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平成２９年第１０回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  平成２９年１２月７日（木曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 佐 原 佐百合   ２番 松 本   昇   ３番 本 多 保 夫 

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 鈴 木 幸 一 

住民福祉部長 菊 地 平一郎 
産業建設部長 
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。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、傍聴に菊地夘一さんほか２名の方々がお見えになっておりま

すので、ご報告申します。 

   また、議会だよりで使用する予定の写真を事務局が撮影いたしますので、ご承知願

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。 

   ５番押山義則君より通告ありました「「地域づくりと人材育成」をテーマとして地

域活動の必要性と行政の取組み、行政支援のあり方を伺う」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、地域づく

りと人材育成をテーマに、さまざまな観点から地域活動の必要性と行政支援のあり

方を問うといった内容で、１２月定例議会の一般質問を展開してまいります。 

   １０年、２０年先を見据えた村づくり、子どもたちが元気に駆け回り、お年寄りが

安心して暮らすことのできる笑顔の絶えない村、これは村長の選挙の際の村民が主

役の村づくりを目指すところの挨拶の一文であります。小さいからこそ、可能な村

のメリットを生かし、住民に日本一近い村政を念頭とした協働によるみんなで支え、

みんなでつくる小さくとも輝く大いなる田舎、大玉村、その実現に向け、着々と村

政執行に取り組んでおられるものと思っております。 

   そこで、地域づくりと人材育成がこれからの村づくりに我々に課せられた大きな仕

事の一つと捉えまして、これまでもどんな形が理想なのか、さまざまな可能性を考

えながら取り組んできたところでございます。 

   さて、私は常々バランスのとれた地域の発展を願いつつ、行政支援がなされるべき

と考えております。そして、訴えてまいりました。大玉村は、大きく東西南北、そ

して安達太良山麓を含めた中山間地区といいますか、５つの地区区分が可能な状況

であります。そのような状況の中、それぞれの地域の特性を生かした地域づくりが

大切と思っております。そして、それぞれの地域にあるふれあいセンター、前村長

の施策で東部、西部、北部に設けられましたふれあいセンターでありますが、それ

ぞれの地域の中で地域づくりの核として中心として、それなりの役割を果たしてい

ると考えております。残念ながら、南部地域と中山間地区にはいまだ未整備であり
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ますが、できるだけ早い整備を願い、地域づくりの拠点として活用されるよう考え

ております。 

   まず、村長にお伺い申し上げます。 

   それぞれのふれあいセンターの意義とか必要性、重要性をどう捉えておられるのか。

前村長が東部、北部、西部と、それぞれのふれあいセンターを名づけた意図、また

設置した目的をどのように理解されておられるのか。村長の教育長時代の施策と理

解いたしますが、そういった内容で、とりあえずどう捉えておられるのか、端的に

伺います。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   ふれあいセンター、私担当して北部ふれあいセンターを自分のときに、そして命名

も北部にあるので、北部ふれあいセンターという、ちょっと安易かもしれませんが、

そういう名前でスタートをしたということで、その後、東部、西部ということで、

南部がないんじゃないかということもありますし、地域的なものがあります。 

   コミュニティセンターの意義というのは、地域の拠点として、その施設をつくって

いただくと。それから、災害等のときに避難所等とか、そういうものになるという

ことも含めて総合的に地域づくりの拠点というふうに考えておりますので、その重

要性も、設置の必要性も十分に認識しているところではございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   それではまず、まだ整備されていない、そういうところのことから伺ってまいりま

す。 

   南部地区、既に何年か前には施設拡充の要望も出ており、村当局とか議会において

も要望案件として採択されているところでありますが、大玉村１区、２区、３区、

４区、それぞれの地区の地域づくり拠点として必要性をさまざまな角度から感じて

おります。 

   村長、今ほどおっしゃいましたが、防災の拠点と。それから、避難施設、そして備

蓄倉庫として、また青少年の交流の場の必要の関連とか、高齢者の安心・安全のた

めの笑いづくりの場ですか、また地域の産業の発展に向けた発信の場として一日も

早い整備を願っているところであります。 

   私、バランスのとれた地域の発展と何度も申し上げておりますが、南部地区のふれ

あいセンターの必要性、まちづくりの拠点として何らかの形で早期に整備に踏み切

るべきと考えております。 

   改めて伺いたいんでありますが、バランスのとれた行政サービスの観点からも整備

を急ぐべきと考えていますが、村長の考えておられる、そういった意味のこういう

内容の整備計画はどのように考えておられるのか伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 



 

- 26 - 

 

   必要性は十分に認識をおりますし、平成２６年３月議会でも議会の中で建設につい

ての採択ということで、それを受けて必要性については十分認識をしております。 

   やはり箱物という部分で、大玉村の自主財源比率が４割を切っている、超したこと

はないわけですけれども、そういう中でやはり経常収支比率の問題もございます。

当然、経常収支比率が伸びる伸びるというようなお話もありますが、住民サービス

をやれば伸びるのは当たり前のことであって、住民サービスはやりなさい、そして

経常収支比率は下げろと、こういう矛盾した要求もあるわけですが、こういうこと

はあり得ないということですので、これからどういうものをつくるかということの

優先順位というか、財政状況等を踏まえますと、まず子育て支援施設をつくらなき

ゃいけないなということがございます。そういうことも含めて幼稚園の３年保育で

園舎を建設をして、予算を充当しておりますし、そういう形でいきますと、財源の

有利な財源をやはり見つけて、それから整備をしたいということに気持ちには変わ

りはございませんし、南部ふれあいセンターの必要性についても十分に認識をして

おりますが、当面そういう状況の中で改善センターが３区にありますので、改善セ

ンターを地区のそういう集会施設としても十分に機能しているんじゃないというふ

うに考えていますので、今の状況の中で、もう少し時間をいただければというふう

に考えております。必要性は十分に認識しておりますので、それについては、建設

については引き続き検討してまいりしたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございます。 

   子育て支援、それから大玉村、幼稚園３年保育に踏み切りましたから、その施設に

お金がかかるのは当然で、もちろん財政的な問題が一番ネックだと思っております。 

   それから、やはり何となく東部、北部、西部と、かなり早い段階で整備されていて、

なぜ南部と中山間部は、中山間部は今回、横堀平地区にそれなりの施設は、どう活

用されるかわかりませんが、できたようでありますが、その辺の活用の仕方も問題

なのかなと思っております。 

   とりわけ南部地区には、青少年交流の場としての施設の必要性を感じております。

大玉２区と３区には、それぞれ町若とか若桜の運営する太鼓台がございます。それ

ぞれ地域おこしの中核として村づくり、それから村観光の一翼を担い、大玉村の風

物詩として活動しておりますが、今後の活動の方向性から活動本拠地としての、場

としての施設の拡充が望まれ、また必要になると考えております。ぜひとも青少年

交流センターのような形として、人材育成の役割を果たせるような場として、ふれ

あいセンターの役割とあわせて早い時点での整備を願いたいところであります。 

   先ほども申し上げましたが、防災の拠点とか、それから人材育成の場として違った

角度から、村長から例えば新しい補助とか何かという話もございました。その補助

対象なども含めながら整備はできないものかと考えております。 

   これらのことから、また重ねて村長の意見を聞きたかったんでありますが、先ほど

村長の答えの中に入っていると思いますので、それで理解しましたので、そういう
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ことで、新しい施策の中でいろんな補助とか何か積極的に見つけていただいて、で

きれば早い時点での整備をお願いしたいと思っております。 

   私、過去にＮＰＯを活用しての地域づくりというのをテーマに一般質問をした経緯

がございます。先ほど申し上げました太鼓台の運営などについてでありますが、資

金面や人材育成などの面から、そういった形の運営組織の必要性に迫られてくるん

ではないかなと私は考えております。 

   地域全体で支えることなくしては、これからの運行などはますます難しくなると、

どんなにあがいても将来は少子高齢化の波は押し寄せてまいりますので、転ばぬ先

のつえとして、そのような考え、行政指導する考えはないか伺いたいんであります。 

   今年度の委員会研修で、地域づくりでＮＰＯとして運営されている先進地の視察研

修をしてまいりました。そこでは、住民主体の地域づくりの目標に４つの条件とい

いますか、それを柱として進めておられます。１つは、行政とのビジョンを共有し

た合意形成、あとそれから２つ目に人材育成を前面に出した本当に人づくり、それ

から行政支援、企業参加も含めた資金づくり、それから４つ目に内と内といいます

か、それは地域の中でありますが、それから内と外、企業とか何かも含めまして、

そういった意味のネットワークなどを絡めた、つながるという意味の合意形成と、

人づくりと資金づくりとつながり、以上のような仕組みを前面に出しまして、ＮＰ

Ｏ法人への段階的な進化を図って、地域づくり、人材育成、それに結びつけておら

れました。 

   その話を聞いていて、ちょっとどきっとしたこともあるんですが、行政の無駄と思

われる組織、これはいろいろ考えることはあります。それから、形骸化している各

種団体の枠、これらを取り払って地域で解決していくといった方策なんであります。

防災とか何か、それから防犯とか何かいろんな形で村も取り組んでおられますが、

それを自主的な自主防災、自主防犯というような形に地域で結びつけて、そういう

もの、そういう関係で地域の人材育成を図って、地域の人材は地域で育てると、そ

ういった共通認識を持ちまして、それで住民に認められて、応援されて、人が育つ

仕組みづくり、そういうものがしっかりしたレール引かれておりました。 

   また、昔ながらの結いの精神でありますか、これは現代のシステムに転化利用して

いると。それが斬新でありました、支え合いとしての内と内としてのつながりであ

りますが。先ほども申し上げましたが、自主防災組織とか子ども見守り隊とか、そ

れから逆の子どもたちによる高齢者見守り隊、これは斬新だったなと感じておりま

す。それから、高齢者の買い物支援、それからもちろん見守り、生活支援、そうい

った形で活動されておられました。それから、私、大変注目した施策なんですが、

先ほども申し上げましたが、内と外のつながりに発展させていく発想であります。 

   そこで、次の質問のテーマでもあるんでありますが、企業参加とか企業との協働の

地域づくり、例えば地域の状況を踏まえまして、コンビニなどの活用で地域の安

心・安全と活性化を図っておられる状況であります。今やコンビニそのもの、前回

の質問でも申し上げたんでありますが、村、一店舗というだけでなく、地域の情報
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発信基地として、そういった役割、また防犯や、それから銀行の窓口として、それ

から行政の出先機関として、また大きな意味では高齢者の台所とか、それから宅配

があれば見守り組織としての役割を担うなど、多種多様な役割を果たしておられま

す。しっかりした地域づくりが可能であれば、コンビニの役割も地域づくりの大き

な位置づけと考えております。 

   そういうものも含めまして、先ほどちょっと申し上げましたＮＰＯを活用する考え

はないか。それから、そういうような今申し上げた考え、どのように思われるか、

あわせて伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   今言われました地域の中での活動というのは、これから高齢化社会を、超高齢化社

会を迎える中で、やはり地域の力というものの活用がなければ、多分村は立ち行か

なくなるだろうと。村というよりも行政、日本全体がそういう形になろうというふ

うに考えておりますので、私も言わせていただいたのがみんなで支え、みんなでつ

くる大玉村ということで、行政が全てかゆいところに手が届く、かゆくもないとこ

ろまで手が行くようなものが、もう既に先んじて手を打っていくようなことという

のはなかなか財政的にも、その年齢構成とか社会の変化等々を考えると、難しい時

代にこれからはなってくるなというふうに感じておりますので、住民の皆さんがみ

ずから組織をして事に当たるというような社会をつくっていかないと、将来的には

非常に困難になるんじゃないかというふうに考えておりますので、みんなで支えて

いただいて、みんなで村をつくっていただくという理念を掲げさせていただいてい

るのは、今言われたような社会づくりがこれからの行く先なんだろうなというふう

に考えておりますので、私もそのように考えております。 

   ですから、村内で完結するということだけではなくて、村外も含めて、企業も含め、

民間企業、官も含めて、やはりトータルで村づくりをしていくということだろうと。

ですから、今いろんな施策に取り組もうとしているのは、基本的には、そういうも

のをベースにして、これから外部から人を呼び込んだり、４月から少しそういうこ

とも考えておりますので、そういう組織的なものを、人的なものを整備していくと

いうのも、今言われたような地域と行政がともに結びついて進めていくための人的

な配置ということも含めて、今ちょっと検討をして、まだどういう内容というよう

なお話ができる段階ではございませんが、４月からそういう体制をとっていきたい

なというふうにも考えております。 

   ＮＰＯについては、大玉村はＮＰＯの大地等がございますが、なかなかこの行政規

模の中でＮＰＯが１つ、２つしかないというのは多分、ちょっと珍しいような感じ

がします。どこの町村に行ってもＮＰＯは複数、かなりの数がありまして、多面的

にいろんな方面で活躍をされているので、これは大玉村にそういう住民の組織なり

のＮＰＯができて、いろんな面で力になっていただければ大変ありがたいなという

ふうに感じておりますので、行政主導というか、村で、さあ、やってくださいとい
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うと従来の手法になってしまいます。じゃ、村でお金どうしてくれるんだとか、人

はどう手伝ってくれるんだというふうになってしまいますので、やっぱりスタート

地点は、住民の方からスタートをしていただいて、それに対して村がどういうふう

に協力をしていくかというのが形かなというふうには、理想の形というふうには考

えておりますが、それについては、行政としてもＮＰＯが生まれるような素地はし

っかりとつくっていきたいな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） 丁寧な説明ありがとうございました。 

   確かに、村長おっしゃるように、なぜか大玉村はＮＰＯ育たない。私は、これはあ

る意味では行政主導が欠けているんではないかなと、そういう思いは少し心の中に

あります。ただ、ＮＰＯ、やっぱり言ってみれば人材育成だと思いますが、人材育

成に結びつく方策、それらは大事だと思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

   前回の一般質問で通告なしにコミュニティー施設の必要性を伺いまして、ひんしゅ

く買ったんでありますが、改めてそのことについて地域づくりの観点からちょっと

触れさせてもらいます。 

   私は何度も申し上げることですが、バランスのとれた地域の発展と願っております。

改めてお尋ねしたいんですが、そういった意味でお尋ねしたいわけでありますが、

玉井地区の利便性を高めるため、コンビニの必要性は本当に村長に理解されていた

だけるかどうかであります。 

   前回の質問に際には、多分農地保全の観点から許可しない云々の話であったのかな

と推察いたしますが、農地保全も確かに大事なことでありますが、地域の安心・安

全、暮らしやすさを高めるためには、節度を保った地域開発も必要と考えておりま

す。大山地区の東部、北部、住宅開発とか商店の設置で人口増の要因になっている

現状、目をみはるものがございます。地域に若者が定住して地域づくりの核となる

人口増は、大変うれしい限りであります。私は、村全体がそれぞれの地区の特性を

生かしたまちづくりが可能な状況、それを考えるべき、行政がリードすべきと私は

考えております。農地法もそのあたりを含めて行政にかなり自由度が高められて、

改正されております。 

   改めて村長に伺いたいんでありますが、さまざまな角度から検討を踏まえまして、

コンビニの誘致など、特に玉井地区の交通の要所など特定されて考えられないか、

改めて伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   私の考えというよりは、その例の場所、申請の出てきたところの場所については村

の方針として、もうそれこそ１５年、２０年前からそういう方針でまいっておりま

すし、協議会もございます。幹事会があった、農振の協議会、幹事会があって、そ
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の中でも協議をして進めてまいっていますし、ある程度一団の土地を守ると。それ

から、開発すべき地域は開発するということでお話をして、それは村の方針として

やってまいりましたので、それについては間違った方向ではないなというふうに感

じておりますので、それを踏襲してきているという状況ですが、時代も変わってき

ておりますので、どういうふうに取り扱うかということについては、やはり検討す

る時期であろうというふうには考えていますが。 

   最近も農政局との懇談会、それから県の県北の農林事務所との懇談会の中でお話を

させていただきましたが、今耕作放棄地がどんどん出ている段階で、農振がどこま

でなんだというふうなお話をさせてもらいました。その中で、やっぱり共通した認

識は守るべき農地、景観も含めて、大玉村の財産としての守るべき農地をやはりこ

れからも守っていくと。一団の土地の中にぽつぽつと虫食いで建物が建ったりする

ことは、やはり村の後世に残していく財産としてもどうなのかなということも含め

て、あとは住宅に連担するところについては積極的に外してほしいというような話

をさせていただいて、こちらも開発します、こちらもじゃなくて、やはり農地はこ

ういうふうに守っているんですから、こっちは開発させてほしいという言い方を今

国・県とやっておりますので、その中からいうと、やはり少し上のほうにずれて連

担してつくっていただければ、いつでもつくれる状態でございますので、現時点で

は、そういう形でやっていただければというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 村長に対しては、初めて面と向かってコンビニの必要性を訴えたわ

けでありますが、結局何らかの形で縛りを外していかないといつまでも、それで時

間は刻々と経過していく。だから、結局現実を見まして、村民の感情そのものが大

山には３カ所もコンビニがあって、玉井には１カ所もない。まして、石筵本宮線な

ど通学路でありながら、防犯のために、私はそういう観点からコンビニのとか、そ

れがあの中間には必要だと、いろいろそういう考え方説いてまいりましたので、ま

して最近はコンビニもさま変わりいたしまして、高齢者のためのそういう施設とし

てのそういう運営をなされておられます。やっぱりその辺も時代に合わせた、ニー

ズに合わせて、村民のニーズもその辺にあるんだと思います。やっぱりその辺はし

っかり捉えていただいて必要な場所、今回玉井地区も、次の質問でもちょっと触れ

ますが、県道もバイパス化されて立派な県道ができました。それで、もちろん田ん

ぼ通りは、今やメーン道路であります。あの田んぼ通り、それから今度できた本宮

石筵線のバイパス部分などの住宅地側あたりは、そういう考え方でやっぱり地域開

発とか、そういうものも進めていかれるべきだと思っておりますので、ひとつ検討

を願いたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   村整備計画と「地域づくりと人材育成」の関係性を問うといった内容で、これは通

告申し上げたんでありますが、今回の質問、地域づくりと人材育成、これは、この
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テーマは大変私にとってもどうしゃべっていいか、大変難しい質問なんであります。

今までのことは、地域づくりにこじつけた観点からいろいろとお伺いしております

が、住民主体の地域づくりと行政が考える総合振興計画などの整備計画の中での地

域づくり、よく行政の見える化などということも申されておりますが、そういうも

のも含めて、冒頭申し上げました１０年後、２０年後を見据えた村づくりに結びつ

けていく必要性、これを大変感じております。 

   都市計画に絡んで、それぞれの地域の特性を生かしたまちづくりをということで通

告申し上げましたが、東部、北部地域は住居地域、それから商業地域として、そし

てまた４号線沿線の整備を今回計画されているようでありますので、そういう線引

きなども含めまして、どのように今後考えていかれるのか。それから、南部地域、

行政の中心地でもあります。また、西部地域とあわせて地域の発展に欠かせないの

が石筵本宮線の早期開通だと思っております。それから、西部横断道路の早期開通、

それらも今後何年間ぐらいで行政として考えておられるのか、これは大変重要であ

ります。これはやっぱり急ぐべきものは急ぐべきものだと思っております。それか

ら、安達太良山麓、中山間地域でありますが、これはやっぱり景観地区として発展

させていただきたい。現実には、減反の廃止に伴う、これは後始末も大変ではない

かなと思っております。そういったことも含めまして、慎重に、そして冷静に、あ

とは大胆に分析されまして、村長の目指すところの村づくりに邁進していっていた

だきたいと考えているところであります。 

   それぞれ都市計画の部分とか申し上げましたが、これ具体的な方向性、ビジョンが

ございましたら伺っておきたいんでありますが、担当で結構です。 

○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。 

   まず、計画の関係、土地利用の関係で、私のほうから答弁させていただきますが、

国土利用計画の大玉村計画におきまして、村を４つの地域に区分しております。そ

ういった中で、東部地区については商工業や住宅地の形成ということで、あと中央

部については農業の保全と、あと住宅環境の形成という地域でしております。また、

中央山間部地域については自然的な土地利用の維持ということと、あともう一つ、

西部地区については豊かな自然環境の保護を意識した地域ということで、それぞれ

の４つを区分して、それぞれの利用計画を持っておりますので、それぞれ地域に特

性に応じた地域づくり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） 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。 

   県道石筵線の早期開通ということでのご質問でございます。 

   ８月７日に期成同盟会を、また今年も総会を開催いたしまして、それぞれ関係部署

に要望書を提出するということで、９月２２日に県中建設事務所と県中農林事務所、

県北建設事務所のほうと知事のほうにも今年度は要請書を提出してございます。 
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   現在の進捗関係でございますが、村のほうにつきましては、ご存じのとおり、ほぼ

９０％以上完了していると。あとは、郡山市のほうと本宮の一部がまだ全線開通し

ていないという状況でもございます。郡山につきましては、過般の議会にも答弁し

たかと思いますが、地籍調査がまだ済んでいないということで、かなり今後時間を

要すということでございましたが、郡山市さんの協力によりまして、地籍調査に着

手し、当初計画では３年でというような予定だったんですが、県・国のほうの予算

の配分の関係で、今の状況では５年ぐらいかかるんではないかというような状況で

ございますが、着手してございますので、その予算についても要望するということ

で、農林事務所のほうに強い要望を働きかけてございますので、５年と言わずに

４年、３年で完成していただきたいというような、こちらの要望を強く要望してい

るところでございますので、今後その調査が完了すれば、次の段階に用地交渉なり

線形に踏み入れるというような状況になってございますので、引き続き要望活動を

続けてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 西部のほう。 

○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） 失礼しました。答弁漏れございまし

た。 

   ５番委員さんに再度お答えいたします。 

   西部幹線道路につきましては、国のほうの補助金、交付金につきまして、かなり厳

しい縛りが出たということで、今までは要望をしていた路線の何割というような配

分で交付金のほうをなっていたんですが、今年から順位を各市町村で決めて、その

順位により上位順位からやるというような状況になってございますので、西部幹線

については、村のほうでは順位は一応上位のほうに入れてございますが、下のほう

の引き続き交付金でやろうとしているところについては、残念ながらゼロというよ

うな形になってございますので、今後も引き続きそういった制度の見直しを図って

ほしいということで、それぞれ関係市町村とともに要望しながら、早い完成に向け

て努力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） 丁寧にありがとうございました。 

   次の２番目の質問でございますが、人材育成に向けた施策は考えられないかという

ことでありますが、このことは単純に若い人や中間層の学びの場、それから集いの

場、それから農業後継者の研修の場など、これは積極的に行政指導を求めたい、こ

れは願いであります。 

   先ほどＮＰＯの話も申し上げましたが、これ余談なんでありますが、ＮＰＯと私は

ある意味でボランティアの気質が強いのかなと思ったら、ＮＰＯの方の講座に行っ
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て、年間収入というのは平均３８０万なんですよね。一般国民の年収が二百八、九

