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平成３０年第２回大玉村議会定例会会議録 

 

第５日  平成３０年３月５日（月曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 佐 原 佐百合   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。 

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

の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日、傍聴に熊田一郎さんほか６名の方々がお見えになっておりま

すので、ご報告申し上げます。 

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

いたいと思います。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、一般質問を行います。 

   ５番押山義則君より通告ありました「大玉村の未来を見据えた介護と福祉を検証す

る」ほか３件の質問を許します。５番。 

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

３０年３月定例議会一般質問を行います。 

   追加質問の関係上、質問順が少し変更となりますので、お許し願いたいと思います。 

   まず、大玉村の未来を見据えた介護と福祉を検証するといったテーマで、大玉村に

おける介護の福祉の実態と今後の取り組みについて伺ってまいります。 

   さて、少子高齢化が我が国の最大の課題と言われ始めて何年になるでしょうか。特

に高齢化社会については、２０００年に介護保険制度がスタートして以来、さまざま

な形で対応の仕方が進化してまいりました介護保険制度であります。現在、第７期の

事業計画の策定が進んでいるところと承知しております。介護保険事業計画は、第

６期から地域包括ケア計画として、地域包括ケアシステムを段階的に構築することで、

高齢者の皆さんが住みなれた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、さま

ざまな観点から支援が包括的に確保される体制づくりを目指してまいりました。そし

て、現在、いわゆる団塊の世代が７５歳になる時代、さらには団塊ジュニア世代が

６５歳以上になる時代に向けて予想される高齢化の状況、それに伴う介護需要を的確

に捉え、地域の実情に合わせた地域包括ケアシステムを進化、推進していくことが求

められております。そのことは、介護保険の保険者である村が、介護保険サービスが

必要となる一歩手前に、高齢者の健康な状態を維持するための介護予防の方策、これ

がいかに充実されるか、自立支援と重度化防止に向けた取り組みがいかようになされ

るかが大きな課題と捉えております 

   そこで、改めて大玉村の実態を伺ってまいります。まず、介護保険事業計画におけ

る現在の状況を伺うとともに、団塊世代が７５歳以上となる将来の予想される状況に
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ついて、どのように捉えておられるものか伺いたいと思います。 

   まず、具体的には高齢者数の推移、それから高齢化率、それから要支援、要介護認

定者数の推移、それから保険料額の推移について、現状と将来の見込み状況、つかん

でおられましたら伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   このたび改定します第８期の高齢者福祉計画、そして第７期の介護保険事業計画に

おきましては、今後ますますふえ続けます高齢者に対しまして、住みなれた地域で自

分らしい暮らしを続けることができるように、住まい、医療、介護、予防、そして生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの進化、推進を目指しておるとこ

ろでございます。 

   今後につきましては、本村の実情に合った地域包括ケアシステムとなるように、関

係機関と連携しながら、村民の皆様の理解と協力を得ながら、システムの構築を進め

てまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

   現在の地域包括ケアシステムの状況等でございますけれども、これにつきましては、

現在、在宅医療、介護連携で、入院されている方がスムーズな在宅への移行ができる

ように、県北医療圏域で退院調整ルールというようなことで策定しておるところです

が、そういう退院調整ルールの中で、介護施設や医療機関等と連絡調整を図って、高

齢者個人に対する支援等の充実にも努めておるところでございます。 

   現在、地域包括センターを中心としまして、医療と介護、多職種で、多くの職種が

集まりまして、そういった構成の中で問題解決に向けて個々に会議を進めているとこ

ろでございます。 

   それから、先ほどお話ありました将来の予想等については、担当課長より説明をさ

せます。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ５番議員さんにお答えいたします。 

   本村の高齢者人口等の推移でございますが、まず、２９年１２月の数字であります

が、６５歳以上の人口につきましては２，２３７人、高齢化率２５．８％でございま

す。要介護認定者の状況でありますが、２９年１２月現在で要支援１が２０人、要支

援２が２０人、要介護１が５５人、要介護２が７８人、要介護３が６３人、要介護

４が５６人、要介護５が３４人、合計の認定者数が３２６名となってございます。 

   以上です。 

○５番（押山義則） 将来の見込み、将来数は。 

   私が聞いたのは、結局、７５歳の人、団塊がいったときの数字をどのように予想さ

れているかということを伺ったんです。 

○健康福祉課長（後藤 隆） 推計人口ですか、失礼しました。推計人口、６５歳ですね。

将来の見込みは特別まだしていないですけれども、失礼しました。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 
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○５番（押山義則） 今、計画立てている間で３７年度の数字つかんでいない、言えない

ということはちょっと理解できないんでありますが、その辺、部長、今のような状況

でよろしいんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） 大変失礼いたしました。ちょっとページを見つけるのに時

間がかかってしまいました。 

   現在の介護保険事業計画の人口の見込みなんですが、まず、昨今言われています

２０２５年問題ということで、平成３７年度の推計人口でございますが、高齢者数が

２，４５５人、高齢化率が２６．７％でございます。３７年度の要介護認定者の数字

でございますが、予想では要支援１が２８名、要支援２が２９名、要介護１が７８名、

要介護２が９０名、要介護３が８４名、要介護４が６９名、要介護５が５０名、合計

３９６名と推計してございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   高齢者数では２００弱の増加、それから要支援、要介護では１００までいかない

１００弱の認定者数がふえるというような状況であります。 

   介護保険事業計画のもとに、大玉村の実情を理解した地域包括ケアシステムを進化、

構築していくことがまず第一であります。そこで、改めて伺いたいんでありますが、

現在の介護保険事業計画におけるところの自立支援と重度化防止に向けた施策として、

これまで何を重点的に取り組んでこられたか、また、地域包括ケアシステムの充足度

といいますか、スムーズな運営状況に現在あるのか、さらに大玉村が抱える問題点は

あるのか、あるとすれば何か、それをあわせて伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   地域包括ケアシステムの充足度、今現在の状況については、先ほど申し上げました

医療、介護の連携、関係機関との連携によってある程度充足されているというような

状況にあろうかと思います。 

   ただ、今、課長からもお話ありましたように、将来的には高齢者人口がふえ、また、

要介護人口もふえていくというような予想の中ですので、今現在の状況をさらに進化

させていかないと対応が難しいであろうというような状況にございますので、今後の

推進、それに力を入れていきたいというような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   現在のところ、特に問題点はないと理解しておきます。 

   この介護保険制度、そもそも家族の相互扶助とか、それから暇な女性のボランティ

アなどによって支えようとしたのが日本型の福祉政策なのかと私は理解しております。

実情として、介護サービスの充実と医療福祉連携は行政の仕事と私は捉えております。



 

- 47 - 

 

また、問題となっております孤独死ゼロとか高齢者の居場所づくりなどは、地域の課

題としてこれから考えていかなきゃならないのかなと思っております。また、高齢者

の足問題も行政と地域の連携といいますか、そういう形で取り組まなきゃならない状

況なのは明確であるかなと思っております。 

   いわゆる今後の取り組みとして、支援制度の確立が地域包括ケアシステム運営の課

題と、部長がおっしゃられたとおりだと思っております。今回の第７期介護保険事業

計画においても、地域包括ケアシステム実現のための方向性を継承し、自助・互助・

公助のもとに目指すとあります。先ほども申し上げました介護サービスの充実、医療

福祉の連携については、行政の努力目標と私は思っております。施設の拡充とかシス

テムの明瞭化、それから介護人材の確保、これらについては行政としてしっかり取り

組んでいただきたいと思うんでありますが、改めてこの点の考え方を伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   介護保険サービスの充実ということで、先ほどもお話しした中でございますけれど

も、居宅とか施設、それから地域密着型の３つのサービスがあるわけですが、それを

中心に高齢者一人一人の状況に応じたケアマネジメントが徹底できるような体制、そ

ういうものを確立していきたい、今後そういった努力をしていきたいというふうに考

えております。 

   それから、医療、福祉の連携という部分では、地域資源として医療、それから介護

機関、そういう連携によりまして適切な医療、それから介護の提供が受けられる体制

を維持していくというのがかなり重要になってくるところでございますが、入院され

た方が在宅医療へ円滑に移行できるようにということで、現在も行われているわけで

ございますけれども、入院の早い段階から退院調整ルール、それからカンファレンス

等行いまして、その方に合った、在宅で過ごすとか、それから施設が必要であるとか、

そういう部分は個々に変わってまいりますので、そういう個々に合わせた協議を進め

ながら連携を図っていきたいというふうに考えております。 

   それから、孤独死ゼロ等につきましては、高齢者の居場所づくりということで、老

人クラブ等、それからそういった高齢者の組織の中で支援を通じて社会参加、それか

ら社会奉仕とか、または教育委員会でやっておりますような教養を向上するための講

話、講習、レクリエーション等、そういったものを積極的に高齢者の方に参加いただ

けるような、そういう機会を設けていきたいというふうに考えております。 

   それからまた、村の社会福祉協議会におきましても、それぞれの地域でサロン等開

催しているわけですが、そういう部分につきましても、村の保健師等が行ってお手伝

いさせていただいているというような状況もございますので、そういうものをさらに

進化させていきたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ご丁寧にありがとうございました。私のこれから質問する内容まで

答弁いただいたような状況になりました。 
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   確かに孤独死ゼロとか高齢者の居場所づくりは、地域の取り組み課題として私は発

展させなければならないと考えております。さらに、高齢者の足問題も大切な問題で

あります。デマンドタクシーやバスなどではどうしても限界があると感じております。

現実的には地域で支え合う意識づくりのもとで、地域ボランティアなどによる送迎な

ども視野に入れた対応が必要になってくるんではないかと考えております。また、高

齢者の運転免許証の返納なども関連する問題でありますが、支援事業、考えておられ

る話と伺っております。どのような支援なのか、お考えなのか改めて伺いたいと思い

ますが、いずれにしてもケアシステムの構築が望まれるわけであります。改めて地域

包括ケアという観点から、これが今回の私の質問のテーマなんでありますが、支援制

度の充実に向けた方策について伺ってまいります。 

   まず、介護支援ボランティア制度への理解について伺いたいんであります。さまざ

まなボランティアの組織がございますが、大玉村においてそれぞれの内容と充足度、

それから課題について。どのようなボランティアがどれだけおられるのか、また今後

に向けて必要と考えられるボランティアの内容などを、そういった考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ボランティア関係ということで、介護支援ボランティアにつきましては、地域包括

支援センターの事業、それから村社会福祉協議会で行われておりますボランティア活

動等、日ごろ活動いただいているところでございますけれども、地域包括支援センタ

ーの事業では、介護予防の普及啓発のためにボランティアの方々の協力を得て、各種

の講座とか講演会、講習会、そういうものを実施しております。先ほども申し上げま

したが、それから各地区のサロン、そういったところで活動をいただいているところ

でございますが、健康づくりとか介護予防サポーター、それから認知症サポーター養

成講座等、村の職員等も講師役として務めているところでございます。 

   それから、認知症のキャラバン・メイト、それから人と話をする機会の少ない方を

訪問してお話を聞くような傾聴ボランティアということで、日ごろ余り話す機会のな

い方のところに訪問してお話を聞くというような、そういったボランティアもござい

ます。 

   今後につきましては、ボランティア活動を希望するような高齢者の把握、それから、

ボランティア活動することによりまして社会参加していただきながら、高齢者の介護

予防の促進を図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

   どういった、今現在あるボランティアというようなことでございますけれども、健

康づくり、介護予防サポーターということで、ボランティア人数としては１０人ぐら

いなわけですけれども、地区のサロンとか体力測定の補助等を行っているような団体

がございます。それから、認知症のキャラバン・メイトというようなことで、これに

登録しているような方は２２名ということですが、ボランティア人数で延べ２４人の

方がそれぞれ活動をいただいておるところでございます。 

   それから、先ほど申し上げましたが傾聴ボランティアということで、日ごろ余り話
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をする機会の少ないお年寄りのところを訪問してお話を聞くというようなことで、そ

ういう方が月１回３名程度、訪問しながらお話を聞くような機会を設けていると。 

   それから、あと今、活動が始まったところというようなことでございますけれども、

協議体の準備会ということで、現在、それぞれボランティアに興味のある方が参加し

ていただいて、地域の心配事とか、今、何に困っているのかなというようなことを、

自由に意見を出していただきながら、そういう中で自分たちは何ができるのかという

ような、そういうような協議を進めていただいているところですが、そういう協議体

も、来年度以降については正式な協議体というような形で進めていくような、今、準

備をしているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧にありがとうございます。 

   懸念は、今の状況で将来の３７年度あたりに向けて対応できるのか、その懸念と、

もう一つ、ボランティアの組織、いろいろあるようでございますが、いまいち村民の

間で見えていない。もう少し見える化といいますか、それを村民にもっとわかりやす

いような、こういうボランティアが行動しているんだというような、そういう努力を

願っておきたいと思います。 

   介護支援ボランティアの活動は、本当に地域づくりにとって大切なだけでなく、ボ

ランティア自身の張り合いや健康といった主観的な健康観を改善させ、みずからの介

護予防にも寄与していくものだと私は評価しております。 

   そこで願いたいのは、行政として積極的な取り組みと社会参加活動への誘導施策と

して考えていただきたいということであります。そういった必要性を願っているもの

であります。言い方を変えれば、制度化まで踏み込んだ誘導施策を考えていく必要が

あるのではないかと思っております。例えば、活動費の予算化なども含めて各地域に

ある、組長までとは言わないまでも、そういう責任ある立場での支援ボランティアの

必要性も考える時期ではないのかなと考えております。そういうような考え、これは

村長に聞かなきゃならないのかな、その辺、考え方、そういう進め方についてどのよ

うに考えておられるか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   自助・互助・共助・公助と４つの、住民から行政までそれぞれの役割でこの高齢化

に向けて対応していくということでございますが、まず、自助はともかくとして互助

の関係で地域でいろいろやろうというときに、２年前ですか、各行政区に１０万ずつ

という支援の、当初の目的でやってほしかったのは、その地域での高齢者の見守りと

いうものに携わっていただければと、そういう組織に対しての支援ができればという

ことも含めての全体的な支援制度でしたが、やはり取り組みやすいところからという

ことで、なかなかそちらのほうには向いていなかったということがございますので、

これから老人クラブのない行政区の改めての立ち上げとか、そういう地域コミュニテ
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ィの、それからサロンの強化とかそういうことも含めて互助の部分での強化、それに

対して行政が支援をしていくと、必要なものについて支援をするということは、これ

からやっていかなきゃいけないことだろうというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。前向きな答弁、本当に感謝申し上げます。 

   何となくボランティアということがありますが、教育分野ではコミュニティ・スク

ールの施策で学校支援ボランティアなどの充実が、これは成功のよい例ではないかな

と思っております。例えば制度化と申し上げましたが、民生委員協力員のような形で

各組単位で数名の協力員を要請して、地域資源としての人材育成を図っていく、こう

いう、制度化ですから大変難しい問題も伴うのかもしれませんが、ぜひとも活動費の

予算化を含め、制度化に向けての誘導施策を検討願っておきたいと思います。これは

私の要望でありますから、この辺、じっくり部内で検討していただきたいと思うとこ

ろであります。 

   次に、自立支援、重度化防止に向けた重要施策と考えられる、先ほど答弁がござい

ました老人クラブ、各種サロンへの支援制度でございますが、おっしゃられたとおり、

従来の高齢者向けの老人クラブのあり方が思うように継続できない、そういった状況

が続いております。６５歳以上の方の参加とか勧誘、どう啓発したらいいのかは、こ

れはそれぞれ地域でも問題なんでありますが、行政としても支援職員の配置など図っ

て配慮されておられるとは考えておりますが、本腰を入れた支援体制、これもあわせ

て絶対必要であります。各種サロンについても、地域包括ケアの観点から大きな発展

を考える必要があります。これは先ほどそれなりの答弁いただきましたので、答弁は

いただきませんが、その点しっかり今後取り組んでいっていただきたいと思います。 

   次の質問に入ります。認知症ケアについて伺います。 

   この課題は、介護と福祉の未来を考えるとき、避けて通れない大きな問題と考えて

おります。昨今のニュースで、近い将来５人に１人の割合で認知症のおそれとか、そ

ら恐ろしい限りでありますが、そもそも認知症とは何なのかと。まず行政が認知症を

どのように認識され、そして認知症ケアについてどのように考えておられるのか、こ

の現状を踏まえまして、今考えている政策についてお伺い申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   認知症についてということでございますが、認知症そのものについては、アルツハ

イマー型認知症と、ほかの病気から来るような認知症というのもあるわけなんですけ

れども、そういう中で認知症についての今後の取り組みというようなことでございま

すが、本村につきましては、地域包括支援センター、それを核にしまして認知症の早

期診断、それから早期対応ということで体制整備を図っているところでございます。 

   これらについては認知症の初期対応ということで、東北病院のほうに委託をしまし

て、初期の段階で診断いただいて、初期の段階で対応するというような、そういう取
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り組みも行っているところでございます。 

   それから、認知症の予防対策というようなことで認知症キャラバン・メイト、これ

は講習会などをしまして、そのときの講師役を養成するための講習というようなこと

になるわけなんですが、そういうことでそういう講師役の養成、そういうものを図っ

たり、それから認知症のサポーター養成講座の、これはサポーターですね、認知症に

ついてのある程度アドバイス的なことをできるような、そういうサポーター、そうい

う方の養成、そういうものの認知症に対する補助的な支援をしていただけるような方

の養成を図っているところでございます。 

   そういう取り組みを行いながら、これからふえるであろう認知症に対しまして一般

の方かかかわっていただけるような、そういう体制をとっていきたいというふうに考

えておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   これに対する対応は、大変な社会問題になるのではないかと捉えております。実は

私自身も、片や介護の必要な障害を抱えて、片や認知症が見られるといった状況の

老々世帯を身近に抱えておりまして、対応法、つまりケアのあり方に悩んでいるとこ

ろであります。認知症を病気に捉えて専門病院への入院を考えるのか、または生活の

継続性を選んで自己決定権の尊重といいますか、自主権を尊重した少し残っている残

存能力の活用を図って今の支援のもとに生活させていくのか。現状では可能な限り生

活の継続性に重点を置いた支援を考えておりますが、ただ、必ず限界が訪れます。そ

こで必要とされるのが、認知症対応型のグループホームや宅老所なんであろうと私は

考えております。 

   端的に伺います。大玉村の住民のための認知症対応型のグループホーム、それから

宅老所の充足度、どのような状況にあるのか、今後どのように考えていかれるのか、

あわせて伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今の認知症対応のグループホームということで、村内には１カ所なんですけれども、

そのほか近隣市にもグループホームございます。そういう中で、村の方については、

今のところは各そういうグループホームを利用できているというような状況にござい

ます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 今の答弁だと、将来に向けてはできていないというような、そうい

う感覚に捉えられる答弁なんでありますが、国家戦略、新オレンジプランの枠組みの

中で、精神科病院の役割が認知症ケアの施策の大きな要素、これ読みますとそうなっ

ております。新オレンジプランの冒頭で、住みなれた地域のよい環境で自分らしく暮

らし続ける、これをうたっておるんでありますが、現状は精神科の入院、それから、

そういった意味では地域包括ケアに反するような現状となっているのではないかと思
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います。制度とはいえ、悲しい状況にあるわけなんでありますが、私として願うこと

