問を申し上げます。 

   私も非農家でありますが、議員になってからでありますが、周りの遊休農地解消の

目的から、直売所向けの農業を始めてみました。女房ともども、六十からの手習いで

ありましたが１０年目となりました。いっぱしの百姓顔になって、真っ黒でやってお

ります。直売所の売り上げもそこそこ、ファンもふえまして、毎日の作業が健康づく

りのバロメーターとして役立っております。 

   私は、自然相手の農業のおもしろさが実感できると思っておりますが、農業生活を

主体と考えると厳しい職業であるなと実感しております。直売所農業、よほどしっか

りした生産計画、出荷計画のもと、そして自然環境とのつき合いを上手にしないと、

満足した生産効果は上がりません。直売所農業、手っ取り早い農業経営なんでありま

すが、競争相手が多数の中、なかなか難しいものがあります。私ごとでありますが、

私のところの出荷部長は、ここ一、二年は売り上げ目標を基本として生産計画を立て

ますので、こっちの生産部長としてはまず大変でありますが、５割、６割の達成感で

も楽しく満足しております。 

   たわいないことを申し上げましたが、直売所農業、大玉村が目指す農業の方向性と
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しては、大きな可能性を感じます。前々から申し上げておりますが、生産、出荷に向

けての指導者、リーダーなどの確保、グループ農業、そして体制づくりへの助成が成

功の鍵と私は捉えております。直売所の新築に向け、この際に徹底した指導と、きめ

細かな支援を願うところでございますが、行政としての今後に向けての考え方、新直

売所オープンに向けてどのような覚悟で臨んでおられるかお伺い申し上げます。 

○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。 

   直売所の運営につきましては、さきにも答弁しているとおり、おおたま村づくり株

式会社のほうに運営をしていただくということで現在進んでございます。 

   直売所の会員数につきましては、現在２３９名、村内が２１２名、村外が２７名と

なっております。 

   ２０２０年の東京オリンピックに向けまして、ＧＡＰの関係が今進んでございます。

栽培日誌の管理の推進や、ＧＡＰの取得の普及等を図られるということでございます。

新直売所のシステムの中には、このＧＡＰに対応するような調書を読み込めるという

ようなものも検討して、導入していきたいということで考えてございます。これは、

かなりの事務のボリュームになりますので、そういったものを簡素化できるというこ

とで、ＰＤＦで読み込んだものをデータとして活用できるというようなシステムがあ

るようでございますので、そういったものを取り入れながら、それぞれの事務の簡略

化を進めていきたい。 

   今後につきましては、栽培日誌管理の、今ほど言いましたこれを、できるだけ義務

づけをしたいなと。安全・安心な農作物の供給を心がけていきたい。 

   また、今現在も行っておりますが、冬期間の出荷増を図るために、ビニールハウス

の補助を推進していきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございます。 

   おっしゃることは理解申し上げるんでございますが、ただ、この新直売所に向け、

生産者そのものの考え方もいろいろな形で、今後どうなるのか不安な状況も持ってい

らっしゃる方もいらっしゃいます。畑作というのはまた稲作と違いまして、本当に天

候に左右される難しい農業であるなと私は実感しております。今年度あたりも長雨だ

の日照不足ということで、生産者は本当に一喜一憂してございます。それでも努力し

て皆さんおられる。結構、荷物が上がっていますので、いいことだなと思っておりま

す。 

   ただ、１点注文しておきますが、もう少し皆さんが理解できるような新直売所のオ

ープンに向けて、やっぱりきちんとした方針、運営の方法とか何かを明確にしていた

だきたいなと思うことがございます。直売所の今の状況を見て、１点だけ伺っておき

たいことがあるんでありますが、売上額とか目標額の設定などはされておられるんだ

と思うんですが、それなりに好調を維持しているんだと思います。ただ、一部の会員
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の皆さんから、商品の販売方法で値段の設定とかその辺の意思の疎通が欠けている、

そういう話が聞かれます。値段そのものは、それぞれが独自の考えで今つけているわ

けでありますが、共通認識がない部分と、あともう１点、今問題になっているのは、

これまでもある程度の時間になると、売れ残り処分のためとかなんかで実施している

んだと思いますが、半額セールなどの処置がされてまいります。ただ、ケース・バ

イ・ケースだと思うんでありますが、直売所の会員の皆さんからも、既に午前中から

半額にされている状況も生じる。そのときそのときの出荷量とかなんかによってそう

いう対応もとられるんだと思いますが、やっぱり余り薄利多売だと生産者にとっては

つらいものがあるなと、そういう苦情が耳に入ります。 

   直売所も大変競争が激しい中、このところの直売所の運営、店長への生産者の信頼

は大変厚いものがありまして、さまざまな工夫で生産者の機運も上がり、よい傾向に

あるとは感じているんでありますが、そのような実態は当局としてご存じでしょうか。 

○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） ５番議員さんにお答えいたします。 

   野菜の販売の価格は、今ほど議員さんがおっしゃったとおり、それぞれ各農家が判

断して決めるということになってございます。やはり会員同士の連絡協議を十分密に

とっていただいて、以前も多分あったかと思うんですが、価格の安売り競争のような

形になってしまうということは避けてほしいということで、当然、月１回ですか、会

議等も打ち合わせ等も持ちながら進めているということ。それから、売れ残り等が当

然出るのは、これはやむを得ない中身ではございますが、そういったものを、今現在

は数はそんなに多くはないんですが、東京のほうの野菜を使っているお店に宅急便で

送ると。品物については何でもいいと。送ってくれということで、今そういったもの

も取り組んでございます。それはお店のほうで、くずの野菜はカットしてサラダに出

したり、使えるものはホテルとかに卸すというような、現在そういったところとも取

引をしながら、そういった売れ残りを極力少なくするということで努力してございま

す。 

   半額の部分については、私、詳しく承知しておりませんので、今後店長等によく話

を聞きながら、会員が納得できるような方法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） ５番。 

○５番（押山義則） 苦情というわけではありませんが、そういう話も聞こえてまいりま

すので、その点よろしくお願いします。 

   生産者側と販売を取り扱う側との信頼関係の構築が、今後の発展には欠かせないと

思っております。大局的にお互いがチェックできるシステムというかそういうものの

必要性を感じております。 

   新しい直売所がオープンになります。とにかくそのオープンに向けて、運営上の問

題点など十分チェックされまして、生産者の意気が下がらないように指導監督を願っ
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て、次の質問に入ります。よろしくお願いします。 

   次に、遊休農地対策についてということで伺います。 

   これまでも、遊休農地、耕作放棄地の再生に向け、何年間か事業を展開されてきま

した。改めて、事業の成果と申しますか、実態、現状を確認申し上げるとともに、減

反政策の終了で手に負えない農地の増加が懸念されます。基本的に村としての対応策、

どのように理解されて、どのような解決策を考えておられるのか、今後の推移を含め

まして伺っておきます。 

○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。 

   遊休農地につきましては、平成２８年度末の耕作放棄地の調査は、草刈り等を行え

ば再生できる１号遊休農地、これにつきましては１１万２，０００平米、山林化が進

んでいる２号遊休農地、これにつきましては２，８６６平米となってございます。 

   今後の推移につきましては、農業従事者の高齢化、先ほども申しました担い手の不

足等のそういった課題から、今後も残念ながら増加していくんではないかなというふ

うに予想されるところでございます。 

   対策につきましては、この遊休農地の解消に向けてということで、２号遊休農地に

ついては極力、もう山林化しているということで、それを抜根して農地に戻すという

のは非常に費用も労力もかかるということでございますので、これにつきましては極

力、非農地化をするということで対策をしていきたいというふうに考えております。 

   １号遊休農地につきましては、農業委員会が行う農地利用調査、農地パトロールと

いうことでございますが、それらにより、農地の管理への指導、お願いを徹底して健

全な農地管理に努めていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 農地法の改正で、遊休農地対策として固定資産税が上がるなど、法

的措置がとられる場合がございます。農業委員会での利用状況調査、利用意向調査、

そして農地中間管理機構との協議とか、そういった意味で利用調整されると、今、課

長からもろもろの説明がございました。平成２６年からこういう事業がきちんと施策

がされるようになったんだと思いますが、非農地化、確かに必要だと思いますが、今、

実情も部長からご説明ありましたが、現実として山林化されますと、いろんな問題が

出てまいります。解決の方法をいろいろ考えておられると思いますが、ソバ栽培とか

エゴマ栽培など努力されているのは理解しておりますが、もっとこういうものも、あ

る地区では集団化して遊休農地化しているところが大変多いんでありますが、その辺

のそういうものの栽培の集団化の可能性とか、また採草地としての活用、最終的には

山林転用などはやむを得ないと考えておるんですが、やっぱり遊休農地がふえるとい

うことになりますと、病害虫の発生やイノシシ被害の原因にもなるなど、周辺の営農

に著しい支障というか、そういう影響の出ているところが大分ございます。 

   そういった意味で、措置農離などを含めた対応策を考えておられるのか、その辺改
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めて伺っておきます。 