十万ですから、そんな悪い仕事じゃないんですね。全国的な平均でそう伺ったもの

で、少しびっくりしたところなんでありますが、ＮＰＯのほうの利活用とか発展さ

せること、これは枠組みさえしっかりしていれば、人材育成の手段として決して不

可能ではないと思っております。 

   教育長に伺いたいんでありますが、社会教育をリードする立場として、そのあたり

人材育成の観点からどのように今後考えておられるか伺っておきたいんであります

が。 

○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。 

   地域づくりにかかわっての人材育成というのは、非常に大切な視点だというふうに

捉えております。 

   １つは、今年度から新たに取り入れた事業の中に、地域学校協働活動事業というの

があります。これは簡単に言ってしまえば、子どもたちの学びの場というのは学校

だけではないというような、これからはその考え方がもっともっと広まっていくと

思いますけれども、そういった中で子どもたちが地域に出てさまざまな活動をする

ことによって、発達段階にもよるんですけれども、子どもたちに自分が地域に貢献

しているという、そういう地域貢献度という言葉を使っていました。そういったこ

とをやっぱり育てていくことが人材育成に結びついていくのかなと、そんなふうに

思っております。 

   それから、今大きな課題になっていますけれども、日本人を国際比較したときに自

己有用感というんですか、自分が社会の中で役に立っているとか、そういったこと

がちょっと低いというデータもありますので、そういったことも、そういった生涯

学習の活動として取り組むことによって培っていくことが大事なのかなと、そのよ

うに思っています。 

   それから、今ある事業をちょっと幾つか振り返ってみたんですけれども、例えば自

主的な自立学習支援グループ、ふれあいセミナーというのがありますけれども、こ

ういったことは、まさに自主的に活動することによって仲間づくりをしていく、そ

れからいろんな世代間の交流を深めていくと、そういったことを活性化することが

地域の活性化、いわゆる人材づくりにかかわっていくのかなと、そんなふうに思っ

ております。 

   それから、大玉の大変特徴的な行事、催しの中に、成人式の後に行われる成人祭と

いうのがあるんですけれども、私、大玉に来て本当にこれはびっくりしました。い

かに成人式をやって、参加させて、そして静めた成人式をやろうかというようなこ

とで四苦八苦している自治体がたくさんあるんですけれども、出席率も８０％とい

うような形、それからまた、その後の成人祭、この実行委員会を組織して、何回も

何回も話し合いをしながら先輩が後輩に教えていく、そしてまた、それが綿々とし

てまた引き継がれていくというような活動、そういったことが結果として地域づく



 

- 34 - 

 

り、人材づくりに寄与していっているのかなというふうに思っていますので、こう

いった活動について、さらに奨励していきたいなと、そんなふうに考えています。 

○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。 

   確かに、教育長おっしゃるとおり、学校教育でのそういう人材育成に結びつけた施

策というのは絶対必要だと思っております。年代的なものもあるんだと思いますが、

我々の世代は、こうして同僚議員なども同級生がいっぱいおります。ところが、そ

の下になりますと、なぜかなり手がない。まして、今の若い人たちなんて地域で後

継者などつくろうと思ってもまともでない話、結局そういう状況になっているとい

うことは、多分教育の問題が、私のこれ考えでありますが、そういうものが根にあ

るんじゃないかなと考えております。だから、教育の段階で、教育の現場の段階で、

そういうものの方向性を示すということは、今後の大玉村、１０年後、２０年後見

据えた場合、絶対大事だと思ってもおりますので、その点ひとつよろしくお願い申

し上げます。 

   次の質問に入ります。 

   地域づくりの観点から見た次世代型農業に向けての指針ということで通告申し上げ

ました。 

   次世代型農業、聞きなれない言葉で、何なんですかということ、通告したことは聞

かれたんでありますが、特に具体的なことは伺うつもりはないんであります。ただ、

減反政策がこの４０年間、稲作支えてきたのかなと思っています。まず、いよいよ

廃止なんであります。これを機会に稲作から手を引くという農業者、うちの地域な

どには大分おられます、特に高齢者を含む兼業農家でありますが。年金つぎ込んで

まで農業やっていられないと、そういう話、大変極端に耳にします。そういった意

味で地域として農業を支えていく施策、方策、これは絶対必要なんではないかなと

思っております。行政としてどのような対応を考えておられるのか、その点を伺い

たいんであります。 

   この前の安倍総理の所信表明、農業施策に対して触れておられました。農家の皆さ

んの不安や懸念にもしっかりと向き合い、安心して再生産できるよう十分な対策を

講じてまいります。水田のフル活用を図り、我が国の豊かな中山間地域、美しいふ

るさとを守り抜いてまいります。結びに、農政改革は地方創生の大きな切り札です、

こうもおっしゃっておりますが、具体的な政策は何もございません。 

   ただ、かといって、ここに手をこまねいているわけにはまいりません。現実に大玉

村には、そういう状況を迎えております。確かに、私の地域あたりも現実で考えま

すと、今の認定農業者、あと地域にいないんですね、今３区全体でも数えるほど。

それはちょっと異常な状況ではないかなと思っております。その辺をやっぱり村と

して、結局しっかり捉えていただいて、その農業に対する方策を考えていただきた

いんでありますが、何かその辺を踏まえまして、考え方がございましたら、担当で

結構でありますので、よろしくお願いします。 
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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。 

   減反政策が廃止されるということで、今まで１０アール当たり７，５００円支払わ

れていたということで、これらの膨大な予算が今国でどうするかというような話に

もなっておりますので、当然、村、ＪＡなり協議会等で強くそれらを活用するよう

な予算措置をしてほしいというような今要望等も行われているところでございます。 

   当然、減反政策なくなりますと、自由につくっていいのかというような話になりま

す。過剰作付になれば、これは市場の原理でございますので、米価下落が当然起こ

るということで、やっぱりそれらを防ぐためにも、報道等でも４０都道府県で生産

数量目標を設定するということで報じられております。我が福島県においても過剰

作付による米価下落を防ぐために目標値を設定するということで、今現在は、それ

ぞれ各市町村に対し、来年度の作付面積を要望を調査しているところでございます。 

   村の再生協議会でも過般会議を開きまして、要望の面積、前年と同様な要望面積を

県のほうに通知してございます。これから県のほうでそれぞれ調整しまして、来年

の配分がされるというような状況でございます。配分された目標により、やはり生

産調整、これ協力していかないと、当然米価が下がってしまう。先ほど言いました

認定農業者が少ないというのは、当然米価がご存じのとおり、かなり低い状態でご

ざいます。米だけで食べていくというのは、かなり面積も大きくしなくちゃならな

いし、コストもかかってしまう、そういったいろんな問題があります。 

   村には、兼業農家が当然まだまだたくさんおります。その方たちが今一生懸命働き

ながら頑張って耕作していただいているということで、さらに米価が下がれば、耕

作意欲が低下してしまう。村としても独自にいろいろ補助金等を創設しまして、そ

ういった方、続けていただけるような努力はしてございますが、今後はやはりそう

いった国は農政関係に、米作には余り力入れないというような状況がございますが、

さまざまな観点から財源を有効に活用してもらうようにお願いしながら、その動向

を見ながら、村としてはやはり方針を少しずつ協議しながら進めていくしかないの

かなというふ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） 確かに、国の施策もはっきり提示されていないんですから、村がこ

うしろああしろと私どもこう申し上げるのも無理な注文なのは十分理解しておりま

す。ただ、何か考えないと、やっぱり時代の流れの中で取り残されていってしまう

おそれもありますので、この辺しっかり踏まえて取り組んでいただきたいと思いま

す。 

   地域づくりの一環として、私の地域でサロンを始めました。直売所の生産者を主と

したサロンで、生産計画の出荷計画や話し合いとか勉強の場としての集いで、そし

てあわせて地域のさまざまな課題に取り組もうということでスタートしたんであり

ますが、集いやその話し合いをやってみて、自分がトップではないんですが、それ
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なりの役割を果たすリーダーとして参加しているんでありますが、難しい人なんか

も結構人の心を丸くするというか、そういうことを初めて学びました。月１回のサ

ロンでは足りなくて、もっともっとやろう、そういう状況になっておりますので、

ぜひ地域づくりに発展させていきたいと考えております。 

   いろいろ質問申し上げましたが、今後考えられる少子高齢化や核家族の増加、それ

から産業形態の変化や、あるいは居住圏と経済圏の違いでありますか、それから一

番は価値観の多様化、その辺が地域コミュニティーの連帯意識や活性意識、どんど

ん希薄化していくんでないかと思っております。そのあたりを十分執行部にはご理

解いただいて、間もなく押山利一村長再選後の最初の予算編成であります。村民の

期待も大変大きいものがあると考えております。 

   安倍首相の声をかりれば、安定的な政治基盤のもとで政策をひたすら実行しよう、

村民の意思であります。約束した政策一つ一つ実行に移していただいて、結果を出

していく、我が村の未来を切り開くことができるのは、まず政策でありますので、

この政策の実行をいかにやっていくかであります。 

   先ごろの県議会の質問の中で、少子高齢化の質問に対して、県の部長の答弁で大玉

村の人口増施策が注目されて、人口増施策の質問に対して、大玉村を調査研究し、

対応策を参考にしたいという答弁がありました。大玉村の地域づくり、各界から大

変注目されておられます。押山利一村長の行政手腕に大きな期待を申し上げまして、

私の今回の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

   どうも風邪引いておりまして、見苦しい点ございました。申しわけありません。よ

ろしくお願いします。 

○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５分といたします。 

（午前１０時４９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ４番鈴木康広君より通告ありました「状況の変化に対応したふるさ

と納税制度の対応を求める」ほか２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。議長の許可をいただきましたので、「状況の変

化に対応したふるさと納税制度の対応を求める」ほかの２件の質問を行います。 

   ふるさと納税制度については、ここ何回かの議会について、私のほうでも関心を持

って一般質問にさせていただいております。総務省通達がその場的な対応になって

いるような部分があるのではないかと私は感じており、長期的に視野に立った戦略

がもし大玉になければ、その制度のほうの変更に影響されて、結果として大玉村に

ふるさと納税の制度がうまく継続できない形になってしまうのではないかと、それ

を心配して、その点について質問をいたします。 
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   今年の４月に調達価格が３割の件という形の大きな見出しが全国に流れ、その以降

についてもふるさと納税制度についてといろいろな通達等が出ているようにありま

す。その内容について伺います。 

   どのような通達があったか、時系列で説明をお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長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。 

   ふるさと納税の運用につきましては、総務省より４月１日付でふるさと納税に係る

返礼品の送付についてということで通達がございました。その内容については、返

礼品を寄附額の３割以下とする。金銭類似性の高いもの、資産性の高いもの等は、

返礼品は取り扱わないことなどが記載されておりました。金銭類似の高いものとい

うのは、村で使える商品券とか、そういったものが該当するということで、本村に

おいても６月より村の商品券の返礼を廃止したところでございます。 

   その後、テレビ等で総務大臣によるふるさと納税に関するコメントがニュース等で

取り上げられました。その際のコメントの内容が９月２６日付で送付されてきてい

るということで、こちらは通達ではなく、手紙のような内容で、お願い事のような

ことが中にちょっと書いてあったということで、あくまで通達という正式な文書で

はなく、これは総務大臣のほうからの名前で村長宛てに手紙のようなものが届いて

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。 

   今、４月の通達、それについて大玉村では６月に村として対応すべきものといった

対応がなされていると。一番最初に、ふるさと納税の質問に立ったときに簡単に

３割という、ちょっとそこは３割というものについては、大玉村の商品を要するに

良好に使っていただくという形であれば、それにすぐに対応するというものが村に

とっての方向性としてはいいとは思ってはいらっしゃらないと村長が言って、個別

のもし指導があれば、その場で検討するというような、その場の返答をいただきま

した。まさに、村にとっては、村が独自にどう考えるか、どういうふうに評価して、

どういうふうに計画していくか、これが大切ということで、それについては今もそ

の形にされていること、大変すばらしいことだと思います。 

   今、９月２６日の手紙という内容についてあったということですが、手紙なので、

これをどこまで出していいかということはあると思うんですが、もし可能であれば、

その手紙の内容について、ここで出せるようであれば、少し聞かせていただければ

ありがたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） どうですか、答弁できますか。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番議員さんに再度お答えいたしま

す。 

   今も申したとおり、大分長い文面なので、要約しますと、ふるさと納税は今後も地
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方団体のさまざまな政策を実現する手段として重要な役割を果たす制度と考えてお

ります。ふるさと納税の使い道を地域の実情に応じて工夫すること、ふるさと納税

を活用する事業の趣旨や内容、成果をできる限り明確にすることということでの内

容のお手紙でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   最初には、制度的な割合とかという形のもの、ある程度その時期に民間業者がかか

わって、ふるさと納税を盛り上げている、いい面も悪い面も、その面についての多

分指導という形のものから中身に踏み込んだ手紙という形で、なぜこれが通達でな

くて、手紙だったのかについても、今皆さん思うところがあるかと思うんですが、

そういうものについて使途とか、そういうものについてその地域に合ったものが必

要だという形のお願いがあったということで、２番のほう、その内容に一貫性があ

るかということと質問をしております。 

   これについて、今行政、大玉村としてふるさと納税のいろいろな指導内容について、

その一貫性があると思われるかどうかを端的に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番議員さんに再度お答えいたしま

す。 

   一貫性につきましては、今ほど通達が４月にあったということで、それまではご存

じのとおり、約半分ぐらいを目安として返礼品を村としては行っておりました。た

だ、全国的にその返礼品が過熱しまして、非常に高価なものとか、そういったもの

が出て、金額的にもかなり高価なものを返礼して、ふるさと納税を集めるというよ

うな、そういった手法が出ましたので、総務省のほうで通達を出したのかなという

ふうに考えてございます。 

   村につきましては、最初の質問でもあったように、当然４月からすぐにスタートと

いうことではなく、周りの状況をいろいろ見ながら、それぞれの市町村でもやはり

金銭類似のものは少し控えるかと、ゼロではなく、当然３割までは認めてございま

すので、２割ほど下げたということで。 

   それと、今回のお願いについて一貫性があるかということでございますが、村とし

ては非常に疑問に思うところがございます。通達は、具体的な数字等を挙げて、今

回のものがお願い、文言でのお願いということでございます。 

   いずれにしても、この取り組みについて各自治体で創意工夫してやるということで、

今も当然続いてございますし、今後もこの制度を十分尊重しながら村でも創意工夫

して、ふるさと納税を活用して事業展開をして、内容を明らかにして納税者とのつ

ながりを大切にしていきたいというふうに考えございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 
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○４番（鈴木康広） 丁寧な答弁ありがとうございます。 

   その内容について一貫性があるかと、これについては、何かちょっと疑問がつく部

分もあるのかなということでした。 

   ふるさと納税の納税制度についての指導、これがもしあればという話があったんで

すが、念のため指導があったかどうかをちょっと聞きたいと思います。よろしくお

願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） 通達に関しての総務大臣の関係につ

きましては、内容が送付されているだけで、特段指導的なものはございません。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   どうしても国が行う制度については、その制度の内容を変えていく時期とか、場合

によっては制度自体が最終的には、要するに廃止されるとかということがあって、

地方自治体がそれに影響を受けて右往左往というのはちょっとあれですが、結果と

して後から考えると、やるべきじゃなかったなというのが多分少なからずあったり

はするのかなという気持ちを感じております。 

   ただ、ふるさと納税制度自体がそういう形になってしまうので、少なくとも大玉村

のふるさと納税については長期的に地域と、要するに産業と、あと全国がつながっ

ていって、少しでも安定財源になればと願っておりますので、長期的に視野に立っ

た戦略という形を今とって、それで村内で何ができるか、どういう形のものができ

るかをしっかり立てて対応すべきではないかなと思いますので、その内容について

伺いたいと思います。 

   今までの通達や手紙等を踏まえた上で、これからの大玉村のふるさと納税の将来像、

こういう形であれば、要するに実際の金額とか、もしくは大玉村の中での外とのつ

ながりを維持できるかなども含めた形で、将来像を想定できているかどうか伺いた

いと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   ふるさと納税は、まだできたばかりの制度ですので、当然運用しながら問題点を改

善していくというのは国のほうでも考えていますし、村のほうでも同じように考え

ているわけですが、そもそもが都会の納税額の多いところから地方のほうに、都会

には大企業がありますので、そこで税収が上がると。そして、地方のほうにその一

部を財源を移動させるという目的ですので、それが返礼品合戦になってしまってい

るというようなことで加熱していますので、総務省としても従来の形に戻したいと

いうのはよくわかるわけですが、村としては、将来像という形は、これはどうして

も受け身になります、国の制度ですから。国が根本的に制度を変えれば、これはそ

れに従わざるを得ないんですが、今のところ法改正まではいっていない、通達とか

文書で来ていますので、その範囲内で村としては、今の状態を続けていきたいなと
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考えていますが。 

   ただ、当初は５，０００万以上の、毎年１，５００万、１，６００万の積み立てが

ありましたので、少し積み立てをふやしていって、最終的にある程度のたまったと

ころで使いたいなという気持ちはありました。そういうふうに議会でも答弁をさせ

ていただいて、当分は使わないでというようなことも一部考えましたが、その後の

通達も含めて考え方として、その使途がどうなんだと。使途が問われるようなこと

に今回の手紙も内容もそうですが、参りましたので、やはり納税者、寄附された方

に内容をお知らせすることも必要ですので、今やっているのは、今年についてはマ

チュピチュに中学生を派遣する、人材育成、子どもに対するという寄附の項目があ

りますから、それに基づいて子どもたちの派遣についてふるさと納税を利用してい

ます。 

   それからあと、今年ＰＲビデオをつくらせていただきます。１年半かかりますので、

前回から比べると、完成したときは大体４年か５年ぐらいたちますので、内容も変

わりますし、少し今回ビデオをつくって、それも寄附していただいた方々たちにも

こういうふうに使っていますよというお知らせと同時に、寄附をいただいた村はこ

ういう村で、こうですよというような、そういうＰＲにも使えますし、いろんな面

で村づくりに資することができますので、これについても当然ふるさと納税の趣旨

に合致しているんじゃないかということで使わせていただくと。 

   そういうことを今度、納税額の一部をそういうふうに使わせていただきますという

ことは、当然寄附者のほうにもお知らせをするような形をとっていきたいなと。や

はり継続して寄附していただいている方もいっぱいいます。毎年毎年やっていただ

いていますので、そういう方たちに将来的にも寄附をいただけるような使い方をし

ていきたいなというふうに感じております。 

   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。 

   実は、その後に多くの寄附を集めている自治体は、報告についてとかもあわせてそ

の寄附受け付け、使途についての情報発信などについてという形の項目を置いてい

たんですが、今、村長のほうから大玉村のほうの今後の方針について明確なお答え

がありましたので、そうしたら担当のほうでいろいろなことについて調査した上で、

ぜひ村長のほうに情報を上げていただいて、少しでもふるさと納税制度が大玉村に

ついてすばらしいものとなることをお願いいたしまして、この１番目の質問を終わ

りたいと思います。 

   ２番「デマンドタクシーなどの公共交通手段の確保を求める」という形で、本村、

大玉村は大きな４号線はありますが、それから山側に向かって多くの土地があり、

広い地域になっております。山間部と、あと要するに４号線も含めますと、地域に

よってその交通手段が大きく違いという状況があります。本村が継続可能な公共の

交通機関、これが絶対、今後大玉村の発展のために必要になってきます。そのため
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の要するに試行、試験という形で現在のような取り組みが行われています。 

   そのデマンドタクシーの状況についてなんですが、簡単に今①という形で登録者と

か利用者の数の数字のほうをお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ４番議員にお答えいたします。 

   デマンドタクシーについては、社会実験ということで、今年の７月から運行してま

いりました。現在までの利用状況でございますが、まず１１月末の数字でございま

すが、登録者数が４１７名、利用者につきましては、延べでございますが、

９１８名となっております。 

   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。 

   今、４１７名、あと９１８名の延べということでして、すみません、その内容の中

で、当然複数回利用されている方もおると思うんですが、ヘビーユーザーという形

の方と、あと１回しかやっていなかったみたいな感じの方で、何かそこら辺のとこ

ろの数というか、正確な数でなくてもいいんですが、何割くらいの人が結構複数回、

３回、４回使っていますとかがわかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えいたします。 

   利用者延べで９１８名ということでございますが、複数回利用している方について

はほとんど６割から７割以上の方が毎月複数回利用しているということで、利用者

については一番やっぱり病院関係が多うございますが、定期的に通院するために利

用しているという内容でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際に、その生活の手段として重要なものになっているということが今わかりまし

た。ありがとうございます。 

   では、ここで一番最初に開始の時点から運営方法などについて、今回実験ですので、

当然途中の時点で経過等を見て、変えるべきは変えるという形にしていくかと思う

んですが、その運営方法での変更点があったかどうか、もしあればその内容につい

て伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ４番議員に再度お答えします。 

   運営方法ですが、デマンドタクシー１台の運用ということで、当初１台で曜日を決

めまして、月水金については玉井地区、そのほかの２日に火曜日と木曜日について

は大山地区ということで運用、運行してまいりました。７月から運行しまして、

８月に入りまして１カ月の運行状況を調べますと、やはり極端に火曜日、木曜日の
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利用が少なかったと。大山地区の利用が少なかったということで、そういう状況が