は、行政のリードで認知症の当事者やその家族、その支援者、それから介護スタッフ、

そういった方が気軽に相談できる制度づくり、これ、見える化も先ほど言いましたが、

気軽に相談できる、そういうしっかりした場所を村としてつくっていただきたい。間

違っても悲惨な介護による事件などの発生を防げる、かかわれる人がお互いに話ので

きる場づくり、これを願いたいと思っております。改めてそういう点から対応を伺っ

ておきたいんですが。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   認知症、これからますますふえるという中で、本当に大変な重要な問題だというふ

うに認識しておるところでございますが、村としても、認知症に限らず介護を行って

いるような方については、ときどきやっぱり、介護疲れとかそういうことで大変な場

合もございますので、介護者の集いというようなことで、介護している方が集まって、

それぞれの悩みとか何かを話すような機会、現在も設けておるところでございますけ

れども、そしてまた、サロン等においてもそうですけれども、そういういつでも相談

できるような体制というのは、本当に５番議員さんおっしゃるように必要だなという

ふうに考えておりますので、気軽に相談できる、そういった機会を今後ふやしていく

というようなことで進めてまいりたいというふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。心強い答弁と捉えておきます。 

   大玉村の未来を見据えた介護と福祉を検証するということで、今回質問申し上げま

した。地域包括ケアシステムの充実、介護予防の方策づくりが急がれます。介護支援

ボランティアの制度化を求めるなどの提案を申し上げました。行政と地域の連携の必

要性、それから支援制度のあり方、福祉計画、事業計画のもと、しっかり取り組んで

いただくことを願いまして、次の質問に移ります。 

   次に、「道徳教育の概念を伺う」ということで質問申し上げます。 

   一般質問にそぐわないテーマであることは重々承知しての質問でありますが、

１２月の補正で各学校の先生方向けに道徳教育の教本の購入が予算化され、３０年度

からの教育指針の中に道徳教育が組み入れられるという話でありました。共通認識の

もとに教育を実践するための予算と思っておりますが、改めて道徳教育の必要性と目

的、それから道徳教育に何を求めるのか、教育現場における指導の領域といいますか、

親の世代への道徳教育との違い、その辺はどう考えてあるのか、教育長に道徳教育と

は何たるかのうんちくとあわせて伺い申し上げたいんであります。 

   そして、さらにちょっとこれ、答弁がどうなるかわからないので、あわせて質問申

し上げたいんですが、村長の施政方針で、「特別の教科、道徳。特別活動等において

探求的に学び、自主的に考える力を養うため、地域資源、人材を積極的に活用し、地

域学習の充実を図ることにより、自己有用感、それから公力感を育む生き方教育とし

てのキャリア教育の推進に取り組む」とあります。特別の教科、道徳への村長の認識
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と、どちら答弁先になるかわかりませんが、あわせて伺いたいんであります。よろし

くお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   道徳教育の重要性というか、そのことについて、まず、私の考えというか、定めら

れている学習指導要領等に基づいてお話ししたいと思いますけれども、日本の教育は、

その根本にあります教育基本法の第１条において「人格の完成を目指し」となってい

ます。人格の完成というのは、人間がよりよく人間として生きるためのさまざまな資

質、そういったことを培っていくというようなこと、それが教育の根本目的となる、

そんなふうに捉えております。 

   学校では、よく知・徳・体という言葉でいろいろ教育目標なんかをつくって、よく

考える子とか、優しい子とか、あるいは強い体とか、そういったことが知・徳・体と

いう３つの概念で一般的には教育目標というようなことを考えていると思いますけれ

ども、その徳の部分の根幹をなすのが道徳教育であると、そんなふうに捉えておりま

す。よろしいでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 施政方針の中身で、教育部については教育委員会でつくったもの

ですから、私のほうでお答えさせていただきます。 

   探求、ここですね、社会に開かれた教育課程の部分だと思うんですけれども、社会

に開かれた教育課程というのは何で出てきたかということになりますと、学校教育と

いうのが学校だけではないというような、そういう大きな捉え方です。ですから、地

域と一体となって教育を進めるということが、先ほど申しました道徳教育等も含めて

子どもたちの成長に非常に有効であるというようなことで、地域にもっともっと目を

向けて地域と一緒に教育をやっていきましょうというのが、社会に開かれた教育課程

というような、そういう捉え方です。 

   そういった中で、大玉村でもこれまでずっとそういった地域というようなことに、

そういった視点を重視した教育をやってきたものですから、これを機にさらにそれを

強化したいというようなことです。ですから、例えば総合の学習というのもあるんで

すけれども、地域を学ぶ、地域で学ぶ、地域から学ぶというようなこと、そういった

ことをもっともっと教育活動の中に取り入れていきましょうと、そしてまた小学校と

中学校の関係性、関連性、そういったことについても目を向けながら、そういった学

習を大事にしていきましょうということです。 

   探求的というのは、子どもがみずから課題を見つけて、それに向かってそれを解決

していくプロセスが探求的な学習といいます。そんなふうにご理解いただければとい

うふうに思っています。そういった中で、さまざまな人とかかわっていった、これ、

まさに道徳教育なんですけれども、さまざまな人たちとかかわっていく、あるいは地

域のいろんな行事にもかかわっていく、いろんな活動に参加する、そういったことで

自分というようなことを見つめ直していく、自分の生き方を考えていくというのがま
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さに道徳教育の根幹なんですけれども、そういったことをしていって子どもたちを育

てていきたいというのが、来年の重点というようなことでご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   教育長のうんちく云々、そういう言葉を使いましたが、今回、施政方針の中でかな

り具体的な教育の志向性を訴えておられましたので、その辺もあわせて伺いたかった

んであります。 

   子どもに特定の行動とか態度の様式や価値観、規範意識を身につけさせ、一定の価

値を志向させ、理想を自覚、志向させる教育が道徳、これが広辞苑の中で述べられて

いる道徳に対しての説明なんであります。ある雑誌の中で、家族愛とか隣人愛とか郷

土愛が欠けている、そしてついには、その最後には国土愛ということが出ております。

いろんな意味で教育者や何かが懸念している道徳の概念の怖さはそこにあるんだと思

っております。過去に戦前でありましたが、夏目漱石の言葉なんでありますが、道徳

は習慣だと。強い者の都合よきものが道徳の形にあらわれる。今の政治状況とかなん

か判断するところによって、今年度あたりから道徳教育が特化されることについて、

そういう懸念から質問申し上げました。まだまだ理解の足りない部分がございますが、

しっかり取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

   次に、１問、先に延ばしまして、施政方針の中から捉えた問題点についてちょっと

質問させていただきます。 

   まずは最初に国内外交流事業、これ、マチュピチュ村との交流について伺います。 

   まず今年度、分野を絞っての交流として訪問団を結成し、マチュピチュ村を訪れる

ということでありますが、新聞報道では、この夏、中高生や青年、消防団関係者ら

３０人で結成、派遣する予定とありましたが、改めて日程などを含めましてどのよう

な構成を考えておられるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   マチュピチュ村の訪問でございますが、本村から２７年度にマチュピチュを訪問し

まして、翌２８年には向こうから村長以下９名が訪れていただいたということで、新

年度、３０年度につきましては、訪問団を結成しまして、中高生や青年層での交流、

消防や防災面における交流など、分野を絞りまして交流するということで派遣を予定

しているところでございます。 

   派遣の時期ですが、中高生を含めますので、夏休みの時期、７月下旬から８月上旬

を想定しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） その構成なんでありますが、もっと具体的に、予算化されたんでし

ょうから、どういう方がどういうふうな形で行かれるのか伺いたいんでありますが。 
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○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 訪問団の構成でございますが、先ほども申し上げましたが、中

高生、あと一般消防関係者ということで、公式団については団長、副村長を初めとし

て１０名ということで、中高生、消防関係者、通訳を含めまして１０名ということで

ございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 構成の具体的な形はまだ考えていらっしゃらないんですか。中学生

何人とか高校生何人とか消防団何人とか、そういうものはどういうように考えておら

れるんですか。 

○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。 

   公式訪問団については１０名程度でございますが、中学生、高校生、消防関係者、

それぞれ２名～３名程度、あと通訳も含めまして総勢１０名程度を想定しているとこ

ろでございます。 

○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。 

   中学生、高校生、消防関係者、それぞれ２名程度を想定しておりまして、あと通訳

と村職員、団長も含めまして２名程度で総勢１０名を想定しているところでございま

す。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） あとは総括の中でも質問できる内容でありますので、余りしつこく

は申し上げません。 

   分野を絞っての交流ということでありますが、そもそも訪問の目的、これ、私はも

う少し明確に理解できておりません。まして中学生、高校生の派遣となると、いかに

夏休みとはいえ、地球の裏側に、最近バス事故など多発している状況の国内事情の国

に行くということ、そういった意味で、それから派遣団員の人選も含めて村民の理解

が得られるのかどうか、その辺、十分に配慮されて考えておられる施策なのか、その

辺について改めて伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   マチュピチュ村との交流は、セレモニー的な相互訪問は、協定関係は終わったとい

うことで、これから名ばかりの交流ではなくて、やはり実質的に、これからどういう

ふうに両村が交流を進めていくかと。今回の最大の目的は、副村長が行って、具体的

にこれからマチュピチュ村とどういう実質的な交流をするかということが、まず第一

目的でございます。 

   マチュピチュ村のほうから、消防自動車と救急車が欲しいということを県のほうに

要望がありまして、県のほうでも福島県全体に問い合わせをした結果、安達管内、安

達広域のほうで消防自動車と救急車が更新時期だということで供給できるというよう
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な話がございまして、これは県のほうで対応していただくんですが、マチュピチュ村

の一番の今現在の課題がごみ処理と消防体制ということも、過去２回の交流で話にな

っておりますので、そういうことも含めて、まず今後の交流についてどうするかとい

うことの話し合いに頻繁に行くことはできませんので、今回、副村長が行って、あと

消防団関係者、できれば広域から専門家が１人、それから村から１名ということで行

って、消防のマチュピチュ村の関係者と話し合いをしながら、どういう支援ができる

かということも話をしたり、例えば人的交流について話し合いをするとか、実質的な

交流の話をしたいということがまず第一にあります。 

   それから、もう一つは、せっかく行くのですので、副村長、少人数だけではなくて、

やはり交流を実質化するということで、大玉の子どもたち、大玉で学び世界に目を向

けてという教育の目的もございますので、中学生なら派遣できるのではないかという

ことで予算化をさせていただきましたが、これについては、先ほどから総勢何名とい

う話をしておりますが、学校等と協議をしながら、どういう派遣の選択の方法をする

か、そういうことも含めて最終的には新年度の予算措置後に最終的な詰めをしていき

たいと。現時点では、中高、青年２名ずつ、消防関係２名、それから副村長、職員、

先ほど１０名と言いましたが、実際には通訳が入りますと１１名もしくは１２名にな

ろうと思います。そういうことで、実質的な交流についての話し合いと青少年の交流

を図るということ。 

   それから、マチュピチュ村のほうには文房具等、あちこちから寄附をいただいたも

のをマチュピチュ協会を通して小学校に文房具等を提供しておりますので、そういう

学校を訪問したりしながら、現状がどういうことなのかということも、どういう支援

をすべきかと、文房具送っていますが、あちらの学校の状況がどういう状況なのかと

いうこともしっかりと把握してきたいということですので、そういうことが目的。 

   それから、あともう一つ、本宮がイギリスと復興「ありがとう」ホストタウンの話

を、オリンピック・パラリンピックやっておりますが、大玉村は、できれば復興「あ

りがとう」と、これは復興を支援していただいた世界の皆さんにありがとうというこ

とで、ホストタウンとして受け入れると。これについては、ペルーのホストタウンと

して手を挙げたいと。これは、合宿を受け入れるとか大変面倒なことではなくて、村

民がバスでペルーのチームを応援に行くとか、それからペルーから来られた方が大玉

に来て村民と触れ合うとかというレベルの交流になりますので、そう難しいことでは

ないので、そちらのほうも手を挙げたいなということで、日本の外務省とかペルー大

使館等には既にそういうお話をさせていただいていますので、今回、副村長がペルー

の外務省に出向いて、そのことについても協議をしてきたいなということで考えてお

ります。 

   しょっちゅう行けるところではありませんので、一度行けるときにいろいろ複合的

にやっていきたいというのが今回の趣旨でございます。 

   ただ、財源的には、県の財源４分の３、７５％県、それからあと２５％はふるさと

納税の寄附金を充てるという予定でおりますので、村費は一切使わないで派遣をして
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いきたいなということで、現時点では考えているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   マチュピチュの交流、大玉村として今、既に取り組んでいることでありますから、

いろんな形で進化させていかなきゃならない部分もあるんだと思いますが、過日、車

も贈りました。私もたまたま知り合いがペルーのほうにいるのがおりまして、大玉村

はおもしろいことをするんだなと言われました。ただ、私、行政のほうにお願いした

いのは、贈られた車の状況とか何かについてある程度追跡調査はしていただきたい。

どういう状況にあるかはあえて個人的なこともあるもので申し上げませんが、その辺

も含めまして、ペルーの実情をやっぱりもう少ししっかり捉えていただきたいという

ことがございます。 

   それから、大変事故なども多い、それからマチュピチュ村の現状というのは、本当

に我々考えているものとは全然かけ離れた状況にあることも現実であります。その辺

も踏まえて今回の予算化が、もう一度、中学生、高校生の人選なども考えて、その辺、

慎重に取り組んでいただきたいというのが私の要望でございます。 

   それから、マチュピチュにおけるもう一点。マチュピチュ交流の一環として伝え聞

くところによりますと、改善センターの視聴覚室を利用しての野内与吉資料館の開設

を図ると伺いました。これ、民間団体が運営していた組織でもありまして、視聴覚室

を占有しての設置、これは端的になりますが、整合性を伺いたいんでありますが。 

○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。 

   マチュピチュ村の交流の基礎となりました初代野内与吉の資料館ということで、昨

年の５月に金泉閣に資料館がオープンしましたが、諸事情によりまして閉館するとい

うことでございますので、今回、展示場を村に置くことにより、マチュピチュとの交

流を内外に知らせる、また観光資源としてということで、農村環境改善センターの一

室を行政財産の使用申請を提出していただいて展示するという内容でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございます。 

   民間団体が運営しているものと、私は今まであの資料館については理解しておりま

した。それが公的な機関で公的な場所を活用してのことであります。これは管理する

側に伺いたいんでありますが、視聴覚室、これまで年間行事として定期的に利用され

たものはどのように措置されたのかも伺いたいんであります。私のところでは、今ま

で使っていたのがすこし要請したところ、資料館、別な目的に使うからできません、

そういう答えを言われたというような、そういう情報も入ってきております。そうな

ると、目的外の利用というものに対して村民の負託、村民の考え方からいうと、ちょ

っと行政のやっていること、ずれていないのかというような意見も直接耳に入ってき
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ています。その辺も含めまして、それから防犯体制で防犯カメラの設置なども考えて

いるというような形のことも伺いました。 

   そして、もう一点は、今回の補正で資料館用のチラシ作成も予算化する、行政がす

るというようなことも伺っております。確かに村の観光化そのものだと説明としては

成り立つんだとは思いますが、ただ、いかんせんそもそもの所有物が民間のものであ

ります。その辺のことも含めまして、慎重な答弁をお願いしたいんでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   改善センター視聴覚室でございますけれども、具体的な２９年度における使用状況

につきましては、現在持ち合わせておりませんので、後ほどお答えをさせていただき

たいと思います。 

   現在の措置状況ですが、３月からということで資料の搬入をしたいということであ

りますので、３月の使用については、何件かの利用について別の部屋にというふうな

ことでお願いをし、４月からにつきましては予約を入れないというふうなところで、

施設の使用については措置をしているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんに再度お答えをいたします。 

   資料館というよりも資料室という形で１室を貸しているということですが、これは

マチュピチュ村と大玉村が友好都市を結んだ時点で、野内与吉さんの功績というもの

はやはり村出身の方の功績だということで、その方の持ち物、資料関係については村

のほうで展示させてくれないかという、最初はそういうお願いをしました。それで、

資料館とかあちこちに２カ所ぐらいに分散展示をしたいということで、お孫さんのほ

うに提案をしたところでございました。これは大玉村にとっては歴史的にも、移民の

歴史からいっても非常に大きな資料ということでしたので、これを歴史資料館のほう

に、あだたらふるさとホールのほうに展示させてもらえないかというような話をさせ

てもらいましたが、やはり自分で資料館という形で運営したいんだという強いお孫さ

んの意向がありましたので、それが金泉閣のほうで展示をしたということでございま

す。 

   そして、事情がありまして、やはりなかなか難しいと、資料館の経営というのは非

常に難しいものですからということで、我々のほうでも、この貴重な資料を分散しな

いように、やはり大玉村にとっては、歴史的な資料として村内にしっかりと展示をし

たいということもありましたので、村のほうから視聴覚室、私も教育長やっていまし

たのでよくわかりますが、一番利用率の低い部屋でありますので、一番影響の少ない

ところと、そして分散をするとやはり管理も大変ですので資料室に、いつまでやるか

ということについてはまだ決まっておりませんが、当面あの部屋を使って資料室とい

うことで展示をしてはどうかということでお話をさせていただきました。 

   当然、非常に貴重な資料ですので、防犯カメラをつけて、改善センターのほうでは

対応しないということで、これについては我々のほうの提案としては、見せてくださ
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いというふうに来られたときに、職員が鍵をあけて自由に見ていただくと、そのかわ

り預かるわけですから、協定、覚書を結んで、紛失した場合には責任を負えませんよ

とか、そういう協定は結ぶんですが、やはりなくなるということは非常に、資料の散

逸になりますので、しっかりと監視をしてお預かりをするということでございます。 

   当然、使用料は取らないと、無償で見ていただくということですので、大玉村の偉

大なる先人、移民の資料を村のほうで預かるということで、今回、視聴覚室のほうに

資料室という形で展示をさせていただいたと。 

   ふるさとホールのほうは少しスペースの問題で、２階の部屋を使うかという話は当

初からありましたが、あそこはまた別な、１室しかない会議室ですので難しいという

ことで、改善センターのほうになったという経過がございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） そもそも改善センターが対応しないということが、私は逆に問題で

はないのかなと思っております。事情はいろいろ伺いました。 

   まず、いろいろ伝え聞く事情も聞こえてまいります。これは失礼な言い方になりま

すが、言い方を変えれば便宜供与でないのかと、そういういろんな考え方の方もござ

います。私は一議員として、やっぱりそういう意見があることはちょっと看過できな

いなと。やっぱり村の村長に物申して、きちんと言って、対応をきちんとしないと、

いろんな形あります。村民からはそもそも誰からの要請、働きがあったんだとか、そ

ういうこと、勝手な情報が勝手に流れます。それぞれ、マチュピチュ協会とかいろん

な交流協会の中で動いている問題でもあるのではないかなと私は思っております。 

   心配事でそれで済めばいいんでありますが、私はこの一連の動きが、言い方が失礼

なんでありますが、大玉村版の森友、加計のような問題にならないように、決してそ

ういうことだけは十分に注意して、言葉はちょっと厳しいかもしれませんが、そうい

うものも、声があるということも理解していただいて事業を進めていただきたいとい

うことであります。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   森加計という今、お話も出ましたが、便宜供与というのは、そもそもそれをやるこ