○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。 

   今ほどお話に出たとおり、遊休農地がふえるという懸念は、これは払拭できないと

いうことでございます。村の独自の対策としましては、昨年より遊休農地を利用して、

今ほどお話に出ましたエゴマの栽培を進めてきてございます。これにつきましては、

今現在１２圃場ほど、７，５００平米の栽培を行っているところでございます。今年

度につきましては、約１万２，０００平米の栽培を行ってございます。 

   いろいろ気象上の問題とかありまして、これからちょっと収穫してみないと量的な

ものは把握できない状況でございますが、今年の９月には「おおたまエゴマの会」を

立ち上げるということで今進んでございます。その会が立ち上がれば、それぞれエゴ

マの普及にはもっと進むのかなと。 

   それから、今まで行ってきました菜種やソバ等の栽培にも当然、引き続き力を入れ

ていきたい。それから、スーパーフードでありますキヌアの栽培も試験栽培を行って

いるようでございますので、それらも含めまして十分検討して推進してまいりたいと

いうふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） いずれにしても、遊休農地問題はなかなか解決が難しい問題だと思

っておりますが、日本で最も美しい村の利便に沿った施策の充実を求めて、この質問

は終わりたいと思います。 

   次の質問で、有害鳥獣対策についてということで伺います。 

   これは全国的な問題でありますが、我が村でもイノシシ、そしてカラス、ハクビシ

ンの被害は特に甚大であります。また、イノシシは、限られた地域でも被害がありま

すが、いずれにしても農家の皆さんならぬ家庭菜園の類いも、生産意欲をなくす状況

にあります。改めて被害状況についてそれぞれ伺うとともに、対策状況などを伺って

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。 

   農産物への被害につきましては、イノシシによる稲、野菜等への被害がかなり多い。

場所につきましては、特に又兵衛山、矢沢など西部地区に多く見られるということで

ございます。 

   対策につきましては、電気柵の設置等、それから大玉村鳥獣被害対策実施隊による

駆除、くくりわな、箱わなの設置などということでございます。 

   今年度の電気柵の設置に関しましては、現在のところ８件の申請がございまして、

くくりわなについては８カ所、箱わなは３カ所ということで対応、現在は２９年度に

つきましては４頭を駆除しております。２８年度につきましては、成果報告書のほう

にも載っていると思いますが、イノシシが２９頭、それからそれぞれの駆除を実施し
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ているところでございます。 

   イノシシについては当然大玉村だけの中身ではございませんが、新聞報道等を見ま

すと、イノシシについては竹林によく出没するというのは、当然、春はタケノコが出

ますので、それらを餌にする。それから、夏は地下の根っこ、冬もタケノコの地下の

根っこがやわらかいということで、それらを餌とするということでございますので、

特に竹林等の管理等にも十分注意しながら、駆除のほうを行っていきたいということ

で考えております。 

   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。 

   イノシシの被害、ある程度、今もおっしゃったように、又兵衛山とか矢沢、地域の

特定できる範囲での被害状況なのかなと考えております。そういうことで、集中した

捕獲体制などを考えられないかという質問なんですが、県内でも専門の業者による被

害対策が、そういった意味で集中捕獲するような、そういうのがとられていると聞い

ておりますが、村ではそういう考えはございませんか。 

○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。 

   先ほど実績をお話ししたとおり、大玉の場合はまだ３桁に到達していないというこ

とでございます。隣の二本松市は、千何百頭という形の被害になっているということ

であれば当然、そういったものも検討していかなくちゃならないのかなというふうに

考えますが、本村においては、現在のところ自治体の見回り強化等のことをお願いし

て進めていくというふうに考えて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） ５番。 

○５番（押山義則） 二本松、すぐ隣であります。やっぱり、すぐそういう状況がないと

も言い切れません。そしてこれから遊休農地がふえますと、ますますそういうことも

考えられますので、そういった対応もひとつ研究していただけますようお願いしてお

きます。 

   それから、捕獲隊の活動、大変ご苦労さまだと思っております。会員が少ない中で、

大変頑張っておられます。何年か前、捕獲隊の拡充のための予算化がされたんであり

ますが、それについて、その成果のほどはどのように捉えておられるのか確認してお

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。 

   捕獲隊につきましては、新たに村民の方が１名、玉井地区でございますが入隊され

まして、村のほうでその方をお願いしたというような経過がございます。今後、それ

らの資格等を持っている方がおりますので、そういった方も率先してそこに入隊でき

るようお願いしていきたいというふうに考えております。 



 

- 57 - 

 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 私は職員の皆さんなどもそういうものに積極的に参加していただい

たというように伺っていますので、そういうものをうまく有効に生かしているのかを

確認したかったんでありますが、それは大体わかっていますので。 

○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） 大変失礼しました。２名の方が捕獲

隊のほうに入隊しまして、あとは職員もそれぞれ資格を取得したわけですが、捕獲隊

の身分が今までと変わったということでございますので、職員がすぐ在職中に入ると

いうことはちょっと難しい状況になってしまったということでございますので、在職

を離れた場合には速やかに入ってもらうということでお願いして進めていきたいと思

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございます。ぜひ、そのようにお願いしておきます。 

   よそでの話なんでありますが、捕獲隊の成果報告が水増しされ、助成金の不正受給

が問題視されました。大玉村でのシステムといいますか、チェック機能はどのように

なっているのか、改めて伺っておきます。 

○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。 

   村としましても、それらの報道で確認はしてございます。村としましては、写真の

みではなく個体の尻尾等を提出してもらって、それで確認するということをしてござ

いますので、そういった事案には該当しないのかなというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 問題が起きないように万全の体制で事業の実施を願っておきますが、

不始末が発生しないように、発生できないシステムにすることが優しい行政でありま

す。これは性善説だけでは済まない、そういう内容だと思っております。ある自治体

では、捕獲隊員の皆さんにＧＰＳ機能つきのカメラなどで貸与して、正確性を確保し

ているというようなこともございますが、そのような考え方はあるでしょうか。 

○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） 先ほども申しましたが、今年の捕獲

頭数は今の段階ではまだ４頭ということでございますので、これから状況がどのよう

に変わるかはまだ想像できない部分もありますので、そういった状況が変われば十分

に検討していきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 私、気になって早朝とか板倉の田んぼのあたりに行くんであります
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が、やっぱり集団で朝方早くだと１０頭以上、ひどいと１５頭ぐらいで行動しており

ます。捕獲体制さえきちっとなっていれば、ただ、今の捕獲隊の人数の中で対応しろ

というのは無理でありますので、やっぱりいろんな方法で、とにかくこれ以上被害の

拡大がないように万全の対策を願って、次の質問に入ります。 

   最後の質問になりました。カメムシ対策について伺います。 

   斑点米カメムシ防除対策の必要性は認めるところであります。ただ、一方、薬剤散

布防除による自然環境への影響は、何度も私申し上げておりますが、ミツバチの壊滅、

それからトンボ、カエルの減少など、生態系への影響はもちろん、人間社会生活への

影響も大変大きいものがあります。特に、ミツバチへの影響は、畑作や果樹農家への

影響にも連動し、大変不安な状況にあります。 

   今年は県内全域で斑点米カメムシの発生が多いということで、私も個人的に６月下

旬あたりから大学生などの協力を願って、村内のカメムシの発生状況、生育調査をし

てみました。結論的には、耕種的排除、薬を使わない防除のやり方の可能性に挑んで

みたんでありますが、やっぱりきちんとメニューどおりに草刈りとか河川・河畔の草

刈りが徹底されているところは、水田の除草さえきちんとなっていれば防げるという

ことが本当に実証できました。 

   今年も、ラジコンヘリによるカメムシ防除の実施があったわけでありますが、今年

度の発生状況やその後のどのように状況を把握されて、どのような段階でヘリ防除に

つながっているのか、その辺のシステムのあり方も伺っておきます。 

○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。 

   発生状況につきましては、８月のカメムシの発生状況の詳しい調査については、残

念ながら実施はしてございませんが、それぞれの関係機関のほうではかなり多く発生

しているというような情報は得てございます。６月末に注意報が出されまして、２回

ほど代がわりするということで、年三～四回の代がわりを繰り返すんだというような

情報を得てございます。 

   無人ヘリの防除につきましては、農協等により実施しているところでございますが、

先ほど議員さんが申したとおり、農協のほうでも、あぜ道講習会で草刈りの指導等を

行って、できるだけ７月いっぱいに草刈りを終わるようにということと、８月は草刈

りをしないことというような、そういった指導を行いながらやっているということで

ございます。 

   それから、カメムシ対策問題につきましては、非常に出荷米に対しては厳しい制約

がありまして、一粒までであれば一等米で認めますよと。２粒、３粒になりますと

２等米になりますよというような、そういった厳しい規格の中身になってございます

ので、当然、米作農家につきましては、このカメムシの被害というのは死活問題であ

るというふうに当然、行政としても考えてございます。 

   今現在、使用している農薬につきましては、基本的に農林水産省のほうでも認めて

いるということでございますが、農林水産省のほうでも現在は直接効果があるものを
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農薬に認定する場合に、そういった基準でやっているということでございますが、農