わかりましたので、９月からはそれらの地区の利用日を制限するのを撤廃しまして、

玉井、大山地区の方いずれにつきましても、利用できるということで変更した内容

でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   やはり一番最初の計画段階という状況の中で、玉井地区、大山地区が３対２という、

単純に見ると、これは、何だ、同じじゃないかと思われる部分もあるのかもしれな

いですが、実際に運用してみると、大山地区についてはほかの交通手段がありやす

いとか、もしくは比較的距離が近い等があったりして、それに対してやっぱり玉井

地区というのは距離がどうしてもあるので、どうしても必要頻度が大きい。結果と

して、さっき言ったような火木については余り使われていないと。例えば、その撤

廃を外すことによって、多分実際にはもっと使いやすい制度上の運用のほうの利便

性が上がっているのかなと今感じております。そういう形で実際にやったことによ

って少しずつよくしていって、最終的に大玉村に合った、要するに制度ができてい

くことが大事だと思いますので、それについては、なおいろいろお願いしたいと思

います。 

   その利用促進のためなんですが、アンケート、一番には使った人、もしくは使うで

あろう人たちのアンケートというのがその意見と情報を求める方法の手段としては

考えられると思います。アンケートを行ったか、またその時期、対象者、あと結果

などがわかればお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えいたします。 

   アンケートにつきましては、１１月に実施しまして、４６名の方から回答をいただ

きました。その中では、ほぼ皆さん利用については満足としているということでご

ざいますが、一部の方からは、やはり現在は、病院関係につきましては本宮と、あ

と北は枡病院までですが、それらの病院ですか、もう少し二本松の中心部に行って

いただきたいとか利用の拡大ですか、利用範囲の拡大プラス利用時間の拡大という

要望もアンケートの中には入ってはございます。 

   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。 

   アンケートをとれば当然その利便性というか、自分にとっていいもの、自分が要す

るに必要としているものを欲しいというのは当然なので、当然利用のほうの範囲、

極端な話二本松、二本松の次は郡山という話が出るかもしれません。あと、時間に

ついてももっと遅い時間まで、ちょうど子どもたちが帰ってくるような５時とか

６時とかが必要とかという意見が出てきても、それは当然なのかな。ただ、これを
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制度を運用する、それも継続して村が運用するのであれば、そのコスト等も十分考

えて、継続した維持考えた場合については、全ての今の要望に応えることは大変難

しいのかなと。ただ、今、大玉村で運営継続可能な制度を今検討して、最終的にそ

れを安定した形で実施するためについてはいろいろな内容、今のアンケートも踏ま

えて積極的にやっていく必要があるのかなと。 

   今後の運営の重要ポイント、これについてやはり何が必要かとされているか。実は、

足という問題だけでいいますと、私のところではスポ少とかのほうの活動をやって

いたときには、スポ少に子どもを行かせたいんだけれども、足がなくてとか、随分

昔です、昔足がなくて子どもたちに行かせられないんだとか、あとは今実は地域ボ

ランティア活動、学校支援とかそういう形の、そういうものについてもできるだけ

時間があれば参加させてもらっております。それについても結構高齢者、要するに

年配の方でそういうものについて興味を持って行きたいんだけれども、やっぱり足

がないとかいう話を聞いたことを今思い出しました。 

   実は、そういう意味でいうと、どういうニーズがあるのかについていろいろな内容

を見ていただいて、その中で実際に可能なもの、今当然ある買い物する場所、その

ほかにも当然病院、これは生活そのものです。それ以外のものについても、もしそ

の制度の中に大きなコストを含まずに運営可能なものがあれば、もしくはその枠を

大きくすることによって、それ以外のいろいろな交通手段が今ございます、デマン

ドタクシー以外の。そういうものとあわせることによって、それで実際の時間とか

台数をふやすことによってかえって利便性があるとかについても、もし検討が可能

であれば、その重要ポイント等を考えていただいて、今後進めていただきたいと思

っております。 

   今現在のいろいろな試験の中で、もしくはアンケートの中でどういうポイントが重

要ポイントになると考えているか、それが今の現在の状況を伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   利用者の先ほどのアンケートの中にも利用時間の拡充とか、あと利用の地域の問題、

二本松とか、あと本宮よりもう少しもっと南まで行っていただきたいという要望も

あります。こういった要望をどのように、今年度は社会実験なので、次年度からの

変更内容にできるかということで、過般庁内でも検討したところでございますが、

そういった形で利用時間の拡大が可能か、その辺も現在の受託業者とちょっと打ち

合わせを協議していきたいということで、次年度に向けてどのような形で運行して

いくかということで協議を進めておるところですが、最終的に国の運輸局の認可が

必要でございますし、その前に地方公共交通会議、いわゆるタクシー業者とかバス

業者とかも入った地域の代表者も入った、そういう地域交通会議を開いて、その協

議を受けて運輸局のほうに認可申請するということで、余り拡大するとタクシー業

界の民業の圧迫という部分で、会議の賛成を得ることがなかなか難しい部分という

いろいろな要素も含みますが、できるだけ利用者の声に沿った次年度以降の運行に
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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） ４番。 

○４番（鈴木康広） 丁寧な答弁ありがとうございます。 

   そうですね、やっぱり今回のデマンドタクシーも民間の力をかりて、低コストで運

営していくという形のものをとっていると考えれば、うまく民間とやっていくこと、

これがすごく大事だと思いますので、それも含めてすばらしい制度が最終的にでき

上がることをお願いしまして、この質問を終わりたいと思います。 

   ３番「給付型奨学金の必要性と本村の利用方法の周知を求める」という形で質問を

いたします。 

   日本経済というのが成長型から安定型にシフトと。今現在も安定型を超えまして、

非常に混迷というか、経済自体が大企業であっても将来、もしくは今現在、急に場

合によっては経営を維持できない状況、流出の状況とかいうのがここ何年か起きて

います。その中で、もともと経済格差というのが存在はするんですが、そういうも

のを超える手段の一つが私たちの世代においては学校での教育、その中で頑張って

勉強をしっかりして大学とかを出て、いい企業に就職することがその一つの社会格

差を超える手段ではあったんですが、今現在は、たとえどんな高学歴とかものがあ

ったとしても、高収入とか安定した収入というのが担保できない社会情勢になって

きているという状況が今現在はあるのかなと考えております。 

   実は、ここにいらっしゃる諸先輩方についても奨学金等を使った方も結構いるのか

なと。私も奨学金を使って大学のほうには行ったりしておりました。私たちの世代

においては、ある程度将来的な収入を安定しているだろうみたいなイメージがあっ

たので、実際に返す場合についても、何とか返すことができておりました。ただ、

それについても今現在は決して簡単ではない状況になりつつあるのかなということ

を踏まえまして、今回の質問をいたしました。 

   実際に、今いろいろな形で給付型な奨学金、返さなくてもいい奨学金という話が出

ておりますので、その件について伺います。 

   最近の給付型奨学金の新設について、教育委員会には情報等は来ていますでしょう

か。 

○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。 

   いわゆる給付型奨学金の新設という部分につきましては、お尋ねのような情報とい

うものはございません。 

   なお、各種支援ということについての情報につきましては、教育委員会、所管外で

ありますけれども、本年１１月に福島県こども未来局こども・青少年政策課が作成

いたしました将来の夢応援ガイドブック、これが中学校に配布される旨の通知がご

ざいました。この冊子につきましては、子どもの貧困対策の一環として、子どもの

将来がその生まれた環境によって左右されることなく、健やかに育成されるために
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実施されている各種支援について、子どもたち自身が将来に向けてさまざまな支援

を受けられることについて理解し、将来の夢を描くためのきっかけづくりとするた

めに作成されたものでございます。高校進学、あるいは大学、短大、専門学校等に

進学するに当たって活用できる支援策が具体的に掲載されておりまして、生徒が進

路を考える上で参考になるものというふうに捉えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   そういうものが来ているということで、今は、実は初めて知りました。 

   では、その内容について、学校を通して、もしくは直接も含めて質問と問い合わせ

等が教育委員会等に上がっていますでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） 給付型奨学金等に係ります学校からの問い合わせ、これについ

てはございません。 

   大玉中学校におきましては、将来のキャリア形成、あるいは自己実現への意識を高

めることを目的といたしまして、３年生を対象として県内の大学、あるいは上級学

校を見学する取り組みを行っているところでございます。さらに、今回の将来の夢

応援ガイドブック、これを中学２年生を対象に配布いたしまして、総合的な学習の

時間などに使用しまして、キャリア教育を行う際に活用を図るなど、キャリア教育

の充実に取り組んでいるところでありまして、教育委員会としてもこのような取り

組みを支援してまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   中学校２年生を対象にそういうふうな形というような、進学、今後の自分の将来を

決める上でのいろいろな情報を提供しているという、タイミング的には一番いい時

期なのかな。３年では、もう遅いというか、なかなか大変ですのでと思いました。 

   実は、２番のほう、民間を含めた給付型奨学金についてという形で伺いたいと思い

ます。 

   実は、どのようなものがあるかということについて、これは教育委員会というか、

そういう形では把握しているのかどうか伺いたいと思います。 

○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。 

   お尋ねの民間の給付型奨学金、これにつきましては、大学、それから企業などが後

援する団体、こういった種々多様な制度があるということについては承知いたして

おりますが、個々具体的には把握し切れていないというのが状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   具体的内容については、把握できていないという。実際にちょっとネットで調べて
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も数だけは結構いっぱい出てきます。ただ、その内容については、実は大学等を出

た後に特定の機関などで何年間、要するに就職するとか、そういうような条件のつ

いたもの、全く条件なしの奨学金というのは余りない形であるというのが今の現状

なのかなと考えております。 

   では、今現在、本村の子どもたちの利用状況というか、そういうものがもしわかっ

ていればなんですが、伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） この本村の子どもたちの利用状況ということでございますけれ

ども、これにつきましては、市町村教育委員会の所管外ということでございまして、

高等学校卒業後の進学状況、これら等も含めて把握する立場、状況にはございませ

ん。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   どうしても実際に村の教育委員会においては、高校を卒業後のことについては所管

では確かにないということ。じゃ、実際にそれをどこかで入れるかというと、それ

はなかなか難しいと思います。であれば、やっぱり中学生のうちにいろいろな知識

を、基本的な知識を知ってもらって、その時期、高校の進学時期、大学進学を考え

る時期のときに、ああ、ああいうふうな冊子が前あったなとか、ああいう話を聞い

たなという上で自分が考える、調べられる、その幅をふやすことができればいいの

かなと。それが今現在、多分大玉村のほうの地域でできる一つの方法なのかなと。

直接的に子どもたちにいろんな情報を可能な時期に知ってもらうという形と今思い

ました。そういうふうな形の今後いろいろな給付型奨学金についてもふえていくと

思います。 

   実は、この給付型奨学金について大きな関心を持ったのは、実は某大学の准教授と

お会いしまして、その准教授が一応奨学金制度について、その人は返済型の奨学金

制度を使って、高校から奨学金を使って５００万以上の、最終的には借金をする形

で大学のほうを卒業し、今現在は准教授をされていました。その方が返済型の奨学

金については、返済をすべきではないというふうな主張をされたんですね。私びっ

くりしました。私も要するに返済型奨学金を使って返済していますので、なぜかな

と聞いたところ、実は先ほど言った社会状況があって、同じ世代、私よりも若い世

代の人たちについては、一生懸命大学出てから思ったように就職ができない、その

ために返済型奨学金を返すこと自体が難しい世代の人たちが大分出ていると。その

人の身近にそういう人がいっぱいいたということなんですね。誰かが声を上げない

と、その状況は変わらないと。 

   返済型奨学金、これは善意で集めたものですので、返すのが当然というふうな考え

で私もずっといました。ただ、返せないということが現実に問題として起きている

状況を考えると、私が議員になって一番最初の政治を学んだときに政治については、

よく教育は国家の急務なりという一番基本的な、要するに教育というのは国が本来
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すべきものであると。そのベースさえも今の日本というのは難しくなってきてしま

っているのかなと感じた次第であります。 

   そういうことも含めて、今後給付型の奨学金というのはどんどん充実させていく必

要があるんではないかと。もしそれが充実されたときに少しでも本村の子どもたち

がそれが必要とされる場合については、それをうまく使えるようにしていくことが

最終的には大玉村の教育のほう、高等教育も含めた形の村の要するにやっぱり力、

村民の力が最終的な村の力になりますので、なっていくのかなと思いまして、今後

給付型奨学金の情報、子どもたちが必要な場合には、その周知方法はどのようにす

ればいいかの検討をしているかを伺いたいと思います。 

○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申し上げます。 

   さきの答弁でも答弁をさせていただきましたが、これら奨学金等の情報も含め、子

どもたちが必要とする情報につきまして、子どもたちがみずからの将来に夢を持ち

まして、夢の実現に向かって前向きに力強く進んでいけるように、中学校における

キャリア教育の充実を図っていくとともに、今回配布となりました冊子の活用を図

るなど、このような形で必要な情報について学校を通して周知を図ってまいりたい

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） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今回、奨学金制度ということで、どうしても進学のことをメーンに話していますが、

今の社会は単純に高学歴だけが社会の状況ではないのかということも踏まえたとし

ても、やはり必要とする人たちが必要とする制度、要するに学びたい者が学ぶ機会

を失うというのは大変残念ですので、今言った中学校のキャリア教育を含め、中学

生の子どもたちに必要な手段を、必要なときに思い出すような方法をとっていただ

くことをお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、４番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。 

   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４５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） 議長より申し上げます。 

   ５番押山義則君及び教育総務課長、橋本哲夫君より体調不良により午後から欠席す

る旨、届け出がありましたので、ご報告申し上げます。 

   それでは、６番武田悦子君より通告ありました「教職員の労働環境及び、児童生徒

の学びの環境の整備について」ほか１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

しました２件について一般質問を行います。 

   １番目の質問に入ります。 

   「教職員の労働環境及び、児童生徒の学びの環境の整備について」質問を行います。 

   学校現場での勤務時間がいろいろと問題視されています。ＯＥＣＤでの調査や文科

省が平成２８年、２９年の２カ年にわたり行っている教員の勤務実態調査の中でも

明らかになっているように、かなりの長時間労働となっています。先生方の働く環

境がよくなければ、子どもたちへの教育の質を高めることはできないと思います。 

   そこで、まず大玉村における先生方の勤務実態はどうなっているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   全国的に教員の勤務時間が増加傾向にありまして、この教員の多忙化が問題視され

ている中、こういった状況を踏まえまして、県の教育委員会においては、今年の

６月２６日から７月２日を調査期間といたしまして、県内の小中学校の抽出校で教

員の勤務実態を実施いたしましたことから、本村では同様の勤務実態調査、全ての

小中学校を対象に調査を実施いたしました。当該調査の集計結果でございますけれ

ども、福島県と文部科学省調査を比較いたしますと、小学校、中学校ともに文部科

学省調査と比較し、勤務時間がわずかに多い結果となってございます。 

   本村の小中学校でございますけれども、これを福島県の平均と比較した場合、小学

校教諭においては、平日の１日当たり勤務時間が県平均が１１時間２５分に対して、

本村の小学校平均１１時間２２分ということで、県平均を下回っているというふう

な状況でございます。また、中学校におきましては、中学校教諭、県平均１１時間

５３分というものに対して、１１時間４１分ということで、小学校と同様に県平均

を下回っているというふうな状況で、全体的に県内他の市町村に比して多い状況で

はな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） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございました。 

   今、大玉村の勤務実態、他の市町村と平均よりは多くないというご答弁をいただき

ました。 

   本宮市の平均が１０時間２４分、小学校で、中学校では１０時間３６分という結果

だったようですので、すぐそばの学校から比較すれば多いのかな。１日平均の勤務

時間でありますから、１１時間を超える勤務時間、この勤務時間というものをどの

ように捉えておられるのか、教育長に伺います。 

○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。 

   先ほど部長のほうから答弁させていただきましたけれども、国のほうでも大きな課

題であると、それから県のほうでも大きな課題であると、それからまた大玉村にお
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いても、この時間は勤務時間を大幅に上回っておりますので、正常な状態ではない

と、そういう捉え方をしております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 確かに、普通、通常８時間労働と言われているわけですから、そこ

から比較してもとても正常ではないという認識は、教育長もお持ちなんだなという

ふうには感じたところですが、この勤務、１１時間を超える勤務の先生方の負担と

いうのがどこで大きくなっているのか。毎日、日々の授業の時間数は確かにふえて

はいるでしょうけれども、そこの部分で大幅にふえているのか、それともそのほか

の時間、課外活動であるとか、小学校でも部活動というものがあるというふうに認

識しておりますが、そういうものなのか、さらには保護者の皆さんとの場面での負

担が大きいのか、そのあたりはどのように捉えられているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 個々の事例については、後で詳しくお知らせしたいと思いますけ

れども、総じて言いますと、中学校において非常に勤務時間がオーバーしていると

いう実態があります。これは部活動に当たる指導が非常に多いというようなことで、

これをどういうふうにして改善するかということにつきましては、国においても、

県においても、また大玉村におきましても、その辺については対応策、対策を考え

ております。それから、小学校のほうでは、勤務時間をオーバーしているわけです

けれども、子どもたちの学習活動のチェック、丸つけであるとか講評とか、そうい

った活動にかなりの時間を費やしているというようなことで捉えております。 

○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申し上げます。 

   先ほどお答えをいたしました福島県教育委員会が教員の勤務実態調査の集計の中で、

平日の正規勤務時間外で最も時間を割いた業務というふうな内容の調査がございま

す。これにつきまして、小学校におきましては成績処理、これが２３．１％、学年、

学級経営１７．１％、授業準備が１４.８％ということで、こちらがいずれも１０％

を超えているような、そういうふうな内容でございます。中学校におきましては、

部活動、クラブ活動が４３．０％、２番目が成績処理１６．４％、次が授業準備と

いうことで、こちらは７％というふうな内容でございます。 

   なお、正規勤務時間外で最も多忙と感じた業務というふうなものにつきまして、小

学校においては同じく成績処理が２０．１％、学年、学級経営が１４．０％、授業

準備が１２．６％、中学校においては部活動、クラブ活動が２８．３％、成績処理

が１６．８％というふうな内容となってございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） このような大変な勤務実態にあるわけでございますが、その中で大

玉村は今年度、土曜授業３日行われていると聞いております。近隣の市町村で、こ

の土曜授業というものが行われているのかどうか。この土曜授業があるということ



 

- 50 - 

 

で大玉村の先生方の負担、先ほど申し上げましたが、本宮市等と比べても大きいも

のがありますが、これによって負担が大きくなっているかどうか、そのあたりの認

識を伺います。 

○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。 

   まず、土曜授業ということについて、ちょっと定義づけをしたいと思います。土曜

授業といいますのは、今問題になっているか、話題になっている土曜授業といいま

すのは、土曜日に授業をやって、そして今までだったらば振りかえをやっていたん

ですよね。月曜日あたりに子どもたちが振りかえ、それから先生方は勤務振りかえ

をやっておりました。それを平成２５年１１月だったと思いますけれども、文科省

のほうで省令改正しまして、その振りかえをやっているものについては土曜授業と

いうふうに見ていません。そういう形で答弁させてください。そして、その振りか

えをやらなくてやる授業を土曜授業というふうに、そうしてください。 

   土曜授業につきましては、２５年１１月に文科省のほうで省令改正をしまして、そ

れを今までちょっとためらっていた部分を推進してもいいと。ただ、全国一律にす

るんじゃなくて、各自治体に必要であればというようなことで、教育委員会に委ね

られたわけです。 

   土曜授業につきましては、平成４年９月から月１回実施になりました。その背景は、

教育というものが学校に過度に何か依存しているというか、そういう傾向があるの

で、もっと開かれた学校、子育てというものを学校だけじゃなくて、地域、家庭、

そういったものと一体となって取り組むというようなことで、ですから土曜日を授

業日としないで、地域の中で子どもを育てましょうと、そういうふうな考えのもと

で月１回施行、それから平成７年だったと思いますが、平成７年に月２回、平成

１４年に完全実施、完全５日制実施になりました。 

   ですから、土曜授業の理念は、学校、家庭、地域、３者が一体となって教育を進め

ていくという、そういう考え方が根底にあります。実は、この考え方というのは、

大玉が進めています教育活動、みんなで支え、みんなで育て、みんなが育つ大玉の

教育という、これと合致するんですよね。ですから、そういったことで土曜授業の

あり方について非常に着目いたしました。ただ、そのために先ほどお話あったよう

に、今年３回の土曜授業というようなことを考えています。いろいろなこと、１つ

は土曜参観というようなことで保護者の方々に多く学校に来ていただいて授業を見

ていただきましょうということ。それから、学習発表会とか文化祭とか、これも地

域と一緒になった活動というようなことで、土曜授業の趣旨に合致しているんじゃ

ないかと。それからもう一つは、あだたら健康マラソンです。これも授業というこ

とで全員参加、昨年度からなんですけれども、そういった意味で教育活動の意義と

いうことについては成果を上げていると、そんなふうに捉えております。 

   ただ、負担ということについていきますと、先生方は振りかえをしないわけですか

ら、その勤務時間はまとめ取りという形です。つまり、長期休業中にその分を、土
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曜日に勤務した分を振りかえるということ、子どもたちは振りかえなしでやってい

ます。子どもたちの負担、それから先生方の負担というようなことで、過日、教職

員団体のほうから申し入れがありまして、その土曜授業をしている根拠は何かとい

うような聞かれ方をしたものですから、先ほど申しましたように、土曜授業が始ま

った趣旨、それから制度的にそれが許されているという中身であるというようなこ

とについて説明をさせていただきました。負担については、さまざまな捉え方があ

りますので、殊、来年度以降どうするかというようなことについては、後でまたお

答えしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この先生方の負担、土曜授業でももちろん負担、そのときそのとき

の負担は大きいものがあると思いますが、この大玉村で行われている学校支援ボラ

ンティア、この取り組み、先生方の負担をいかに減らすかという部分もあったかと

思っているんですが、このボランティアが入ることによってかえって打ち合わせ

等々の時間に、先生方の少ない時間をとられて負担が余計大きくなっている、この

ような話もこの間聞かれてきましたし、先ほど来ありましたコミュニティ・スクー

ルの問題、これも先生方の負担がかなりこの部分で大きいという話を聞いておりま

す。これらについてはどのように考えておられるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんにお答えします。 