とによって相手のほうに利益を与えるということですが、今回の場合には、相手はそ

れをそこに預けることによって収入もありませんし、逆に何か補修する場合は自分た

ちで補修しなさいよと。ですから、ケースが壊れれば自分たちで直してくださいよと。

収入はゼロですから、便宜供与には当たらないと。逆ですね、もう少し村でお金を出

してやったらいいんじゃないかというようなことが言われてもいいようなものだとい

うふうに私は認識をしています。村にとっては貴重な資料であるし、あれだけ外部に

対して資料館ができましたとＰＲをしてきたわけですね、我々も含めて。それがなく

なったと、消えてしまったというよりは、やはり村の施設の一角に、小さくてもそう

いう資料が展示されているスペースがありますよというのは、逆に村にとっては大き
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な利益だろうというふうに考えておりますので、受け入れることを決断をしたと。 

   ただ、ボランティアがおります。ボランティアの人たちができるだけ部屋に詰めま

すと、説明をするためにというようなお話もあります。その資料館のために、土曜、

日曜、わざわざあけたりすることはしませんので、改善センターがあいているときに、

月曜から金曜まで常時オープンすると。改善センターが終わるときには５時で終わる

というようなことでいますので、これは逆にそのボランティアの方も無償で手弁当で

来るということでございますので、村としては大きな観光資源でもありますし、目玉

の展示になるだろうというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 大変失礼な質問等申し上げている感覚を持っております。ただ、一

議員として、村民の声の代弁者という自覚でありますので、こういう声もあるという

ことを十分踏まえまして事業展開をお願いしたいと思います。 

   次に、アットホームの運営に関して伺います。 

   民営化の検討を加速させながら利用増加に向けた取り組みとあります。アットホー

ムの利用率、これ急激に下がったということ、これをまずどのようにお考えなのか、

これは担当で結構でありますので、まず伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   急激に下がったというようなお話でございますが、原発事故のときはかなり急激に、

お察しのとおり急激に下がりましたが、やや回復しながらもきたところでございます

が、残念ながら今期はやや人数が減っているというような認識でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 答弁はそんなものなのかなと思いますが、確かにゴルフ場のホテル

の台頭などありまして、そういう状況はあるのかなと思いますが、私、別の問題あり

と考えております。これも大変言いづらいことなんでありますが、運営組織の状況の

よしあしが影響と私は考えます。村民の感覚は大変鋭いものがあります。評判、そし

て批判、そして商売でいうお茶挽につながる、そういう状況なんではないかと思って

います。おもてなし、それから料理、接待、いろいろ要因はありますが、安ければと

いうような考えは時代錯誤と認識してほしいとまず思います。 

   ここまで言えば、私の言わんとしていることは多少は理解していただけるんだと思

いますが、これはどういう形で、私の要望を申し上げますが、人事刷新、それから運

営環境整備を図って経営改善に努めてほしいということであります。今年度、基金の

取り崩し、大変大きいものがございます。それから、一般会計からの繰り入れもかな

りの莫大な計上であります。村民の憩いの場、そして保養及び健康増進とあわせて、

一般観光客の利用促進という設置の趣旨に基づいた取り組みの展開を願いたいんであ

りますが、やっぱりそれに対する対応はしっかり取り組んでいただきたい。考えあり
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ましたら伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   今の件につきましては、私どものほうでも２月中旬から全員に面談をしまして、ど

ういった部分にいろんな問題点があるのか、改善すべき点があるのかということで、

それらを把握してきたところでございますので、それらをもとに今後さらなる精進を

していただきまして、今ほど議員さんがおっしゃられるように、利用者数がふえるよ

うな状況をつくってまいりたいというふうに考えております。 

   あと、やはり利用団体数、先ほどちょっと答弁漏れましたが、利用団体数は余り変

わっていないという状況がございますが、残念ながら利用人数が少なくなっていると

いうような傾向もございますので、そういった部分も踏まえまして、いろいろ検討し

て進めてまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 確かに行政がこういう形でこういうものを運営していくのは大変難

しいもの、うまくやって当たり前、おおよそは大変な思いしている、どこの自治体で

も一緒であるのは自覚しています。ただ、それゆえにそういったものの村民の目とい

うものは厳しいものがございます。その辺も十分自覚されて今後の運営に当たってい

ただきたいと思います。 

   最後の質問に入ります。ちょっと順序ずらしました。 

   「地域おこし協力隊の事業概要を伺う」ということで伺います。 

   新聞報道や村長談話で、地域協力隊の募集について語られておられます。改めて詳

細についてお伺い申し上げますが、かねてより私は大玉村農業の振興のため、また直

売所運営の基本として有能な指導者やリーダーの設置、発掘を何度が質問、提案して

まいりました。このたびの事業設定は大歓迎でございます。それぞれ目的を見据えた

窓口ができる、大きな期待を寄せるところであります。２名の募集をしているとのこ

とではございますが、改めてこの事業的な具体的な内容、そして手法をそれぞれ伺い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員にお答えします。 

   地域おこし協力隊の制度でございますが、都会から市町村に住所を移しまして、生

活の拠点を移して市町村の委嘱を行うという制度でございまして、隊員はあくまでも

その市町村内に居住しまして、地域のブランド力とかそういう地域おこしの支援を行

って定住定着を図るということでございまして、最大で３年間まで業務できるという

ことで、国の財政支援、特別交付税でございますが、財政支援を受けて地域おこし協

力隊を今回、産業部門と教育部門の２名を募集するということで、新年度進めていく

事業でございます。 

   以上です。 
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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。 

   本業務の内容につきましては、さきの全員協議会のほうでも皆さんにご説明申し上

げました。新年度予算に事業費を計上してございますので、本議会で可決された後に

４月からスタートさせたいということで、既に募集のほうをスタートさせたいという

ことでご理解いただいたところでございますが、業務内容につきましては、産業課関

係につきましては、村外の方から見た新たなそういった魅力を伝えるために、ＳＮＳ

等を利用した情報の発信や観光名所の再発掘、村の農産物を利用した特産品の試行な

どを考えておりまして、特産品の関係につきましては６次化へつなげられるようなも

のも視野に入れて検討していただきたいというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   教育分野における地域おこし協力隊の活躍の場でございますけれども、具体的な業

務といたしましては、地元学としての大玉学の編集推進を中心といたしまして、歴史

文化振興に係る業務について従事をいただきたいというふうに考えてございます。 

   ３０年度、重点事業であります大玉学につきましては、地域の自然、歴史、民俗、

産業、文化等を学ぶことによって、地域の誇り、それから愛着を醸成し、地域の活性

化、さらに新たな地域づくりへの動機づけを図っていくというふうなことを目的に行

っているわけでございますけれども、こういった事業について、地域おこし協力隊の

方によって村外からの視点で多面的に捉えることによって、この地元学として村内の

学び、これを推進すると同時に、村外への情報発信、こういった活動を通じて地域活

動の役割を担っていただくということを目的に実施をしてまいりたいというふうに考

えてございます。 

   さらに、これらの活動を通して、地域と学校、これらが一体となった地域とともに

歩む学校づくり、こういったことに寄与するということも狙いとして実施をしたいと

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） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧にありがとうございました。 

   この事業、それぞれの自治体で既に進められている事業であり、大変成功している

自治体、それから１年で頓挫してしまった、失敗している自治体もございます。村に

よそから新しい人が入るというようなことで、村民の期待も大変大きいものがござい

ます。受け入れ態勢の確立や、地域おこしですから地域おこしの受け入れの中でグル

ープ化とか、そういった課題もいろいろあるんだと思いますが、それぞれの事業の方

向性、それから目的、これはやっぱり村民にわかりやすく明確にされまして、事業の

最終的な到達点と申しますか、それを定めて事業実施を願っておきます。 

   いい意味でこの施策が刺激になるような、そういうようなことであってほしいと願
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います。 

   ということで、時間余りました。以上で質問終わります。どうもありがとうござい

ました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で５番押山義則君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時３０分といたします。 

（午前１１時１６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １番佐原佐百合君より通告ありました「「小さくても輝く大いなる

田舎・大玉村」への関心を高める情報発信について」ほか１件の質問を許します。

１番。 

○１番（佐原佐百合） １番佐原佐百合です。議長の許可を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。 

   まず、１件目の質問です。 

   「小さくても輝く大いなる田舎・大玉村」への関心を高める情報発信について質問

を行います。 

   ２９年度も間もなく終わりですが、２９年度の村政執行基本方針で村長が言われて

いる村民の皆さんと協働の村づくりを進めるためには、さまざまな情報発信手段を活

用し、村政の重点施策や各種取り組みなど、的確でわかりやすく伝えることが必要だ

と考えます。先日の３０年度の村政執行基本方針の中でもうたわれていたかと思いま

す。情報を知ることは、行動の始まりにもつながります。村民の皆さんに興味、関心

と参加意識を高めていただくための情報発信について、次の３点を伺います。 

   行政と村民の皆さんをつなぐ「おおたま広報」について伺います。 

   もう何度もこのお話は出ているかと思いますが、あえて新人ですので、質問させて

いただきます。 

   現在の配布状況と１世帯に配布する１冊の費用を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １番議員にお答えします。 

   「おおたま広報」、広報紙の配布状況ですが、直近の配布で申し上げますと、合計

で２，６２１冊でございます。そのうち、各世帯分については２，１２６、公共用施

設が１０４、その他村内の施設、事業所等が２０３冊、富岡の公営住宅等で７５冊、

あと関東あだたら大玉の会に１０９冊、その他４冊ということで、先ほどの

２，６２１冊になっております。 

   １冊当たりの費用でございますが、ページの多い少ないにもよりますが、大体、平

均で２２ページと換算しますと、１冊当たり８０円でございます。年間の費用として

は、１２カ月ですので、８０掛ける１２で９００、１冊当たり、１世帯当たりは
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９６０円という数字が算出されます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   思った以上に細かく配布されているんだなというのを感じました。 

   もう何度も話題になっているかと思いますが、組に加入していないと、おおたま広

報は配布されないと聞いております。以前からも取り上げられていると思うんですが、

最近、私が村民の方から言われた意見として、それではなくて、組には加入している

けれども、敷地内に２軒家が建っている。そうなると、組のおつき合いは１世帯とし

てつき合っているんだけれども、世帯は２世帯になるんだけれども、おおたま広報が

１世帯分しか来ないんだというお話を何軒かちょっと伺ったので、何か、新たな気づ

きかなと私自身思ったので、ちょっと今、情報の提供までにお話をしました。税金は

払っているんだけれども、これはお互いに見てもらえればいいのかなと思ったりもす

るんですが、村民の意見だったので、ちょっとこれは情報提供までにお知らせいたし

ます。 

   それから、なぜ今回、１冊の費用を聞いたかと言うと、職員の皆さんに、おおたま

広報１冊の金額、先ほど８０円と伺ったんですが、それを一つの指標として捉えてい

ただき、今後、どのように作成し、配布していただくかを考えていただきたかったか

らです。広報の費用で２００万とか言われても、実際、自分のところのは幾らなのか

なと身近に感じられなかったものですから。例えば、おおたま広報は村民の皆さんに

最も身近な広報媒体ですので、以前やっていたかもしれないんですが、１年間分保存

できるファイルを配布するとか、あとは、たくさんある事業を精査していただいて、

その予算を多くの村民が手にするおおたま広報に回していただけないかと思ったから

です。 

   村民の皆さんの中には大切に保管している方もいれば、すみません、私、本当に興

味なかったときには、ぴらっと読んでリサイクルにという形をとっていたので、一人

でも多くの方がそういうことのないように何か工夫していただきたいなと思って、あ

えて１冊の金額を聞きました。 

   おおたま広報を村民の皆さんに読んでいただくために、どのような努力をしている

かお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １番議員にお答えします。 

   読んでいただくためにということで心がけていることは、読みやすい紙面というこ

とで心がけております。難しい表現とならないよう、また読むについても、難しい漢

字等については避けるという、基本的な事項ではございますが、そういう形で進めさ

せていただいています。また、見やすい文字の大きさとか、村民の方が紙面に載るよ

うな構成になるよう、編集面にも意識しまして、広報紙が届かない世帯についても公

共施設に配置するということで、より広報紙に親しんでいくような取り組みをしてご
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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） 読みやすい紙面を努力したり、難しい表現をしなかったり、難し

い漢字ですね、あとは見やすい文字の大きさ、編集面など、いろんな部分で広報課の

方々、ご苦労されているかと思います。私も議員になりまして、広報委員のほうに入

りましたが、伝えるのではなくて伝わる広報をということで、自分のない能力を生か

して、だから皆さんと一緒に努力しているわけですが、今後も職員の皆さん全員で広

報意識を持って頑張っていただきたいと思います。 

   先ほど、見やすい文字の大きさというふうに言われておりました。毎年４月に掲載

される村政執行基本方針、先日３０年度の行政執行方針も聞かせていただきましたが、

そこにも入っておりました。平成１７年から文字情報だけで伝えています。よくまと

まっているのに、文字が小さくて膨大で読みにくいと思います。私の調べたのが平成

１７年ですが、もし間違っていなければなんですけれども、何年も変わらなかった理

由をお聞かせください。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １番議員にお答えします。 

   村政執行方針でございますが、平成１７年より、当時は原文のまま掲載しまして、

最大で７ページになるというようなこともございました。近年につきましては、村政

執行方針の重点事業部分を要約しまして、そういう形で、大変長文になるということ

で、２６年度からは重点的な事業とか基本方針等を掲載して、できるだけわかりやす

いように掲載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） １月に行われました新年賀詞交歓会で、村長の挨拶の中で、次の

ようなことを話されていました。表現が少し違っていたら、すみません。 

   お金をふやしていかなくてはいけない。村民の皆さんに財政確保を意識してほしい。

一緒の村づくりを考えてほしい。人口増やほかの政策も他町村でも始まった。これか

らもっとふやし、アピールしたい。他地域との差別化、お金がないとアドバンテージ

がふやせないとお話ししていたかと思います。その思いを村民の皆様に伝えるために

は、おおたま広報で、先ほどページ数は減ったと言いましたが、事業全体を村民の皆

さんにわかりやすく伝えるには限界があると思います。納めているお金がどのように

運営されているかを知っていただくために、わかりやすく説明した冊子、予算概要を

別に作成していただきたいのですが、村長の見解を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １番議員にお答えします。 

   財政関係につきましては、村の財政状況の作成及び公表に関する条例ということで、

年２回、予算と決算につきまして、当初予算の概要や執行状況について条例に規定さ

れた広報紙によりまして広報をするということでやっております。そういった中で、
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特に決算状況につきましては、具体的な、どのように村の税金等が支出されたか、村

民１人当たりの使われた金額、金額が幾らなのかについても村民の皆様にわかりやす

く広報紙に掲載しているところでございます。 

   そういった中で、各事務事業に対する予算の執行状況や予算の内容を知っていただ

くために歳入歳出の決算書ですか、並びに執行成果につきましても村の財政状況がわ

かる資料でございますので、こういった資料につきましては、村の役場の総務課にも

ございますが、あだたらふるさとホールや大山公民館にも閲覧可能な体制をつくると

いうことで、現在、両施設については配置をし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） わかりやすく伝えていたということで、あと公共施設のほうでも

閲覧できるようになっているとありましたが、ここにその基本方針がございますが、

これは皆さんにとってわかりやすいと言えるものなのでしょうか。もう一度、わかり

やすいものなのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １番議員にお答えします。 

   村政執行方針、文章である程度、その中身を示すものについては、できるだけ要約

してということでございますが、先ほど申しました予算とか決算を広報紙に載せる場

合は、できるだけ数字、グラフ等々を用いまして、村民１人当たり幾ら使われたか、

何費にどれぐらい使っているかということで、いろいろイラスト等も用いながら数字

をお示しし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） 確かに、予算状況、執行状況などはグラフや表などでまとまって

います。ただし、漢数字で、縦文字で、何百何十何点何円とかパーセントとか、ちょ

っと私は見にくかったです。実は、何人かにこの２つの、４月と５月に出ている表を

身近な何人かにアンケートを独自にとりました。そうしたら、やはり、まずこの４月

に出る行政基本方針については、興味ないから見ない、見にくい。やっぱり絵とかイ

ラスト、必要だよね。何を訴えたいのか、目で見てわからないというような声があり

ました。予算のところも漢数字で、縦文字で、やはり今、横文字に皆さんなれている

せいか、ちょっと見づらいという意見もありました。 

   もう一つお伺いしたいんですが、では、他町村ではどのような広報の載せ方をして

いるか、それを何か調べたりごらんになったことがあるのかをお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １番議員にお答えします。 

   村につきましては、先ほどの公表条例において財政状況ということで、近隣町村に

ついては広報紙も来ますが、いろいろ工夫している面もございますが、特に大玉と比

べてということでは行っておりませんが、公表内容については、ほぼ同じような内容
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で公表し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） 確かに、今おっしゃったように、内容は皆、似ておりました。 

   私も実は、近隣の市町村、それと村関係をちょっと調べさせていただきました。そ

うしたら、確かに同じような政策とかはうたっておりました。例えば、本宮市もイラ

ストや文字が大きかったり、二本松市も重要なところ、「人口減少対策」といった見

出しが出ていたり、福島市もたくさんある事業の中でも重点事業であったりとか、

「女性が活躍できるまち」という見出しであったり、「子どもと高齢者を大切にする

まち」というふうに、ぱっと見たときに、あれ、自分が関係あるというところが目に

入ります。 

   後で、皆さん調べていただければわかるんですが、それ以外にたくさんある事業、

他町村の広報紙は重点事業を載せていました。そのほかに、予算概要といってたくさ

んの行事を、大玉村では４月、５月にやるものを１冊にまとめて配布していました。

ホームページで公開しているところもあれば、言ってもらえるところもあったんです

が、今回、ページ数が多いのと、かなりここに持ってくるのはちょっと大変なので口

頭になりますが、県北地区、予算概要をつくっていないのは、本宮と二本松と大玉だ

けでした。ほかのところは、概要をまた別に配布していまして、伊達市は全戸配布と

いうふうになっていました。 

   なぜこう思ったかというと、私も議員になりたてで、全然、この大玉村の事業がた

くさんあって予算もちんぷんかんぷんで、そうしたときに、たまたまほかの町村のを

見たらわかりやすくなっていて、昨年との比較がしやすかったので、ああ、いいなと

思って、それで今回、この質問に着目させていただきました。 

   ということで、今、私がお話しした内容で、今、どう村長がお感じになったかお伺

いしてもよろしいでしょうか。 

○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。 

   大変、いろいろと調べていただいて、私も郡山の広報紙はなぜか届くものですから、

見させてもらっているんですが、確かに大玉の村の広報は、もう少し、ワンサイズ小

さかったんです。大分、大きくはなりましたから、情報量はいっぱいあります。それ

から、どうしても基本執行方針というのは載せることになっているというような決ま

りがありましたので、それをずっと載せてきたと。ただ、余りにもページ数が多いと。

実質的に読んでもらえるのかなという心配もあって、かなり要約をしました。 

   今回、この質問があったときに、内部で打ち合わせをしたときには、もう少し要約

できないかというのは、事業名を載せて数字を載せるような、そういう方法をとれな

いかなという検討はさせていただいていました。今のやつは大変、参考になる意見で

すので、これについてはまた内部で、広報の委員会もありますので、検討させていた

だいて。ただ、４月はもう時間がないので、この要約だけはもう少しわかりやすく出
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そうねということまでは話になっていますので、読んでもらえなければただの紙とい