薬を登録する段階で安全性や植物への影響、評価について先ほど申しましたように、

農薬そのものの毒性だけではなく、使い方によって例えばミツバチであるとか、そう

いったものに影響を及ぼすということも考慮した手法に農薬自体を登録する際に、そ

ういった評価を見直すということで今動いているようでございますので、そういった

ものを十分考慮しながら村でも今後、当然農薬の価格等も上がるというふうに考えら

れますので、そういったものも十分検討していきたいと思います。 

   それから、さきの新聞報道等でも出ておりましたが、地面から５センチほどの高い

段階で刈ると広葉雑草が最優先種となりまして、イネ科の雑草を減らしてカメムシの

繁殖を減らせるというそういった研究成果も出ておりますので、そういったものであ

れば、農薬を使わずに除草だけで何とか対応できるというような形でございます。 

   除草についてもいろいろ先ほどからも申しておりますが、担い手不足とかそういっ

たことで除草もままならない状況もあるかと思うんですが、そういった研究成果も出

ておりますので、そういったものを十分検討しながら今後進めていきたいなというふ

うに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 今、部長答弁のとおり、できるだけ耕種的防除といいますか、その

徹底を図って進めていっていただきたいと思います。 

   私、生育調査の中で１点だけ気になったんでありますが、河川ごとに調査したんで

ありますが、杉田川の河川敷内のカメムシの量、物すごい量でした。考えられないほ

どの中州、やっぱり一級河川でありますから、いろいろそういうものの草刈りとかな

んかは大変なんだと思いますが、根本的なことから解決していかないとカメムシ防除

というのは進んでいかないんだと思います。その点も、今後やっぱりそういう農業的

な見地から河川敷内の整備、これはぜひ、県のほうにしっかり要望していっていただ

きたいなと思っております。 

   それから１点、住民生活課に伺いたいんでありますが、カメムシの防除に際して、

農協の農業関係者だけに配られるチラシだけで実際は進んでおります。放送などでも

少しはそのことを言っていただけますが、時間とか子どもの通学路でも何でもあって

も結局、現実にはやっているというのが現状であります。ただ、天候とかなんかに左

右されるのがある程度は理解されるんでありますが、住民生活課として村民の安心、

安全のことを考えて、単なる、洗濯物を取り込んでくださいぐらいのチラシ１枚でや

っている今のやり方、それでいいのかということだけ１点確認しておきたいんですが。 

○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。 

   カメムシの防除の広報というようなことでございますけれども、これは関係課が中

心にということになりますし、実施しているのが農協関係ということになりますので、

農協等通じて関係課に、それから住民生活課というような段階の中で広報させていた
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だくというようになりますので、今後協議しながらそういった部分についても周知で

きるようにしていきたいというふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 現在、カメムシ防除によるそういうものに対しての苦情とかなんか

は、村には入ってきていないというふうに理解されてよろしいんですか。 

○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） ５番議員さんにお答えいたします。 

   現在のところは、そういった子どもの通学時に施行しているんではないかとか、そ

ういった具体的な苦情は届いておりませんが、当然実施者にもそういった部分につい

ては検討して進めているかと思いますので、なお行政としても指導をしていきたいと

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） やはり住民の安心、安全は第一でございますので、その点は十分配

慮して、どうしても農薬を使わなければならない、そういう無理くりの防除なんかを

される場合は十分対応していただきたいと思います。 

   有害鳥獣問題とかカメムシ防除も含めまして、現実的な問題を捉えまして、生き残

れる大玉村農業の将来に向けての観点から質問を申し上げました。日本で最も美しい

村としての大玉村にふさわしい農業環境、農村環境の実現を願いまして、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。 

   ４番鈴木康広君より通告ありました「ふるさと納税で大玉村の未来への理解と応援

を募る」ほか１件の質問を許します。４番。 

○４番（鈴木康広） ４番鈴木康広です。議長の許可を得ましたので、「ふるさと納税で

大玉村の未来への理解と応援を募る」ほか１件の質問を行います。 

   ふるさと納税制度の中で、先進事業に多く取り組んでいる大玉村の情報発信はどの

ようになっているかという観点から、今までの実績をウエブ上等で載せておりますが、

今現在どういうふうに発信されているかお伺いします。 

○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。 

   実績につきましては、５項目、現在設定しておりまして、村のホームページや、ふ

るさと納税の申込用紙において実績を記載して情報を発信してございます。 

   参考までに、まず１番目につきましては「国際感覚豊かな人材の育成」、２８年度

の実績でございますが、成果報告書のほうにも載ってございますが、１０６万

２，０００円、それから２番としまして「自然環境にやさしい村づくり」５７７万円

ちょうど、３番としまして「夢を育てる教育・子育て」７２２万７，０００円、４番

としまして「元気なむらづくり」２１９万円ちょうど、最後の５番になりますが、

「大玉まるごと応援」ということで２，４７２万５，０００円、合計しまして
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４，０９７万４，０００円ということで実績となってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   ４，０００万円を超える実績があり、一番多いのは５番の、ふるさと大玉をまるご

と応援するという形のものが多いということがわかりました。 

   その今現在の実績というか、積み立てのほうもあると思うんですが、先進的事例の

一つである幼稚園の３年保育に関して、園舎増築等の費用をふるさと納税のほうの積

立金等で負担する予定があるかどうか。もしあれば、当然ふるさと納税の中で３年保

育の意義や必要性というものの情報発信の範囲も変える必要があるのかと思いますの

で、その点について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ４番議員にお答えします。 

   ３年保育に係る園舎増築事業でございますが、既にご承知のとおり予算化しており

まして、今年度末、来年の３月末の完成に向けて鋭意取り組んでいるところでござい

ます。 

   財源としましては、起債と一般財源で措置しておりまして、これはふるさと納税と

いうのは、もう既に取り組んでいる事業についてふるさと納税を充当というのは、ふ

るさと納税の基金の残高の決算で明らかになっておりますが、約５，１００万円ほど

ですので、今回のこの３年保育に係る、園舎増築に係る部分について充当するのは大

変難しいものがございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今回の園舎増築については、この費用を充てないというふうな回答をありがとうご

ざいます。 

   当然、そうすると、後半の「３年保育の意義や必要性を誰に向けて発信するか」と

いうことについては、これはその必要性が使っていないということなので３年保育に

関しては、ふるさと納税は今のところはリンクがないと言えると思うんですが、なぜ

大玉村が今これから注目されている市町村か、これは人口増と。周りの地域から、特

に子育て世代が移住してきているということを考えますと、３年保育を含めた大玉村

の先進的な事例、これを近隣市町村、場合によっては全国的に、県外も含めて情報発

信することで、より大玉村の今後の方向性についてプラスになるんじゃないかという

ふうな考えがあります。 

   そういうことをもし考えるのであれば、後半の「子育て支援の体制をより充実させ

るため」、これは３年保育だけとは考えないんですが、その観点から３年保育のもの

も含めて必要となる備品等の購入にふるさと納税を充てるか。その場合についての情

報発信を工夫して、実質的な取り組みを後から発信するのは当然なんですが、場合に
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よっては、大玉村でこういうふうな先進事例のためにこういうふうな機材等、学校で

あれば、要するに音楽的なもののほうの活動を高めるために楽器とかも含めて、そう

いうものを写真等を利用した形で目にわかりやすく、働きかけやすい形で情報発信を

して、その中で大玉村の未来像を応援することを求める働きかけのきっかけ、この必

要性というものはないかという観点から質問したいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   ３年保育に係る備品購入関係でございますが、まず、今回９月補正に関係経費を計

上しております。そういったことでご理解いただきたいと思います。 

   ４番議員さんがおっしゃっているように、大玉村で特色ある事業ですか、そういう

ものをふるさと納税を活用してという部分では、ふるさと納税というのは大変有意義

なものがあるかと思いますが、ただ、ある程度一定期間を置いて募集して、そういっ

た形で大玉村はこういう特色ある事業を進めるんだということで、それに対してふる

さと納税を募って実施するということについては、ふるさと納税は大変意義があるか

と思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   では、そういう形の新しい取り組みについてもぜひ検討して、できれば実質的に実

施できるようにお願いしたいと思います。 

   そのほかにも、大玉村は子育て支援以外にも、高齢者支援、民俗文化継承支援など

多くの取り組みを行っています。それぞれの事業のふるさと納税制度の活用を図れな

いのかを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   ふるさと納税の基金条例には、先ほど産業建設部長が言っている使途が５つほどご