   地域の方々が学校に入っていただいてさまざまな活動、ボランティアという形で入

っていただいてさまざまな教育活動していると。非常にちょっと前から比べると、

始まったころはやはりその打ち合わせの時間とかというようなことで、かなりそこ

を多忙感という形で捉えられた先生方もいるんですけれども、非常にそこは、何て

いうかな、なじんできたというのかな、そういった感じでいます。ですから、ボラ

ンティアの方が入ってくることが煩わしいとか、そういったことはなく、非常に教

育活動が充実していると、そんなことで先生方も理解していただいています。 

   典型的なのが毎年やっているんですけれども、その年、年度に新しく入ってこられ

た先生方を対象にいろんな意識調査をしています、大玉のよさとか、それから課題

とかというようなことで。そのよさの中に、やっぱり地域ぐるみで教育活動をして

いるとか、それからボランティアの方々にいろいろ助けられているとかと、そうい

う意見が大変多くあります。反対に、ボランティアの方の打ち合わせの時間が負担

であるとかという、そういった声は聞こえてきませんので、その辺は非常に充実し

ているのかなと。 

   それから、コミュニティ・スクールにつきましては、これにつきましても、全国的

な調査等々いろいろありまして、始まった初めはコミュニティ・スクールというよ

うなことがやはり非常に負担であるというような意見もありましたけれども、そこ

はかなりご理解を得られているなというふうに思っています。中身もかなり運営を

改善しておりまして、おおたま学園ということで幼稚園２園、小学校２校、中学校
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１校全てを１つのコミュニティ・スクールというようにしたものですから、その部

分はかなり負担になってくる部分が、委員さんにほうにですよ、負担になってくる

部分があるかと思いますけれども、それを今度はだんだん改善を図っていきまして、

学校に特化した会をやっています。その会には、先生方も全部ではありません、出

てもらっていますが、そこに出ていろいろコミュニティ・スクール委員さんと話し

合うことが、その後の教育活動に非常にプラスになるという、そういった捉え方を

しておりますので、負担になるというようなことは、私は感じておりません。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 教育長とは見解の相違かなというふうには感じるところはあるんで

すが、やっぱり現場の先生方にとっては負担というふうに感じている方も現実いら

っしゃるというところもしっかりと捉えていただきたいなというふうに思っており

ます。 

   これら先生方の大きな負担があるという実態を踏まえて、先生方のこの負担を少し

でも軽くする方法、先生の数がふえるのが一番負担を少なくする方法かなというふ

うにも思っておりますが、ここに至るには、まだまだ道のりは長いのかなというふ

うにも思っております。 

   そこで、村としてできる、負担を少しでも軽減する方策があるのか、それらの検討

は行われているのかどうか伺います。 

○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。 

   先ほどお話しいただきましたように、国としましては、教員定数をまずふやしてい

かないとというようなことで、これは何か国のほうの動き、それから県のほうでも

要望していますし、我々が組織しております教育長会等々でも、要するに定数改善

というようなこと、そのことがまず一番のことだというふうな、そんなお話をして

おります、ただそれはまた遠い話なので。 

   村でどういうことをしているかということなんですけれども、例えば中学校の部活

の問題がやはり課題になっています。先ほど申し上げましたように、非常に大きな

あれになっています。部活の指導者を教員以外の方がやってもいいですよというよ

うなことで法改正がありました。そういったことを受けて、まだほかの自治体では

やっていないんですけれども、今試行的に部活の指導をしていただける方をお願い

して、今それを実施したところであります。 

   それから、これは国のほうの施策の中で、改善策の中に出てきた一つなんですけれ

ども、先生方の事務を軽減化するという意味で校務支援ソフトというようなことが

あって、これが非常に大きな話題になっておりますが、大玉でもこれを取り入れて

みたいというように思っておるんですけれども、実は自治体ごとにそのソフトが違

うことになると、転勤のたびにかえって煩わしくなるみたいなことが非常に懸念さ

れますので、県のほうに一元化して取り入れてほしいというようなことについて要

望しております。それからまた、国のほうでも全県的にやるんであれば、国が２分
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の１出してもいいですよみたいなこと言ってきますので、そういったことが一つの

改善策になっていくのかなと、とにかくできるところから改善を図っていくという

ことが一番かと思いますので。 

   それからもう一つ、つい最近の例でいいますと、ある学校の先生、事務の先生がち

ょっと体調を崩しまして休まれているんですけれども、県のほうの基準ですと、

３カ月にならないと補充はつけないというようなことなんですけれども、いろいろ

と当局のほうにご理解をいただきまして、１カ月余でも今補充をつけて事務の遂行

に当たっているというか、そういったことが改善策の一つなのかなというふうにご

理解いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） なかなか先は長いなというふうに思っているところですが、平成

３０年度から学習指導要領が変わる、移行期間に入るということでありますが、こ

の新しい学習指導要領、生きる力というものを育むという目的のようでございます

が、この中身が具体的にどのように変わっていくのか。授業時間数、これもふえる

というようになっているようですが、大玉村は今でさえ土曜授業行っている、この

ような状況にある中で、来年度以降どのようにしてこのふえた時間数を確保してい

く考えなのか伺います。 

○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。 

   国の教育の基準、これは基準、学習指導要領というものが改訂になりまして、今年

度が周知期間、それから来年度から教科書のない教科領域については、それを実施

していきましょうと。幼稚園も同じです。そういったことになっております。 

   一番大きな改訂の柱というのは、私なりの理解でございますけれども、１０年後、

２０年後になったときに人工知能がどんどん発達してきて、もう今ある職業の半分

以上もなくなってしまうと、そういう時代が来るときに、じゃ、子どもたちがそう

いった時代を本当に主体的に生きて、みずからの判断で主体的に生きていくために

はどんな力が必要になってくるんだ、それがまさに生きる力という。そして、１つ

は人と共生していくというようなこと、心の問題だと捉えています。それから、思

考力、判断力、表現力というような言葉ありますけれども、そういったことを培っ

ていく、それも非常に窮屈な授業な日数の中でやっていくというようなことで、さ

まざまな工夫が必要になってくると思います。 

   その改訂の理念の一つに、社会に開かれた教育課程という言葉があります。社会に

開かれた教育課程、これは今、大玉が進めていますように、教育を学校だけの中だ

けにとどめるんじゃなくて、地域、家庭、地域社会と一体となって教育課程を見て

いく、つくっていく、そういった趣旨からすると、先ほどお話ありましたコミュニ

ティ・スクール、まさにその理念にかなっているのかなと思っていますけれども、

社会に開かれた教育課程。それから、方法的にはアクティブラーニングという言葉

使っているんですけれども、主体的に対話的に深い学びを授業の中でつくっていく
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というようなこと。それから、カリキュラムを全体的に見ていく、非常に量が多い

ものですから、全体的に見ていくという、そういう意味でのそのカリキュラムの見

直し、そういうカリキュラムマネジメントという言葉を使っていますけれども、そ

ういったことを基本にしながら新しい教育課程をつくっていくというようなことで、

今学校と連携を図りながら、その方向に向かって取り組んでおります。 

   ただ、問題なのは授業時数です、先ほどお話ありましたように。いろいろ考えて、

これは先生方からもいろいろ出していただきました。先生方も本当に子どもたちの

ことを真剣に考えていただいて、大玉村に合った教育課程、何がいいのかと。授業

時数がふえた分をどういうふうにカバーするかというのは、選択肢は余りありませ

ん。 

   １つは、今ある日課表というんですね。学校に来て、登校の時刻があって、帰るま

で日課表、その中を工夫して、そこに時間、ふえた分を埋め込んでいきましょうと

いう考え方、もっともっと窮屈なのは、１５分ぐらいの時間をとって、それを３こ

まとると４５分とみなしますよというようなことで、非常に日課表が窮屈になりま

す。その選択肢は、先生方はやっぱりなじまないというようなことであって、大変

いい選択をしてもらったなと私も思ってもおりますけれども。 

   それからもう一つは、土曜授業を増加させるというような方法です。いろんな先生

方の意見ありましたけれども、例えば毎月１回土曜授業やれば十分じゃないのと。

ところが、土曜授業については、趣旨はあるんですけれども、先ほどあったように、

いろいろと課題もあるというようなことで、それをむやみにふやすことはできない。 

   あと、その次、何が出てくるかというと長期休業、つまり夏休みとか冬休みとか、

それを削るという方法、それが考えられます。今現在考えていますのは、これは実

は大玉、先ほど本宮の話が出てきましたけれども、大玉だけでというのじゃなくて、

本宮と二本松と、その辺を歩調がそろってやれればいいのかなというような話でず

っと話し合ってきた中身の中で、夏休みを３日程度なんですけれども、３日程度減

らしてはどうかというようなことで、そんなことで今調整をしております。ただ、

大玉は土曜授業の歴史があるものですから、土曜授業もその趣旨、先ほど申したと

おり大事なんですけれども、どうせだったらば二本松、本宮と一緒にして夏休みを

いっそのこと３日減らすというような方向で、土曜授業はなくするというような方

向で一挙に改善を図っていければなというようなことで、今、来年の教育課程の編

成に取り組んでおります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 土曜授業はなくして、夏休みを３日減らすと。なかなか苦渋の判断

かなというふうにも思っているところですが、今年土曜授業としてさまざま取り組

まれてきました。土曜授業でない部分でも取り組んできましたが、この平成３０年、

これは３年に１度、大玉村の村民運動会の年に当たります。さらには、この２年間

行われてきましたおおたま・オータム・フェスタ、小中学生、地域の皆さんがかか

わっていろいろな取り組みを進めてきました。これら同じ時期に行われる、どっち
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もやるとすれば行われるのかなというふうに思っておりますが、これらの行事どう

するのかなというのが先生方にとっても大きな関心事であったように思います。こ

の部分について伺います。 

○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。 

   今ご指摘がありましたように、大きな行事、３年の１回の行事が予定されています。

それで、おおたま・オータム・フェスタについてちょっとお話をさせていただきま

すけれども、これはまさに子どもたちがおおたま学園という、場所は違うんですが、

学ぶ子たちが一堂に会して、しかも地域の方々のご指導をいただきながら、地域の

方々と触れ合っていくというようなことで、昨年度から始めた行事です。これはコ

ミュニティ・スクール委員会の中からの提案という形で新たに設けられた学校行事

なんです。 

   去年やって、今年やってさまざまな成果がありました。課題もありました。それを

改善を図って今年もといったんですけれども、今年の評価をいいますと、まず小中

学生が楽しかった、よかった、人と触れ合えたという評価が９０％近くになってお

ります。それから、保護者も９０％よかった、意味があったというのが保護者も

９０％を超しております。教職員のほうは、若干低かったんですけれども、意義が

あったという、有意義であったというのが７８％、それからボランティアの方々、

それからＣ・Ｓ、コミュニティ・スクール委員さんたちにも同様の調査を行いまし

たけれども、よかった、有意義であったというのがほとんどもう１００％に近い行

事になっております。 

   そういったことから、これを３年に１回といえども、なくすことはできないだろう

というようなこと、それから運動会も１０回の歴史があるものですから、そういっ

たことの経緯を踏まえて、これを大切に扱っていきたいというようなことで、実は

過日、１１月２７日だったんですけれども、３０年度の、特にこの２つの行事をど

うするかというようなことも含めて、関係の方々に集まっていただきまして、調整

会議、検討委員会をさせていただきました。結論から申し上げますと、３年前の反

省課題、それからおおたま・オータム・フェスタの結果、あるいは課題、そういっ

たことを整理しながら、来年度は一本化する方向でやっていくしかないのかなとい

うようなことで、大まかな方向づけをさせていただきました。この後、実行委員会

を立ち上げまして、その中身について、それぞれ意味のある中身になるように検討

してまいりたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この子どもたちの行事、さまざまな行事あるわけですが、村の文化

祭であるとか健康マラソンもそうですが、鼓笛パレード等々、いろいろな行事に子

どもたち参加をしております。それに伴い、子どもたちの負担はもちろんでありま

すが、先生方にとっても大きな負担になっているのではないかなというふうに思っ

ております。いろいろな場面で子どもたちの元気な姿を見ることができる、それは
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私たち村民にとって大変うれしいことではありますが、それが学校での生活を圧迫

する、このようなことになるだとしたら本末転倒ではないかというふうに考えるわ

けです。これらそれぞれの行事等々の今後の考え方ありましたら伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ちょっと広い視点から捉えてみたいと思うんですけれども、学校

の教育活動というのは授業日です。授業というのは何を指すかといいますと、教科

の学習が入ります。国語であったり、算数であったり、それ以外に学校行事という

のがあります。それから、子どもたちの活動、生徒会活動であったり、児童会活動

であったり、そういった活動があります。日本の学習指導要領の、何ていうか、仕

組みの中で標準時数という言い方をしているんですけれども、それは教科の時数に

ついては、例えば国語であれば３１５時間であるとか、そう示されているんですけ

れども、特別活動の中身については各学校の創意工夫でやりなさいという、そうい

う中身なんです。 

   私は、大きく言ってしまえば、特別活動というのは体験活動だというふうに思って

います。人とかかわる、自然とかかわる、そんな中でまさに生きる力というような

ことを育んでいく大変重要な活動だと思っていますけれども、今体験が、非常に体

験不足が懸念されています。今のネット社会等々、それから人とかかわる機会が少

なくなった、そういう意味で先ほど申し上げましたおおたま・オータム・フェスタ

等は、極めて意味のある体験活動の場なんだろうと思っています。 

   ですから、標準時数プラス体験活動というようなことで、その重要性をまずご理解

いただいて、そういった中で上限と下限という言葉、国のほうでは使っているんで

すけれども、上限というのは負担過重にならない程度、下限は学習指導要領の内容、

趣旨内容、目標内容を達成できるといようなことでざっくり押さえてあるんですけ

れども、そういった範囲の中で考えていきながら、今ご指摘あったような点を踏ま

えて、負担過重にならないように、そしてまた体験活動の重要性等々を踏まえて、

授業時数が示されている中身、教科については、それをやっていくことになります

けれども、それも中身のあるものにしていくために、先ほど言いましたカリキュラ

ムマネジメント、要するに全体を考えながら、今やっているのは全体の中のどの部

分にあるのかなというようなことを大事にしながら、次年度に向けて先生方、学校

と話し合いをしながら、大玉の子どもたちに合った意味のある教育課程をつくって

いきたいと。そのときに学校行事のあり方についても、当然今お話し申し上げまし

たことを基本にしながら進めていきたいと、そのよ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。 

   子どもたち、しっかりとした体験を積むことで、生きる力、もちろん醸成されるわ

けですので、その辺のやっぱりバランス、その辺を捉えながら進めていっていただ

きたいというふうに思います。 

   次に、この項目の最後でありますが、学校給食について伺います。 
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   子どもたちの食育という観点から、さらには家庭生活の問題から給食が唯一まとも

な食事だという子どもがいるという現実も片一方ではあろうかと思います。これま

で何度か質問をしてまいりました。この学校給食の無料化に取り組むべき時期にな

ってきているのではないかと思っております。 

   福島県内では、給食費の全部を助成している自治体もあれば、一部を助成している

自治体もあります。給食センターは本宮市と共同運営をしているわけですから、本

宮市にも提案し、財源を振り向ける努力が必要ではないかと思います。一部助成も

含め、早急に検討すべき課題ではないかと思います。村長、そして教育長の考えを

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。 

   これについては、何度かお答えをしましたが、給食費については給食センターの運

営費とか、建設、運営、そういうものについては全て公金でやっていると。それで、

法的にも食材費、その材料については保護者が持つというようなことが子どもたち

の給食に関する法では定められておりますので、原則的には材料費は保護者が持つ

ということだというふうに考えておりますが、今の現状のお話にもありましたよう

に、今の傾向からいうと、人口減少に悩んでいるところで子どもたちのそういう無

料化を推進して転入増加を図ろうという町村が多いようですが、それでもなかなか

子どもの減少傾向そのまま続いているという悩ましい状況だというふうに考えてお

りますが、大玉の場合は金額にすると約４，０００万弱のお金が毎年材料費として

かかっていくと、１０年で４億と。これは他財源から振り向けると、その

４，０００万円をどこから持ってくるかということをこう考えますと、なかなか難

しい、先ほど言いましたように、経常収支比率にも上がりますので、村の臨時的な

道路をつくったり、いろんな臨時的に政策をやるものにもかなり影響してまいりま

すし。 

   あとはもう一つは、本宮と共同で給食センターを運営をしておりますので、経営し

ておりますので、これは足並みをそろえて、一緒にもう何十年も経営しております

ので、大玉だけが一方的に無料にしますというわけにもまいりません。信頼関係が

損なわれてしまいますし、共同運営の観点からも難しいということで、前にもお話

ししました。本宮とお話ししてみますという約束をしましたので、本宮市長とは協

議しましょうねと。大玉としても、そういう方向でできないかどうか考えているの

で、本宮でも、今はちょっと財政状況が本宮は厳しいところがありますので、その

辺も含めて、そう遠くない将来の一部助成も含めて検討しましょうというところま

ではいっておりますので、いつから始めるという約束はここではできませんが、や

はり先ほど言いましたように、財源の問題がございますので、国のほうで幼児教育、

保育等でかなりの財源を生み出していただければ、その一部が充てられるのかなと

いうふうにも考えておりますので、そういうことも総合的に勘案しながら進めてま

いりたいと。 
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   ただ、教育長が答弁する話だと思いますが、低所得者については、要保護というの

は生活保護のお子さん、それから準要保護のお子さん、生活が大変苦しくてという

低所得の皆さんには準要保護ということで、給食費も全額支給をしておりますし、

修学旅行とか文房具とか、そういうものも全て支給をしておりますので、それにつ

いては、すぐに拡大というわけにはまいりませんが、できるだけ門戸を広げて救っ

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） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 村長の答弁を超えるような答弁は用意しておりません。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 本宮市長と協議を重ね、近い将来に必ずや無料化、一部助成実現し

ていただきたいというふうに思っております。 

   この給食に伴い、現在給食を食べるときに使用している箸についてでございます。 

   子どもたちが自宅から持っていっておりますが、給食を食べた後、洗って自分でし

まうというふうになっていると思っておりますが、子どもたちのことです。なかな

かきれいに洗わない、洗ったとしても箸箱が汚れている、さらには持ってくること

自体を忘れてしまう、このようなことが日常的にあるのではないかと思います。そ

こで、給食センターで箸そのものを準備することはできないのか伺います。 

   箸そのものが準備されていれば、忘れた子どもを叱らなくてもよいわけですし、箸

をきちんと洗いなさい、そのような指導そのものが要らなくなるわけですから、先

生方の負担も軽減されるのではないかと思っております。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。 

   給食の際に使用しております箸につきましては、米飯給食が開始されました昭和

５１年から食育、さらには親子とのかかわりを持たせるといった観点から、個人持

参の箸を使用して運営をしてまいりました。箸の提供を給食センターでというふう

なことになりますと、導入時の初期費用、そのほか食器洗浄機の改修、あるいは人

件費の増加、さらには配膳、それから片づけの際の手間の増加というふうなことも

考えられます。 

   本宮方部の学校給食センターで行っております給食試食会のアンケートにおきます

と、給食センターで用意したほうが衛生的であるというふうな声、それから箸を忘

れると先生に迷惑をかけるというふうな意見もある一方、子どもの成長に合った箸

を持たせ、使わせることができるのでよいと。それから、毎日自分で箸を出し入れ

することで衛生面にも気をつけるようになると思う。箸を持ち帰ると自分で洗って

おり、その習慣で食事に対する感謝の気持ちも持ってほしいというふうなことで、

約７割の保護者の方、現状維持でよいのではないかというふうな結果という給食セ

ンターの内容でございます。 

   このようなことから、箸につきましては、現行の対応でお願いしたいと考えており
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まして、議員ご指摘の衛生上の問題につきましては、今後とも先生方による指導の

徹底をお願い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） ６番。 

○６番（武田悦子） なかなか難しいところはありますが、私が保護者だったら準備して

ほしいなというのが本音かなというふうにも思うところです 

   この大玉村のそれぞれの学校、少し前までは先生方にとって大玉村って一度は行っ

てみたい、大玉村に赴任して仕事をしてみたいというふうに言われていたところだ

と聞いております。しかし、今は大玉村にだけは行きたくないという声も聞かれて

いるのが現実かというふうに思っております。ぜひ先生方の職場環境、これまで以

上に負担を軽減をしていく、子どもたちの学ぶ環境をしっかりと整えていく、やっ

ぱり大玉村で教えてみたいと言われるような教育環境をつくることに取り組んでい

ただきたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   「誰もが住みやすい環境を作る、特に障害を持つ皆さんが暮らしやすい環境につい

て」伺います。 

   バリアフリーという言葉が使われて随分たちます。障害者や高齢者が生活していく

ための障害を取り除き、誰もが暮らしやすい社会環境を整備していくということで

すが、誰もがという部分に示されるように、障害を持つ皆さんが生活しやすいとい

うことは、私たちにとっても生活しやすいということです。それでも、障害によっ

てその特質を踏まえた対策は必要です。健常者が日常生活を送るのと同じ視点で、

障害者に必要なことを施策として考えていくべきではないかと思います。基本的な

考え方を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   基本的には、今言われたように、障害者差別のない社会の構築というのは、これは

もう当然のことでございますし、障害者等も社会の中で同じように歩んでいくと、

そういうことを逆に言うと、意識をしないような社会じゃなくて、意識をしながら、

そして差別がなく、ともに歩んでいくということだというふうに認識をしておりま

す。 

   いろんな障害がありますよと、それからいろんな施策が必要ですよというお話があ

りました。大玉村については、先ほども学校の話がありましたが、特別支援学級で

平成１８年、私、教育長になったころですが、ほとんどの障害がある子どもに支援

員がついていなかったときに大玉村は他に先駆けて一人一人に支援員をつけて、最

大のときは小中学校、幼稚園で８名の支援員がおられたときがありました。そうい

うことで、その障害のある子どもたちに対する支援というのは、随分早い時期から

実施してきたということと、それからあと通級学級といって専門の先生がいない障

害の子どもの場合に福島にそういう学級があったときには、やはり通うのがお母さ
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んが連れていくのが大変だということで、アパートを福島に借りて、そのときもそ