うふうになってしまいますので、読んでいただけるような紙面づくりに努力をしたい

と思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 私が質問したことで庁内で検討していただいているということは、

とてもうれしく思います。 

   私からの提案なんですが、実は、私もちょっと自分でつくってみました、途中まで。

意外と今の技術、コピペということをすると、早い時間でできました。さて、じゃ全

部、基本指針、計画を入力して、じゃ実際、予算を入れようと思ったら、私にはちん

ぷんかんぷんなんですね。そうしたら、一番、大玉村の教育、こちらはちゃんと予算

が入っていて、そのまま重点項目も太字になっていたので、ああ、ここはすぽんと入

れられるなというふうに思いました。中に事業名も書いてあったので、ああ、ここは

すぐにできそうと思いました。でも、これは私の仕事かなと思いながら、ちょっと、

でも自分の勉強のために少しずつこつこつやろうと思いました。 

   もし可能なら、２年生、３年生の職員さんに、私も４月からすぐつくってください

というわけではないので、やはりこつこつ、最初が大切だと思うので、何年か引き継

いでいただいて、いつかは立派な予算概要ができるように、新人の職員さんが勉強を

兼ねてつくっていくのもどうなのかなと思いましたので、ぜひそちらも検討していた

だきたいと思います。村民の皆さんからも、見たような気がするけれども、関心がな

いから見ていないとか、そういう声が上がらないように、ぜひ村民の視点で新しく作

成されることを願います。多分、できるまで私、きっと見守り続けると思いますので、

どっちが先になるかはわかりませんが、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

   次の質問です。 

   ここ数年、飛躍的に普及、拡大しているインターネットやＳＮＳ、ソーシャルネッ

トワーキングですね、その進展は、私たちの日常生活に大きな影響を与えています。

特に、スマートフォンやタブレット端末による情報入手、発信する自由度は高まって

います。ＳＮＳは災害時も利用できる場合があり、自治体などの情報をインフラとし

ても利用もふえています。私も東日本大震災のときには、息子が石巻におりまして、

ＳＮＳ上で途中から連絡がとれなくなって、でもソフトバンクなんですけれども、あ

ら、名前出しちゃった、いいのかな、いち早くアンテナを上げていただいて、安否が

確認できたみたいなこともありました。 

   ちょっとそれてしまったんですが、村のホームページやＳＮＳを活用し、村民の皆

さんに身近でタイムリーな情報を発信することについて伺います。それぞれ、どのよ

うな視点で情報発信に努めているか、村長、教育長に伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １番議員にお答えします。 

   ホームページにつきましては、行政情報をできるだけ多く掲載し、総合的に村を知
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っていただくということで、活用しております。また、ＳＮＳにつきましては、お知

らせしたいことを個別に掲載しまして、その都度見てもらうための情報発信というこ

とで捉えております。いずれにしましても、リアルタイムで情報発信が可能なツール

ということで、情報の発信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） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   それぞれ、どのような視点でというふうなことでのお尋ねでありますけれども、現

在、村のホームページ上に大玉村教育ポータルサイトを開設いたしまして、村内の幼

稚園、小中学校、それから一貫的教育でありますおおたま学園の情報を一本化して、

発信をしているところでございます。これは、保護者や地域住民の方に園児、児童生

徒のそれぞれの日ごろの活動の様子、そういったことを発信していくことによって、

学校、幼稚園への関心を高めていただくと同時に情報の共有を図っていくということ、

これらを通しまして、地域とともに歩む学校づくりのより一層の推進、それから子ど

もたちの豊かな学びを支える環境づくりというふうなものを狙いとして、実施をして

いるところでございます。 

   また、もう一つは、おおたま学園構想を推進していく上で全ての教職員が日ごろか

ら情報を共有していくというふうなことで、公私間で共通理解を図る、これら有効な

手段としても活用を図っているというふうな状況でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） まず、こちらから。 

   ポータルサイトを利用して、保護者や地域の方々、住民の方々に情報の共有、あと

先生方同士の情報共有ということで、私もたまに見るんですが、一日に何回も更新さ

れているので、先生方かなり努力されているなというのは感じておりました。訪問者

数、閲覧者数もかなりふえているのも見ておりますし、保護者の関心が高いのだなと

いうのはわかりました。ということは、若いお母様世代、働いている方々は、職場か

らなのか家からかわかりませんが、きちっと情報はチェックしているというふうにと

れました。 

   あと、すみません、総務部長のほう、こちらリアルタイムで進めていますというお

話だったんですが、ＳＮＳ、フェイスブック、ツイッターについては、どの程度の頻

度で更新をしようという努力をされているでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   ＳＮＳ、メールも、村のほうでは公式フェイスブック、ツイッター等を開設してご

ざいます。なかなか使用頻度というのが、多分、議員ご本人のほうがご承知かと思う

んですけれども、そんなに上がっていないというところではございます。 

   ただ、これらについて、ホームページとＳＮＳとでは若干の方向性といいますか、
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性格が違うところもございますし、人的な配置等で難しい面もございますが、そちら

のほうにも注力をしていきたいなというふうには考えてございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   おおたま学園のポータルサイトをごらんいただいているということで、大変ありが

とうございます。 

   今年度、おおたま学園の教育ポータルサイトとして、今ほどお話ありましたように、

記事の掲載ですとか、それから運用の見直し、改善を図るというふうなことで、でき

るだけ最新の情報をより身近に保護者の皆さん、あるいは地域の皆さんにお伝えをす

るということで改善を図ったことによって、より多くの方々に閲覧をいただいている

というふうな状況でございます。 

   大まかな数字になりますが、１カ月のアクセス、月平均として、おおたま学園が約

１，０００件程度、各幼稚園２，５００件程度、それから各小中学校それぞれに

５，０００件程度のアクセスはあるんではないかというふうに見ているところでござ

います。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 改善をしたことで訪問者数もふえたという努力、すばらしいもの

だと思います。お昼を挟んでしまうので、どこで切ろうかなと悩んでおりますが、Ｓ

ＮＳのフェイスブック、村長もご自身でご利用されていると思うんですが、ホームペ

ージと違って、見た人の反応がわかるインターネットを介した情報はとても早く広が

ってしまいますが、村長もご自分で利用されていて、何か感じていることがあれば、

よろしいでしょうか、伺っても。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えをいたします。 

   ＳＮＳ、今、普通に使われているということですが、ホームページについては、ど

っちかというと、内部情報よりは外部から大玉村を知ってもらうときにアクセスが多

いんじゃないかというふうに感じていますので、外部を意識しながらもつくっていく

ということも重要だというふうに考えていますが、フェイスブックについては、個人

的には公務の合間ということになると非常に大変だなというふうに感じていますので、

１カ月間あいたり引き続きでやったりということでやっておりますが、個人的なやつ

についても村のことの紹介ということで、個人的なことは一切出さないということで

運用はしておりますが、村のＳＮＳについては担当がいないので、仕事の合間に載せ

ているということで、なかなか毎日毎日の行事を載せることが難しいと。 

   ただ、これからはやはりそういうところにしっかりと取り組んでいかなきゃいけな

いなというふうに考えておりますので、人的な手当てがなかなか難しいところではあ

りますが、できるだけそういうことも、人がいないと日常的になかなか出せないとい

う状況であります。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 議長から申し上げます。 

   昼食のため暫時休議したいと思います。再開は午後１時３０分といたします。 

（午前１１時５９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 午前中に引き続き、１番佐原佐百合君の一般質問を許します。１番。 

○１番（佐原佐百合） 先ほど、村長からご自身のフェイスブックについての感想などを

伺って、途中になってしまったのですが、引き続き進めさせていただきます。 

   村民の皆さんは、村づくりの主体でもあり村をＰＲする重要な担い手でもあります。

ブログやＳＮＳなどのサービスが急速に普及しており、村民の皆さんの口コミの影響

は大きくなっていると思います。村民の皆さんへの情報発信はもちろんのこと、村の

さまざまな魅力を初め、定住化の促進や交流人口の増加につなげる情報発信も必要だ

と考えますが、今後の展望があれば、村長、教育長にお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １番議員さんにお答えします。 

   午前中の答弁にもありましたが、ＳＮＳについては、情報発信について十分活用し

切れていない部分もございますので、１番議員さんおっしゃるとおり、定住促進です

か、あと交流人口の増加に向けた情報発信に今後、ＳＮＳを活用して情報発信をして

まいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   ホームページ等の作成については、先ほど、考え方についてお伝えをしたところで

ございますけれども、こういったことが定住化の促進あるいは交流人口の増加という

ふうな部分につながっていく側面も考えていかなくてはいけないというふうに考えて

おりますが、現段階で、ホームページのより一層の充実、それからＳＮＳ等について

は、今後、それらも検討の中に加えていきたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 先ほども村長のほうから、人がいないという部分でなかなか難し

いというお話があったんですが、私は広報課だけにお願いをしているわけではなくて、

職員の皆さん全員でマニュアルか何かを作成していただいて、全員で投稿すればいい

んではないかなと思っております。今、アカウントさえちゃんと共有して、ちゃんと

ルールさえつければ、各課で、大玉村だったら大玉村として情報発信ができるはずな

ので、私は広報課がもっとやってくださいよというわけではなくて、全体として取り
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組んでいただきたいなと思っております。ホームページは外部を意識したり、ツイッ

ター、フェイスブックはもうリアルタイムでということで、記事は同じでも写真を変

えればまた見たくなるという、そういうこともあるかと思います。 

   私もいろいろ調べたときに、二本松市は１月１日にホームページをリニューアルし

ていまして、いや、何かいいなとちょっと思って見ていましたので、ぜひ皆さんもい

ろんなところを調べて、定住促進または交流人口の増ということでは、村の人たちが

外に出ていった子どもとか兄弟が戻ってきたときに、大玉村に来てよかったというか、

連れてきていただいていつも交流できるような、そういう、ＳＮＳを通したりホーム

ページを見て、いいところを発信していっていただきたいと思います。 

   常に村民の立場に立った村政、時代の潮流を的確に把握し、村民の皆さんのために

頑張っていただけることを願っております。何回も言いますが、広報は職員さん全員

で頑張ってください。 

   次の質問に入ります。 

   村民の皆さんが必要な情報を手に入れられないで損をしてしまうことは、行政とし

ては避けなければならないと思います。一人でも多くの村民の皆さんに情報を伝える

ために、小さな村だからこそできることについて伺います。 

   事業計画など、村民の皆さんが落ち着いて閲覧できる場所、組に加入していない人

がおおたま広報を入手できる場所があるかを伺いますということだったのですが、先

ほど、部長のほうから公民館とかふるさとホール、あと総務課のほうでの公共施設で

ということのお話があったので、ここは省略させていただきたいのですが、１つだけ、

平日、仕事をしている人がなかなか公共の施設には行けないと思うので、ふるさとホ

ール以外に何か、そういうふうに置いてはいけないようなルールがあるのかというと

ころがちょっと疑問だったので、もしそこを教えていただけるんでしたら、ご答弁願

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） １番議員にお答えします。 

   公共の施設関係につきましては、ふるさとホール以外については日曜日休みという

部分がございまして、利用できないという部分ございますが、身近ですと、例えばプ

ラントの大玉コーナーとか、そういうところについては、お休みも閲覧できるような

状況になっておりますので、休みの方は、そういう施設をご利用いただいて閲覧して

いただきたいというふうに思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 私もそれは同じく考えていたので、プラント５のあそこの椅子と

テーブルがあるところ、あと、もし直売所が今後どう変わるかわかりませんが、そう

いう中で、一人でも多くの皆さんの手元に渡るような工夫をよろしくお願いいたしま

す。 

   次に、インターネットやＳＮＳを利用できる人と利用できない人の情報格差をなく
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すための対策を考えているのかを村長、教育長にお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   いわゆる情報格差という部分でありますけれども、この技術等の習得につきまして

は、生涯学習事業の中で、初心者を対象としたパソコン相談というふうな形でパソコ

ン本体、あるいはワード、エクセルといったようなアプリケーション、それからイン

ターネット、メールなどの初歩的な操作について、職員がそれらの相談に応じて対応

をしているというふうな状況でございます。 

   また、ある程度の操作ができる方については、具体的に何が、どういったようなこ

とが知りたいのか、そういったことについて対応させていただいているような状況で

す。 

   また、設備に関しましては、改善センター内に一般の方が利用できる、無料でイン

ターネットが閲覧できるパソコンを設置してございます。これらを通じて利用者の利

便を図っているところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） では、次の質問。１番。 

○１番（佐原佐百合） では、私もこういうのは初めてなんですが。 

   総務課のほうとしては、特に考えていないということでよろしいでしょうか。はい。 

   今、教育部長のほうからお話あったのは、パソコンがメインだったと思うんですが、

最近では、２８年度の総務省で出している通信利用動向調査の中でも、スマートフォ

ンはパソコンの利用を超え始まってきているので、パソコンだけではないところとい

うのは、要望がなければ、今後、教室とかはやる予定はないんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   今後、村民の方のニーズに応じてという形になりますけれども、今ほどお話のあり

ましたように、例えばタブレットを利用したというふうなことにつきましては、学校

にある、設置するパソコン等を活用した教室等の開催も視野に入れて検討してまいり

たいというふうに考えております。これは新しい学習指導要領でも強調されておりま

すように、社会に開かれた教育課程という形でも示されております。学校は地域の教

室であると、また授業は地域の文化であるというふうな考え方を取り入れまして、そ

ういった部分も含めて、ニーズに応じた教室の開催を検討していければというふうに

考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   学校のほうで社会的に開かれた教育課程の中でということで、今ひらめいたのが、

２月の水曜日は毎日、学校のほうでアウトメディアデーということをやっているよう

で、その日一日は、パソコンとかＳＮＳを使わない日を学校で設けているというのを
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ホームページで見ました。なので、学校で、逆に子どもさんからボランティアのおじ

いちゃん、おばあちゃんたちに、村でこういうことをやっているよという情報が提供

できたら、おもしろい事業になりそうだなと今、ちょっと思いました。 

   次の質問に入ります。 

   各行政区に配置されている地域支援員の協力は得られないのか伺います。 

   小さい村だからこそ、この情報を、何とか地域支援員の方に協力いただきながら情

報を共有することができないのかなと考えておりますが、どうなんでしょうか。お話

を伺わせてください。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １番議員にお答えします。 

   各行政区には行政区支援員ということで、大体６名～７名程度、それぞれ行政区、

１７区に配置しておりますが、その中の要綱では、地区住民の要望や地区コミュニテ

ィーの活動の充実等を図るということで、それらを支援するということで、文書の作

成であったり老人クラブ等の支援等々で支援しているところですが、今ほど１番議員

さんからお話がありました情報の伝達という部分におきましては、やはり広報紙であ

ったり防災無線であったり各種チラシ等がありますので、行政区支援員が各区の情報

伝達をするという部分については、難しい部分がございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 情報伝達が難しい。難しいというのは、具体的にどういった部分

でしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １番議員にお答えします。 

   難しいという部分では、支援員となっている職員が各区に入って広報紙なり各種行

事等の伝達をするというのは業務的にも相当な時間を要しますので、今の業務の中身

で６名なり７名の支援員が各行政区に入って、それぞれ各戸にそういう行政関係の伝

達するのは、それを支援員にお願いするのは、ちょっと業務的にも相当な時間がとら

れますので、現時点では難しいというかできない部分と。それを職員にお願いするの

は、ちょっと業務上、支障が出るという考えでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 確かに業務的に難しいと思うんですが、村民の皆さんも村づくり

をするためにボランティアで仕事を休んで参加したり、時間の調整をしていろんな事

業に参加していると思います。その中で、職員さんは業務的に難しいというふうにな

ってしまうと、じゃ、村民の皆さんボランティアで、なおかつ仕事を多分、休まれて

いる方もいらっしゃると思いますので、ちょっともう少し前向きに考えていただけな

いかと思います。 

   毎回ではなくて、例えば新年度の初め、これ公表していいんですか、地域支援員さ

んは。地域支援員さんを公表していいのであれば、新年度の顔合わせとして、ことし
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のこの区の支援員はこの方々ですと言うときに、先ほどの行政執行の説明だったりと

いうのを、その程度でいいと思うんですけれども、小さいところだからできるような

気がするんです。市とか大きなところだったら、いっぱい行かなくちゃいけないと思

うんですけれども、大玉村、小さい村だからこそ何かできる工夫を考えていただきた

いなと思います。 

   ２９年度の、３０年度もですが、村政執行基本計画に書かれているように、「職員

一丸となって、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

実現に邁進するとともに、みんなで支える、みんなでつくる大玉村」と書いてあった

ので、ぜひ一緒に協働の村づくりを頑張っていただきたいと思います。答弁はちょっ

といいです。いいですか。 

○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。 

   誤解があると困りますので、答弁をさせていただきます。 

   行政支援員は、業務ではなくて、業務という言葉を使いましたが、これは業務では

なくて、完全に職員の勤務外のボランティアとして配置をしている制度でありますの

で。この趣旨については、老人クラブとか高齢者の担当だけは決めてあります。とい

うことは、先ほどから言っているように、これからの２０２５年に向けて各地区の高

齢化対策が非常に大切だということで、１人だけは高齢化対策をお手伝いするという

ことで指名をしておりますが、それ以外については、５人～６人おりますが、各区の

区長さんの要請に応えてその分野でお手伝いをするという制度ですので、例えば区長

さんがことしの予算の説明をしてくれないかとお願いすれば、その中には管理職もお

りますので、管理職が必要に応じて区長さんが集めた方のところに行って、ことしの

予算はこういうことですよという説明をすることは、これ可能です。 

   ただ、全員が区に行って説明しなさいというのは、これは完全に業務になりますか

ら、先ほど言った総務部長としては難しいということです。これは業務外の完全ボラ

ンティアで、職員も一般村民の皆さんと同じように地域に入ってボランティアをして

くださいと、村づくりに協力をしてくださいという趣旨の制度でございますので、今

言ったようなことで、要請があれば、可能な限りそれに応えるという制度でございま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 何も知らないがゆえに結構、強気な発言をさせていただきました。

それに答弁いただき、ありがとうございます。 

   では、２番目の質問に入ります。 

   おおたまの健康ポイント事業について質問をします。 

   福島県は、生活習慣病の原因メタボリックシンドローム、全国ワースト３位という

ことで、最近、テレビでもよく間寛平さんがＣＭをしていると思うんですが、大玉村

は、平成２８年度の特定健診の結果、福島県の平均値を上回っています。生活習慣病
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の改善と、楽しみながら誰でも気軽に参加し、おおたまいきいき健康プラン２１基本