ざいます。そういった中でいろいろ特色ある事業については、基金を充当することは

可能でございますが、先ほど申し上げましたとおり、残念ながら基金の残高は現在

５，１００万ほどでございますので、何にもかにもというのはなかなか難しい部分が

ありますが、先ほど申し上げましたように、大玉村で特色ある事業をこういう形で全

国に発信してふるさと納税を活用して実施するんだということで、事前に一定期間、

周知期間を置いてふるさと納税を活用した事業をするというのは、今後検討してまい

りたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   では、２番目の質問「スズメバチから住民を守るための制度を求める」という形の
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質問に移ります。 

   大玉村は、住民の安全確保のためにスズメバチへの対処をどうしているか。行政と

してスズメバチを危険と考えるかどうかを端的に伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えいたします。 

   スズメバチでございますけれども、スズメバチについては毒蛇よりも年間死者数が

多いというようなそういうお話も聞きますし、また、刺されるたびに逆抗体で症状が

重症化するというようなお話も伺っております。そういう中で、行政のイベントとか

人の集まるようなそういう機会に、スズメバチが出没するということになれば、これ

は非常に危険だなというふうに認識しております。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   危険の認識というものは持っていらっしゃると。では、対処方法、これについてマ

ニュアル化は行っていますでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   マニュアル化ということでは、現在していないのが現状でございます。ただ、一般

にテレビ等で放送されるように、スズメバチの被害に遭わないような、急な行動をと

ったり、追い払ったり、あと黒い部分にスズメバチが集まるというふうなそういう一

般的なものについては、それぞれ危機管理の中で持っていただいているのかなという

ふうに感じているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   それぞれの危機管理を今のところは持っているということでございます。 

   スズメバチの、実際の学校とかもしくは公民館など公的施設周辺等での被害が上が

っている、それの情報を把握しているかお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 学校等からの連絡等については、現在のところは把握は

しておらないわけですが、私のところにはそういった情報は現在ありません。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   スズメバチ等の被害について、現時点で幼稚園、小学校、中学校から被害報告は受

けてございません。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今現在、被害というのは報告されていないと。これは大きな問題というのが現在に

は発生していないというふうに認識します。 
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   では、実際に大玉村内でスズメバチの巣がないとか、スズメバチがいないことは全

く考えられませんので、大玉村内のほうで住民などがスズメバチのほうの巣があって

困った場合など、当然村のほうに相談してくる場合もあると思います。現状での駆除

などの対応方法、村がもし相談を受けた場合についてはどういう形になっているかな

どを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、村では、蜂の防護服、これを２着所有しておりまして、個人とか庁舎内での

貸し出しということで、個人の方がもし来られた場合については、再生復興課のほう

でそういった防護服の貸し出しを行っております。 

   また、そのときに一応どういった蜂の巣かというようなこともお聞きした中で、個

人で蜂の巣退治をするのは危険だというような場合には、そういった業者を直接紹介

ということではありませんけれども、そういう電話番号とか、インターネット等で調

べられますよというようなことでお話をさせていただいているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   村内のほうの住民からの要望等があった場合については、情報のほうをとれる手段

等を案内するということで、直接的に行政としてサービスしてその駆除を行うことは

難しいというふうな状況であると。 

   では、実際に学校施設とか、そのほかこの大玉役場のような公的施設等にスズメバ

チの巣があった場合については、どういうふうな対応が今考えられているか、実際に

されているかお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えいたします。 

   公共施設で、そういった危険を伴うような蜂の巣等があったような場合については、

先ほど防護服というようなことでありましたけれども、防護服で退治できる部分につ

いては、防護服を着て駆除剤を使った駆除を行うなどは対応可能だと思います。ただ、

巣をつくる場所が壊さなくては退治できないような場所とか、そういう危険を伴うも

のについては今のところそういった事例はございません。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ４番議員さんのご質問ですが、学校等の施設において、スズメ

バチ等の巣があった場合ということですが、それぞれの施設の管理という中で再生復

興課所有の防護服を着用しながら、職員が対応するというふうなことで対応に当たっ

ております。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） 実際にその施設に関連する管理者のほうの指示によって、職員、要

するに役場職員とかもしくは学校関係者かちょっとわかりませんが、職員が対応する

という内容だということが理解できました。 
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   実は、先日の防災訓練の際に、東北電力の方が配電施設、電線等の設備点検等で結

構スズメバチに襲われることが多々あると。そのために、実はポイズンリムーバーと

いう形だったと思うんですが、刺されたところに押しつけて毒液を吸い出す形と。こ

れを常備してそういうような作業に当たっているという話を聞きました。当然、刺さ

れないように防護服をしっかりかぶって少しでも安全に作業をする、これについては、

村民の方が行う場合もしくは役場職員等が行う場合についても、十分留意して行って

いると思っております。 

   ただ、どんなに留意したとしても絶対に刺されないということはないのであれば、

もし職員等が実際に施設等を行う場合については、こういうようなものを実際に携行

して行うとか、あと、今現在、学校のほうとかについては、野外活動をする場合につ

いては、場合によっては必要性があるということで、救急箱というかそういうセット

のほうに入っているとかと伺いますので、これの活用も図ってもいいのかなとちょっ

と考えております。 

   では、今、危険度の高いもの、実際に高い位置にあって取りにくいとかというもの

については、今現在把握していないということだったんですが、そういう事例はなか

ったということなんですが、そういうものも含めた場合について、職員等が行うだけ

ではなくて、場合によっては専門業者による駆除も必要になってくるのではないかと。

先ほど申しましたように、場所が非常に手の届かない、はしご等をかけないととれな

い場所にあるとか、もしくは蜂の種類によっては非常に危険があるのであれば、これ

はもう専門家に任せたほうがいいんではないかと考える部分もあります。そこも含め

てマニュアルの必要性について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えいたします。 

   確かに場所によっては、作業行為そのものが危険だというようなものもございます。

なおかつ、蜂に刺される危険もあるというようなことですので、そういった部分では、

何メーター以上とかということではなくて、当面協議の中で、これは危険を伴うので

専門業者に依頼したほうがいいだろうというようなそういう部分はあろうかと思いま

すので、マニュアル化についてはどういったマニュアルがいいのかということも含め

まして、検討させていただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） 実際、職員が行うか、もしくは住民の方が行うかによってもちょっ

と違うと思うんですが、職員が行う場合、今現在までに実際に危険等が考えられて業

者等が行ったような例が最近あるかどうか。先ほどで言うと、そういうものはなかっ

たというお話ですが、もう一度確認したいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えいたします。 

   現在までにそういった事例はございません。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 
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○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   大玉村の内部における村民も含め、もしくは役場職員も含めて、安全を守るという

意味では、最終責任者である村長のほうに学校、公民館、役場等で、もし先ほど言っ

たように、蜂の種類とか場所なども含めて安全が担保できないと考える場合について、

費用等もあるとは思うんですが、そういう場合についてはやはり専門業者に安全な駆

除をやってもらったほうがいいのかという考えもありますので、そういうことも含め

て、今後どのような対応というか、蜂についてどういうふうに考えるかを伺いたいと

思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   本宮市の場合には、本宮市内に専門業者が１社、郡山市に２社あるということで、

本宮市は一切対応していない、その業者を紹介すると。大玉村は親切ですので、機械

を貸したり、高齢者なんかで自分でできないという判断をした場合は、職員が行って

対応しているというのが現状でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） 他の市町村に比べて、より住民に近い対応をしているという回答を

いただきました。 

   最後に、村長の２期目の出発に当たり、よりよい大玉村をつくるため、例えば１区、

２区、３区とか順番にこだわらずに、地域懇談会の実施などを通して、村民の意見を

よく取り入れ、職員の提案等も取り入れていただきまして、よりよい大玉村をつくる

出発点になることをお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、４番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。ここで休憩の

ため暫時休議いたします。再開は午後２時４５分といたします。 

（午後２時２８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時４５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １番佐原佐百合君より通告ありました「生涯学習事業を通した人材

育成について」ほか１件の質問を許します。１番。 

○１番（佐原佐百合） １番佐原佐百合です。議長の許可を得ましたので、さきに通告し

てあります２件について一般質問を行います。 

   まず初めに、一言申し上げます。このたび、私、佐原佐百合は村民の皆様のご支援

によりまして、初めて村政に、そしてこの場に立たせていただくことになりました。

女性として、母として、仕事を持つ人として、今までの経験や視点を生かし、大玉村

が笑顔で元気な村であり続けるような施策、また、より多くの村民が大玉村のことに
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関心が持てるような環境づくりを目指し、村民の代表として村民の声や心を村政に反