のアパートの家賃の一部を村が助成すると。多分これは福島県では他に類を見ない

支援制度だったろうというふうに思いますが、その要綱は今でも生きておりますの

で、ここで本来は障害のあるお子さんは村の学校でお受けする、学んでいただくの

が本当ですが、やはり聴覚障害とか目の関係とかで十分な対応をできない場合には、

福島にそういう学級があれば、そちらに行って、その分についての助成をするとい

う考え方でございます。ですから、基本的には、そういう本来村が担うべきもので

はあるがということには変わりはございません。 

   それから、特別支援学校、あぶくま養護学校に知的障害等については行っておりま

したが、今、田村のほうに行っております。大変これは遠いということで、安達管

内の２市１村で県のほうに強力に教育長会と手を携えて要求をしてまいりました。

やっと二本松市に近々特別支援学校が開設されるという運びになりましたので、来

年すぐにというか、再来年になるか、これはわかりませんが、本当に近々という、

かなり遠くない将来ということの設置がある程度固まったということで、間もなく

そういう発表があるんじゃないかという期待はしているわけですが、ですから、そ

ういう障害を持った子どもの環境も飛躍的に変わるだろうというふうに思っており

ますし、それから村内ではふぁいんぱるが建設されました。そういう建設について

の助成というのをさせていただたり、あとデマンドタクシーについては高齢者と介

護関係と障害者については無料というふうにさせていただいていますので、足の確

保も行うということもありますし、あと防災無線、後で質問があるので、先に答え

ても大変あれなんですが、聴覚障害者の皆さんの緊急の防災行政無線については文

字の出る戸別受信機を今設置を始めているところでございますので、福島県の中で

も障害者に大変優しい村じゃないかなと、規模としても考えておりますが、まだま

だ何が課題かということになると、やはり就労の場を確保できればいいなというこ

とで、障害者の就労を受け入れている千葉県の施設に副村長以下視察に行ったりを

しながら、これからそういう就労の場の設置について現実的に検討していきたいな

というふうに考えています。 

   ですから、十分と、それぞれのいろんな障害がある方、肢体関係とか知的とか、そ

れぞれ十二分にというわけにはまいりませんけれども、その場その場で課題があれ

ば、それには真摯に向き合って改善をしていきたいなと、対応していきたいという

ふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   課題があれば真摯に向き合っていくという村長のお言葉をいただきました。 

   大玉村の課題の一つとして無医村という課題がございます。日常的な受診には、村

外へ出なくてはならないということになっておりますが、大玉村は幸いなことにそ

んなに遠くないところに医療機関ありますので、車を使えば簡単に行くことができ
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ます。余り不便だというふうに感じていない方も多いと思いますが、やはり村内に、

近くに病院があればと思うときも多くあります。私でさえそのように感じるわけで

すから、高齢の方、そして障害を抱える方はもっと近くに病院があればいいなとい

うふうに思っている方多いのではないでしょうか。 

   原発事故以来、福島県内は医師不足となっております。大変厳しい部分あろうかと

思いますが、諦めてしまっては病院を持ってくることはできません。この医療機関

の誘致について考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   諦めてはいませんが、現実的に医師不足で、郡山あたりの病院にも医者がいないと

いう状況の中で、やはり今やるべきことは、その足の確保とか、そういうことが先

かなということでデマンドタクシーを用意させていただいたり、それからあと外出

支援、職員が中心として外出支援をして病院に送る、福祉バス、生活バスというよ

うなことで対応するというのが現実的な対応かなというふうに思っております。 

   大玉村が過疎であれば、国の金を持ってきて村立の病院とか、村の誘致の医院とか

というのは可能なんでしょうが、実際問題、谷病院の診療所が成立しなかったとい

うことは、あのころは結構医者がいたんですけれども、それでもやはり成立しなか

ったというのは村民の皆さんが近くの病院に行ってしまうと、いつ行っても患者さ

んがいないという、私もあそこにかかっていましたのでわかりますが、ほとんど患

者さんが入ってこないという中で谷病院も撤収してしまいました。ですから、大玉

村が診療所を抱えるということになると、年間億の金がやはり支出がかかるだろう

ということは、そういう支出は、まず今のところは難しいので、無医村を諦めては

おりません。時期が来て土地を準備してくれとか、ぜひ開業したいというような場

合には、これは本当に積極的に対応していきたいなというふうに考えていますが、

現時点では、先ほど言ったような対応でやらざるを得ないというのが現状でござい

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 大変心強い言葉をいただきましたので、これからも諦めずに引き続

き取り組んでいっていただきたいというふうに思います。 

   次にでございますが、重度障害者医療助成制度、これについて伺います。 

   現在、大玉村において、この助成制度は償還払いとなっていると思いますが、この

制度を利用する方にとっては病院で証明書を書いてもらって、さらに役場の窓口へ

申請してと、かなりの負担になっているのではないかと思います。県内では、今年

の１月現在ではありますが、７つの自治体で現物給付、窓口での負担がないという

ことになっております。郡山市では、自動償還払いという制度で行っているという

ことであります。今年の１月以降、現物給付を行っている自治体ふえていると思い

ますが、把握しておられればどこなのか伺いたいと思います。 
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○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今、現物給付を実施している市町村、議員さんのほうから７市町村ということがご

ざいましたけれども、私のほうで把握しているのが９市町、村は入っていないです

けれども、９市町ということで、今ほどお話ありました郡山市、福島市、伊達市、

いわき市、桑折町、国見町、川俣町、只見町、把握漏れというようなこともあるか

もしれませんが、現在把握している市町ということでございます。あと、１０月か

ら会津若松市も始まったというようなことでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 村はないということでしたが、１０月からたしか飯舘も入ったのか

な、南相馬、相馬市、あの辺も入ったのかなというふうに思っておりますが、この

大玉村でも、ぜひこの助成制度、現物給付にしていただきたいと。皆さんの負担軽

減を図る上でも現物給付が一番皆さんにとっては負担が少ないやり方なのかなとい

うふうには思っておりますが、その考えを伺います。 

○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。 

   今ほど先行して現物給付実施している市町村ございますけれども、村としても、こ

れらの市町村から情報をいただいている今状況でございますが、いろいろ問題のあ

る中ではございますが、既に行っている市町村によりますと、地区を限定したり、

あるいはその限度額を超える場合には現物ではなくて、一旦支払いをしていただく

とか、あと支払基金であるとか国保連合会であるとか、そういった部分での協議も

必要でありますし、医療機関とのやっぱり話し合い、これも必要になってくるとい

うことで、すぐに始められるということではありませんが、それら先行事例を検討

した中で前向きに進めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ぜひ前向きに検討をしていただいて、実現に向けて努力されること

をお願いをいたします。 

   次に、防災無線の文字情報提供について伺います。 

   先ほど村長から答弁がございました。既に設置をしているということでありますが、

全て設置になっているのかどうか。そして、９月に行われました防災訓練の際、聴

覚障害の皆さんから文字情報の文字が小さくて見えづらいというお話もございまし

た。その辺も含めてどのような状況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。 

   ２８年度、２９年度でデジタル化進めてまいりました。２９年度につきましては、

それぞれ戸別受信機を各家庭に設置させていただいたと、そういう中で文字表示の

できるデジタル無線機ということで、現在８世帯の方に設置が完了しております。

既に、戸別に通知をして周知はしたわけですが、既に受信機だけ設置してしまった
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なんていう、そういう世帯もございまして、改めてその通知をして、こういった文

字表示の受信機がありますというようなことで、再度希望調査を実施しているよう

な段階でもございます。 

   文字が小さいというようなご指摘もございますが、なかなかその文字を大きくでき

るかどうかについては、ちょっとその辺は確認をしてみないと何とも言えないとこ

ろはございますけれども、今文字が表示されるだけでも進歩したのかなというよう

なことではございますが、なお確認はしたいと思います。 

   今ちょっと話をしましたところ、文字サイズについては変えられるようですので、

その個々の設定の中で文字サイズを指定していただければ大丈夫かなというふうに

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。 

   せっかくの防災無線でございますので、使いやすい方法をきちんと指導をしていっ

ていただけたらというふうに思っております。 

   次に、村内公共施設について。 

   村内の公共施設、かなり老朽化しているところが多くなってまいりました。ユニバ

ーサルデザインなどという観点とは無縁の施設も多く存在すると思います。誰もが

使いやすい公共施設にしていくためには、いろいろな工夫が必要であり、今ある公

共施設を活用していくためには、この視点が大切ではないかと思います。 

   村内には、車椅子の方が利用できるトイレはどこにどのくらいあるのか、段差を気

にせずに利用することのできる施設はどこなのか、目の不自由な方や耳の不自由な

方が安心して利用できる施設はどこかなどと考えたときに、今後公共施設の改修に

当たっては、これらの視点を取り入れ、計画を立てていくべきと思いますが、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、公共施設それぞれトイレやスロープ等あるところ、

ないところございます。それらにつきましても、施設個々のそういった状況を再度

把握する必要はあるかというふうに思いますし、把握した中で改善策を検討してい

かなくてはならな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。 

   昨年、聴覚障害者団体の皆さんとの懇談会が行われ、今年もこの１２月に予定され

ていると聞いております。また、職員の皆さんを対象とした手話の勉強会も行った

と聞いております。とてもすばらしい取り組みだと思っております。これらを開催

しての成果、そして今後の課題について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 
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○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんに再度お答えをいたします。 

   二本松の聴覚障害者協会と昨年の１２月に懇談会を開催しております。今年度も開

催予定ではございますが、１２月１４日に開催を予定しているところでございます。

その中で、いろいろ改善が必要だというようなことでご意見もいただいております

ので、改善できる部分から着手しているところではございます。 

   手話の講習会につきましては、今年度１回実施したわけですが、実施したその講習

を聞いた、私申しわけございませんが、所用で出席できなかったわけですが、出席

した職員から聞いた中では、やっぱり聴覚に障害のある方について重要なコミュニ

ケーションだと、手話については。面と向かって、こうお話をしないと通じないよ

うな部分もあるというような、そういう指摘というか、指導があったというような

ことで、その手話の大切さというのを再度認識したというような、そういうお話が

ございました。 

   一回講習聞いたぐらいで手話ができるかといったら、これは全くとんでもない話で

ございますので、繰り返しその講習を受けて、繰り返し手話をやることによって、

ある程度、挨拶程度の手話ができるのかなというふうに思いますので、今後そうい

った研修の機会をふやしていかなくてはならないな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） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   手話について最後の質問、以前も行った質問であります。手話言語条例の制定につ

いて伺います。 

   聴覚に障害を持つ方にとって、手話は私たちが使う言語と同じです。郡山市では、

２０１５年に手話言語条例が施行されました。全ての市民がともに生きる地域社会

の実現のために、市、市民及び事業者全てがお互いを理解し、尊重しながら、信頼

のきずなで結ばれる社会を実現していくことが大切だとしています。手話を必要と

する人にとって暮らしやすい環境とは何かと考えたときに周りの人が手話を理解す

る、手話を使いやすい環境をつくっていくことが大切だと思います。 

   手話言語条例を制定することによって手話への理解はもちろん、聴覚障害者の皆さ

んへの理解も進むのではないかと思います。そのことが全ての人がともに生きる地

域社会をつくっていくことにつながっていくのではないかと思っております。これ

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番議員さんに再度お答えをいたします。 

   手話言語条例ということで、郡山市さんでは既に制定をしております。条例の内容、

若干見させてはいただいたわけですけれども、大玉村規模の村で、自治体ではちょ

っと難しいなというふうな点もございますので、本宮、二本松等々と協議できる部

分、ともにできるような部分も検討していかなくてはならないのかなというふうに
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思いますので、それらも検討した中で、また全国の知事会が参加する手話を広める

知事の会というのがありまして、１１月の上旬に手話言語法の制定を目指す方針を

掲げたということで、条例の上でありますその手話言語法の制定を進めるというこ

とでございますので、それらの動向も注視しながら、村で条例を制定するかどうか

についてもあわせて検討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） 最後に、これらについて村長の考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   条例は村で制定するということで、法律で制定したものについては条例で制定はで

きないと、基本的には。ということもありますので、今全国の知事会で法律で国に

求めるというのは、法的な問題だけではなくて、財政的な裏づけも欲しいというこ

とだというふうに考えておりますので、私は国全体として、もう少し障害者全体に

対して考えるべきだというふうに考えておりますので、その法律のできるのをまず

注視したいということで、条例をつくって２歩も３歩も現実的に進んでいける、や

っぱり実現可能な条例でなければ、形だけの条例制定になってしまいますので、し

っかりと大玉村規模で職員の数等、財政的な問題等も検討しなきゃいけませんので、

そういう形で実現可能な条例をつくらなければ意味がないというふうに考えていま

すので、よくそう長く時間をかけないで、周辺等を、あと法の整備等も踏まえなが

ら検討してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございました。 

   以上、一般質問を終わります。 

○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。再開は午後２時５５分といたします。 

（午後２時３９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ３番本多保夫君より通告ありました「農業政策と鳥獣対策への取り

組みについて」ほか２件の質問を許します。３番。 

○３番（本多保夫） ３番本多保夫であります。先に一般質問を通告しておりました３件

につきまして、議長の許可を得ましたので、これから質問していきたいと思います。 

   大変申し上げございませんが、私も体調不良でございまして、大変聞きづらいかな

と思いますが、ご勘弁願いたいと思います。そういうわけでございますので、村長を

初め担当部課長につきましては、簡潔なる答弁、的確なる答弁をお願いいたしまして、
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１番であります農業政策と鳥獣対策への取り組みについて、２点ほどお伺いしていき

たいと思います。 

   まず１番としまして、本村の基幹産業である農業、米づくり、野菜、果物、花卉と

さまざまなものが生産されております。押山村長には、農業経営者の苦しみをご理解

いただき、農機具購入への補助またはビニールハウスの購入・設置への補助等、農業

生産法人への補助に対しましては感謝を申し上げる一人であります。 

   ここでお聞きしたいんですが、平成２９年度の今までのこの実績をお伺いしたいと

思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   ２９年度の共同機械利用整備事業関係でございますが、２０件の申し込みがござい

まして、総事業費で１億１２９万７，０００円、補助につきましては３，３７６万

５，０００円で、そのほかビニールハウス関係につきましては３件で、総事業費が

２７５万５，０００円、補助が７３万ちょうどというような形での事業実施の状況と

なってございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   この補助関係、莫大な金額を要しております。この結果はいずれあらわれてくると

確信しております。こういった中での農業経営、大変苦しゅうございますので、今後

も何年か先にも続けていっていただければというふうに考える一人でございます。 

   さて、４月から種子法が変わり、民間の法人でも販売できますよというようになっ

てきます。現在、米農家にとっては大変な痛手になってくるのではないかと思います

が、今現在ですと、通常１反歩当たり約４キロのもみ種が必要となっていると。この

もみが消毒済みであると１キロ当たり６１６円かかるそうです。これが民間企業が参

入すれば、報道関係からいきますと約１０倍ぐらいになるんではないかという予想も

立てられている現状でございますが、これに対して村は今後、種子購入に対しての補

助関係を考える気はあるかどうか、村長にできれば答弁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） ３番議員さんにお答え申し上げます。 

   まだその情勢が確定もしていないので、可能性ということですので、現時点ではま

だそういう補助というところまでは考えておりません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 来年の作付はもう種もみを皆さん準備しておりますから、何ら問題

はございません。普及所に問い合わせしましたところ、３０年のもみ注文からは恐ら

く変わるでしょうと。ただ県の推奨米である「天のつぶ」については、権利は県が持

っているということなので、種もみのどうのこうのというのは多分ないでしょうとい
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う答弁をいただいたところでございます。まず間違いなく種もみは高騰してくるとい

うふうに考えていかなければと思います。今、村長が答弁したようにまだはっきり確

かにはしてはおりませんが、なってくるのは目に見えてわかるような状況下にありま

すので、その辺の検討もよろしくお願い申し上げます。 

   国の農業に対する法、指導は毎年のように変わり、農業従事者の高齢化、後継者不

足に拍車をかけているように思われる昨今でございます。外国からは安い米が輸入さ

れ、国産米が売れないというような状況が来ると。村財政も大変ではございましょう

が、押山村長にはしっかりとした農業政策へのかじ取りをお願いするとともに、今後

とも農業というものをご理解して指導に当たっていただければと思います。 

   次に、鳥獣対策の取り組みについて質問させていただきます。 

   農林水産省の補助制度の中に、鳥獣被害防止総合対策交付金というのがございまし

て、ありますが、この制度はどのようなものなのかお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   国の補助につきましては、イノシシを捕獲した際にそれに上乗せする補助ですので、

捕獲してからの申請と、捕獲頭数によっての申請という形になります。 

   それから、そのほか、わなやおり等の補助、それから電気柵関係の補助ということ

で、それぞれございますが、電気柵につきましては個人ではなく集落、地域ぐるみで

の取り組みに対しての補助になります。ですので、自分の個人の田んぼだけやるとい

うことはこの補助の該当にはならない。補助の中身については、自分たちで電気柵を

設置する場合は１０割の補助、業者に委託する場合は資材代も含めて２分の１の補助

というような形での要綱となってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   この鳥獣被害防止総合対策交付金、これらについての電柵への補助は出ますよとい

うことがあったにもかかわらず、この交付金を利用した形跡が全く見られないと。行

政側としてはこの指導を行った経緯があるのかどうか、また県内でこの補助金を使っ

て電柵を設けたところがあるかどうか、あればお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   この電気柵の取り組みにつきましては、先ほど申し上げたとおり、集落、地域ぐる

みということでございましたので、中山間地等の直接支払に取り組んできた方々の代

表者の方にお話をしました。やはり地区でまとめるとなると、かなりのその延長にな

ると。費用はある程度補助で出ますが、その後の維持管理、当然これその集落なり地

域で取り組まなくてはならないというような課題もございますので、残念ながら大玉

村では電気柵については取り組んでいない。そのほかのものについては取り組んでお

りますが、電気柵だけ取り組む集落がなかったということでございます。 
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   あと、近隣の場所につきましては、ちょっと手元に資料がないんですが、県北地方

の町村で、桑折町で１５キロほどその地域で設置したというような実例はございます。

ただし、距離がかなり長い距離を設置しまして、課題としましては山側のイノシシに

ついては防護できたんですが、当然イノシシは山だけでなく里にも落ちてきていまし

たので、里に残ったイノシシを捕獲しなくてはなんないというような新たな課題が起

こったというようなことでのお話がされているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 今の現状だと、集落、中山間地帯の皆さんにはなかなか難しいと。

そのために書類作成、現場の管理等を考えれば、大変ではあるかと思いますが、近年

の農地、農作物はイノシシによりまして荒らされ放題であり、被害は莫大なものであ

ります。各行政区に対して、役場の職員による支援チーム等があるわけですから、こ

の辺の力を借りて、職員の皆さんには大変だとは思いますが、こういった交付金を利

用した事業に取り組んでいただければ大変ありがたいなと感じる一人でございます。 

   また、先ほどおっしゃいますが、鳥獣被害防止都道府県活動支援事業というのも県

の事業としてあるわけでございます。これは農林水産業団体または市町村の職員等を

捕獲の担い手として育成するため、技能研修の実施及びこれらのもので構成される鳥

獣の保護体制の整備ができる、捕獲体制の整備ができるということでございます。と

いうことは補助金を使って職員の皆さんにわな等の講習を受けるなり、資格をとるこ

とが可能ですよというふうに捉えることができるんですが、これを利用して職員の皆

さんにはまた迷惑かけますが、そういった考え、指導を協力してもらわれれば、山間

部にある高齢者、後継者不足、ある程度の緩和はできていくのではないかなと思いま

すが、これらについて考えをお持ちでしたらお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   ただいまの補助に関しましては、大玉村でも３年か４年前だったかと思いますが、

村単独でも狩猟免許の取得、それから、わなの免許の取得ということで、それぞれ補

助を出しまして、私も両方とも所持してございまして、昨年１回目書きかえしまして、

今後そういう状況になりましたらぜひ駆除隊のほうの入隊をして、村民の皆さんに駆

除の一翼を担って少しでも役に立てればなというような考えございます。今のお話の

とおり、職員、私持っていますんで、当然とれますので、そういった志のある職員を

ぜひ募集して前向きに検討していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 志を持って対処したいと、大変ありがたい言葉でございますが、ま

だ一度も現場に行ったという話は聞いておりません。だが、イノシシは日々毎日ぐら

いに出ておるわけです。被害をこうむっているわけです。担当部署もあるかと思いま
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すが、それにつけても、せっかくそういった交付金、補助金を使ってとったのですか

ら有効利用を即やっていただければと。皆さんには皆さんの行事等々あるかとは思い

ますが、何とぞ農業を守るためにその志を生かしていただいて、ご協力をお願いする

ところでございます。 

   次に、２番目として、第３仮置き場の保留について、お伺いしていきたいと思いま

す。 

   保留となった最大の原因、要因は何だったと思うか、村長にお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   第３仮置き場につきましては、地元との意見交換会、続けてまいっております。そ

ういう中で仮置き場の利用計画の見直しということで、まずその全体的な見直しが必

要な段階に来ているんじゃないかというようなことで、それにつきましては中間貯蔵

施設への輸送のスピードがかなり速くなったと。当初想定したときよりも倍々で輸送

スピードが速くなったということで、今現在これから了解をいただいて、敷地を造成

して、その敷地完成後に搬入というスケジュールと、今その中間貯蔵施設へ搬入する

スピードがかなり速くなったということで、逆に今度間に合わない現象が出てくると。

中間貯蔵施設に運ぶためのその掘り起こし・集約が間に合わないというような状況が

想定されるということで、現在ある既にある仮置き場、これらの有効活用を図っては

どうかというような検討がなされました。あわせてその財政的な部分につきましても、

新たに設置するよりも今ある仮置き場、積み込み場を有効活用したほうが財政的にも

いいのではないかというような、そういった検討を行った中で、了解がもらえるまで

は一時保留させていただくと。というのは、今ある仮置き場を利用することについて、

地元の方に了解を得られるまでの間については当面保留とさせていただいて、という

中で地元、現在ある仮置き場の地元の皆さんに説明会を行ってきたところでございま

す。了解が得られたというようなことで、本日、第３仮置き場の地元でございます七

番組さんのほうにお伺いして、状況を説明するような段取りでありまして、１３日に

は地元の１６区、そして大山地区の区長さん、区長代理さんにお話をさせていただく

というような予定でおります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   保留ということで努力はしてきたと。今現在も保留のままでの第２仮置き場を話し