目標の一つである健康寿命の延伸につながる事業について伺います。 

   先ほども言いましたが、テレビコマーシャルでよく見る福島県全体で取り組む「ふ

くしま健民カード」の活用状況について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   ふくしま健民カードということで、これは健康長寿ふくしま推進事業ということで、

ふくしま健民パスポート事業として、平成２８年１月から県内の在住、１８歳以上と

いうことで、高校生は除くわけなんですけれども、１８歳以上の方を対象として実施

している県の事業であります。 

   本村では、おおたま健康ポイント事業ということで、２８年６月から県の事業に参

加しているということでございます。村の健康づくりメニューに取り組んで、基準を

達成しますと、ふくしま健民カードが発行されると。そのカードの提示によって、福

島県内の協力店、それぞれ事前に協力いただくような企業があるわけですけれども、

その協力店で割引等の特典が受けられるというようなことでございます。 

   村では、あだたらの里直売所が協力店というふうになっておりまして、そういう事

業参加に必要な台紙とか何かは村の健康福祉課の窓口等にあるわけですけれども、そ

ういった窓口でカードを発行以外の方法としては、まずはスマートフォンのアプリか

らも参加するようなことができる事業ということで、ただ、大玉村自体でどのぐらい

参加しているかというと、かなり数的には、現状では少ない状況にはなっておるとこ

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） 数は少ないということなんですが、その少ない原因は何だと思わ

れますか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   今、事業の内容というようなことでご説明をしたところですけれども、その中身自

体のＰＲにも問題があるのかなというふうに思いますし、村としてのＰＲにもちょっ

とＰＲ不足ということもあったり、事業がなかなかわかりづらい部分もあったりとい

うことで、そういう部分については、今後、検討しながら工夫を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） １番。 

○１番（佐原佐百合） ＰＲが問題ではなかったのかということだったんですが、２８年

度より実施されているようですが、スポーツクラブとの連携とかはなかったんでしょ

うか。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 
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   ふくしま健民カード、おおたまの健康ポイント事業でございますけれども、この該

当のイベントとしてスポーツクラブの各種事業、そういったものについても設定をし、

これらに参加された場合にポイントとなるというふうなことで、スポーツクラブ、そ

れからその他のスポーツ、登山ですとか、そういったものについても対象とするとい

うことで、連携を図ったところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 実は、私もアプリは利用させていただいていて、毎日、楽しく、

メタボ解消にはちょっとなっていないんですが、やらせていただいております。 

   村民の皆さんにもっと活用していただくための工夫があるか、村長、教育長にお伺

いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、この事業のＰＲというか周知する中で、それぞれ老人クラブの会合等、それ

から各種講習会等、そういう中で時間いただきながら、こういう事業がありますよと

いうことで、実際に対面してお話ししたほうがいい方が結構いらっしゃいますので、

例えばアプリで利用できる方は、それはそれで大変結構なことなんですけれども、直

接お話しした中でＰＲしていかないとなかなか参加するのも難しいというような方に

ついては、そういった機会を利用しながら周知をさせていただいて、ぜひ参加してく

ださいというようなことで、推進していければというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほど、お答えいたしましたように、スポーツクラブの事業等とも連携を図ってい

るということもありますので、今後、スポーツクラブの会員の方々、あるいは各種ス

ポーツ教室、それから公民館の講座等で活用の周知を図っていくというふうなことで、

村内に向けて広報活動を強めていきたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 広報活動に力を入れる。でも、目的としては、私は地域やグルー

プの皆さんで地域づくりにもつながるのではないかと思います。中身を見ると、歯を

磨いて２０ポイント、体重測って２０ポイント、朝食食べて２０ポイント、健康診断

で１，０００ポイントという、何か楽しくできそうな、地域の人たちで、先ほど老人

クラブという話も出ましたが、地域の人で、みんなで頑張って定期的に成果発表をし

ていただいて、きょうはここの地区は頑張ったねとか、みんなで楽しみながら張り合

える、そんな事業にならないのかなという、大玉ならではの何か特典を考えてみては

どうかと思いますので、ぜひＰＲだけではなくて、もうちょっと楽しい、何か工夫を

していただきたいなと思います。少しでも多くの皆さんが元気で生き生きとできるよ

うな楽しい健康づくりができることを願い、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（遠藤義夫） 以上で１番佐原佐百合君の一般質問を打ち切ります。 
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   ６番武田悦子君より通告ありました「高齢期を住み慣れた地域で暮らすために必要

なことについて」ほか２件の質問を許します。６番。 

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

いたしました３件についてこれより一般質問を行います。 

   まず初めに、高齢期を住みなれた地域で暮らすために必要なことについて質問を行

います。 

   平成１２年から介護保険が始まりました。高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増

加や核家族化、さらには介護期間の長期化などの問題から介護保険が始まったと記憶

しています。大玉村でも、介護保険が始まった当初は１００人を少し超えたぐらいの

認定者が、今回の行政報告では３２６人、認定率１４％を超えています。 

   介護保険は３年に一度見直しが行われ、大玉村の介護保険事業計画も３０年度から

第７期となります。この間、介護保険制度はさまざまな改正が行われてきました。本

来、高齢期を安心して送るための制度として、介護を担う家族の負担を軽減するため

の制度として活用されるべき介護保険制度のはずが、家族の介護のために仕事をやめ

る介護離職がこの十何年間で１０５万人を超え、介護難民と呼ばれる行き場のない高

齢の要介護者が数十万人に上るとも言われています。介護保険を使えば１割、所得に

よっては２割の自己負担が発生します。そのために利用を控えているという話も聞か

れます。 

   このような中、利用している方は十分満足できるような状況になっているのでしょ

うか。伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   第８期の高齢者福祉計画、そして第７期の介護保険事業計画の策定に向けて、

２８年１１月に、在宅介護の実施調査というアンケートを実施しております。その結

果の中で、介護保険サービス利用している方に作成しているケアプラン、そういうも

のに不満を感じたことがあるかというような、そういう質問をさせていただいており

ますけれども、そのような問いについては、「ない」というふうに回答してくださっ

た方が９０．８％ということで、ある程度、サービスに満足されている部分もあるの

かなというふうには感じております。 

   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。 

   ９０％を超える方が不満を感じていないと。返せば、１０％弱の方が不満を持って

いるというふうにも受けとれるところでありますが、この介護保険でございますが、

平成２７年の法改正で、要支援１、２と認定された方の訪問介護と通所介護を介護保

険から外し、代替サービスとして介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。

このサービスは自治体が行うということになっておりますが、この総合事業のサービ

スは、今現在どのようになっているのか伺います。 
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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。 

   介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、市町村が中心となって地域の実

情に応じて住民の多様な主体が参画して、多様なサービスを実施するというようなこ

とで、地域の支え合い体制づくりを推進してやっているというような状況でございま

す。要支援者等に対する効果的、それから効率的な、そういう支援を可能にすること

を目的として事業を実施しているところでございますけれども、介護予防、それから

生活支援サービス事業等、いろいろある中で現在、進めているというような状況では

ございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この総合事業のサービス、村として新たなサービスが始まったとい

うようなことはあるのか、ないのか伺います。 

○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。 

   総合支援事業につきましては、今まで実施されてきた事業、それを継続的に行って

いるということで、まだ村独自で行うような事業にまでは発展していないというか、

まだそこまでは達していないというような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   厚労省の総合事業についてのガイドラインでは、利用者を報酬単価の低い無資格者

のサービスに誘導をする、新規の申請は簡単なアンケートで、なるべく要介護認定に

ならないようにする、利用者に自立に向けた目標を持たせ、介護サービスからの卒業

を目指すなど、給付の効率化を目指すよう自治体に求めていると言われていますが、

大玉村でもこのような考えで進めていくのか伺います。 

○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。 

   村として、なるべく軽くなるように判断するというような考え方はございません。

判断としてはできるだけ予防に力を入れるということで、なるべくそういう介護事業

を使用しなくてもいいような予防活動を推進していくというような立場でございます

ので、間違っても軽くなるように判断するというような、そういうような考え方では

ございませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   それを聞いて一安心をしたところでありますが、大玉村で現在、総合事業を利用さ

れて、サービスを受けられている方いらっしゃいますが、この皆さん、十分満足でき

るサービスを受けているというような状況にあるのかどうか伺っておきます。 

   デイサービスによっては総合事業の方は受けないと、このようなデイサービス事業

所もあるように聞いております。いかがでしょうか。 
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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。 

   現在、介護予防、それから生活支援サービス事業というようなことで、それぞれ事

業展開をしているところでございますが、訪問介護、通所介護、それらも行っており

ますけれども、そのほかのサービスとしては、栄養改善を目的とした配食サービスと

か、それからボランティアが行う見守りとか、そういうものもあるわけなんですけれ

ども、事業所自体が拒否しているとかというような話は私の耳には入っていないわけ

ですけれども、サービスに対する報酬単価、それらが低いというようなことが、今

６番議員さんおっしゃったような、そういう部分につながるのかなというような懸念

はございますが、今現在、私としてはそういう認識はしておりません。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 部長は知らないというようなお話でございましたが、現実にある事

業所では、デイサービスですが、総合事業の人は受けないという事業所もございます、

この近隣で。なので、やはり総合事業の皆さん元気な方なので、総合事業で行けるよ

うなデイサービス、または本当に介護の状況で必要なデイサービス、違いがございま

すので、受けていない現実も知っていただけたらなというふうに思っております。 

   それにつきまして、総合福祉センターさくらで現在行われております生きがいデイ

サービス、生きがいデイサービスが始まった当初は、介護認定を受ける以前の方、元

気な方が通われる施設というふうにして、その存在意義はかなり大きいものがござい

ますが、さくらで行われている生きがいデイサービスを総合事業に該当した方も利用

できるようなサービスに転換できないのか。もちろん今現在利用されている方もいら

っしゃるわけですから、その皆さんとの整合性もございますが、このまま行けば、ま

すますこの総合事業の方は受けないという通所の施設がふえてくるのではないかなと

いうふうに思われます。先ほど部長からもありましたように、やっぱり総合事業は料

金が安いので、事業所の運営とすれば、なるべく受けたくないという本音もあるよう

に聞いております。 

   ですので、村が独自で行っている生きがいデイサービスですので、ぜひ、この部分

で総合事業も受けられるというような形をつくっていけないのかなというふうに考え

ているところです。総合事業に該当の皆さん、まだまだお元気で自分のことはもちろ

んできますが、周りに自分がしてあげられることもたくさんある皆さんです。なので、

居場所をつくってさしあげる、生きがいをつくってさしあげる、そういうことで、ま

すます、先ほど部長からもありましたように、介護予防につながると、そういう事業

になっていくのではないかなというふうに思っております。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、議員さんからもお話ありましたが、確かに今、元気な人たちが集まってお互い

に交流をすることで、より認知症とか、そういう部分の予防にもつながっております

し、そういう交流を通して健康維持につながっているというふうには思いますので、
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総合事業自体は国の補助をいただきながら行うという事業でございますが、それらを

ある程度、一緒に行うということも、これは可能なのかなというふうには考えており

ますので、できれば元気な人と若干不安のあるような人が一緒に交流をすることで、

いい効果が生まれるということも考えられることでございますので、検討させていた

だきたいというふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ検討していただいて、実現の方向で進めていただきたいというふうに思います。 

   次に、住みなれた地域で自分らしい生活を送ることのできる環境をどう整えていく

のか。医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシス

テムの構築が求められております。団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年をめどに

構築していくとされておりますが、大玉村の現状、本日の質問の中にもございました

が、再度お答えをいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   このたび改定する介護保険事業計画、高齢者福祉計画、あるわけですけれども、高

齢者が増加するというのは喫緊の課題だというふうな捉え方の中で、地域包括ケアシ

ステム、これらが重要になってくるというのは、午前中、答弁した中でもあるような

中でございますけれども、住まいとか医療、介護、予防、それから生活支援が一体的

に提供されるようなシステム、そういうものの構築ということで、現在も構築のため

の努力をしているところでございますが、県北圏域の中では、入院した場合に退院調

整ルールということで、初期の段階から退院したことを見据えた、そういう調整とい

うようなことを現在も行っているところでございます。 

   また、高齢者の、個人によってはいろんな方法が考えられるというようなこともご

ざいますので、地域包括支援センターを中心として関係する専門職等が集まって、こ

の方にはどういう支援の方法がいいのかというような、そういう検討もしているとこ

ろでございます。今の段階においては、そういった形で進めているところでございま

す。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   さらに、この制度では、ボランティアなどの活用により支え合いの地域社会をつく

っていく互助の考え方が重要視されております。これらを支える人材、マンパワーの

育成が鍵を握ると思っております。マンパワーの確保、育成をどのように進めていく

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。 

   マンパワーの育成、確保ということでございますけれども、介護保険に携わる方と

いうことで、減少する傾向にもありますし、なかなかなりたくない、なり手がいない
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ということで、厳しい状況にある中でございますので、そういう部分については、国

でも行っておりますような給与の確保とか、そういう部分の中で進めているところで

ございますけれども、村の中でそういった人員の確保というようなことであれば、ボ

ランティア、そういった方々にご協力をいただくというのがかなり重要な部分を占め

るのかなというふうに考えております。 

   今、協議体の準備会というような形でそれぞれ集まっていただいて、お話し合いを

していただいているわけですが、村の中でも、行政区によっていろんな、今の課題と

いうのも違うということもありますし、高齢化率も違うということもありますので、

行政区によっては、今既にもう始まっているような、そういう高齢化の事例等もござ

います。まだこれからそういうところを迎えるような行政区もある中ですので、一概

に、一遍に進めるということでなくて、今一番必要としているような、そういうとこ

ろからいち早く着手していくというようなことも重要なのかなというふうに考えてお

るところでございますので、それらをお話し合い、協議体の中でもお話し合いいただ

きながら、また提案をいただきながら、どういう方法でそういうボランティアの団体

をお願いできるか、確保できるかというようなことを今後、検討してまいりたいとい

うふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   この地域包括ケアシステム協議体、なかなか難しい問題ございます。協議体を中心

に、協議体の中心を担う方の、どういう方に中心を担っていただくか、それによって

もかなり変わってくるのかなというふうにも思いますし、部長からもございましたよ

うに、それぞれの地域で課題がそれぞれに違う、この大玉村でさえそうなのでありま

すから、本当の意味の地域包括ケアシステム、これをどういうふうにつくっていくの

か真剣に考えていただいて、進めていっていただきたいというふうに思っております。 

   次の質問に入ります。 

   生活保護の状況について伺います。 

   憲法２５条が保障する健康で文化的な最低限度の生活、これを権利として具体化し

たものが生活保護制度です。資産や能力を活用しても生活を維持できない、こんなと

きに使うことのできる、権利として利用することができるのが生活保護だと思います。

政府は、ことし１０月から生活保護の削減計画を進めようとしておりますが、本村に

おける生活保護の実態、削減された場合の影響等について質問をします。 

   まず初めに、大玉村における生活保護の現状について、現時点の保護の件数、世帯

数及び保護の人数、さらには生活保護世帯の類型について、高齢者世帯の件数と人数、

母子世帯数の人数、その他と分けて、数をお聞きしたいと思います。また、県の平均

値、保護の平均値、これについてもお願いをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） それでは、６番議員さんにお答えいたします。 

   現在、本村の生活保護の状況は、最新で、平成３０年２月現在で、１７世帯、
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２２名であります。世代別構成では、４０代が２名、５０代が６名、６０代が８名、

７０代が３名、８０代が３名となっておりまして、３０代以下の受給者は現在おりま

せん。また、母子の状況なんですが、高校生以下のお子さんを一緒に保護でなってい

るという方につきましては、現在はおりません。また、保護率につきましては、平成

２９年４月１日現在で、人口１，０００人当たり２．５人という計算が独自にあるん

ですが、２．５人となっております、大玉村につきましては。福島県の場合は、

８．７人となっていますので、村としましては、保護率は県より低い状況になってお

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございました。それぞれ数字をお示しいただきました。 

   保護率の問題です。県平均が８．７人、村が２．５人、この数字を見て、どのよう

にお考えになるか伺います。 

○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。 

   県平均で８．７人と、村では２．５人ということですので、かなり保護率について

は低いというふうには見ております。ただ、その原因等についてはいろいろ考えられ

る部分あるのかなというふうには思いますが、ここではちょっと、どういう、これが

原因だというふうな分析まではいたしておりません。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   保護の人数、この後にもいろいろ出てきますが、国がこの間、削減をすると言って

きた理由というんですか、削減をしますよと、この理由は、生活保護を受けていない

世帯の生活水準が生活保護を受けている皆さんより低い水準で生活をしているから、

生活保護を下げるんだというように、国のお話ではそういうふうに私は理解をしたん

ですが、それらについてはどのように感じますか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   非常に難しい質問だと思うんですけれども、生きていくための最低保障ということ

からすれば、ある程度、独自の判断というか、独自の基準というのがあるべきかなと。

そこから一定以上の低いレベルにあれば、それは保護該当というふうな形をとっては

いるわけですけれども、ただ、それがもっと低い人がいるんだから基準を下げなくち

ゃならないというのは、これはどうかなというふうに私も疑問を感じるところではご

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。 

   生活保護基準以下の世帯こそが生活保護に該当させるべきであるというふうに私は

思いますし、生活保護基準以下の方が生活をしているんだから生活保護を下げる、ま
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さに本末転倒ではないかというふうに思うところであります。 

   生活保護を受けるには、さまざまな基準というんですか、制約、ございます。車を

持っていれば、それは売りなさい。子どもや兄弟いれば、援助を受けなさい。いかに

も当然、そのように聞こえる部分もございますが、この大玉村で車を手放したら、ど

うやって仕事に行くのか。片一方では、きちんと仕事をしなさい、そういうふうな指

導もあるわけですから、大変矛盾していると思いますし、高齢者の皆さんが遠くにい

る子どもたちに援助を受ける、簡単に受けることができるのかどうか考えて自分自身

に置きかえても、すぐ答えは出てくるわけでありますし、母子世帯の方、この皆さん

が兄弟たちに援助を求めることが果たして可能なのかどうか、こういうことも考えれ

ば難しいのではないかなというふうに思っております。 

   先ほど部長からもございましたように、それぞれの、この村の基準なり何なりとい

うのもつくりながら、一つ一つの事情を聞き取って、寄り添った支援が必要なのでは

ないかなというお話もございました。この点に関して、村長の見解を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   おっしゃるとおり、社会保障費を伸ばさないというベースがあるのかなというふう

にも感じておりますので。生活保護費の額と低所得者の額が逆転している場合もある

というふうなことから下げるというふうに我々も認識をしておりますので、これは後

に出てきますが、低所得者の方たちの支援というのが、これは村独自のものになりま

すので、このことについては努めていきたいなというふうに考えております。 

   ただ、生活保護の認定というのは、村独自の基準というのは現実的には難しいとい

うこともありますし、車の場合にも、状況によっては認められるというふうに、若干

ですが、そういう認める部分も出てはきておりますが、全体的には、貯金は取り崩せ、

何は売れ、何はなくして身一つになって受けろというのがベースにあるということに

は変わりないというふうには認識しておりますので、この後のあれにもありますが、

これは現実ですので、低所得者に対して村はどういうふうにこれから対応していくか

ということを考えてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   そこで、削減の方針について関連して質問をいたします。 