映させるように頑張りたいと思っております。 

   では、質問に入らせていただきます。 

   まず、１件目の質問です。生涯学習を通した人材育成について質問させていただき

ます。子育て支援や高齢者支援についてはよく耳にしておりますので、その間の世代

に焦点を当てて私のほうは質問をさせていただきます。 

   近代グローバル化が進み、経済社会の大きな変動の中で、忙しさの余り、大玉のさ

まざまな取り組みに興味や関心があっても、なかなか参加するきっかけがつくれない

子育てをしている女性や仕事をしている人、あとこれから定年を間近に迎える人、そ

んな方がいらっしゃると思います。 

   私もついこの間の６月までは、本当に村政に、ごめんなさい、関心がない一人でし

た。村長選をきっかけに、家庭に一戸一戸配布される政策・施策を見て、あれ、これ

ってちゃんと聞かなきゃわからないんじゃないというそこがきっかけで、今回、急遽

こういう立場になってしまいましたと言ったらおかしいんですが、ならせていただき

ました。特に、村外で仕事をしている人たちに、大玉村に関心あると聞くと、村にい

ないから村のことはよくわからないとか、昼間仕事をしているから特に不満はないし、

大玉村平和だしとか、あとは定年後何したらいいのかななんていう声を聞きます。も

し、その村民一人一人が生き生きと大玉村に積極的にかかわることができたら、さら

に地域づくりの発展につながると私は考えます。 

   そんな若い世代の人が、まずは身近に地域とかかわれるとしたら、自分でできるこ

ともしくは知っていることをお互いに教え合う、例えば隣のおばちゃんに、私はパソ

コン教えるから、じゃ、おばちゃんは私に着物の着つけを教えてとか、何かまた興味

や関心があれば自分が勉強して教えるだったり、あそこにあれ知っている人がいるか

ら、ちょっと連れて来てみんなに教えたいんだけどというようなことがあるような気

がします。そんな仕組みや場所があれば、もっと元気な大玉村になるんじゃないかな

と私は考えました。そんなことを考えながら、先ほども言いましたが、急遽、村長選

のおかげで村政に関心を持たせていただいたというそんないきさつがあります。 

   そして、議員になって久しぶりに見た気がします。大玉村教育委員会が出している

「大玉の教育」というのを見させていただきました。実は私、平成２２年というのも

持っていて、全然そのときは見ていなかった気がします。今回、中をざっと見させて

いただいたときに、たまたま今ある生涯学習事業を見て、これに何かプラスしたらも

っともっと何かいいことができるんじゃないか、もっともっと教育委員会が掲げてい

る自主学習を支援するということができるんじゃないかなと思って考えました。 

   そこで、最初に目をつけたのが自主学習グループ育成・支援事業「ふれあいセミナ

ー」についてです。そこについて、まず質問させていただきます。 

   これを見ましたら、村内に住んでいる人、あとは勤めている人の成人ただし年齢、

性別に関係なくグループ、友達とか近所の人が１グループ５人以上で構成し、計画的

な自主活動をできるグループを支援しますと言っています。今後何か工夫をすれば、
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先ほども申し上げましたが、発展のあるとてもよい事業だと私は考えます。この「ふ

れあいセミナー」をもっと活発な活動にするためには、当たり前のことかもしれませ

んが、まずはもっと村民の皆さんに知ってもらわなければいけないんじゃないかと考

えます。特に、若い人たちをうまく巻き込めるのではないかとも考えました。私はこ

の事業を広める意味で質問させていただきます。 

   まず１つ、教育委員会としてどういう位置づけなのか、村長、教育長に伺います。

すみません、書き取りがなかなかできないので、ゆっくり答弁をお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   「ふれあいセミナー」について、教育委員会としてどのような位置づけの事業なの

かというご質問でございます。 

   本事業につきましては、今ほど議員ご質問のように、自主学習を支援し、生涯学習

の促進、これを目的とした位置づけの事業でございます。概要につきましては、今ほ

どございましたように、村内在住、在勤の成人、年齢、性別の制限はないということ

で、近所や友人で５人以上で構成されたグループの方々に、自分たちでこの事業を計

画あるいは実施をしていただくということに対して、支援を行っている事業でござい

ます。 

   学習の内容につきましては、計画の中に役場の各課の施策、これらを紹介するよう

なメニューを設けまして、そこから選択をしていただいて村について学んでいただい

たり、自分たちが企画する、先ほどお話のありました、こういうことを勉強してみた

い、そういうふうな講師に対して１団体２回まで講師謝礼を支出をさせていただく、

それから体育施設等も利用いただくために、村民プールやテニスコート、これらも団

体１回無料で使用することができるというふうな内容。それから、それぞれの団体で

こういうことをやりたいんだけれども、誰か講師いませんかとか、こういった内容を

やりたいんだけれども、何かいい知恵ありませんかというふうな、そういうふうなこ

とに対しての相談に応じるというふうな形で支援を行っているところでございます。 

   自主的に学ぶという生涯学習の柱になる事業であります。グループの育成、支援と

いうことで現在も行っておりまして、今後も継続して行ってまいりたいというふうに

考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） さまざまな事業内容が盛りだくさんに、役場の施策のメニューが

あったり、自分たちが企画し講師に対して謝礼を払っていただけたり、体育施設を無

料に使えたり、誰か講師がいませんかと言えばそれも対応してくださる、何かいい知

恵がありませんかと聞かれれば対応してくださる、こんなにたくさんいい内容にもか

かわらず、成果報告を見させていただいたら、２８年度は７グループ、６４名の方が

活動を行っていたようなんですが、差し支えなければ今までの活動状況と推移につい

ても伺ってもよろしいでしょうか。 
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○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（溝井久美子） １番議員さんにお答えいたします。 

   平成１５年度までは、事業名を「地区婦人学級」として実施していました。平成

１６年度から、近所、友人との地域でのつながりや、平成１１年に制定されました男

女共同参画社会基本法の理念を生かすべく、男性の参加や、地区を越えて友人同士で

のグループ活動もできるように、事業名を「ふれあいセミナー」として現在に至って

おります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 今、平成１６年からでよろしかったですか、グループ名が変わっ

たということで、男性の参加が入ったというご報告があったんですが、今までの活動

の中で７グループあるんですが、男性の加入というのはあるんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   現在７グループございますけれども、男性のグループというのは現在ございません。

地区によっては、その事業によって男性が参加したりというふうな事例はございます

けれども、男性のみのグループというのは現在、実例がございません。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 男性だけのグループはないということなのですが、今、男性がま

ざったりというのはあるということで聞けたのですが、それで間違いないでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   現在活動されている１つのグループですけれども、活動事業の中で、例えば通常い

つものメンバーということではなくて、この講座のときには男性も一緒に参加してと

いうふうな形で男性が参加しているという報告は受けてございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   男性がそうやってたまにでもいいので、参加できるというのはなかなかないことだ

と思うので、これはすごく逆にまた男性をうまくどう引き込むかというのに、やっぱ

りいい事業なんだなと思いました。 

   多分、先ほど述べられてはいなかったんですが、概要の中に、グループメンバーが

講師になる場合は講師謝礼は支払いませんとなっているんですが、グループの中で、

自分が講師になってやっていらっしゃる方はいらっしゃるんですか。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんに再度お答えをいたします。 

   現在の状況の中で、今ほど申されましたように、自分のグループの中に所属される

方が講師になる場合には、講師謝礼の支払いの対象とはいたしませんというふうな形

で行っております。活動の中で、そのような形でグループの中の方が講師になってと
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いう事例もございます。現在では、１グループ、２グループほどでそのような事例も

ございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   資料の中に交流会の支援ということもあったのですが、交流会というとお茶会とか

新年会とかそういうことですか。それに対してはどういう支援をしている、支援には

ならないのかなとは思うんですが、ごめんなさい、厳しい質問で。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   その中の交流に対する支援というのは、議員ご指摘のように行っているところでは

ございません。ただ、グループにおいては、花見であったりだとか、新年会であった

りだとかそういったグループそのものの交流、親睦を図る事業というものも行われて

おりますけれども、それらに対する直接的な支援というものは行ってはございません。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ちょっと答えにくい質問にありがとうございました。 

   というように、私の中ではこの「ふれあいセミナー」ってとてもすごくいい事業だ

なと思っております。ただ、私自身、先ほども言いましたが、今回改めてこれを見て

知ることができました。それで、私の周りの皆さんにも「ふれあいセミナー」って知

ってるとか聞くんですけれども、まずはほとんどの方が知らないと答えております。

中身を話していくと、ああそんな名前のこと聞いたことあったかもみたいな感じで言

う人もいました。もし、これが先ほど言った、自主的に学ぶ生涯学習の柱としている

のであれば、広報回数をふやすとか、今進んでいるＳＮＳを通じた情報発信も必要に

なってくるのではないかと思われるのですが、この事業をどう周知しているのか伺い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（溝井久美子） １番議員さんにお答えいたします。 

   本事業は、自ら学ぶ生涯学習の理念にかなった事業でありますので、村広報誌、ホ

ームページ等、さらには各種研修会や講習会の機会に積極的に周知を図ってまいりま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 図ってまいりますということは、今後どんどん広報活動を頑張っ

ていただけるということで、私のほうも口コミで協力させていただきたいと思います。

ぜひ、いろんなグループがふえるといいなと思っております。 

   それで、この「ふれあいセミナー」なんですが、初めにも言いましたが、私は子育

て中の女性や働き盛りの人、間もなく定年を迎える村民、プラス新しく移住された方

にも、大玉村のさまざまな取り組みに興味があって関心があっても参加できないとい

う、村のことはよくわからないをなくすために、いつも多分若い子たちも友達同士で
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は集まっていると思うんですね。お母さんたちも、私たちも集まってはいます。もし、