合いのもとに大体了解を得たというとすれば、第２仮置き場が使ってもいいですよと

いうことになれば、第３仮置き場は今後必要はなくなるというふうに普通ならばとら

れると思うんですよね。そうしますと、今までかかった経費と、これは国の事業です

から補助金といいますか、国の交付金で賄えるのはわかりますが、かかった経費面等

の返還等はここに発生してこないのかどうかお伺いします。 
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○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   それらにつきましても、県を通じて確認を行っていたところでございますが、理由

いかんによるということではございますけれども、こういった村の全体的なその計画

の見直し、そういう中で現在あるその仮置き場を有効利用を図って、財政的な部分で

も削減が図られるというような内容であれば、そういう返還には至らないのではない

かというような見解でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 部長の答弁ですと、返還には至らないだろうと。これに関しまして

は、これは環境省ですか、との契約が多分結ばれているものと思われますが、その契

約書のもとにおいて、例えばですが、会計検査院等が入ったとしてもその返還要求は

あり得ないというふうに捉えてよろしいんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   経過については以上のような経過です。全ての手続が終わるのが１３日の１６区と

大山地区の区長さんの説明会、これを終えて全ての手続が終わると。そうすれば今の

点についても県のほうの明確な答弁をもらえるということで、私はこれは国の事業で

す。村に責任のある話ではありませんから、返還をするつもりもありませんし、そう

いうことはあり得ないというふうに信じておりますが、今はまだ途中なんです。です

から、１２月２１日の全員協議会のときに顚末については説明をする予定でおります、

最終的な説明です。ただ今時点はまだ動いている時点の話なので、終わらないと県の

ほうでも最終的な返事ができませんので、そういう部長が今言ったような、そう至ら

ないんではないかというような返事をせざるを得ないと。ただ、下の話の中では、わ

かりましたという了解は得ておりますので、最終的には２１日の日に皆さんのほうに

最終的に結論についてはお話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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   ２１日にははっきりした答えが出せるとしますと、来年度の耕作は可能であると。

来年度はもう補償関係は一切なくなりますよ、そういうふうに理解してよろしいでし

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） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   今後、先ほど村長のお話ありましたように、今後のスケジュール的に決定をすれば、

あと今荒れている状況ですので、草とか刈って作付できるような状態にしてお返しす

るというようなことでございますので、契約等については年度内、３月末には終わる

ような考え方でおります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 
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○３番（本多保夫） 年度内には結論がはっきりしたところが見えるということで、でき

れば来年の耕作に間に合わせるような答えに持っていきたいと。ありがとうございま

した。 

   次に、３番目として、直売所、産業振興センターでございますが、この法人化への

対応として、２点ほど質問させていただきたいと思います。 

   １点目として、指定管理者との契約時期はいつごろを予定しているか。これさきの、

きのうですか、昨日、初日の議会で２月１日からという協定書案も提示されて、議案

１００号、１０１号によって、協定書を提示されるところでございますが、２月１日

という方向づけは間違ってはいないんでしょうかと。お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ３番議員にお答えいたします。 

   新しい直売所の指定管理の時期でございますが、今ほど３番議員さんから話があり

ましたように、今回の指定管理者の指定ということで、平成２９年の始期が２月１日

からということで、議案として上程させていただきます。失礼しました、平成３０年

の２月１日、年明けの２月からということで、そこから３年２カ月の期間でございま

すが、今回その議決を受けまして、指定管理者となり得る村づくり株式会社と協定を

締結するということでございますので、時期については株式会社の取締役幹事会につ

いても、始期については了承を得ている内容でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   今の質問も、なぜ質問したかといいますと、当初の直売所、オープン時期がいろい

ろころころと変わってきた経緯がございますので、私なりに心配いたしまして、平成

３０年の２月１日で間違いないのかと、それを確認したかった意図でございますので、

ご了承願いたいと思います。 

   また、経営コンサルに移管していた部分、お願いしていた部分がたしかあったはず

なんですが、その辺も答えはもう来ているんでしょうか。お伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度３番議員にお答えします。 

   経営コンサル、いわゆる経営診断等につきましては、業者と締結しまして、現直売

所の約２倍の面積の新直売所で指定管理者となる業者が民間の活力によって経営努力

すれば、十分収益的には成り立つということで診断を受け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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   オープンについては何ら問題もないと。大変喜ばしいことだと思います。一番大事

なことは、村民のためになるような法人であればなりませんから、外部からの仕入れ

によるスーパー的な店ではなく、田舎風なよさを出せるような、そして誰にでも愛さ
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れるような直売所経営をしていただくことを切にお願いいたしまして、私の質問を終

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、３番本多保夫君の一般質問を打ち切ります。 

   １番佐原佐百合君より通告ありました「自然豊かな大玉村での全国植樹祭への参加

とふれあい村民の森の活用について」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

てあります件について、これより一般質問を行います。 

   すみません、休憩入るのかと思っていたので、ちょっと心の準備ができていなくて、

申しわけありません。 

   では、質問に入らせていただきます。 

   自然豊かな大玉村での全国植樹祭への参加とふれあい村民の森の活用について、質

問させていただきます。 

   大玉村には、大玉村の面積の約６割から７割の森林があります。豊かな森はきれい

な水をつくり蓄えます。この水は大玉村の、もう皆さんもご存じのようにおいしいお

米やお酒をつくっています。もちろんもう皆さんも十分にご存じのように森はたくさ

ん私たちの生活に恵みをもたらしてくれていると思います。恥ずかしながら、私は森

のことを知ったのはもう３０過ぎからです。郡山から大玉に嫁に来て、まず一番きれ

いだなと思ったのは星でした。郡山では見ることがない星空がすごくきれいで、すご

いところに来たなと、まず思いました。次に、その森の大切さを知ったきっかけとい

うのが、フォレストパークあだたら、県民の森です、その森に入ったときに実際に自

然観察会で、森が水を蓄える緑のダム、蓄えることを緑のダムと言っていたんですが、

それを実際に目の当たりにしたというか、実際に見ることができたんです。どういう

ことかって多分わからないと思うんですけれども、遊歩道の道と森の中、そこに足を

踏み入れたときのまず感覚が違いました。その森の中に透明な丸い筒のようなものを

置いて、そこに水をだーって流すんです。流しても流しても吸い込んでいくし、きれ

いな水のままなんです。でも、一歩離れてその遊歩道に行くと、同じものをつくって

水をどんどん流します。そうすると、どろどろの水が滞留するだけで全然吸い込みま

せん。その丸い筒をとると、土砂のようにだって流れていくのを自然観察会で初めて

見ました。それがすごく印象に残っていて、ちょっと森に興味を持ち始めました。こ

の栄養たっぷりの水は海に流れていくので、漁師さんも木を植えるということを聞い

ています。実際に見たわけではないんですけれども、何か調べると漁師さんも海の恵

みを守るために、まず森を守ると聞いております。ほかにも森は地球温暖化の防止や

先ほど言ったように土砂災害防止など、私たちの命や暮らしを守っています。大玉村

の自然豊かな森を守るために、森の大切や役割を学ぶことは大切だと思います。今、

子どもたちってインターネットで虫のこととかを調べればその情報は入るので、それ

で何か虫博士じゃないけれども、虫のことは詳しいらしいんですけれども、実際に、

じゃ、その子が虫をさわれるかといったらさわれない子が多いと聞きました。多分大

玉村は、文字などテキストではなく、ちょっと行けば本当の教材がたくさんあるので、
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この豊かな自然も大玉の財産ですので、そこでちょっとこの今回、全国植樹祭がある

ということで、私のほうはちょっと質問に着目させていただきました。 

   平成３０年、来年です、６月１０日に第６９回全国植樹祭が４８年ぶりに福島県で

開催されると聞いています。本会場は南相馬になり、天皇皇后両陛下がご出席されま

す。そして、ふくしま県民の森フォレストパークあだたらがサテライト会場となりま

す。また、本会場とサテライト会場を何か中継で結ぶようなこともあるようなので、

まだまだ知らない人が多いように感じているので、今回この質問をさせていただきま

す。これを契機に村民が豊かな森の大切さや役割を学ぶ機会になればなと思って、ち

ょっと前置き長くなったんですが、次の２点について伺います。 

   まず１点目です。関係機関と連携した第６９回全国植樹祭の推進について伺います。 

   実はこの質問をするに当たり、多分主催者は公益社団法人国土緑化推進機構と福島

県なので、今、質問をしても、もしかしたら返答って決まってなければ余りないのか

なと思ってやめようと思いました。でも、まだまだ私、村のことよくわからないので、

いろんな資料を見たときに第４次大玉総合振興計画後期基本計画を見ていたら、もう

２８年のときには全国植樹祭のことも書かれていましたし、それをもとに策定された

大玉村まち・ひと・しごと創生戦略や大玉村観光振興計画の中でも、全国植樹祭の推

進については提言されていたので、またその大玉村観光振興計画の村長のご挨拶の中

でも触れていたものですから、これは２年前に決まっているんだったら聞いてもいい

のかなと思いまして、ちょっと今回質問させていただきました。 

   では、質問に入ります。 

   全国植樹祭は大玉村にとってどのような位置づけなのか、村長にお伺いいたします。 

○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） １番議員さんにお答えいたします。 

   全国植樹祭の大玉村の位置づけでございますが、先ほどお話あったように南相馬市

が本会場ということで、陛下がいらっしゃって、お手植え、種まきをするというよう

な状況でございます。そちらのほうにつきましては、もう既に申し込み抽せんが終了

しておりまして、１，５００人の規模で一般の参加者が抽せんで南相馬のほうに参加

できると。大玉村のサテライト会場はフォレストパークという有名な全国でも指折り

のオートキャンプ場がありましての森に沈むキャンプ場という位置づけで、大玉村の

フォレストパークがサテライト会場に選ばれました。サテライト会場につきましては、

そういったその本会場に参加できない方、抽せんに漏れた方、もしくは抽せんできな

かった方等、そういった方、一般の県民の方が、県外の方でも参加できますが、そう

いった方をこちらのサテライト会場にお招きして、先ほどお話ししたようなパブリッ

クビューイングで本会場の様子を画像で見たり、実際にその場で植樹をしたりという、

植樹に参加したりというようなことで、今のところの予定では約１，０００名ほどの

参加を予定しているということでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 
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○１番（佐原佐百合） 約１，０００名の方が参加されるということなんですが、本会場

はもう事前に申し込みが終わっているようなんですけれども、この１，０００名とい

うのはどのように募集であったりとか、決めたりとかというのはするんでしょうか。 

○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） この残りの１，０００名に関しては、

これからの募集になるということで、県のほうからお話いただいておりますので、

６月でございますので、そろそろ募集の要項がこちらのほうにも流れてくるのかなと

いうような感じで待っているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） これから募集が始まるということなんですが、大玉村をその

１，０００名の方々に発信するのに、大玉村を全国に発信するのによい機会だと思う

のですが、具体的な施策とかはあるかお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えします。 

   施策については、後で部長のほうから答弁させますが、基本的なことなんで、私も

全国植樹祭の福島県の実行委員と、サテライト会場の地元の首長ということでそのメ

ンバーに、実行委員に入っているわけです、南相馬と大玉と。ですが、実行委員会、

何度かやりました、先々月あたりもやりましたけれども。主会場のほうがメーンで、

まだサテライト会場の「サ」の字も出てこないんですよ、実は。ですから、どういう

ふうにして募集して、どうするかということの具体的な例示が実行委員会ではまだ全

然示されていないので、多分今は部長のほうも仮定の話しかできないと。ですから、

私からいうと、来年の６月なのにまだそのパブリックビューイングと１，０００人分

の植樹をやると。どういうふうに募集するとかチラシはどうするかとかというような

ことは全然もう話になっていないので、これから具体的になるんだろうなというふう

に考えておりますので、そういう状況下での説明だということをご理解いただきたい

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） １番議員さんにお答えいたします。 

   サテライト会場で今、村長が申したようにまだ実行委員会で、これだという決まっ

た中身がないので、今、素案の素案のような形で動いている状況でございます。その

中で村の物販のコーナーを設けたいとかという相談もありまして、そういったものに

ついては当然、村も協力して、来場する方が県内だけでなく県外の方も多分来られる

と思うので、そういったＰＲを参加して活動できればというようなことで今、検討し

ているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 村長のほうから先ほど実行委員会のほうでまだ決まっていないと

いうお話だったんですけれども、それは何となく想定していました。でも、前からや
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るというのは決まっているのですから、そのときにもし、こうしてくださいとなった

ときにすぐ動けるような何か村ならでは施策というものは考えていないのかなという

ことは少し思っていました。もう来年の６月ですし、予算的なこととかもあるでしょ

うから、逆にこちらからの提案で申しわけないんですけれども、もし実行委員会のほ

うから、大玉村さん何かないですかと言われたときに、こんな方法があったらいいん

じゃないかなというのを勝手に想像しました。例えば１，０００人の方、フォレスト

パークあだたらにどうやって行くんだろうか。駐車場、多分ないですし、そういうと

きって多分何かバスか何かでピストン輸送になるのかななんて勝手に思っているんで

すけれども、もしそうなった場合、その駐車場であったりとか、例えばバスの中に大

玉を語れるおじちゃん、おばちゃんを乗せて何かガイドをしてもらって、帰るときに

忘れないでねと一言言ってもらえたら、何か次の事業につながるんじゃないかなとか、

これから直売所ができたりするので、ふれあい広場とか直売所で何か考えられるので

はないかな。なぜこの質問をしたかというのは、さきにも言いましたけれども、多分

なかなか実行委員会って動いていないから策が出ていないのかなというのいろんなこ

と調べたんですけれども、出ていなかったので、だったら皆さんそれを想定して先に

何かアイディアを考えていったほうがいいんじゃないかなと思って、あえてこの質問

をさせていただきました。 

   なので、３番目の質問も多分、想定で多分お話、返答がいただくようになるのかと

思いますが、今も言ったみたいに村民と協力して何か連携するようなイベントとか展

開する計画があるのか。これも重々まだ決まっていないのは承知ですので、その中で

振興計画にもうたっておりましたので、皆さんの中で何かお考えがあるのかなと思っ

て、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） １番議員さんにお答えいたします。 

   我々もこの植樹祭に向けて、２年前ほどからそれぞれ長野、富山といろいろ視察を

してまいりまして、今ほど言いましたバスの中での案内とかは長野県でもやってござ

いました。それは当然、本会場に参加される方、それぞれの温泉地に宿泊する、そこ

からバスで長野県の場合は長野へ、市内のエムウェーブですか、体育館みたいな施設

の中でやったんですが、そこまで行くのにやっぱり近いところで１時間、遠いところ

で１時間半ぐらいかかると。その中でやっぱりそういう長野のいいところとかをお話

ししたというのは我々も研修して見てきていますし、当然、県の方も研修してござい

ますので、そういった中身については十分、今も検討されているのかなと思います。

村民とともにということに関しましては、当然先ほど１，０００人という規模の方を

募集するとなっていますんで、村の枠、特別枠みたいのをちょっと準備してもらって、

村の人に多く参加できるような方法をちょっと県のほうにもお願いしてみたいなとい

うふうに考えておりますので、それぞれ関係機関と検討して進めていきたいというふ

うに考えております。 

   以上です。 
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○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。まだまだこれから決まることがたくさん

ありそうですね。ただ、大玉村を全国に発信するいいチャンスだと思いますし、ぜひ

村民の皆さんで盛り上がっていただきたいなと思います。 

   ６月１０日に行われるわけなんですが、でも、もう既に開催前にイベントが各地で

行われています。例えば１年前イベントは伊達市で、２００日前イベントは南相馬市

で、これから１００日前イベントは福島市で、現在ＪＲの福島駅とか郡山駅、主要な

ところには残数を表示するカウントダウンボードというものも設置して、この間実際

見てきたんですけれども、あと大玉村では実は２８年の４月にこの事業の一環として、

森林とのきずなづくり植樹リレーということで、多分、保健センターの脇に保育所の

子どもたちと村長がベニシダレザクラを植えていると思うんです。これが何か関連事

業だったというのもちょっと、民報の何かですね。なので、私も知らなかったんです

が、何が言いたいかって、何かせっかく大玉村もこれから開催前までに何か実行委員

会と一緒じゃなくてもいいので、何か村独自で何かＰＲできるものができないのかな

とちょっとそこが残念で思っていました。でも、今年の夏、フォレストパークあだた

らのほうが独自にスタンプラリーを多分、大玉村と協働で行ったと思うんですけれど

も、ここに多分資料があったかな、大玉でつくった散策マップをもとにフォレストパ

ークあだたらがスタンプラリー、これをよく見たら、本当にこれ全部行って網羅でき

るぐらいの何か内容で、お店とか施設に行ったらおいしいものがもらえるよというの

を独自でやっていたので、すごくこれはアピールするのにはいいんじゃないかなと、

すごいよい取り組みだったと思うんですけれども、ただこれが村内外、どの人が使っ

ていたのかなというのはちょっとわからないんですけれども、こういったふうにもう

独自にそのＰＲに向けて村民みんなで盛り上がれるような事前の何か施策をしてはど

うかななんて思ったので、大会を盛り上げるために、もし開催まで村独自の取り組み

があるのかどうか、あればお伺いしたいなと思います。 

○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） １番議員さんにお答えいたします。 

   本年度、フォレストパークと協力して行いましたスタンプラリーについて、参加者

は約５０名弱の方でした。主に近隣の福島、郡山、二本松の方多かったんですが、遠

い方では東京、茨城、仙台の方も参加したということで、それぞれ参加された方のい

ろんな感想が届いております。「直売所を時々利用しています、うれしいスタンプラ

リーでした」「今までキャンプ場しか知りませんでした、今回の機会に参加して大玉

村についていろいろなことを知ることができてよかった」「大玉村の米、野菜、おい

しい、世界一」「美しい村、大玉村、最高」というようなことで、非常にこのスタン

プラリーが好評であったということで判断できるかと思います。こういったことを今

後もフォレストパークと関係機関と協力しながら、いろいろなアイディアを出して取

り組んでいきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 
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○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ぜひ好評だったということなので、実行委員会と一緒というわけ

ではなくて、村と地元同士で何かオープンまでに盛り上がるようなこの植樹祭を盛り

上げて、なおかつ、この大玉村の大切な森を役割とかそういうのを知っていただくた

めの何か施策を考えていただきたいと思います。 

   もう一つ、次なんですが、先ほども述べましたが、大玉村のまち・ひと・しごと創

生総合戦略の施策の中で、「全国植樹祭後もさまざまな集客イベントなどの周知に努

めます」と書かれていました。「集客に努めます」なので、「やります」ではないの

で、考えているかどうかというのはちょっと、すみません、さっきも決まっていない

ということだったので、質問していいかどうかちょっと今悩んじゃったんですけれど

も、あえて質問させていただきます。 

○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） １番議員さんにお答えいたします。 

   ちょっと未定の部分もございますが、今後もこの今回の植樹祭を契機にサテライト

会場となっておりますので、本会場のほうにもパブリックビューイングが当然設置さ

れます。全国から集まっている方にそのサテライト会場は大玉村の県民の森なんだよ

ということを知っていただくという機会は十分あると思いますので、さらにそれをば

ねにしていろんな事業を展開していきたい。まだ未定な部分があるので、具体的にこ

れという部分はございませんが、当然こういったもの、他の県の動向等も参考にして

進めていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 人を集めるためのイベントは、すごい大変だと思います。苦労も

多いことだと思います。でも、人と人が交流し、つながることは活力ある村づくりに

もなると思いますので、ぜひ計画を立てていただきたいなと思います。 

   次の質問に移ります。 

   今回のサテライト会場となるフォレストパークあだたらは、大玉の観光資源の一つ

とされていました。大玉村では過去に雪祭りとか森林セラピーとか一緒に協働でやっ

た形跡があるのですが、今回の植樹祭では森林館の後ろの木をかなり伐採して、そこ

に植樹をするということを聞きました。新しい苗をそこに植えると、そこで森林環境

教育とか、新たにゼロ歳の森を観察できるようなスペースができるんではないかなと

思います。なので、全国植樹祭を契機として、フォレストパークあだたらの今後との

関係について、多分理想の話になってしまうのですが、もしありましたらお聞かせく

ださい。 

   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） １番議員さんにお答えいたします。 

   森林館の後ろについてはもう既にある程度伐採を先に進めてありまして、そういっ



 

- 78 - 

 

たその植樹のできるような場所があるので、そちらのほうに移動するということで、

あと、当初の予定では森林館の南側の駐車場のほうの部分に松の木があったんですが、

何本かちょっと松くいではないと思われますが、枯れているものがあったので、それ

らを整理してそこに当初やろうかというような話もあったんですが、今現在はもっと

別な場所のほうがいいということで、そちらに移ったということでございます。 

   それから、今まで森林セラピーとか、私もちょっと担当のときにやっておりました。

あそこに森林館のところにセラピーロードをつくったりとかということで、ふれあい

村民の森のほうもこれから出てくると思うんですが、そういったことでフォレストパ

ークと協力してそういったいろんな事業できるものをまたやっ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） ここで、議長からお諮りいたします。 