   削減の内容全体、これはまだまだ明らかになっておりませんが、３月１日に生活保

護費のうち、ひとり親世帯に支給される母子加算を３年かけて段階的に削減する具体

案、これが自治体に示されたとお聞きしております。厚労省は、今回の削減計画で、

母子加算は３年かけて約２０％削減をするというふうにしております。生活保護費は

都市部と地方では異なりますが、大玉村の場合、現在、この加算幾らになっているの

か伺います。国の資料では、地方では現在、１万９，６２０円の母子加算を最終的に

は１万８，４００円にするという見通しの案になっておりますが、大玉村においては、
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それが幾ら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。 

   生活保護認定自体については、町、村については認定は行いません。大玉村の場合

については県北の保健福祉事務所で認定を行うということで、母子加算等の基準につ

いても、県北で定めてある基準によって現在、保護がなされているというような状況

でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） そうすると、県北の具体的な数字というのは示してはいただけない

んですか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほど議員さんから、３年かけて１万９，６００円が１万８，４００円というよう

な全国的な基準の中で、じゃ、県北のほうはどうなんだというようなことですが、今

現在、県北で幾らを使用しているというのは、村のほうではつかんでいないというか、

全体として生活扶助、それから医療扶助とか、扶助ごとによって変わりますし、１人

の場合の算定方法、２人の場合の算定方法という部分もございますので、具体的に、

この方については幾らというような、そういう算定になるのかなというふうに思いま

す。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） そういう形になっているんですね。そこまではよくわかりませんで

したが、生活保護制度、国民が命をつなぐ最後のよりどころではないかというふうに

私は考えております。これまでの議会でも、子どもの貧困問題についてさまざま質問

をしてまいりました。先進国と称するこの日本で食事に事欠く子どもがいるという、

この実態が問題でありますし、生活保護の適用を受けないたくさんの家庭もあると思

います。この実態を村がきちんと把握する姿勢というものがとても大切だと思ってお

ります。 

   さらには、低所得者を支える社会制度について、社会福祉、税制、医療制度、教育

制度など、さまざまな面で低所得者に対する支援制度がございます。これらを住民が

いつでも活用できるということが必要だと思っております。暮らしを支えるさまざま

な仕組みの照会や相談を受けることがどの部署でも行える、このことが重要ではない

かと思っております。例えば、この問題についてはあそこに行きなさい、これはここ

ではないから、そっちに行きなさいというようなやり方ではなく、職員一人一人が総

合的な知識をしっかりと身につける、このことが必要ではないかというふうに思って

おります。皆さんが行政の職員だという自覚を持っていただき、もちろん現在も持っ

ていただいておりますが、学ぶこと、気軽に相談ができる体制をしっかりとつくって

いくこと、このことも必要だと思っております。 

   また、先ほど、村長ございました村独自に支援策を行っていく、このことも大変重
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要なことだと思っております。これらについての考えを伺います。 

○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。 

   村独自の対策というようなことだと思いますけれども、それぞれ生活保護に該当に

ならなくとも、やっぱり生活保護に相当するような方というのは確かにいらっしゃる

というふうに認識しておるわけなんですが、そういう中で、できるだけというか、村

としても低所得者に対する事業というのは考えていかなくちゃならない、対策をとっ

ていかなくてはならないというふうには思っ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） 具体的に、今お示しいただけるような事業はあるんでしょうか。伺

います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今までも低所得者対策というようなことで行っている事業、あるわけなんですけれ

ども、そういう保育所の無料化というのは、低所得者対策ではありませんけれども、

結果的に見れば、低所得者の方にも同じような形で保育所が利用できるようにという

ような対策になっておりますし、幼稚園とか、あと児童クラブ、そういう中でも低所

得者対策ということで、ひとり親の家庭はもちろんですけれども、低所得家庭の場合

は無料とか、そういう基本的な部分については早くから着手してきたというようなこ

とがございます。 

   今後、じゃ、どういう新しい低所得者対策が考えられるかということでございます

けれども、ある程度、対策は行ってきた中ですので、じゃ、どういうニーズがあるの

かな、どういう部分で困っているのかなというようなことを見きわめながら、どうい

う対策が必要で、どういう対策が効果的なのかというのを今後、検討してまいりたい

というように思っております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   先ほど行政職員のお話をさせていただきました。村長の認識を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えを申し上げます。 

   理想は理想で、全職員が全てに対応できるのは理想でございますが、現実的にはま

ず無理だろうと。それは、誤った答弁をして、こういうことはどうですかと相談があ

ったときに誤って答えるよりは、どこどこの係に聞いてあげますよとか、その場で答

えないで、後から担当のほうから直接電話をさせるとか、方法はいろいろあろうと思

いますので、そういう方法でやっていければなというふうに感じます。 

   ただ、俺は担当じゃないからわからないということではない、今でもそういうこと

はやっていないというふうには信じておりますが、さらに職員には、その辺について

はお願いをしたいと思っております。 
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   ただ、村で、全体としてどういう事業が行われているかということを共通認識とし

て知ることが必要ですので、年度初めに各部長が自分の部の仕事の範囲、重点事業に

ついては、全職員に講話という形で実施しておりますので、４人の部長から全職員が

２回ずつですから、どっちかに出るようにということで８回、そういう機会をつくっ

て、役場の中で今どういうことが行われているのかということを理解するようにはし

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。 

   理想をしっかりと持ちながら、職員一人一人が自覚を持って接していただきたいと

いうふうに思っております。 

   次に、最後の質問に移ります。 

   原発事故により発生した汚染土壌の処分について伺います。 

   東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故から、１１日で丸７年に

なります。事故の終息はおろか、内部がどうなっているのかもまだわからない状況が

続き、県内外でいまだに避難生活を余儀なくされている方がたくさんいらっしゃいま

す。大玉村では、住宅の除染作業も順調に進み、汚染土壌の中間貯蔵施設への搬入も

行われており、今年度、５，７９６袋が搬出されました。汚染土壌ですが、全て中間

貯蔵施設へ搬出されるということになっていると思いますが、改めて、これでいいの

か確認の意味で伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   議員さんおっしゃるように、除染土壌については全量、中間貯蔵施設へ搬入すると

いうことで、間違いございません。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） お隣の二本松市では、除染で除去した土壌を再生資材化し、道路の

路床材として使うという計画があると聞いております。村長は、この事業を知ってい

るのかどうか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 直接、市長等からは聞いておりませんが、新聞紙上等では承知して

おります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 南相馬市でも同様の実験が行われたと聞いております。しかし、南

相馬市では、実験後、全て撤去し、中間貯蔵施設へ運ばれたとも聞いております。今

回、二本松市で行われる事業は、路床材として利用し、上部を舗装し、道路として利

用するというものであります。さらに、今後、再資材化した汚染土壌を全国自治体の

公共事業で使用するとも言われております。国は、中間貯蔵開始後の３０年以内に福

島県外で最終処分すると約束をしたはずだというふうに思っておりますが、再生資材
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として全国へ出すことが最終処分と言えるはずもありません。大玉村ではこのような

計画はないものと信じておりますが、改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答えを申し上げます。 

   これは湾岸部のほうでの、海岸沿いの市町村が中心となってこれを再利用できない

かということで環境省が考えて、その他の市町村についても、大玉もそうですが、テ

スト的に受け入れてくれないかという話があって、二本松市では地元と協議、議会と

協議をし、実験的なものだとして受け入れるということのようですので、大玉村につ

いては、現時点でそのようなことは考えておりません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 考えていないということで安心をしたところでありますが、二本松

市のこの事業も、最初は実験と言っていたそうなんですが、それがいつの間にか事業

というふうに名を変えて、なし崩し的にそのままというふうになっていくのかなとい

うふうにも思っているところでありますが、今なお風評被害が残っております。福島

の農畜産物は低価格で取引をされております。温泉地の誘客も事故前に戻ってはおり

ません。今回の事業が行われることになれば、風評被害に一層拍車がかかるのではな

いかというふうに思っております。それは二本松市にとどまらず、安達地方にも及ぶ

のではないかと思いますが、どのように考えられるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、答えを申し上げます。 

   大玉のものについては、先ほど部長が言いましたように、全部外に、浜のほうに搬

出をするという基本方針には変わりはございませんので。ただ、二本松については地

元とその議会等の、市の判断でございますので、コメントはできませんが、大玉につ

いては計画はございません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この汚染土壌の問題、最初の約束どおり、全て中間貯蔵施設に搬出

されるべきものだというふうに思っております。国が一方的に二本松市のようなこと

を持ち出してくるのは、大変、最初の約束とは違うと思っております。 

   先ほど村長が、隣の市のことなのでコメントできないというふうにお話ありました

が、隣の市のことだというふうに思わずに、いつ大玉村に振りかぶってくるかわかり

ません。安達地方の問題、そのように捉えていただいて、この問題に取り組んでいた

だけたらなというふうに思い、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で６番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は２時５５分といたします。 

（午後２時４０分） 

◇          ◇          ◇ 
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○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） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「国保運営と村民の健康につ

いて」ほか２件の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 通告いたしております３件について質問をいたします。 

   初めに、国民健康保険の運営について、そして村民の命、健康を守る点からのお尋

ねをいたしたいと思います。 

   この４月から県に移管になる主たる目的というものからお伺いをしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   国保につきましては、これまで市町村がそれぞれ運営してきたわけでございますけ

れども、国保の現状を見ますと、医療費の増大、それから年齢構成が高くて医療費水

準高いというようなこともあります。これらについては構造的な課題というふうにさ

れておりますけれども、それに加えて市町村間の医療費、それから所得水準の格差、

不安定な材料、そういったものがございます。 

   その財政運営の責任主体、これを平成３０年４月から県で行うというようなことで、

現在、安定的な財政運営、効率的な事業の確保を図るために県が一本化して財政運営

を行うというのが目的となっております。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういうことで、国保制度の安定化、財政とあわせて国民皆保険

の制度を守るためだというのが今度の一本化にする中身でありますが、２月１６日の

民友新聞の報道によれば、国保税についてはこの新しい制度にかわるわけだけれども、

そのことによる激変緩和措置というものが一定程度、財政的にあるので、そういうも

のも含めて、全５９市町村が減額になるのではないかという報道であります。 

   また、県の国保課の資料によりますと、この大玉村の納付金、いわゆる納付するお

金については、介護分、それから医療分、それから支援分、３つ合わせた金額は、お

よそ２億４，５００ちょっとぐらいの納付金の額になるのではないかという県の、細

かい数字ですが、全県の市町村のおおよそのあれを示されたわけでありますが、国保

税については、端的に言うと、現時点でどのようになるというふうに当初思っておら

れるか、お尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほど議員さんからおっしゃられましたように、納付金については約２億

４，５００万というようなことで示されておるところでございます。 

   国保運営の見通しということでございますが、独自で運営をしてきておったわけで

すが、それが一本化になったということで、納付金を納めるためには必要な国・県の

補助、それらを除いて、それぞれ住民皆さんからご負担いただく保険税で賄うという
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ようなことになるわけですが、それらを加味した中で、新聞等で報道されているのは、

２８年度と比較すれば安くなっているというふうには公表されておるわけですが、現

実は大玉村においては、保険税が結局、算定どおり徴収すれば、かなり住民の皆さん

に対する負担が大変だというようなことで、それらを減額できるような繰り入れをし

てきたというようなことからすれば、厳しさは変わらないのかなというふうには見て

おります。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今、そういう見通しが示されたところであります。 

   国保については、ご存じのように他の医療制度、さまざまな、昔はいっぱいありま

した。船員保険とかいろいろありましたが、そういうものに入れない皆さん、そうい

う皆さんを受け入れる、そういう制度としての重要な基盤をなすものだということで

できた、１９６５年、昭和４０年に発足したわけでありますが、そのときの加入者数

の内訳は、圧倒的に農林漁業者が４０％ぐらい、それからその他の自営業者で２０％

で、大体７割程度はそういう皆さんが加入されていた。 

   今、約５０年近くたった一昨年でありますと、その構成の中身は農林漁業者で

２．何％、それから自営業者では１４％ですか、それからその他の一番大きいのは、

いわゆる被用者といいますか、あるいは無職、こういう方が全体で８割になって、い

わゆる被用者というか非正規労働者ですね。ほかの健康保険にまぜてもらえないよう

な、そういう皆さんが大体８割ということでございますから、今までとは全く、そう

いう歴史を踏まえた中で、どんどん負担が大変になってきているという中身でありま

して、全体としては、都道府県によっても違いましょうけれども、国保の皆さんの保

険料というのは大体、所得に占める割合は１０％ぐらい。あるいは普通の一般の皆さ

んですと大体、事業者の負担というのが入っていないからそうですけれども、７％ぐ

らいなんですね、普通の保険の、皆さんの保険料の負担。そういう意味では、大変負

担が大きくなって大変だというのが、今のこの国保の運営が大変になっているそうい

う実態だというふうに思っているところであります。 

   そこで、これは今は、このものは今年の２月の予算委員会での厚労大臣の答弁であ

りますから数字は間違いないところですね。ただ、地方のそれぞれによって差はあり

ますので、しからば大玉村ではそういう状況の中ではどうなっているのかということ

についてお尋ねをするわけでありますが、国保の加入者、それから全村民の中におけ

る国保に入っている方の割合、さらには国保税の滞納、さらには件数、これらについ

てお尋ねをするところであります。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、国保の被保険者数でございますが、３０年１月末現在で１，７９７人でござ

います。同時期の大玉村の総人口が８，６６１人ということで、割合としては

２０．７％。村民の５人に１人が大玉村の国民健康保険の被保険者ということになっ

ております。 
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   税関係については、税務課のほうからお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） １０番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   国保税の滞納額、件数でございますが、２９年度は年度途中でありますので２８年

度の決算における滞納額を申し上げたいと思います。 

   現年分に関しては、収入未済額１，６２０万４，７００円、これは収納率が

９１．０％でした。あとは滞納繰越分でございますが、収入未済額で６，２４２万

３，２７１円、収納率が１４．９％、２８年度末における滞納額、いわゆる現年分と

滞納繰越分の合計が７，８６２万７，９７１円でございます。平成２７年度の決算に

比較しまして３８７万ほど増加している状況にございます。 

   件数関係でございますが、現年分に関しましては１２２名、件数にして６２４件で

ございます。滞納繰越分につきましては１４９名、２，３８５件でございます。現年

分、滞納繰越分、この中に滞納者のダブり６９名がございますので、実数としまして

は２０２名、いわゆる世帯課税ですので２０２世帯、件数にして３，００９件、滞納

額の累計で７，８６２万７，９７１円というふうになってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 税の賦課徴収というものについては、これを徹底するということ

は、税の公平性から見て当然の話でありまして、やっぱりそれはきちっと課税をし、

きちっと収納率を上げるということは、これは当然の話でありますが、これは紋どこ

ろを持っている人しか集めて歩かれないんだね。我々とか、あれな人はそれこそ携わ

れないわけで、やっぱりそこは皆さんでないと集められないという中身でありますん

で、これは税の公平性からいうときっちりとやっぱり納めてもらわなきゃならないと

いうことになるわけなんですね、１つは。 

   今のこの件数でこの金額ということは、かなりの、国保税に占める割合からいうと

大変だということでありますし、そういうことからもして、国は、先ほどの生活保護

の問題もありましたけれども、逆に今度は収納率をアップさせるために差し押さえを

強行すると、強くすると。強くしたところには国民健康保険に対する国の交付金とい

うものをバックするからと。これ、１０万人以上というところですから、ここに大玉

村には即当てはまらないけれども、例えば１００件なら１００件差し押さえ新しくす

ると１，０００万円くれるぞとかいうようなことを、差し押さえによる交付というの

が、これが今度新しく出てくる保険者努力支援金制度というんですね。今度の県で示

している国民健康保険の課、県の保険課でもその中にちゃんと、これ幾ら幾ら入ると

いう計算は入っているんですね。その差し押さえた分で金もらった分を市町村に出す

よということでありますから、つまり、どんどん差し押さえをしなさいということで

はあるんですけれども。 

   私がここで申し上げたいのは、非常に矛盾する話なんですね。これは税金は税金で

きっちりいただかなきゃならないんだよね。と同時に、払いたくたって払えないとい
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う世帯も生じているというのが実態でありまして、きょうの発言は、その主なところ

はそこなんですよね。それは、もらうものもらわないとならないけれども、やっぱり

払いたくても払えないという実態も、これは先ほど言った国保に入っている方の生活

の水準、実態からすると大変なんだよということでありまして、そこら辺にかかわる

所得、先ほどちょっと聞き漏れましたが、所得に占める国保税の大まかな、大玉村で

の大体の割合というものもさっき聞き漏れたので、わかればお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） １０番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   所得に対する割合ということでございますが、いろいろその家庭によって国保税、

変わってきますので、一概に何ぼということの数字は出してございませんが、約

１０％前後くらいになるのかなというふうに思っています。ただ、その世帯の所得に

応じて変わりますので、おのおの計算すると狂いは出てくるのかなというふうに思っ

ております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 国保に限らず税金の徴収というものは国税徴収法に基づいて行わ

れるということでありますから、当然、差し押さえをしてはならない給与の限度とか

そういう、あるいはまた、生計を一にする親族に対する幾ら幾らのものは残しなさい

というようなことがあろうかというふうに思いますけれども、これも市町村によく指

導して、そういうことのならないようにいたしますなどという答弁があったわけなん

ですけれども、そういうものについて何かそういう指導があったり、どれくらいまで

は、以上はだめだとかいうようなことについて、大玉村にもあるかどうか、そこら辺

についてもお尋ねをします。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） １０番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   ただいまの紹介のような通知が来ているのはちょっと見てございませんけれども、

いわゆる差し押さえの中の給与の差し押さえが該当するのかなというふうに思ってお

ります。 

   給与の差し押さえにつきましては、平成２８年度で５件実施をしてございます。こ

の滞納処分、滞納額１２７万１，７４３円に対しまして平成２８年度の収入実績は

１０２万５，０３３円ございます。議員さん、質問の中でおっしゃったとおり、給与

というのはいわゆる生活するための糧でございまして、差し押さえする場合は、まず

給与の支払者に給与の支給照会をいたします。それは調査日前３カ月の支給額、控除

額等々を調査しまして、それらを国から示されている基準に照らし合わせます。扶養

がいるかいないかというそういった部分もありますが、生活するのに基本的に幾らは

必要だよと、それを超える部分について差し押さえ可能な場合は、給与の支払者の協

力が得られるかどうかというものを確認しながら給与の差し押さえをしていると。そ

の実数が現在も５名ほどいるということでございます。 
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   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そのように、今、話あったように一定の生活をしていく上でのも