この情報が流れて、やってみようと思ったら、まず手続に来る、役場に書類をもらい

に来る、内容を見て交渉するということになれば、何かこの村の事業を一つ入れるこ

とで、村民がちょっとつながったという気になれるんじゃないかなと思いました。な

ので、これがなぜ７グループ以上、年齢をちょっと聞かなかったんですけれども、も

し若いグループがここに入った場合、どういう内容だったら若者が食いつくんだろう

なとか、そういうところも考えていただけたら、すごく若い人と村がつながるとても

いい事業だと思うんですが、どのようにお考えなのかお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどご質問のありました、若い年齢層あるいは子育て世代の皆さん、そういった

方々にも興味、関心を持っていただけるような内容、これは今役場の中の事業ですと、

各課の施策に対する、例えば説明ですとか、それから健康づくりに関しましては食事

の塩分の考え方とか、そういった内容の部分が多うございますが、これらの中身につ

いても、こういったことだったら聞いてみようかなというふうな部分、また村政予算

なり、振興計画などというふうなテーマもございますけれども、よりわかりやすく説

明するようなそういったことも選択メニューの中で検討してまいりたいというふうに

考えてございます。 

   もとより、自分たちで、グループの中で企画して講師を選んでというのは、自分た

ちの発想でやっていただいて結構な部分でありますので、こんなことはできないのか

な、そういうことではなくて、どんどん相談をしていただければ、それらに関しても

支援をしながらグループ育成というふうな部分につなげていければいいなというふう

に考えております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 自分たちで講師を選んで何か自主的にやっていけることに対して

相談していただけるということで、きっと若い人たちって難しいとは思うんですけれ

ども、頑張っていいものにしていっていただきたいと思います。 

   現在、学習場所は公民館や集会所になっているんですが、私がちょっと考えたのは、

地域では、なかなかかかわりたくない、このグループには入りたくないという人もい

ると思います。ＰＬＡＮＴ－５、今１２時まで営業していますが、５時過ぎるとあそ

このふれあいサロンみたいなところが閉まってしまったり、大玉村の情報発信のブー

スがあったりするんですが、ＰＬＡＮＴさんでやっているので、なかなかそこの会議

は難しいと思うんですけれども、そこで仕事帰りの人とか、買い物に来ている人とか

というふうに、「ふれあいセミナー」を情報発信するスペース、やっているところに、

なかなかかかわりたくない人たちが入って、やっているところを見て、ちょっと関心

を持ってきていただいたら、実はここの地区でもこういうこと、グループありますよ

とか、何か情報発信ができるんではないか。もしくは直売所、これからレストランと

かできると思いますので、ただ物を売るだけではなくて、人を売るわけではないです
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けれども、大玉村のそういう事業をそこでちょっとやって、お試し的な、例えば、引

っ越してきた人なんかも、まずグループには入れないと思うので、そこで１回きっか

けづくりをしていただいて、各地区でグループをつくってもらう。もしくはもともと

あるところに入ってもらうなんていうことも考えてみたのですが、教育委員会として

公民館や集会所以外の場所も活動、私は思うんですが、教育委員会としてはどうお考

えですか。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（溝井久美子） １番議員さんにお答えいたします。 

   事業主体であります各グループが、学習内容によって場所は選定していただいてお

ります。村としまして活動場所を制限してはおりません。今後も、グループの目的や

内容に応じて選定していただければと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） では、将来的だと思うのですが、私が提案したＰＬＡＮＴ－５、

直売所のほうもちょっと頭の片隅に入れていただければなと思います。 

   今は、成人の方を対象に「ふれあいセミナー」を行っているのですが、先ほど一番

最初の質問のときにも、村長のほうから高齢者の集まる場所をなんていうお話もあっ

たんですが、世代間交流、また違った事業になってしまうのかもしれないんですけれ

ども、世代間で交流が、お互いに教え合うということもあると、世代間交流にもつな

がるのかなと思うんですが、この事業に対して今後どのように展開し、効果を見込ん

でいるのかをお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １番議員さんにお答えします。 

   答弁の前に御礼を申し上げたいと思いますが、今回初めてのご質問というようなこ

とで、村政各般に対して多分、質したいことがたくさんあったと思うんですけれども、

教育委員会に特化して質問いただきましたこと、しかも積極的なご提言をいただきま

したこと、本当に御礼申し上げます。ありがとうございます。 

   この事業のこれからというようなことなんですけれども、部長、課長のほうといろ

いろやりとりしていたような中で、１番議員さんからたくさんのことを提言いただき

ました。実は、大玉の教育を考えるときに幾つかの柱があるんですけれども、一つは

学びの還元と循環という言葉を使っています。これは生涯学習の理念は、実は平成

１８年に教育の憲法と言われます教育基本法が改正されたんですよね。それまでは、

生涯学習というようなことが教育基本法にうたっていなかったんですけれども、この

とき初めて第３条の中に生涯学習の理念というような形で入りました。それは、生涯

にわたって学ぶということの大切さ、そういうことに対する学習の機会を提供する、

行政側なんですけれども、そういったことで大事にしていきましょうというようなこ

となんですけれども、今回ご質問いただいたことは、まさにその理念にかなったこと

なのかなと、そんなふうに思っております。 
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   ですから、今いただいたようなことをもとにしながら、いろんな面でメリットとい

うのがあると思いますので、もっともっと情報発信をしながら、それから活動してい

ただいている方々の学ぶことの楽しさ、よさ、そういったことをいろいろといただき

ながら、それを発信していって、生涯学習を推進する柱の一つにして大切にしていき

たいとも思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 教育長から、ありがとうございます。 

   生涯学習が大玉の教育には大切なものだなというのを改めて感じました。 

   次の質問に入ります。 

   「ふれあいセミナー」同様、「大玉村の教育」を見て知ったんですが、大玉広報に

も掲載されていたと思うんですけれども、年に１回、関心がないと見落としてしまう

事業であったのですが、この事業悪いと言っているわけではなくて、もしかしたら支

援する仕組みを少し変えたり、職員さんが手をかけずに済む方法があるんであったら、

パソコン相談室がもっとよりよくなるんではないかなという質問をさせていただきま

す。 

   パソコン相談室は、パソコン教室から変わったと聞いております。受講者の中のレ

ベルの差があるということで相談室に変わった、１時間予約制ということで、１月か

ら３月までというふうに聞いているんですが、間違いないでしょうか。プラス、今ま

での利用状況についてお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんのご質問にお答えをいたします。 

   パソコンの相談室でありますけれども、議員ご指摘のように、前に行いましたパソ

コン教室、これの補完する、フォローアップというふうな意味合いで相談をお受けし

ますというふうな形での事業でございます。これにつきましては、具体的に相談をお

受けしてということではなくて、困ったときにここに聞いていただければ、パソコン

についてある程度こちらが対応できるものについてはお教えしますよというふうな趣

旨で行っているものでありまして、例年、中高年の方、今パソコンは逆に中高年の方

が相談の主流になっておりまして、毎年５、６人の方が相談においでになるというふ

うなのが現状でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ということで、中高年の方を中心に、毎年５、６人の方が利用さ

れているということですね。総務省の平成２８年度の情報通信白書によると、

２０１０年度に出現したスマートフォンやタブレット型の情報通信端末の保有率が急

増し、福島県の２０１５年末の端末利用率は７９％、うちパソコンは４５．８％、ス

マートフォンは４７．２％と、さらにスマートフォンの利用が多くなってきています。 

   そこで、スマートフォンとかタブレットの関心や利用もふえていると思うんですが、

村民からそういった問い合わせとかはないですか。伺います。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（溝井久美子） １番議員さんにお答えいたします。 

   現在のところ、教室開催の要望はありません。今後、村民の方からニーズに応じて

検討してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） これからも情報発信という意味では必要になってくるとは思いま

す。先ほど、毎年５、６名の方が利用されているということなんですが、ワード、エ

クセル、インターネット、メールというのは、１時間では覚えられないような気がし

ます。 

   ですので、やはりこれはパソコン教室の自主的な学習を本人にしていただかないと、

覚えるというのは難しいと思います。例えば、パソコンを紹介するとか、また別な形

になってしまうのかなと思います。それから、タブレットとかスマートフォンについ

ては地域のショップにお願いすると、４、５人派遣してくれるんですね、教えに、

２時間でも、２時間半でも。そういうのを講習会としてやるのか、そこのお店に行っ

てくださいと言うのがあるかわかりませんが、そうやってもうちょっと情報を収集し

て村民の方に提供する、もしくは、これはかなりハードルが高いと思うんですが、地

域の若者が教えられる範囲、多分きっと、スイッチがどこ、あと、このアプリは何と

か簡単なものだと思うんです。中身ではないと思うので、もしかしたら若者が周りの

人に教えられる程度のテキストをつくっていただいて、そういう若い人たちを育成す

るということもどうなのかなと思いまして、パソコンやスマートフォンなどについて

必要最低限の操作方法であれば、村民同士で教え合えることもできるのではないかと

思うんですが、この事業について今後どういうふうな展開、パソコン相談室について

今後はどのような展開を考えているかお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   確かに、ワード、エクセル、インターネット、メール、１時間ではなかなかという