   議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。 

   続けてお願いします。１番。 

○１番（佐原佐百合） 結構無理な質問をたくさんしてしまいました。執行機関の皆様に

は常にホットな情報を収集していただき関心を持ち、村民の皆さんに情報提供してい

ただけるように対応していただきたいと思います。 

   次に移ります。 

   最近、新聞やテレビでニュースなどで森林環境税が政府与党が２０２４年から導入

する方向で調整と報道されています。私はもう全国的にもうやっているものかと思っ

ていたら、福島県と一部の県だけだったということを初めて知ったんですけれども、

既に福島県では森林環境税を開始していて、ちょっと私の周り何人かに聞いたら、取

られているんだよと言ったら、え、知らないという方が多かったです。多分きっと生

活に結びついていないせいか、多分そんなことが理由なのかななんて個人的に理解を

しました。今回の全国植樹祭の大会のテーマは「育てよう 希望の森を いのちの森

を」です。これを契機にふれあい村民の森の活用をどうするか見直すいい機会となる

と思いますので、ふれあい村民の森の利用と活用について伺います。ふれあい村民の

森の設置目的と現在の利用状況を教えてください。 

○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） １番議員さんにお答えいたします。 

   村民の森には設置条例がございまして、村民が森林に親しみ、緑のふれあいを通じ

て健康の増進を図るほか、森林体験を通して地域住民の交流の場として活用するとい

うような状況でございます。村民の森につきましては、フォレストパークと違うとい

うことで、フォレストの場合はいろんな制限があるということで、いろんな採取とか

そういうのが厳しい部分があるようですが、村民の森は村の村有地であるということ
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で、ある程度自由度があるので、その差があって、そういった体験関係で活用すると

いうことで利用してきました。以前につきましては炭焼き体験等を行って、活発にい

ろいろ利用していただきましたが、残念ながら原発事故後はそういったその山林の除

染等もなかなか進まないという中で利用される方が少ない状況にございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） フォレストとの違いということで自由度があるということで、ふ

れあい村民の森の設置目的の一つでもあるというご返答でした。また、原発のその放

射線の問題も原因ではないのかなということで、今お話いただいたんですけれども、

多分、大玉広報で公表されている数値を見ると、ふれあい村民の森も直売所も余り数

値が変わっていないように見えるんですが、もしかしてその安心・安全という言葉を

使っていいかわからないんですけれども、ぜひ安全ですから遊んでくださいみたいな

ことを言っていいかどうかというのもちょっと私には判断はできないんですが、もし

そのそれで森に入れないということが伝わっているなら、何かうまい方法がないのか

なと今ちょっとお聞きして思いました。 

   私も独自にふれあい村民の森を利用していた方々にちょっとお話をさせていただき

ました。そのときに出た話が、「もう草がひどい」「毎日あいているけれども利用し

ている人はいない」「犬の散歩場になっているよ」「炭焼き小屋や学習施設があるけ

れども活用されていないし、炭焼き小屋は壊れている」、あと「森の小道への森は鬱

蒼として、中に入りづらい」、あと「沢や池がきれいではないので、ちょっと子ども

は遊ばせにくいかな」、あと「記念樹があるけれども、何か手入れされていないよ」

なんていう声をいただきました。私も久しぶりに行ったんですけれども、確かに

３０分もいなかったんですけれども、犬のお散歩に来る人がたくさんいらっしゃいま

した。なので、そういう方々がきっと利用されているんだなということでした。あと、

その草がひどいということで、毎年６月ごろに草刈りボランティアを募集、私が行っ

たときはもうきれいになっていて、何かとても入りやすいところだったんです。でも、

その草がひどいということでちょっと調べたら、大玉村のほうでは毎年６月に草刈り

ボランティアを募集しているということで、大玉広報ちょっと何年か分見たら、本当

に腰丈ぐらいまで草があるところを刈っている様子の写真があって、本当に遊べる時

期ってひどいんだなというものを写真でしかちょっと見られていないんですけれども、

実感しました。ボランティアによる草刈り作業などの維持管理、大変だと思うんです

が、現状と課題を教えていただけますでしょうか。 

○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） １番議員さんにお答えいたします。 

   草刈りボランティアによる実施状況につきましては、毎年６月、７月等に実施して

おり、今、手元に過去３年分の資料になりますが、今年で多分１２回ということで実

施していると思うんですが、過去３年分ということで、２７年度につきましては

２１名、２８年度は１６名、２９年度は１７名の方にお世話になりまして、あの辺の
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草刈りをしていただいた。そのほかに当然年１回では草刈りは間に合いませんので、

そのほかに村でシルバー人材センターのほうに委託をしまして、年に２回、それとは

別に除草作業を行っているというような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 今のお話ですと、年に３回ぐらいで１年間をという形で保ってい

るという理解でよろしいんでしょうか。 

○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） そのときの気象状況等にもよります

ので、３回で年中きちっとした形になるかというご質問であれば、少し難しい部分は

あると思いますが、今現状ではこの３回で何とか対応できるように日程等調整しなが

ら行っているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 広い場所ですので、すごいボランティアの皆様にはすごく感謝を

したいです。私も行けるものなら行きたいのですが、次回今度チャンスがあったら参

加してみたいと思います。 

   平成２７年に実施された大玉村地方創生村づくりアンケートによると、公園にたい

する満足度が低い傾向が見られたようですが、ふれあい村民の森のように森林公園を

必要としているのか、町場にあるような公園を必要としているのかはわかりませんが、

ふれあい村民の森は先ほど言ったように整備や環境が整えば、四季の変化を通して家

族で、または親子で楽しく学べる場になるのではないかと思っております。ただ、ち

ょっとこの間行ったら、１２月１日からは冬期間閉鎖ということで何か冬場は除雪の

雪が集まるということで使えないようなんですが、個人的には駐車場からすぐ園に入

れるので、何か雪遊びとかできんのにななんて、ちょっと個人的に思いました。動物

の足跡も見るというのも雪の上ではないと、生きている感、ここに動物が住んでいる

というのが見えないので、何かもったいないなと思いました。こんなことも考えなが

ら、じゃ、村民に村としてはどういうふうに利用してほしいのかなと思いましたので、

どう考え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） １番議員さんにお答えいたします。 

   さきの公園の満足度ですが、私の個人的感想になるかもしれませんが、村民の皆さ

んはみずいろ公園のようなものを望んでいるのかなと。一番近くにありますし、かな

り人が出かけている方も多いのかなというふうに感じますので、そういったものと比

較してちょっと大玉にはああいうものがないので、公園の満足度が低いのかなという

ように私なりにはそんな感じで考えております。 

   どのように利用してほしいかということで、当然当初の目的がありまして、家族と

か教育の場で自然学習の場として使っていただきたいというのも十分考えております

が、今現在プロジェクトチームを立ち上げておりまして、若い方のそういった考え、

いろんな考えを出していただいて、多くの方に利用できるようなどういったその活用



 

- 81 - 

 

方法があるのか、どういうふうにしたらその利用を促進できるのか。今ほど言いまし

たように冬の間もそういった使い方もあるんじゃないかとかといういろんな意見が多

分出てきて、それを集約していい方向に検討していきたいというような状況でござい

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） プロジェクトチームが立ち上がるということで、ちょっと私が今

ここに抱えていた悩みが少しちょっと飛んだんですけれども、それは何かというと、

例えばふれあい村民の森を利用されている安達太良を知る会の方なんかも、月に１回

ですか、勉強会をやっていると聞きました。できたら何か村の村民の森の運営にもか

かわりたいななんていう声もあったんですけれども、でも、後継者が続かないという

話で、自分たちだけではななんて、観察会やってもいいけれども、なんて悩んでいる

お話を聞いたりとか、あと、炭焼き小屋を使っていた方なんかも壊れているもの修復

してあげたいと思うけれども、自分はもう体がきかないから口は聞けるけれども体が

ないと。そんなときに、じゃ、若い人たちいないんですかと聞いたら、無理だって、

若い人には無理だというお声がやっぱりどうしても先ほどの先輩議員のお話にもあっ

たけれども、後継者とかその後に続くというものがなくて、そこをどうしたらいいん

だろうと私なりにも考えたんですが、結論が出なくて、そうしたら今そのプロジェク

トチームが立ち上がったという話を聞いたので、ぜひその方々というのがやるのでは

なくて、うまく人をつなぐ、若い人たちと残ってほしい人たちというかの知識をつな

ぐような何か役割をコーディネーター的な役割をしてほしいなと今ちょっと思ったの

で、明るいちょっと兆しが見えてきたなと思いました。 

   そんな中で村民が行ってみたいと思うような施設ということはハード的なものだと

思うんですけれども、何が必要なのかなとちょっと自分なりにも考えたんですが、質

問する前に何人かで村民の森にかかわっている人たちと話したことをちょっとお伝え、

どうしてもしたいので、ちょっと時間がある限りでちょっとお伝えしたいんですが、

フォレストパークと村民の森の違いというのは、さっきの動植物採取の禁止の部分だ

と思うんですけれども、それ以外に例えば大玉村にはトロッコ道が、村民の森が貯木

場……土場があったと思うんですけれども、昔のヒノキの採取とか、そこの脇がトロ

ッコ道になっているとお伺いしたんですけれども、ふれあい村民の中にそういうトロ

ッコをつくって、そういうお話をしてみたらいいんじゃないかとか、炭焼き小屋で炭

つくったらと言ったら、あそこの木はだめなんだという話で、だったら、村にある竹

を燃やして竹炭でもいいんじゃないのなんていうお話が出たり、あと県民の森に数年

前、教育委員会でしょうか、ツリーハウスをつくってそのまま利用されないで県民の

森にあるんですが、可能ならそのツリーハウスを村民の森に移築して、何か秘密基地

的に何かできないかとか、あとは森には癒し効果があるので、ウォーキングコースに

して、さっき言った健康づくりに役立ててはどうか、あとは貴重な植物もたくさん残

っているので、きちっとすみ分けをして観察をする。あとはやっぱり子どもたちを集

めるには虫が必要だろうと。カブトムシがいる森にしてみてはどうかとか、今年お盆
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に多分、都会から子どもたちがたくさん遊びに来るときに何か虫とれるところがあっ

たらいいなみたいな、あと、民話茶屋や宇山さんが村民の森の中にあったらよかった

なみたいな、本当に１時間、２時間の話なんですけれども、たくさん話すことでみん

なから意見が出ました。なので、やるやらないに関係なくもういろんな話が集まれば

できると思いますので、ぜひそのプロジェクトチームの人たちのそのコーディネート

力というのは期待できるのかなと思います。ちょっと私のほうがいっぱい語ってしま

ったんですが、このように村民が行きたいと思うような施設にするには、私がいっぱ

い言ってしまったのであれなんですけれども、何か考えていることはあるかお伺いし

ます。すみません。 

○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） １番議員さんにお答えいたします。 

   いろんなアイディアをいただきましたので、それをプロジェクトチームのほうにつ

なぎたいなと思っております。先ほども申しましたが、プロジェクトチームが立ち上

がりました。今回は今ある施設をそのまま活用するというような考えでなく、思い切

っていろんなことを考えてほしいと。施設の再整備まで含めて、例えば池であったり

水路が今ちょっと草が生えたりしていますので、そういったものをもっときれいにす

るとか、新たに何かこういう施設入れたほうがいいんじゃないかとかという、そうい

ったハードの面も含めて検討してほしいということをお願いしているところでござい

ますので、そういった中身で今のようなその新たな考えも含めながら検討して進めて

いきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） これから再整備も含め、いろいろハード的な部分を考えていただ

けるということで、ぜひ子どもたち、あと親子、家族が集まれるような計画を立てて

いただきたいなと思います。 

   それから冒頭にも述べましたが、とにかく森は私たちの命や暮らしを守ってくれて

います。この豊かな森を次世代につなぐという意味で、先ほどはどちらかといったら

現状の確認とか活用方法を提案させていただいたんですが、この継承するという意味

で人と人とをつなぐという部分での質問をさせていただきたいのですが、いろんな知

識を持った人たち、あと場所であったり、そんなものを守って維持して継承していく

ための地域ぐるみの村づくりというものをどうお考えなのか、村長と教育長にお伺い

いたします。 

○議長（遠藤義夫） 議長から今、要約して質問してもらいたいと……再度聞きたい部分

だけ。１番。 

○１番（佐原佐百合） ちょっと時間を気にし過ぎてしまって飛んだところもあるんです

が、この豊かな森を次世代に引き継ぐことはとても大事だと思います。それで、この

森を継承していくためにはやはり人と人がつながらないとうまく伝わっていかないと

思います。そんなことで、この豊かな森を守るために人と人をつなぐためにはどんな

ことをやったらいいのかなという、その振興計画の中にも実は書いてあって、もう頭
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の中に考えがあるのかなと思ってちょっと漠然とした質問をさせていただきました。

再度お伺いしますが、この豊かな環境を守り、維持、継承していただくための何かお

考えがあるかどうかお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えいたします。 

   子どもたちとか教育委員会関係については、後で教育長のほうから答弁をさせます

が、大玉の国土利用計画上でしっかりと区分をされている考え方でいうと、安達太良

山麓、大玉村の西部、西北部、山岳部については自然を守るということで、それはど

ういうふうに守るかというのはやっぱり水源地としてのもの、それからあと景観上の

問題、風致の問題も含めてですが、そこは将来に残すべき自然と、継承すべき自然と

いうふうに考えております。ですから、県民の森にオートキャンプ場をつくるときに

は大玉村役場自体は賛成しなかったんです。自然が壊されると。ですから、あれだけ

立派な施設を大玉につくってあげるよと言われても、村の職員たちの話し合いの中で

はやはり木は切らないで、そういう施設をつくんないでほしいという話が出ましたの

で、大玉村はやはり職員のレベルからあの地域はしっかりと守っていくところだとい

う共通認識はもうできているというふうに感じていますので、それはこれからの大玉

村、後世につなぐ自然の考え方としては守っていくようになるだろうというふうに考

えています。 

   それから、里山についてはまたその地域地域の実情がございますが、ふれあい村民

の森については購入時点で国の４町歩弱の林野庁から購入するときの条件が、森林学

習とか、それから、そこを活用して村民が触れ合う場と。はっきり言えば、森林公園

的なもので活用することという条件をつけられました。その条件をつけられたものに

ついて、ああいう施設をつくったということですので、フリーハンドでつくったもの

でなかったので、大変利用が厳しい施設になってしまったということで、やはり今言

われた趣旨はピンポイントでいいますと、ふれあい村民の森をこれからどう生かして

いくかと。村民触れ合いの場として生かしていくかということが拡大すれば、村のそ

ういうその森林なり森をどう守っていくかということもつながっていく考えになるん

だろうというふうに考えていますが、プロジェクトチームは課長補佐を筆頭にして、

アドバイザーとして係長クラスが１名、あとはここ数年で入ってきた若い人たちが入

って、６人から７人でプロジェクトチームつくった。フリーハンドで考えてください

というお願いをしています。それは役場の中で完結しないようにと。先ほどふれあい

村民の森については、安達太良を知る会のほうの方たちとの懇談とかをやるような計

画になっているようですし、外部に視察に行ったりということで、１年かけてじっく

りと考えてくれと。先ほど部長言ったような形での改造も含めて考えてくれというこ

となので、ぜひ議会の皆様にも年度末には中間報告という形でまいりますので、可能

であれば報告できる、耐え得るようなものであれば、議会の皆様にも中間報告お知ら

せをしたいというふうに考えておりますが、当然村は守るべき自然は景観は守るとい

うスタンスで次世代にそういうものは引き継いでいきたいというふうに考えています。
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ただ、やぶの中に入る人はいませんので、緑豊かだから大玉村は公園要らないんだと

いうことではなくて、やはり整備された施設というのは当然必要になってくるだろう

というふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   森は命というお話ありました。先ほど６番議員さんの質問にもお答えしましたけれ

ども、これからの教育のあり方というようなことを考えたときに、一つは共生社会の

中でどう生きていくかというようなこと、それを主体的に生きる子どもたちを培って

いくというようなことが極めて大事だというふうに思っております。そのときにその

共生というのは、人だけじゃなくてこの生きとし生きる全てのもの、動植物も通して

というようなことを考えると、動植物愛というようなこと、そういったことの心をし

っかり耕していくことがすごく大事なのかなと思っています。そのときに大事になっ

てくるのが、これも先ほどお話ししましたけれども、体験なんですよね。直接体験を

することによって、関心を持ったりというようなことがすごく大事だと思いますから、

そういった関心を持つ一つの場として、ふれあい村民の森というようなことがあるの

かなと私なりに考えております。 

   先ほど出てきましたけれども、私この安達太良を知る会の方にちょっと行ってお話

一緒にやるというお話をする機会ありましたけれども、本当にさっきのカブトムシの

話もそうなんですけれども、すごい思いを持っていらっしゃる方がたくさんあるんで

すよね。ですから、そういう人たちに子どもたちがかかわって、そこから生き方、考

え方、それから自然と自然のすばらしさ、その怖さみたいなことを学んでいくという

ことは極めて大事なことだと思いますので、それを学校教育でやるか、それから生涯

学習でやるかというところが分かれ道だと。学校教育でやるとなると、もっともっと

まだ窮屈になってくるというようなことがあり、ただ総合的な学習の時間というのが

ありまして、それを大事にしていって、社会に開かれた教育課程というようなことで

やっぱり地域をもっともっと知っていくという活動が大事になってくると思います。

そういった意味で、最終的には教育課程を踏むのが学校なんですけれども、そういっ

たことも一つの視野に入れながら、ふれあい村民の森での体験活動、探究活動、総合

的な学習の時間というようなことについて考えていけたらなと思って、今お話をお聞

きしました。 

   それから生涯学習でいいますと、これは夏休み等々を利用して希望者を募ってのこ

とになりますけれども、そういった魅力をどんどん発信していくというようなことも

大事になってくると思いますので、例えばカブトムシに触れる体験とか、そんなこと

について、今年立ち上げました地域学校協働本部のコーディネーターとちょっとつな

いでいただきましたんで、その辺の具体的な中身を来年の夏休みに実現すればいいの

かなと思って、お話を伺ってきました。自然とかかわっていく、その自然とかかわる

中で人とかかわっていくというようなその両面を工夫しながら魅力ある活動をつくっ
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ていけたらなと、そんなふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 村長、教育長、ご答弁ありがとうございました。 

   先ほどの先輩議員の話を聞いていて、教育長からも体験活動が重要になっていくと

いうお話も聞いたので、このふれあい村民の森での活動もちょっと教育委員会もしく

は生涯学習課のほうでも何か機会があるのかなというのはちょっと思いました。もう

一つ、おおたまオータムフェスタに、もし何か内容を見直しするときが来たら、例え

ば四季を通じて、午前中は小・中・高生と一般村民の方が手入れをして、お昼に、で

きるわかりませんが、バーベキューやって、ああ楽しかったねって、夏になったら、

秋になったら、冬になったらという形で、これできるできない関係ないですよ。これ、

とにかくそういうふうに何か子どもたちと村民がつながるチャンスがあるんじゃない

かなというのを私なりに感じておりました。それで、もし体験をしてその中で子ども

たち、もしくは若い親世代の方が森に関心を持って生活が少し変わっていけば、自分

ちの近くにあるいぐねをちょっと手入れしてみようとか、何か守ってみようとなった

ときに最も美しい村連合に加盟しているわけですから、そこに何かつながんないのか

ななんてちょっと私なりに想像してみました。なので、ぜひ若い世代もしくは子ども

たちに森の大切さというものを伝えていってほしいなと思います。 

   最後に、何回も言いますが、先ほどこれからでき上がるというプロジェクトチーム

の皆さんには、自分たちで考えるだけではなく、先ほど村長もおっしゃいましたが、

村民と一からつくり上げていっていただきたいなと思います。 

   本当にちょっと、きょう、自分の中でもう余りにもいろんな思いが多過ぎてまとま

りつかなくて、そんな質問をさせていただいて申しわけありませんでした。これでき

ょうの私の質問は終わります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、１番佐原佐百合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４時３５分といたします。 

（午後４時１８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後４時３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「全国植樹祭と林業政策につ

いて」ほか２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て、通告いたしております質問を行います。 

   それぞれ皆さんには大変お疲れなところだとございますが、きょうの質問の締めく

くるにはふさわしい明快なるご答弁をまず最初にお願いを申し上げます。 

   初めに、全国植樹祭に関する件でありますが、先ほど１番議員からの質問でその全

部とも言うべき村の置かれている自然立地条件、そして豊かなそういう資源というも

のが人々の生きる営みにとって、いかに大事かというようなことはるるお話があった
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ので、その点については、そのことわかっていれば、この通告しねえほうがいがった

なというふうに思うくらいすばらしいものでありましたが、幾つかお尋ねをいたしま

す。 

   １つは、サテライト会場としての場所について、村にあっからやんのかと、それか

ら手伝ってくれという程度なのか、一定の役割を果たすのか、ずっと聞いても明らか

にわかりませんでした。そのことについてまず最初にどのスタンスで村がかかわるか

ということについて、実行委員長になっているというけれども、何の話もねえという

ことでは、実行委員ね、実行委員長はわかっていないけれども、まず最初にどういう

スタンスで村がかかわるのかということによって、次の質問も変わってくる。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   全国植樹祭が行われる会場地の選定段階でもやはりフォレストパークのある、県民

の森のある場所というのも一つ選考の対象になったというふうに聞いておりますが、

やはり浜通りの地震と津波被害のあった場所というのが、再生の植樹祭の趣旨にも合

致するということであちらが選ばれたということですので、村としてはフォレストパ

ークと一緒に県のほうにサテライト会場という話が今度ありましたので、サテライト

会場については福島、郡山とか、さっき言ったパブリックビューイングなんかに記念

事業をやる４カ所ぐらいのところと競い合ったというか、フォレストパークと一緒に

県のほうに行って、ぜひサテライト会場は大玉の県民の森でやってほしいという要望

はしてまいりました。結果、大玉村県民の森がサテライト会場ということになりまし

たので、大変名誉なことでありますし、先ほど言いましたように１，０００人の方を

集めるというのは県の方針でございます。県が１，０００人を考えているということ

ですので、ただ１日の事業ですし、前回のあの野鳥の集いと同じような規模になると

思いますので、車は入れませんからピストン輸送になるんだろうと。村内の公共施設

が駐車場になって、そこでバスに乗せて運んで終わったらまたもう運んできてしまう

と。ですから、滞留はないんです。もう学校あちこちの駐車場から運んでいくと。だ

から、村内でどこかメーン会場にして何かやるということではないので、上のほうで

村が大きくかかわるということは現実的には難しいと。ですから、先ほど部長が言い

ましたように、直売所、直売コーナーとか、物販コーナーとか、村の紹介コーナーと

か、大玉村のそういうものが中心になるのかなと。それからあと、村内に散らばって

いる駐車場にとまった皆さんが最後にやっぱり直売所とかそういうところに立ち寄っ

ていただいて見ていただくというようなふうに誘導できればいいなと。ただ、集まっ

てくる会場ごとに何かイベントをやるというのは、これちょっと職員が全部、ほぼ全

員がそちらのほうに会場のほうに動員されるだろうということがありますので、少し

難しいかなと考えていますが、そういう役割をやりますかは、当然、大玉村の役割は

バックアップというのがメーンになるだろうというふうに考えております。ただその

中でも会場でできる限りの村のＰＲについては努めたいなというふうに考えています。

あと、１，０００人のほかに某スーパーマーケットが独自で１，０００人集めてくる



 