のは確保して、そのほかでということの内容でありまして、先ほどの質問者の方にあ

りましたように、例えば生活保護でいえば、生活保護よりも低い状態にあるんだから

という云々という話もありました。まさにそのようにこの国保の問題についてもほと

ほと然様にそういう状況に今どんどんなろうとしているわけですね。払いたくたって

払えないという実態も、あっても払わないという人もあるようだけれども、そこはそ

こ、さっき言ったようなことでの、やっぱりわざわざ人頼んでいるんだから、その人

を頼んだ分くらいはしようがないんだね、やっぱりみっちりそれは取らなきゃならな

いし。 

   では、その矛盾するものをどうするんだということになると、やっぱりこれは国の

制度を改めてもらうことと同時に、当面はやっぱり自治体の果たす役割というのが極

めてやっぱり大事なものでありますので、これまでもいろいろな形でやられてきたと

いう実態も、予算の中でもさまざまな形でやられてきたわけでありますんで、引き続

きこうした村の姿勢と、今後のそうした中身についてのさらなる取り組みというのが

あるかどうかということが、この国保を最後のとりでとして守っていける中身になろ

うというふうに思いますので、最後に、村のこれらについての現状と取り組む姿勢と

いうことについて、村長にお尋ねいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   まず保険税の関係ですが、表面上は激変緩和で保険税が下がるような数字が新聞等

に出ておりますが、逆に収納率とかそういうものに全部掛けたりしていきますと、や

はりかなり金額がふえるという今心配をしておるところでございますので、国・県の

激変緩和のほかに、村としては必要な一般財源の繰り入れをやはり考えざるを得ない

というのが現実かなというふうに感じておりますので、案分率算定の時点でしっかり

とその辺については、激変緩和という面からも一般会計の繰り出しを考えてまいりた

いというふうに考えております。 

   それから、あと滞納関係については、差し押さえ等については私のほうに回ってく

るわけですが、かなりやっぱり苦労して徴収努力をしているということは見えると。

それで、どうしてもだめな場合は不納欠損、できるだけ不納欠損しないでということ

の努力をしておりますが、住所がなくなったり、会社がなくなったりとそういうもの

も多々ありますので、不納欠損すべきものは不納欠損をし、そして先ほど言ったよう

に、納税の能力のある方からはしっかりと差し押さえをさせていただいて徴収をする

と。あと、納税が難しい方については、本当に５００円でも１，０００円でもきちっ

と計画を立てて納税を続けていただくということをお願いしてまいりたいというふう

に考えております。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。よろしくお願いをいたします。 

   次に、国内外交流事業について伺います。 

   これまでも、けさほどの質問もありましたので繰り返しませんけれども、こうした

経緯を踏まえれば、これまでの視野を広げるという点では全く問題はない、当然なこ

とだということだというふうには思います。その中で、私が特に懸念するのは財源の

問題ですね。これもお話がありましたからあれですけれども、やっぱり財源を明らか

にして、一般的なお金の持ち出しをすることによって要らざる不安をないように、や

っぱりお金の中身はこういうお金ですよというようなことをむしろ明らかにして、ど

なたに言われてもそのようなことについて言って、大いに広げていくというのがむし

ろ私は大事かなと。一般財源だと、何だ、その銭あるならもっといろいろできるべと

いうことになるので、やっぱりそこは住民のそういう感情も大事にしながらやると。 

   それからもう一つは、文房具のお話もありましたが、やっぱり現地をよく、副村長

が行くような話がちらっと朝ありましたが、よく聞いて、１週間ぐらい前かな、ラジ

オで聞いたんですが、よかれと思ってやった、現地に行っていろいろやったものが、

そこの地域での常識からすれば、文化とか生活のあれからすると全然当てはまらない

というものもあるようですね。 

   だから、したがって、その水準なり気分なりに合うようなものというのがやっぱり

大事だと思うんで、私は慌ててやる必要はないんじゃないかと。ゆっくり、交流を掲

げておくことが大事であって、絶えず掲げてやっているぞということが大事であって、

もっとじっくり構えてもいいのかなと。 

   それから、ホームステイといいますか、こっちで受け入れてみんなと交流しましょ

うということも大いに結構ですけれども、これもやっぱり村民の醸成を図る、なかな

か日本って余りそういう機運が芽生えないんだね、この交流というのは。ほかには行

って盛んにやってくるんですけれども、なかなかなれていないというか、そういう面

があるので、じっくりやっぱりこれやって、そういうことをやる必要が私はあるし、

国外に目を広げるのであれば、もうお隣の韓国の状勢が悪いのいいのにかかかわらず、

やっぱり中国、韓国、北朝鮮、それらもしっかり隣国でありますから、やっぱりそう

いうのを大いに、何か特別な目で見ないでおつき合いをするということも、北朝鮮は

別として、そういうことかなというふうに思いますので、その財源の問題と趣旨につ

いてだけ、ひとつ改めてお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほど、このマチュピチュ関係についてはお話をさせていただきましたので省略さ

せていただきますが、財源の問題、県の地域サポート事業という、４分の３が補助金

と、それから残った４分の１、２５％についてはふるさと納税の寄附金を充てると、

一般財源を一切使わないで実施をしたいというふうに考えております。 

   この地域サポート事業もいつなくなるかわかりません。今、復興段階ですので県の
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ほうも思い切ってそういう事業をやっていただいていますので、時期というのがござ

いますし、３年前に行って２年前に来ていただいて、間１年あきまして、これからや

はり、先ほど言ったように現地をしっかりと調査を踏まえて、今後、頻繁に行き来は

できませんので、そういうことで調査もしっかりと、先ほど文房具の話が出ました。

ミスマッチとならないようにしっかりと現地を見定めていきたいなと。 

   それからあと、マチュピチュの参加人数がどうかということについて、募集とか具

体的にお話しできない理由は、そういうことでサポート事業に該当を全額来れば、先

ほど計画したような人数を連れていくことができますが、全額来れば。ところが、サ

ポート事業、福島県全体の事業ですので、減額された場合、半分しかつかなかったと

か。このサポート事業は台湾に子どもたちを出すのもあわせて申請をしていますので、

３０人、４０人の子どもたちを台湾に毎年出しています。これも４分の３、サポート

事業、そして４分の１はふるさと納税の寄附金と。両方とも一般財源を使わないで派

遣をするということですので、そのサポート事業の額面が、補助額が決まってこない

と、それこそ事業の規模が決定できないと。 

   ですから、なぜ募集しないんだということを、事前の募集というのは現実的には難

しいと。補助金が難しいという場合には、基本的には一般財源は、多額の一般財源は

投じないという基本方針でおりますので、事業全体自体を再検討したいというふうに

考えていますので、今そういう事業のあるときに必要な交流をするという意味で、今

回上げさせていただきました。 

   それから、あとマチュピチュ自体は今病院をつくったり、学校自体もしっかりと鉄

筋コンクリートの学校だったりして、我々が思っているような僻地の地域ではござい

ませんので。ただ、マチュピチュの周りにある地域の学校がやはり昔ながらの、文房

具も買えないようなところだということもありますので、その辺も含めて、しっかり

と今回行って現状を把握してきたいと。それはやっぱりこれから長くおつき合いする

ためには、お互いをよく理解して進めていきたいなというふうに考えています。 

   それからホームステイについては、これは昨年の１２月に行ったときに、あちらか

らも希望が出ました。去年の３月に来たときには１泊だけ大玉に泊まって、ゴルフ場

のホテルに１泊して、後は大田原のほうに移動したんですね。何で行ったのかと思っ

たら、ホームステイがここで受け入れられないので、大田原でホームステイをしたと

いうことで、ぜひ大玉でホームステイを受け入れてほしい。我々も今度ホームステイ

を受け入れますということですので、せっかくできた交流ですから、村全体で、来年

の２月か３月ごろに早ければ来ますので、３０人来れば１５世帯受け入れればいいと

いうことですので。今年、それまでの時間、あと１年ありますので、ホームステイと

は何ぞやとか、民泊とは違いますので、ホームステイとは何ぞや、どういうことをや

ればいいのかというようなことをしっかりと村の皆さんにお知らせをして協力要請を

し、研修をしたいと。もう既に１回だけ、国内外交流協会で学習会を１回やっており

ます。 

   ぜひ、議員の皆様もホームステイ、受け入れていただければ大変ありがたいという
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ふうにも考えております。 

   そういう意味で、地域と地域の交流をさらに深めるためには、できれば来年、台湾

の地区、その蘆竹という地区と友好都市の締結ができればいいなというふうに考えて

おります。これは、やはり時期というものがありますので、タイムリーにそういう補

助のあるうちに実施をして、しっかりと足場を固めたいなというふうに考えておりま

すので。 

   あと、周知等については十分に、補助金の確定の後に進めてまいりたいというふう

に考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 次に、村政執行の基本方針を伺ったので、それにかかわって幾つ

かお尋ねをします。 

   おおむね第４次総合振興計画に沿って今までも村政が執行されてきたのかなと、こ

ういう認識を持っているわけでありますが、まず第１点目として、国道４号沿線の土

地利用について。今年といいますか２９年、コンサルにかけて、このありようについ

ていろいろ伺った結果、一定の要件を満たせば大いに有望ですよという回答をいただ

いているんですね。一方において、この福島県におけるところの二本松本宮都市計画

区域の大玉分と、こういう開発のエリアというのはごくわずか、多分全く本当に少な

い、村で考えているやつの１０分の１とは言わなくても、そこら辺にしかならない。

これでは話にならんというふうに思っていると思うんですね。 

   そういう意味で、この開発エリアについては、非常に村が考えていることと乖離が

大きいんだということであれば、それは困ったなと言ってずっと暮らしているわけに

は相ならんので、これは一大、やっぱり村としての、じゃそういう状況であればこう

するかというような決断も示すべき時期に来ているのかなというふうに思いますので、

これらについての考え方、方向があるとすればお尋ねいたします。 

○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） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ご質問のとおり、コンサルのほうの見通しにつきましては、４号線沿線は平たんで

本宮市の工業団地とも隣接しておりまして、交通のアクセスにすぐれているというこ

とで、非常に商工業地としても高いポテンシャルを持っているというような、有望な

場所だというような判定は受けてございます。 

   しかしながら、今ほどご質問にあったとおり、都市計画の手法につきましては、二

本松、本宮の都市計画の中で人口フレームから計算しますと、約１．２ヘクタール程

度しか網をかぶせることができないということで、非常に都市計画のほうではなかな

か困難な状況なのかなということで、今回、コンサルのほうで出していただきました

中身をもとに、この都市計画以外の手段としまして、例えば農工団地、農業工業団地

の農工団地の整備を行った場合のときはどんなふうになるのか、また、あらかじめ区

画を引いて企業主導で整備を行った場合、どのぐらいの費用がかかるか、今後も４号
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線の沿線の土地利用に向けて、これらをたたき台として検討を重ねてまいりたい。 

   また、ご存じのとおり農業振興地域の第１種農地ということになってございますの

で、今現在では沿道サービスのような業種しかできないというようなことが、縛りが

ございます。先ほど説明したように、農工団地であれば、今まで５業種だったものが、

業種にかかわらず進出、大丈夫ですよというような形で法律は改正されましたが、あ

くまでこの農工団地は村のほうで経費を持って開発しなくちゃならないということで、

かなり膨大な費用になるというようなこともございます。 

   しかしながら、先ほども申したように、いつまでも進まないということでは非常に

村としても困りますので、そういったいろんな手法を県のほうにも国のほうにも働き

かけて、今後、その可能性を導き出したいということで、今後、検討してまいりたい

というふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ひとつ鋭意努力をお願いしたいと思います。 

   ２つ目には、定住人口増加対策あるいは子育て支援、こういうものが相乗効果を発

揮して、村長が述べられているような、今、非常に大玉村において、その効果が結実

して、そうしたあらわれが今あるんであろうというふうに思いますけれども、今日の

状況をどう見ておられるか、この人口増あるいは定住人口含めて、そしてまた、もう

少し先は一体どうかなと、この見通しはどのように考えているかについて、当局の考

えをお尋ねいたします。 

○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） １０番議員さんにお答えいたします。 

   定住人口関係の部分でございますが、インフラ整備等、個々に行っておりまして、

現在はある程度、急激ではございませんが緩やかに住宅等ふえておりまして、今後に

つきましては、一時、避難関係の急激な増というのがちょっと落ちついてくるのかな

ということも考えられますので、今後、極端に件数がふえるということは少し厳しい

のかなと思いますが、大分、大山近辺でも住宅開発等は進みました。 

   できれば村としては、玉井地区のほうにもそういった部分が考えられれば検討して

いきたいというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 急激なふえ方はないけれども、もう少しというような、これは希

望的観測もあるんだかしれないけれども、そういう中で１つ私は気にしているところ

では、具体的なあれで言うと、午房内というのかな、あそこの裏の部分のことについ

て、あそこに南町石橋線という細い村道、入っているんだよね。ずっと地図もらって、

これ見たら、幅員１メートルとか、相当な長い距離はあるんだけれども、全部でなか

なかの距離はあるんだけれども、１メートルとか１メートル５０とかという細い村道

なんだけれども、そこをやっぱり、村道を拡幅すれば相当な利用価値、当面はこの馬
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場のところまで真っすぐこの線いっているんだよね。そこからこう少し曲がって石橋

のほうに抜けるというような道路ですけれども、もちろん共同減歩とか地主さんの協

力が前提ですけれども、あそこにその道路が入れば、それなりの方向づけというのが

おのずからできてくるのかなというふうな感じを持っているわけですけれども。一部、

その先の馬場のあたりは少し開発がなされたようでありますが、私もこの間、二、三

回行って歩いて見てきたんですけれども、そこら辺の状況について今後、検討がある

かどうか、それらについての考え方について、当局の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ご指摘の場所につきましては、私の記憶が確かであれば、こちら側の玉泉寺の前の

ほうを大分前、昔の話になるんですが、今のような状況で開発されたということで、

その当時も多分、今ご指摘の土地も一応、そのお話に持ち上がったような、ちょっと

記憶があったんですが。ご指摘のとおり、そこの道路をインフラを整備していけば当

然、今そういう狭い中でも民間で宅地開発されている部分もございますので、村とし

ましては、できればそういった部分に力を入れていきたいということで、当初、今現

在、馬場線というところの一部村道の拡幅に取り組んでございますが、それ以前に、

トロッコ道と言われている場所をまず舗装に拡幅、手がけまして、用地の協力を得て

無事に開通することができました。 

   それを皮切りにしまして、馬場線のほうの道路、それから今ご指摘あった南町石橋

線、それを順次、拡幅のほうを、予算をとりながら進めていければなということで、

上層部ともお話しして、全体的な構想は村の内部資料としてはあるんですが、それが

ひとり歩きされて民間が誘導を足踏みするとか、村でやってもらえるんだからそれま

で待っているかみたいなことになっても、これは地主さんに非常にご迷惑かけるとい

う部分もございますので、そういった部分で、村でもある程度の構想は持っておりま

すので、順次、予算をとりながら、地権者のご意見を聞きながら進めていきたいとい

うふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それ以上は、あとは当局で考えることだろうから話しませんが、

先ほど話したように、この４号沿線の土地利用あるいはまた、今お話ししたような、

これまでの住宅ゾーンにプラスして大山小学校周辺なり、町宮前線周辺なりのあれが

進んだということで、国道沿線の利用、そして住宅団地と、一定の要件が広がってき

ているのかなということになれば、いよいよこの均衡ある発展ということになれば今

度は西部かな、こういうようなことで、農業については、これ話すると長くなって全

然、国のやり方が全くなってないんで、それはしゃべるのがないくらいな農業政策な

んでしゃべりませんが、その中で村でもこれ応援してくれなければ農家は何にもやる

ところないよね。集約したからどうかなるなんていうのは１人、２人の話で、後の集

約された人はどうなるのということであって、それはそれでやってもらうしかないけ
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れども。 

   いずれにしても、そういう意味では大変な状況ですね、今度、今のあれがなくなっ

たからね。だけれども、逆に発想転換すれば、まだまだ今、高原野菜やっている人も

いるし、花きやっている人もいるし、畜産やっている人もいるんで、むしろ伸びしろ

はもっと今よりは、逆に言えばあるのかなと。それは中山間の直接払いがあるからこ

そ荒れないで済んでいるという側面も、これはあるんだよね。それなくなれば、なか

なか荒れてしまうということでありますから、それも含めてでありますが。 

   そういう、地域を全体として活性化させるという意味では、例えば１つ、今、復興

住宅、これが約半分程度、２５０幾つだかのあるうち１２０だかを整理するというの

を、これ村で県のかわりにやるということで、半分ぐらい西のほうだと、撤去をする

ということであれば、せっかくああした形状をまただめにすることなく、それをうま

く活用するということも一つの方法であろうというふうに思いますし、先ほど来、け

さほど来、話あったように、超高齢化社会を迎える中でのそれぞれの必要な施設ある

いは研究施設等々を村の内外、県の内外を問わず、大いに来るところは呼んで、そし

て村の銭は出さないでというようなことで、その敷地をいただくというような方法で、

１つのそういう場所にもできないものかなというふうに思っておるところでありまし

て、そういう中で、農業もやりながら、あるいは楽しむ農業も含めてこの地域の活性

化の一助にしていくということになれば、いわゆる均衡のとれた村の発展になるとい

うふうに思うわけでありますけれども、村長のご意見をお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんに、苗畑事業所跡の活用ということについてご答弁

申し上げます。 

   今般、予算に上げましたように、半分程度は仮設撤去になります。今、その残った

分について、いつ撤去になるかということについては見通しが立たないと。１年で撤

去になるのか２年かかるのかと。今までの災害の前例を見ますと、かなりの長期にわ

たった場所もありますし、なかなか先が見通せないということですが、やはり返して

いただくときにはどういうふうな返し方をしますかという県からの問い合わせに対し

ては、建物を撤去した状態で返してくださいということですから、原状のように全部

耕して農地にしてということではなくて、舗装道路は舗装のまま、砂利がひいてある

ところは砂利のまま返していただいてということになりますので、その後の活用につ

いては、また検討委員会等設置して広く意見を聞きながらやっていきたいと。 

   原案は幾つか持っているわけですが、農業関係も含めていろいろ可能性があるなと

いうふうに考えています。農業といえば施設園芸も含めて、そういうことも含めて今

年１年、まだ若干時間がありますので、しっかりと検討してまいりたいというふうに

考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういう全体的な均衡ある発展という立場からのご検討をお願い
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申し上げまして、質問を終わります。 

   ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

   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した。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後４時ちょうどといたします。 

（午後３時４２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後４時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ８番佐々木市夫君より通告ありました「新たな米政策（減反政策変

更）と本村水田農業の対応は」ほか２件の質問を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） ８番佐々木市夫でございます。さきに通告しておきました３件に