ことですけれども、現状においては、例えばどこがわからないのかというところを明

らかにしていただいて対処しているというふうなところが現状でございます。 

   また、タブレット、それからスマートフォンについては、やはりそれだけの関心を

持ってお持ちになるという方、あるいはそれぞれの通信事業者のサポートがかなり充

実しておりますので、現時点においては、そういった教室開催等の要望が来ていない

のかなというふうには捉えてございます。 

   今後そのような要望がございましたらば、例えば、今ほど申し上げました通信事業

者との連携ですとか、若い世代が教え合うということもすばらしいご提言だと思いま

すので、その辺も含めてニーズに応じた展開を考えていきたいというふうに思ってお

ります。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 
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○１番（佐原佐百合） 情報発信はきっとこれから大切になってくると思います。次世代

に合った支援方法について挑戦してほしいと思っております。 

   次に、生涯学習事業等を通した人材育成について最後の質問になります。 

   生涯学習事業に対して、毎年学識経験者から意見をいただいているようなのですが、

その中でも、改善提案についてどのように進めているのかを伺います。 

   ２７年、２８年の資料がホームページ上で公開されていたので、生涯学習課の取り

組みに対する学識経験者の意見ということで、一部抜粋なんですが、時間もないので、

「世代交流、次世代の人材育成は喫緊の課題である」、２８年度も「昨年度の改善提

案に盛り込んだ世代交代は喫緊の課題である」と２年連続提言されております。この

ことについて、どのように今後進めて、どのように今進めているのかを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １番議員さんに再度お答えいたします。 

   大玉村では毎年、今ご指摘ありましたように、大玉村教育委員会の権限に属する事

務の管理及び執行状況の点検及び評価について、専門家の方から評価をいただいてお

ります。それは、次の年の事業推進、改善に役立てております。今ご指摘ありました

ところ、まさしくそのとおりの中身でありまして、さまざまな取り組みをしておりま

す。一つは、まずはいろんな事業をやっているんですけれども、その事業が魅力ある

事業になるようにというようなことで、事業をした後、参加者から反省や改善点、そ

ういったことをいただいて、それを次の年に極力生かすような努力、それから、ちょ

っと今お話伺って課題なのかなと思ったのは、広報活動というようなことをもう少し

やっていくことが大事なのかなというふうに思っています。これは、今も広報紙等で

やっているんですけれども、もう少し、見ていただいて、読んでいただいた方の目に

とまるようなそういった書き方の工夫なんかも含めて、そこは改善を図っていきたい

なとそんなふうに思っております。 

   それから、世代交代、そして次世代の人材育成ということなんですけれども、私、

非常に感心していることがありまして、その一つが、毎年大玉でやっております大玉

村の成人式、その後行っています成人祭があるんですけれども、その成人祭が非常に

世代交代というようなことも含めて、そして交流の場として、あるいはまた今求めら

れております新しい物事をつくっていくというようなこと、あるいはまた郷土に対す

る関心を高めていただく、そういった意味で非常に創造的な活動だというふうに思っ

ています。そういった活動を積極的に奨励していって、あるいはまたそこに入ってく

る、実行委員という形で組織しているんですけれども、実行委員の数をこれは口コミ

になると思うんですけれども、ふやしていくような、そういう活動をしていくことが

この課題を解決する一つの道なのかなとそんなふうに思っております。 

   それから、大玉村で、これは社会教育、生涯学習関係、さまざまな委員の方々にお

願いをして活動をしていただいております、その人たちの参加を得て意見をいただき

ながら。その一つ、大玉の今の教育を推進しておりますコミュニティ・スクール委員

会というのがありまして、今年２５名の委員さんに参加していただいておりますけれ
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ども、任期は２年なんですけれども、２３年度から始まって今年７年目になりますけ

れども。最初から入っていただいている方ももちろんいます。それから、充て職で入

っていただいている方もありますが、できるだけ、先ほどの課題等を解決するために、

いろんな視点から人選をしながら今の課題を解決、改善をするような、そんなことに

留意しながら進めております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ぜひ、その先ほど教育長がおっしゃった成人祭、成人式をやって

いる実行委員のメンバーが、そのままずっと次、大玉を引っ張っていってくれるよう

な、引きとめておけるような、何かそんな策もとっていただければと思います。 

   執行機関の皆様には、いつでも、どこでも、誰でも学び合える生涯学習を目指し、

生涯学習事業を通して村民を支援し、人材育成に努めるようお願いしたいと思います。 

   次に、２件目の質問に入ります。子どもたちの国内外交流活動についてです。 

   国内外の国際理解を深めるために、大玉村の小中学生に対して、教育委員会でどの

ような国内外交流活動をしているのか伺います。 

   台湾と美浦村との交流は、政策推進課の事業なのですが、子どもがいない家庭とか、

村民からすると中学生が対象になっているので、教育委員会の事業のように見えてい

ます。特に、台湾の交流では、実際に台湾に行った子どもたちも、行かなかった子ど

もたちも、平等に学校の中では勉強や交流をしているのだろうと思っておりますが、

実際のところ、台湾や美浦村とのかかわりで交流する中学２年生以外の子どもたちへ

の対応はどのように行っているのかお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   台湾それから美浦村とのかかわり、これは子どもたちにとって異文化理解、それか

ら郷土理解を図るというふうな点におきまして、大変効果的な活動であるというふう

に捉えてございます。 

   ご指摘のように、台湾訪問につきましては、友好の翼の事業ということであります

ので、希望した生徒ということになりますが、交流活動を行うに際しましては、この

対象が特定の学年あるいは個人に偏るということをできるだけ少なくするために、今

年２月に台湾の大竹国民中学の生徒が来日した際には、１、２学年の全体で交流を図

ったり、それから手紙の交換をするというふうな形で、より多くの生徒が交流できる

ような配慮をしてきたところでございます。 

   また、今年２月に予定しております姉妹校締結であります。台湾の大竹国民中学の

今年度の友好の翼訪問につきましては、例年７月に行っておりましたこの実施時期、

これを先方の大竹国民中学の授業日に設定するというふうなことで、先方の中学との

より多くの生徒との交流が図られるような形も考えてございます。 

   また、今後、美浦村との交流におきましては、現在、美浦村から中学校のほうに、

こちらに訪問を受けるというふうな形で交流を行っておりますけれども、これを相互
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訪問というふうな機会を実現をすることによりまして、さらなる交流が図れるように、

この交流が全体に広がるような形での実施を検討してまいりたいというふうに考えて

ございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） では、台湾とかに行かなかった子たち以外にも、きちんとやられ

ているということで理解してよろしいでしょうか。 

   次、現在、大玉村では外国人講師との交流の中で英語を学んだり、お互いの文化の

違いなどを理解する授業が行われていると思います。これからは英語圏ではなく、ほ

かの国とのことも理解して、グローバル社会で活躍できる人材育成が大切だと思いま

す。興味がある子もない子も、全員が受けられるという意味で小中学校の教育課程の

中で、何か行われている活動があるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １番議員さんにお答えいたします。 

   今、ご質問にもありましたように、これからの世の中、まさにグローバル化社会の

到来というようなことで、それに見合った、そういった社会に生き抜く子どもたちを

どう育成するかというようなことが大きな課題になっております。 

   今現在、小学校、中学校、特定の教科とか領域とかではなくて、学校教育全体とし

て教育課程の中というのは学校教育の中という意味なんですけれども、そこでさまざ

まな活動を行っています。それはどういうことかと言いますと、これからの社会、ま

ずはひとり立ちできる子どもを育てること、それからもう一つは共生社会、人と一緒

にかかわっていける社会、それから、新しいことをどんどん取り入れていくという、

そういったことが今、特に求められているんですけれども、国際理解交流に関しまし

ては、そういったことを培うという意味でさまざまな取り組みをしております。 

   小学校で言いますと、例えば外国語活動というのがあります。今度これが５、６年

生の教科の中に入ってくるんですけれども、ＡＬＴを頼みまして、そこでさまざまな

活動を通して外国語を学びながら異文化を理解していくと。中学校も同じく、１人の

ＡＬＴを中学校のほうに配置しまして、積極的な交流を行っています。 

   それから、心の問題と言ったらいいんでしょうか、国際理解がなぜ必要か。異なる

人たちと一緒にすることはなぜ必要かということにつきましては、例えば道徳の時間

に、国際理解、国際交流というようなそういうことを指導する時間がありまして、そ

の時間の中で子どもたちの発達段階に応じて、例えば低学年で言うと、異なる人がい

ることを知ると。異なる人と仲よくしていく、あるいは異なる人と今度は積極的にか

かわっていくためには自分はどうしたらいいかみたいな、そういったことを学校の中

で指導していきながら、異文化理解に努めております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 今、教育長がおっしゃった道徳の時間に、異なる人がいるという
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授業をしていらっしゃると言ったんですが、これは先生がやっていらっしゃるんです