- 87 - 

 

というような情報も来ておりますので、かなりの人数が集まってくるんじゃないかな

というふうには考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） いろいろるるお話がございましたが、いわゆる全国植樹祭と銘打

つからにはいろいろな卒業記念とか結婚記念とか、そうしたいわゆる記念樹を１本植

えるというようなものとの趣はおのずから違うであろうというのが、私のまず最初の

考え。１本植えて、みんなしてぱちぱち手たたいてそんで終わりというようなもので

はないであろうと。１本植えるということはそこに森林事業政策があってこそ、そこ

の植樹祭というものができるんであろうと。そこがどうなっているんだというのが私

の今回の質問のテーマでありまして、人集めるとかイベントやるとか、それは副次的

なことであって、要はいわゆるコンセプトといいますか、さっき言ったのは、育てよ

う希望とかそういう話だけどもそれはそういう話でいいけれども、要はいったい林業、

その１本を植えることはどういうふうなことで１本植えるということに至んだという

ことが大事であって、県の森林・林業・緑化協会というのが多分、緑の羽根やってい

る場所、あそこが副主催者的役割を、サイトウさんを中心にして、そうやるからには

県の国の方針があるであろうということで、それを受けて村もあるんだから、ここに

俺、通告に書いたのは、県の話をよく聞いて、それにどう村が考えるんだということ

になると思うんで、そのことを聞いたかどうかということをここに記載しておいたん

で、そのことについてどういう観点でこの植樹祭というのを村としては認めたという

ことについてお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 全国植樹祭、もう４８年ぶりということで、猪苗代でも植樹祭が前

回行われまして、その後の状況を見ていますと、なかなか植えっ放しということで、

記念の森とか何とかと名前がついていますが、人が入らないような形にもうなってい

るということですから、全国植樹祭持ち回りでやっておりますが、今まではどちらか

というと、森林に対する国民の理解、緑に対する理解、緑の国ですので、そういう自

然に対する理解を高めてもらうということで、森林の施業とか林業育成とかというま

でには結びついていなかったんじゃないかなというのが現実じゃなかったかと見てい

ますが、ただ今回は災害からのゼロからの復旧ということで完全に新たな防風林とか、

災害に対する森林の役割を新たに果たすとかということが植えられた木に使命として

与えられますので、大玉村もそういう形で、どこに植えるかということもまだ具体的

には話をされておりませんし、１，０００人集めて何本植えるのかということもまだ

聞いていないという状況でございますので、あと半年という時間の中でしっかりと県

のほうの話を聞きながら、村としての考え方をまとめていきたいと考えていますが、

従来のものとは今回はやはり趣が違うだろうというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 
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○１０番（須藤軍蔵） 今ほどお話ありましたように、国としてはそうしたことから荒れ

た森林の間伐等々についての整備、人材育成に充てるんだということで、先ほどお話

ありました２０２４年を目途として森林環境税というものを大体１人１，０００円く

らい、の集めて、かなりの金額になるんです、年間。だとすれば、我々もこの必要性

は６月の議会でも、これ我々としても決議をしたから、それはそれで必要なことだな

とは思いますが、であるならば、やはりそうした国なりのその森林に対するところの

しっかりとした方向づけというのがないと、一体何さ使うんだその１，０００円とい

うことになるんで、そこの点はやはりしっかり捕らまえてやる必要があると。とりわ

け大玉村についても、この振興計画ちょっと見ますと、この植栽、育成、伐採、計画

的で適切な整備するんだというふうに書いてあるんだね。それから、林道の維持管理

をする。施設を通して人々が森と親しむんだ。それから、ペレットストーブの普及だ

などということが書いてあるんだけれども、これって一体政策かなと。こういうるる

並べてあるだけであって、現在は、じゃ、どうなんだと。このいろいろ林道とかいろ

いろ今、山いじくっているけれども、一部業者でずっと機械でしっちらかして、こう

してそれぞれの金もうけの材料にだけなっているんではないか。しっかりとした森林、

林業の施策というのが村にとっては確立していないのではないかなどというふうに、

私なりには率直に思うところでありまして、それ実質的にそれ以上のことはないんで

すよね、政策として。したがって、これだけの今ほどありましたその役割、森林の持

つ機能、役割、大切さということがるる論じられたとすれば、そうした森林林業政策

というものがきちっとあってしかるべきだということで、全国植樹祭が行われるとい

うことを機にぜひこの３月定例議会までにはそうしたしっかりした方針が示されるよ

うにご期待を申し上げるところですが、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長、答弁。村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   正直申しますと、村民の林業に対する関心はもうほとんどないと。山に対する当初

の意欲がないと。ですから、村がどうするかという以前に、山林を所有する人たちが

自分の財産をどうするかということをやはりいろんな機会にお話をしなきゃいけない

のかなというように考えている部分もあります。財産区４００町歩については、国の

森林再生事業が入っていますが、それと並行して、財産区としては独自で施業すると。

財産区では施業計画がありますので、その施業計画に基づいてやるということは再生

事業が何年かかるかわからないということなんです。ですから、４００町歩について

はしっかりとこれは計画を持って施業計画どおりに進めていくと。国がやる分と財産

区がやる分合わさりますから、予定よりは早くなります。ただ民間の県行造林とか部

分林とかというところにもやはりなかなか手が回らないというのは、農業の後継者よ

りも林業のそういう考え方、かかわりのほうがはるかに難しくなっているということ

もございますので、今回サテライト会場になって、村民の皆さんについても山に対す

る関心は当然に高まるだろうと。今言われたように高まるようなＰＲとかそういう、

今ありますよと、このサテライト会場はこういう目的でやるんですよと、皆さんも自
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分の山、民間林ですから関心を持ちましょうというようなことの啓発についてはして

いかなきゃいけないなというふうに考えています。 

   基本的には今言ったように、業者もいないということです。村内に１業者、それか

ら二本松にも本当に大きいところ１業者、あと森林組合と。ですから、再生事業お願

いしてもなかなか進まないというあれがありますので、その辺については悩みの大き

いところではありますが、このサテライトを契機に村の人たちにも林業に対して、こ

れ国有林については国がしっかりと、最近まだ山に少し手と金が入るようになってま

いりましたので、民有林についてはそういう理解を深めるようにしていきたいなとい

うように考えています。輸入材がだんだん厳しくなってきていますので、国産材は大

分販売すると同等のような形になってきていますが、本数とか搬出の量が少ないと金

にならないと。やっぱり広範囲にということもありますので、その辺については整備

していない木は買いたたかれますし、なかなか金にならないということもありますの

で、これについては林業も大切な村の資源ですので、その方向で進めてたいと思いま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） いろいろお話ありました。民間何か責任が何だ、村長が言ったよ

うな話も今ありましたが、社会情勢の変化も含めて輸入材の問題もありましたし、そ

れからエネルギーの転換の意味でもやはり雑木ですか、そういうのが見直されるとか、

さまざまな展開がされてしかるべきであろうということで、やはりしっかりとしたそ

ういう民間でなかなかということもありますけれども、そういう国・県とも相まって、

やはり政策をきっちり打ち立てていただきたいということをお願いしておきたいと思

います。 

   次に、畜産農場にかかわる生活環境改善についてお伺いをいたします。 

   この１０年以上にわたって、これらの問題については長きにわたり、村当局は熱心

に対応をいただきました。そうしたことに対しては粘り強く行われてきたということ

については敬意を表するものであります。その上に立って、幾つかお尋ねします。 

   その１、村は月１回ぐらいの程度でペースで農場に出向き、指導を含めて現地を確

認しているんだというお話をいただきました。その際、その経営者ですか、対応した

方から、それらを言ってきましたよという何らかのサイン、こういうものはもらって

いるかどうかということをお尋ねすると同時に、やはり村担当者は個人としてではな

く、村の姿勢で行くわけでありますから、もしもらっていないということであれば、

そういう姿勢を示すと同時に記録に残すと。こういう点では行政の大事な仕事であろ

うというふうに思うので、この点についてのこれまでの取り組みとこれからについて

お尋ねをしておきます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、福島県の県北家畜保健衛生所と村が月１回、現地確認を実施しております。
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そういう中で、そのほかに村では週１回程度、状況の確認を実施しているところでご

ざいます。村の確認の際には、現在まで口頭のやりとりということで実施しておりま

して、今後につきましては目に見える形で指導、協議内容を整理していきたいという

ふうに思っております。なお、その指導してきた内容につきましても、文書で確認等

をできるよう残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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ２つ目でありますが、その畜産を経営されている方に対して、県

としては複数回にわたって、いわゆる注意票なるものが出されているというふうに伺

っておりますけれども、これらは県の管理文書だということで村では承知していない

んだというお話でありましたが、なおもう１回確認してみるからというこの前の、こ

れは個人的じゃなくて委員会としてのお願いしたときのお答えでございましたので、

その後どうなった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番議員さんに再度お答えをいたします。 

   県北家畜保健衛生所と畜産業者とのそのやりとりの文書関係でございますが、これ

は積極的に公開は通常していないということですが、県と業者間の取り扱いというこ

との回答でございます。ただ、村も同伴しておりますし、文書自体は見ているわけで

はありませんけれども、その内容については把握をしております。なお、村は村と県

の業者からの指導等につきまして、協議書とそういったものを整理していきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） その件に関しては、私なりにも承知している分もあるので、ここ

までにしたいと思いますが、３番目です。 

   大玉の７区から９区住民を対象にして、事業者の環境改善のための取り組みの説明

会というのが４月２３日にあったということについては、６月の議会でも私、取り上

げていろいろ是正を求めたところでありますが、この１１日に同じく西部ふれあいセ

ンターで第２回目が行われる予定になっておりまして、そのときにこの案内文書では、

そうしたこの畜産業者に一定の改善が図られつつあるということであるから、そうし

たことを中心に住民の皆さんに説明をするんだというような趣旨の文書が回りました

けれども、そうしたことについてはこれ今までの経過も含めて、こういう状況に今あ

るんだというようなことについては地域住民の代表者というのこれ、平成２１年には

既にできているんですけれども、多分、村も承知していると思うんですけれども、そ

ういう方々にはその節々で今こういう状況にあるというようなことについてはお知ら

せをしているのかどうかというようなことについて、お尋ねをまず最初にしておきま

す。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 
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   地区のその役員というか、そういう方たちにつきましては、何カ月おきとかという

ことではありませんが、現地のほうに一緒に来ていただいて、状況等確認をしていた

だいて意見をいただくというような機会は設け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） 村は、県とかいわゆる官と言われるような上に対してはきちきち

物は進めるんだけれども、地域住民が自主的につくったような組織に対する気配りと

いうのが正直言って少ねえんでねえのかね。こういう集まりあると言っているんだと

言うけれども、私らも一緒に行ったときにはそういう方、わかんねかったという方も

代表の方にいるわけで、多分、私はそういうこときちっとなされていないというふう

に思っています。そういう意味で今度の問題についても、きちっとこういうわけだか

ら、こういうふうにしましたということがなされているかというと、ないですね。や

っぱりそういうことは大切な、住民が言っているわけですから、それを住民の声をむ

しろ県に住民はこう言っているんだと、こういう思いしているんだということを村が

言う立場であって、だと私は思うので、そういう点は十分注意をしていただきたいと

思います。 

   そして、その上で一定程度改善が進みつつあるということでございますが、それは

一つはそういうこともあり得ると思いますが、もう一方の農場、私が見る限りには全

く進んでいないというのが率直な意見です、考え方です。それは経営者はいろいろ小

手先の話はすっぺし、なかなかこうやっているんですなんて言うけれども、抜本的な

根本的な問題についてのそこどうするんだという話には一言も踏み込んでいないとい

う農場もあるんですよね。これ農場の経営者の性格ですから、いろいろです。おもし

ろいといえば、おもしろい。対照的な方でね。そういう意味でやっぱりこの改善を一

緒に住民とともに一つ一つ積み上げていくと。なるほど、そうやっているのかと。じ

ゃ、ということになるんだけれども、４月２３日以降ももう何回も私、苦情をいただ

いているんです、においについては。行ってみると、どこだかなと思うけれども、さ

っきまでそうだったんだということでなかなかつかみ切れねえというところ、しょっ

ちゅうあるんですけれども、とにかく解決はしていないというのが実態なんですよ。 

   そういうことで、ぜひそういう畜産経営者も住民もそういう努力をしているのかと

いうようなことで、お互いに進むような、これ随分おつき合いはしてきているわけで

すよね、長年来。だから、そういう意味で今度、副村長が出席するんだというお話を

承ったんで、最後までいてもらって、そして、きちっとその農場さんに対して、根本

的なところに踏み込む村の姿勢というものを示して、ずっとやるんだぞということを

示していただいて、必要があると。やるべき成果をお互いに共有できるような、地域

住民も。そういうふうにしていただきたいと思うので、副村長のご意見を承りたいと

思います。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １２月１１日の会議から、私もこの対応については先頭に立ってやらせていただき
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たいと思っております。これまでも長い間、担当のほうでも大変苦労してきました。

その成果については今おっしゃるとおり、改善のスピードが遅いということもこれも

事実であると思っております。私が行ったからどうのこうのではありませんが、地域

の方々が、それから議会のほうの方々の視察とか要望とか、あるいは県も家畜保健所

とか振興局、それから役場の中でも環境対策のほうの臭気対策のほうの担当と、あと

畜産担当というふうにいろいろ部門が細かく分かれております。そういうものを私の

ほうで調整、連絡を密にしながら、私が先頭に立って、そういうのを連絡、調整をし

合いながら、この対策に取り組んで、少しでも改善のスピードが上がれば大変いいな

というふうに思っておりますので、そういう気持ちで頑張らせていただきたいと思っ

ております。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 副村長の力強いお話ありましたので、大変に期待しておるところ

であります。私なども地元にいるわけですけれども、やはり議会議員という立場から

すると、あんまり踏み込めない部分があるんです。議長を中心としていろいろ積み重

ねてきたという経過もあるので、だから、ちっともわかんねえなと何回も言われて実

はいるんです。役に立たねえというお叱りもいただいているんですけれども、やはり

ここまでしかできねえというところもあるんですよね。したがって、村にこれやって

もらうしかねえと、こういうふうに私としてはなるわけで、しっかり今のことを踏ま

えて、よろしくお願いしたいと思います。 

   次に、歴史文化財などを生かした村づくりについて、お尋ねをいたします。 

   ９月議会でいろいろとるるお願いをしたところ、短期間の中にさまざまな取り組み

をいただきました。大変ありがとうございました。 

   その上で、①として、戦死三十一人の墓についての保存に向けた進捗状況と、こう

いうものについて、まずお伺いをいたします。 

○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。 

   戦死三十一人墓の保存につきましては、村文化財保護審議委員会に文化財の村指定

について諮問をいたしまして、先日、指定相当との答申をいただいたところでござい

ます。これに基づきまして、今後、村教育委員会に議案として上程し議決をいただけ

れば、村指定というふうな運びで進めたいというふうに考えてございます。なお、そ

の後において、平成３０年度におきまして、傾いた石碑の修復並びに案内板の更新と

いう形で進め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） スピーディーな取り組み、ありがとうございます。 

   次に、②として、手志子森などの案内あるいは説明板の設置に向けた方向づけとい

うものについてもお伺いをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 
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○教育部長（菅野昭裕） 手志子森等の案内、説明板設置に向けた方向づけということで

ございますけれども、来年が戊辰１５０周年という年に当たりますので、先ほど申し

上げました戦死三十一人の墓の披露を初めとして、手志子森、それから正福寺、母成

街道等、村内の戊辰戦争のこの足跡をこれらをたどるような学習会的な記念事業を計

画したいというふうに考えてございます。その際に、これらの案内板について一時的

なものも含めて、あり方について検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   なお、ここの場所については、民地といいますか、個人の所有地にもなっておるの

で、そこら辺はよく配慮して少し進め、よく相談していく、それこそ丁寧な説明をし

て、ご理解をいただくというようにまずお願いをしておきたいと思います。 

   それから、１０月中旬に教育委員会が主導する形で多くの皆さんに早速、母成街道

の一部を通させていただきました。ありがとうございます。初めての試みということ

でございましたが、先に議員の方にも草刈ってもらったりして、大変にそのほうが歩

きよかったということで感謝をしているところでありますが、教育長さんも参加いた

だきましたので、どうした感想かなということで簡単な感想を。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １０月１６日でありましたけれども、私も１０番議員さん、それから村の歴史文化

クラブの会長さん初め、多くの関係者と母成街道の一部を一緒に歩かせていただきま

した。道といったらいいんでしょうか、街道といったらいいんでしょうか、そのもの

は人々の往来あるいはまた物資の輸送、そしてまた文化を伝えるという意味で、なく

てはならないものだと言われております。そういった意味で地域の生活、文化そのも

のだなというようなことを言われております。しかしまた一方で、道は人々の生活の

変化とともに移り変わり、いにしえの道は人々の記憶から失われている、そういう運

命にあるんだというようなこと、これ歴史に詳しい人の言葉でありますけれども、母

成街道もまたそうした運命をたどってきた街道なのだなという思いで歩かせていただ

きました。ただ、来年は先ほど部長がお答え言いましたように、戊辰戦争１５０周年

の記念という大変節目な年に当たります。そういった意味におきまして、多くの村民

の方々に往時をしのびながら歩いていっていただく機会をつくれたらなという思いで

あの半日を過ごさせていただきました。ありがとうございました。 

○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。 

   今ほどしゃべりましたように教育部を中心として他の部署の部課長さんも踏査にご

参加をいただきましたが、主管課である生涯学習課長さんも参加されたので、一言感

想お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（溝井久美子） １０番議員さんにお答えいたします。 
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   当日、私も同行調査をさせていただきました。ちょうど雨上がりだったせいもあり

まして、ちょっとぬかるんだところとか、倒木がちょっとあったの歩きにくい部分も

ありましたが、時間的には往復して大体４０分ぐらいだったかと思います。女性の方

あるいは子どもさんでも十分散策できるコースではないかと感じました。水道の高区

第３配水池付近に到達したときには大変見晴らしがよくて、すばらしい景色だなと感

じてきました。今回、同行調査させていただきまして、実際の状態を確認できたのは

大変有意義だったと思います。 

   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。それぞれ今、感想をいただきまして、

非常に有意義だったのかなというふうに思っております。 

   今お話ありました母成街道の整備でありますけれども、実は私も先月、猪苗代の歴

史民俗の会長さん、それから熱海の会長さんにお誘いいただきまして、銚子ヶ滝から

先、約２キロぐらい中軍山とかいうことで、お墓のあそこにある大きなお墓まで山を

歩いてみましたが、非常に少し雪も降って大変だったんですけれども、大玉の人が参

加したということで非常に大玉、猪苗代、熱海と一緒になんないと、これは成功しな

いんだということで熱く語られまして、何かちょっと意識が過剰気味で、そう期待さ

れても我々はまだやっとこ村内のそこら辺ちょっと歩いたくらいであって、とてもと

てもではないということで何回もそれは言いました。その石筵の道路だなんて話は全

く出ませんでした。そういうことをやられると、あの林道で今ある仲ノ沢に行く道路

でも、防塁が真っ二つにしらっち残念だったということで、もう道なんかはとてもそ

んな話はないです。やっぱりそういう歴史を大事にしなきゃないということで、返す

返すもここは残念だったということで言われましたけれども、銚子ヶ滝からずっと大

玉村から銚子を通ってそこに至るということで、毎年８月２１日でしたか、にあそこ

で墓前祭というのやっていると。今も遺族の末裔というのがいるということで、あそ

こでは２００人とか何人埋葬されているということで、土饅頭みたいなのもあるんで

すけれども、そういうことで大玉の後の関係でいえば、この今先ほどお話ありました

ような１５０年というのを前にさまざまなイベントがあるようでありますが、そうい

う期待はともかく我々大玉は大玉のスタンスというのがあるんであるから、また教育

委員会は教育委員会としての考え方があるから、俺はそれ以上のことは言わんにいん

だね。ただやっていただきたいという切なる願いであって、じゃ、母成街道をどうし

てやるんだということであります。二、三日前、先ほど話出たトロッコ道の話、実は

講演会がありまして聞いてきましたが、終わった後、なしてそのトロッコ保存してお

くという話は出なかったんですか、当時という人が出ました。やっぱりそのころはさ

っき言ったように、教育長さっき言ったように、その時代とともに変わって、もうそ

ういう時代が終わって、そだの見向きも知らんに廃物屋が何かが持っていっちゃった

みたいなということであって、今ならそのトロッコがあるとよかったなというような

ことになるんですけれども、そのように今生きている人ができることでのそういうも
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のを掘り起こしあるいは保存するということは、それはそれなりとして極めて大事な

のかなというふうに思いますので、これからの母成街道をこのさっき言った三十一人

の墓、それから手志子森とのかかわりも含めて、どういう方向でまだまだそれは先の

話だと思うんですけれども、いわゆる素案ですか、整備に向けたあるとすれば、どう

いうことをお考えになっているかお尋ねをいたしておきたいと思います。 

○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。 

   母成街道の整備方法の素案ということでございますけれども、現時点で例えば立派

な整備ですとか、そういったことではなくて、あくまで危険防止あるいは必要最低限

なものというふうなことで、先ほど教育長の答弁にもありましたように、往時をしの

ぶことのできるようなそういった方向で関係部課と協議、調整をできればというふう

に考えてございます。また、先ほどの答弁いたしましたが、戊辰１５０年というふう

なことでの事業を計画してまいりますので、これらの成果等も踏まえながら、ほかの

文化財保護とあわせ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。以上で質問を終わります。 

○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。 

   ご苦労さまでございました。 

（午後５時１５分） 

 