か。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 道徳の時間は、原則的には学級担任なんです。なぜかと言うと、

子どもを一番理解しているのが学級担任であろうということで、ただそれが今、教科

になるというようなことで、ちょうど今、そういうことで大きな課題になっています

が、道徳教育をどう推進するかというのは大きな課題なんですけれども、その中の一

つが、その国際交流、異文化理解だと、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 先生がやっているからいい、悪いではないんですが、今、多分忙

しいと思うので、先生にお願いしなくても何かできる方法があるんじゃないかと思っ

ていて、大玉村の近くには、ＪＩＣＡ、青年海外協力隊とか、福島県国際交流協会で

は参加型の国際理解出張講座を実施しています。また、福島県の生活環境部の国際課

の福島県の国際化の現状ということで、これはホームページからとればわかるんです

が、報告が上がっております。その中に、各近隣の市や町で、小中学校に対して異文

化の機会をふやし、国際理解を深める事業をたくさんしているんですね。なので、ぜ

ひ私としては、若い世代に対して、今言われた環境や貧困など世界規模の課題やさま

ざまな価値観を持つ人々とのコミュニケーション、異文化適応などについて学ぶ機会

を提供するためには利用すべきではないかと考えております。 

   大玉村のビジョンの基本目標に「世界とつながる人間の育成」とありますが、教育

課程において、つまり全ての子どもたちが受けられる教育として、今後の展開をどう

考えているのか、村長、教育長にお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １番議員さんにお答えいたします。 

   今、１番議員さんが指摘されたような中身につきましては、道徳の時間というのは、

さまざまな活動をやったものを１時間の中に、専門的な言葉で言うと、補充、深化、

統合と言うんですけれども、それをきょうはこの国際理解について学ぶ、いろんな体

験があるんですけれども、その体験というのは一つの価値ではないんですよね。いろ

んな価値がこもっていますから、そこから取り出してやっていくというのが道徳の時

間ぐらいです。ですから、さまざまな交流の機会というのは学校教育全体を通して、

ただ、これからの教育課程が非常に厳しくというか内容的に多くなってきますから、

どこまでできるかというのは学校とこれから詰めていく中身なんですけれども、非常

に重要なことだというふうには思っています。 

   ですから、時間的に言えば、総合の時間というのがあるんですけれども、そういっ

た中でやっていく、あるいは特別活動の学校行事等でやっていくというようなことが

考えられますけれども、どこまで可能か、それは先ほどお話ありましたように、大玉

村の基本目標と照らしたときに大事な視点だというふうに思いますので、そこは検討

していきたいとそんなふうに思っております。 
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   それから、今の質問なんですけれども「大玉に学び世界とつながる人間の育成」、

これが大玉村の基本目標であります。これは平成２３年、あの大震災の起こる前に、

１０年間の教育の基本計画をつくっていくときに定めた基本目標だというふうに理解

しております。その後、大震災があって２８年度から、５年が過ぎましたので後期目

標というようなことで目標を新たにつくり直したんですけれども、この基本目標はこ

れからますます大事になってくるだろうというようなことで、それを踏襲して今に至

っています。 

   その中に、具体的に５つの人間像というようなことを定めています。お話し申し上

げますと、先ほどの話とかかわってくるんですけれども、「ともに支え合い自尊心を

持った人」、これは別な言葉で言うと、自分を愛し、人を愛するという、まさに共生、

そして自立というものの基本になってくると思います。それから、「未来を切り開く

力を持った人」、これは、確かな学力を身につけて、そしてまた積極的に学び続けて

いくというそういう意志、そういったことを育てていく。それから、「諦めない強い

心と健康な体を持った人」、これは、夢や生きがいを持って健康で生き生きと暮らす

人といったことの基礎を養っていくということです。それから、「共生の心を持った

人」、まさに、今とかかわってくるんですけれども、さまざまな人と適切にコミュニ

ケーションをとることができて思いやりを持って接することができる人、自然を大切

にできる人、男女共生社会の実現を目指す人、それからもう一つは、「社会性、市民

性を持った人」、社会的な批判を重んじ、社会をよくするために積極的に行動するこ

とができる人、こういったことを学校教育の中でこれから培っていくというようなこ

と、これが基本目標です。 

   このことは、実は今、国のほうで、これからほぼ１０年なんですけれども、国の教

育のあり方というようなことについて、どうしていったらいいかというようなことに

ついて答申が出されました。専門用語で言いますと、学習指導要領と言うんですけれ

ども、幼稚園の教育要領、それから小学校、中学校の学習指導要領、それが告示にな

りました。今年は周知期間なんです。そこの中で大きく変わったことというのは、ず

っと教育、いろいろ中身によってさまざまな視点から捉えておったんですけれども、

幼稚園も、小学校も、中学校も、評価もあわせて３つの柱でずっと貫いていきましょ

うというふうになっています。一つは、今までも言われていましたように、知識、技

能、知識理解です、要するに、読み書き計算と言ったらいいんでしょうか、それが単

なる読み書き計算ではなくて、生きて働くというものを求めています。 

   それから今度は、未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力という言葉を

使っています。非常に、社会の先行きがわからないんで、どんな場面に遭遇するかわ

からないんですけれども、そういったときに、自分の中で考えていく力、そういった

ことを求めています。 

   それから、非常に今回強調されている特徴的なのが、学びを人生や社会に生かそう

とする、学びに向かう力という言葉を使っているんですけれども、今までこういう言

葉を使ったことはないです。学びに向かう力、それから人間性というような、そうい



 

- 80 - 

 

う人間的な部分も非常に強調しているというようなことなんです。それを学校だけじ

ゃなくて、地域、保護者はもちろんなんですけれども、保護者や地域と一緒にそれを

つくっていくというようなことを、これからの学校教育では進めていきたいというよ

うなこと。社会に開かれた教育課程と言っているんですけれども、そういったことを

国はこれから進めようとしています。実はこのことは、大玉村がこれまで進めてきた

教育のあり方、施策と非常に方向性が一致しています。ですから、今までやってきた

大玉の教育、これをさらに強力に推進していくこと、地域とともにこう歩んでいく学

校づくりを通してこれが可能になるのかなというふうに、そんなふうに思っています。 

   そんなことを通しながら、大玉村の基本理念であります「大玉に学び、世界とつな

がる人間の育成」、そんなことに努めてまいりたいと、そんなふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 今、教育長から説明を受けて、世界とつながる人間の育成という

のが、より深いものなんだなということを改めて感じました。もうちょっと私のほう

も勉強しなくてはいけないと思います。せっかく村長と言ったので、村長のほうもご

質問に答えていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 教育委員会のほうに教育は任せてありますので、専決事項なので。 

   一般的には、この基本目標については、教育長時代に最初につくった目標ですので、

グローバル社会にしっかりと生き抜くことのできる子どもの育成、村内に残って村を

支える、もしくは村外に行って日本を支える、村の中に住みながら日本を支えると。

そして、国際理解をしていくと。既にもう、会社に入っても、どこに行っても、もう

グローバル社会になっていますので、本宮に勤めていても海外に赴任をしたりという

ような状況もたくさんありますし、まず日本だけで完結するということはありません

ので、世界の動きは即、大玉村に影響する時代でもありますので、しっかりと世界に

目を向けてやっていただくと。そのためには、村内で、学校でしっかりと大玉村で学

んでいただくということが目標ですので、それに従ってどういうふうに進めていくか

は、今、教育長が言われたとおり、しっかりと大玉の教育の方向性は間違っていない

ということですので、進めてくれると期待しているところであります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） むちゃ振りありがとうございました。 

   ちょっと余談なんですが、昨年、マチュピチュ村長が来村したときに、役場前で村

長ご一行を歓迎したときに小学生がいたんですね。そのときに、スペイン語で「こん

にちは」は「オラ」だから、「オラ、オラ」とか言ってすごい茶化していたんですけ

れども、いざガヨソ村長がスペイン語でばっと話し始まったら、しんとしてしまった

んですね。それっていうのは私の受けとめ方なんですけれども、初めて聞く言葉に何

か刺激を受けたんだと思うんです。なので、子どもたちへのきっかけづくりではない

かと感じました。なので、子どもたちへのきっかけづくりをこれからも頑張って進め
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ていかれることを強く要望いたします。 

   最後になりますが、今回質問させていただいた２件については、議員としてこれか

らも執行機関の皆様や村民の皆さんと一緒に考えていく覚悟でおります。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

   これで私の質問は終わらせていただきます。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、１番佐原佐百合君の一般質問を打ち切ります。 

   以上で、日程による議事が終了しましたので、本日の会議を散会いたします。 

   ご苦労さまでございました。 

（午後３時３９分） 

 