つきまして順次一般質問をしてまいりますので、よろしくお願いします。 

   本日最後の質問、一般質問で、さらに今期最後の質問でございます。 

   先ほど来、同僚議員から鋭い質問がありまして、当局も大変お疲れのようでござい

ますが、なるべく、なるべく短く進めてまいりたいと思います。そのかわり答えはス

ムーズに、しかも明瞭にお願いできれば大変ありがたいなということで進めてまいり

ますので、よろしくお願いします。 

   それでは１番目、新たな米政策、特に減反政策の変更、俗に言う転作奨励金がない

とかいろいろありまして、本村農業の対応はというような形で進めてまいりたいと思

います。 

   さきに農事組合長会議での説明会を実施しまして、私も農事組合長の一員なもので

すから出席させていただきました。その後いろいろあって、１日かけて、また同じよ

うな説明会をしたと聞いておりますけれども、そのことも含めて質問を進めてまいり

たいと思います。 

   まず、平成３０年度の作付面積、県のほうからも目安として示されたようですけれ

ども、その辺についての改めて説明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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ３０年の生産調整が廃止されたことにより、県からの目安面積ということでござい

ます。 

   県全体の目安面積は５万８，９７３ヘクタールとなっております。本村においては

８２６ヘクタールが目安面積として示されております。 



 

- 101 - 

 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 今のような目標、作付面積というようなことでの数量も含めて指

示があったようでございます。それに対しまして当時、組合長からいろんな意見が出

ましたけれども、村の方針に対して今後、農家の協力はスムーズに得られるのかどう

か、非常に不安があるところでございますけれども、それらに付随して過剰作付の懸

念は、しからばそのことに対する対策は村として考えられるのかどうか、その辺につ

いても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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ２月１３日開催の農事組合長会議において、生産調整廃止等にかかわる説明を開催

してほしいという要望がございました。これに基づきまして、２月２８日に午後２時

からと午後６時半からの２回に分けて説明会を開催したところでございます。 

   今回の米政策では生産調整がなくなり、また、それに伴い米の直接支払交付金も廃

止されることになりますが、過剰作付による米価下落を防ぐため、県より作付の目安

面積が各市町村に示されております。これにつきましては、村の協議会のほうでも昨

年同様の面積をお願いしたいということでの目標面積が一律配分により生産者に協力

をお願いしているところでございます。昨年並みの作付であれば米価下落はないとい

う見方もございますので、過剰作付による米価下落を防ぐため、村としましても生産

者へのご理解を求めるとともに、生産者におかれましても計画的な生産が求められて

いるものでございますので、今後も米価下落を防ぐために計画的な作付をお願いして

いきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 要するに、県のほうの、国のほうの指示どおり、例年に準じて作

付すればほぼ価格の暴落は防げるだろうという考えでの村としての農家に対するお願

いというような形で受けとめております。 

   そのこと自体は否定するものではないですけれども、ご案内のとおり大玉村は水田、

基幹産業は農業ですけれども、特に水田は基幹産業の部分ですから、総体的に私はず

っと質問していますけれども、もうちょっと工夫があってしかるべきかなという観点

で、最後になりますけれどもそんなことを申し上げますけれども。とにかく水田、今

回そういうことなので、特に震災のときもそうでしたけれども、逆境、逆にチャンス

としての、そういう気持ちで前向きに捉える方策はないのかなと。ということであれ

ば、水稲以外の作付の実態と本年度の作付計画の見通しとか、その辺の指導も含めて

どのように考えていらっしゃるかお願いいたします。 

○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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   平成２９年度実績による水稲以外の作付につきましては、大豆が３５１アール、飼
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料作物が１万２，３１１アール、飼料用米が１，４１２アール、ソバが１，７７７ア

ール、ＷＣＳ用の稲、ホールクロップサイレージですね、用の稲が７５アール、備蓄

米が３，６３８アール、キュウリ、トマト等の重点作物につきましては３４０アール、

そのほかアスパラ、ニラ等の振興作物が２５５アール、エダマメ、スイカ等の一般作

物が１６４アール、菜の花、コスモスなど景観作物が６４アールとなっております。 

   また、３０年度の計画につきましては、今後、農事組合長さんを通して回収させて

いただきます水稲計画書により取りまとめを行うこととなりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 新直売所の、特に振興策も含めて農業の今後というのは非常に期

待感と、ある意味ではいろんな問題が残っているのかなと思います。ですので、行政

に全てをお願いするという気は毛頭ありませんけれども、ともどもやっぱり農家と一

緒に考える、それは必要かなという考えで最後に述べますけれども、そんなことで考

えております。 

   ところで、新しい収入保険の制度が出てきて、ある意味では農家の救済も含めてで

すけれども、入る、入らないは自由だとか言われて私、全部まだ存じ上げてはおりま

せんけれども、この辺についての説明と、農家に対する影響と期待度というのはどう

いうことになっているのか、改めて説明お願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   収入保険につきましては、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量増減だけで

なく、価格低減なども含めた収入減少を保障するものであります。当該収入が基準収

入額の９割を下回った場合に、下回った額のさらに９割を上限に支払われるものです。

これに加入する条件としまして、青色申告を行っている農業者が対象となります。基

準収入額とは、農業者ごとの過去５年間の平均収入となります。 

   推進につきましては、農業共済が窓口という形になりますので、農業共済と協力し

ながら加入推進を図っていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 今の説明ですと、かなり一般的な農家はほとんど該当にはならな

いかもしれないと、そんな感じがいたします。詳細は詳しくもう一回調べ上げながら

勉強したいと思いますけれども。 

   一方で共済組合という話、出ましたけれども、一方では、当日、農協さんからも来

ていろんな説明がありました。農協さんも含めて行政と一緒にとか、そういう施策的

な今回のこういうふうな問題、猫の目農政と言われてから久しいですけれども、まさ

に今回もそのような形で、先行き非常に不安の中で農家はこれから、ある意味では頑

張る人あるいはやめていく人、いろんな形で本村農業の将来も大変憂慮される時代か
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なと思っております。 

   そういう中で、改めて申しますけれども、収入保険というようなことを一回置いて、

農家のためにもう少し行政として農協とタイアップして、そういう考えがもしあれば

ありがたいですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ＪＡに関しましては、今まで受委託の調整関係等を行ってもらっていたという経緯

がございます。今回は、それがなくなったということでございます。しかしながら、

面積につきましては、それらの調整された面積も含めての面積を要望して、１００％

ではございませんが９８．２％、ちょっと資料、正確なものがないんですが、９８％

弱の配分、これ県全体同じなんですが、若干下回った配分になっておりますが、今答

弁したとおり、そういった地域間調整等の面積も含まれておりますので、農家の方は

そこの部分がちょっと心配だった方もいたようなので、農事組合長会議並びに全体の

生産調整の説明会の中でもそういったお話をさせていただいて、地域間調整内でも昨

年並みに作付してもらってほぼ大丈夫であるというようなことでございまして、ご理

解いただきたいなと。 

   それから、保険に関しましては、これは収入保険は先ほど申したとおり青色申告が

原則でございますが、それ以外の任意保険等もあるようでございますので、共済のほ

うではそれらを一般の農家の方に推進するようにお話を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。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   その収入保険だけでなくて、救済措置といいますか安全、何といいますか、措置と

いいますか、考えられないでもないというようなことの答え、いただきました。いろ

んな、農協さんも合併して大型農協でございますし、地域にもっともっと貢献できる

ような点からすればいろんな形で、この際、一緒にいろんなことで考えていただいて、

農業が永続、持続できるような形のそんな方向性を見出すような努力はお互いにすべ

きかなと思っていますんで、よろしくお願いします。 

   次の法人組織、大規模経営面積の実態とか後継者の動向、一番は後継者問題と言い

たいところなんですけれども、その辺について、受委託面積の実態と課題、常に推進

方策なんて言っていますけれども、法人化も含めて大規模農家の育成、これは全てが

そうではないという形も、当然そういう方もいるのは私、承知しておりますけれども、

いずれにしましても今、国の方向、村のある意味での方向性はそういうところの推進

をしているんだなということであれば、その実態について改めてお願いしたいと思い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   受委託面積の関係でございますが、本村における平成２９年度の受委託面積につい
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てですが、面積については、ＪＡ受委託面積が９１９アール、個人受委託面積が

１１２アールで、受委託面積については、ＪＡ委託面積が１，８４１アール、個人の

委託面積が１１２アールとなり、ＪＡ受委託面積の差が９２２アールについては、二

本松市との地域間調整により生産調整を行ってきたところでございます。 

   平成３０年度からは、先ほども申しましたとおり、この生産調整が廃止され、県に

よる作付目安面積に基づき計画的な作付をお願いすることとなりますので、これまで

のような受委託や地域間調整も事実上廃止というような形になります。これにより、

これまで受託されていた農家の方については、受託料が収入として入ってこなくなり

ますので、個人間での賃貸借や中間管理機構の利用等により耕作放棄地がふえること

がないような対策を講じていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 実態は今のような形でございますが、いろんな意味で、この次の

農地中間管理機構の事業の推進も含めて、同じようなことが問題なんですけれども、

なかなか思うようには進んでいかないな。我々、ライスセンターやっていますけれど

も、約３０町歩ぐらい。もうほとんど限界です。私も含めて、もう年とってきますと、

そろそろ引退かななんて考えている段階で、次の後継者というのは非常に大きな課題

かなと思っています。 

   ですので、農地中間管理機構というのは大体私も存じているので、これ飛ばしまし

て、農業後継者の実態、この辺が一番、この村としても私どもとしてもいろいろ懸念

される部分ですけれども。 

   さてさて、現時点での実態をもしつかんでいれば、さらにまた後継者育成に、これ

は農業ばかりでなくて、本村の後継者という意味でも大きな視点になる大きな問題の

一つかと思っていますけれども、きょうは話を広げないで、まず農業後継者としての

本村の実態と問題点はどこにあるのかなと。ほぼ理解しているつもりですが、改めて

数字ももしあれば示していただきながら、ちょっと質問を進めてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   農業後継者の実態の関係でございますが、これにつきましては、人・農地プラン等

でアンケート等を作成しておりまして、経営体が３０名で、うち２３名の認定農業者

ということで回答をいただいております。この中では、構成人員につきましては従業

員が３９名、後継者がいるかいないかという中では１６名がいるということで、半分

ぐらいは後継者がいるのかなというような想定でございますが、これは村の全体のア

ンケートではございませんので、そういった小規模の農家の方は入っていないという

部分がございますので、これが村全体の状況という判断はできない部分でございます。 

   それから、先ほど中間管理機構の関係、利用関係のお話も出ましたが、村のほうで

はこういったチラシを作成してございますので、こういったチラシで今、今度新たな
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生産調整、政策に入って、やはり農地を作付できないので返したいというような、そ

ういった相談も少しずつではございますが出てきておりますので、こういったチラシ

を渡して中間管理機構のほうに相談してくださいというような形での事業を進めてい

るところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 実態は、中間管理機構だからできるとかそういう問題ではなくて、

非常に現状は厳しいです。我々１０年来、農地保全とか資源保全やっていますけれど

も、いろんな意味で、あと機械ぶっ壊れれば俺は終わりだななんていう形で、非常に

先行きのことに対しての大きな期待感とやるんだという意識は出てきません。 

   それをあえて、ではどうするんだということであれば、これは行政だけにお願いす

るとかそういう問題ではないということは認識しております。でも、少なくともやっ

ぱり行政も、大きな意味で言えばやっぱり国・県のほうでなくて、大玉村はこうする

んだよと。エゴマでも頑張って今回、そういうふうな施設も含めてやっていますけれ

ども、それがないとちょっと難しいかもなと。 

   常々私は地元で言っていることは、行政に何でも頼ってはだめだよねと。議会も含

めて、ちっともないという言葉は使わないで、みずから自分たちの地域、自分たちの

農業、生活をどうするんだべということを真剣に考える努力は必要かなと。 

   そんなことでいろいろ今、試みていますけれども、まさにそういう意味で、この間

の受委託の会議でも私もライスセンターの代表として行っていましたんで、部長も同

席して、私言った発言わかると思いますけれども。ほとんどいい話はありません。で

すので、そうでなくて、こういう、これだけの人が集まれば結構いい意見が出てくる

よね、このまま続けてやったらいいんじゃないですかとか、それが大事でしょうとい

う形の問題提起はさせていただきました。そこにうまく行政もあれして一緒に考える

と。これが時代のキーワードかなと思っていますんで、そんなこと、もし考え、検討

していただきながら農家を引っ張っていってもらえるんならありがたいなと。引っ張

っていなくても、我々自身でやるべきことはやっていかなきゃなんないかもしれない

なという考えでおりますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

   さてさて、そういうことからすれば、今度の作付の計画の提出日は３月１３日のよ

うです。私のところは３月１０日まで持ってきてとお願いしておきましたけれども、

その後でないと本当の実態は。先ほどアンケート調査とあったけれども、これピンポ

イントのアンケート調査なので、ある意味では実態から外れて、やや大規模農家のよ

うな形の人たちのアンケートだったような今のお話だったんで、それも含めてその辺

の資料が出てきてからでないと実態というのはわからないかもしれない。でも、既に

それだと遅いことも含めて、いろんな問題提起、今ちょっとさせてもらっていますけ

れども。 

   例えば私たちのこの地域で、ある大規模な農家が、自分の息子、今、高校、大学で

すけれども、佐々木さん、百姓やらないかもしれないんじゃないと言っています。そ
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ういう心配しているのは当然。でも、私はこう言っていますよ。それぞれの個々の農

家が全て農業後継者としてやる必要はないかもしれないよね。地域としてやっぱり美

田を荒らしてはならないし、いろんなことで工夫してやらなきゃならないと。そうい

うことであれば、発展的な工夫とかあるいは出てくるかもしれない。そんなことで問

いかけて、私ずっと１０年来、地域保全会の庶務やってきて、今、会長頑張ってくれ

て、会長がやっていますけれども。そういう点からすれば、みんなで考えましょうと

いう形で、去年、遊佐町さんに２年間行ってきて、村でもいろいろ考えてくれて、一

歩前進したのかなという形で、大変ありがたく思っていますけれども。 

   まず、そんなことも含めていろいろ検討していきたいなということを申し上げて、

最後のここ、本題です。 

   やはり、ここで自主的な大玉の農業、みんなで考えようとか、そういう機運をどう

やって盛り上げるか、私なりに過去いろんな形で若い後継者と一緒に浅和村長といろ

んな飲み会したりした経過はありますけれども、ここはまさに大事なときですので、

村長、今後の農業を考える何かそういう農家と行政の、そういう識者が集まって何か

考える、それは必要かなと思っていますけれども、村長、３つ目のこれに対しての村

長の考えをお聞かせいただければありがたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   大変、農業を取り巻く環境は厳しいものがありますので、先ほど言ったように、こ

の機械ぶっ壊れたらばやめるんだというような声も大分聞きましたので、持続可能な

農業経営のために共同購入という面で思い切って助成をさせていただいたというよう

なこともございますし、それからあと、エゴマの会ができたと、そういう前向きに活

動する会ができれば、村としても油搾り機をやりましょうと。通常ですと３年、４年

たってから、ものになりそうだなというときに考えてはいましたが、やはり育成とい

う意味で早目に、これも国の金が使えるということもありましたので、村の金を使わ

なくても済むということもありましたので、早目に導入をしたということですが。そ

ういうふうに、そのときそのときやる気のある方、団体があれば村は積極的にそれに

対して支援をしていくというふうに考えております。 

   補塡的な収入保障、補塡的な補助ではなくて、育成的な補助というふうにこの前も

そういうふうに言わせていただきましたが、今後、そういう形でやっていきたいなと

思っていますし、あと、４月から一部、産業課のほうで機構改革をしまして、農業の

今の問題に取り組む係を新たに、それらしき名称も含めて立ち上げるということで今、

検討をしておりますので。その係は当然、農業者の意見を聞きながら、どういうふう

にこれから大玉の農業を保全、進めていけばいいのかということも大きな仕事の内容

になりますので、今言われたような現場と話し合いをしながら進めていくと。それか

ら、Ｉターン、Ｕターン、Ｊターンの受け皿づくりをするとか、そういうことも含め

て機構を改革して、いろんな方向から農業振興を進めてまいりたいというように考え

ております。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   トップリーダーとしての村長の決意を聞かせていただいて、力強い感はしますけれ

ども、お任せでなくていろんな角度から提言して、一緒に汗をかいていきたいなと思

っていますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

   ２番目の質問に入りたいと思います。 

   早く進めると言った割にはちょっとあれなんで、ここは前１２月の一般質問で全て

保留したことです。若い職員がプロジェクトチームでということなんで、でも、３月

いっぱいの答申でまだ出てこないようですから、せめて私の考えの一端をということ

であれば、箇条書きでどんどんいきますんで、それに対しての答えを聞かせていただ

ければありがたいなと思っております。 

   アットホーム周辺の利活用の方策で、施設の再整備を図り、都会との交流を通した

村民との触れ合い、憩いの場としての活用を図るべき、これ一遍、加工施設を利用し

た料理教室、特産品開発などの開発促進を食堂、加工所、今度新しくできる食堂、加

工所を視野にして、それとダブらないようにとかそういうような整合性を図りながら

という意味での利活用。既にエゴマでそこの施設、いろんなあれもあるようですけれ

ども、この辺についてまとめて現状と考え方あればということで、よろしくお願いし

ます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ①の施設の再整備関係でございますが、これにつきましては、今ほど質問あったと

おり、新しいプロジェクトチームにより検討しております。間もなくその内容が出て

きて、それらを精査させていただいて、さまざまな村民のご意見、ご希望等を反映さ

せながら今後の有効利活用に検討してまいりたいというふうに考えております。 

   それから、②番の加工施設の関係でございます。料理教室関係につきましては、当

然、什器、食器が必要となってきますので、それらを整備している改善センターや大

山公民館、またはふれあいセンターを利用していただくのが望ましいのかなというふ

うに考えております。加工施設につきましては、施設も古くなっておるような部分も

ございまして、大変場所もいろんなものが入っておりまして窮屈ということで、なか

なかそこの調理場での料理教室というのはちょっと難しいのかなというふうに判断し

ております。 

   また、加工施設の関係ですが、質問にもございましたが、エゴマの搾油機等を今、

進めておりますので、そういったものを活用して加工品や特産品の開発を、利活用を

図っていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 
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   何年前だったでしょうね、加工施設つくって。何か農家の方々の利用度は少ない。

私も１回調査したことあったんですけれども。今回、そういうことでいろいろとまた

具体的なことについては、料理教室に限らないでもっと利活用を図るべきだという視

点でちょっと出てきた言葉ですので、当然、加工所でもそういう、できるんだなとい

う認識はしておりまして、もっともっと利活用を図って。 

   エゴマだけという形で今、当局から話を受けていてちょっと疑問に思うのは、あそ

こはやっぱりそれぞれの農家の人たちが寄り集まって、いろんな角度からやりながら

という形が基本的なスタンスのはずなんだけれども、いろんな原因があって、今そう

いうことの説明受けていますけれども、改めて利活用の推進を図る努力はしていただ

きたいなということでお願いしたいと思います。 

   ２番目、ふれあい村民の森の利活用、これ前回の質問で１番議員さんも質問したと

いうのを存じ上げています。交流事業や自然環境学習に積極的な活用、特に子どもた

ちの学習に活用をという視点でまずお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   交流事業関係でございますが、これにつきましては、ふれあい村民の森につきまし

ても、現在新たなプロジェクトチームによる利活用の検討をしているところでござい

ます。以前はフォレストセラピーや県産材を使ったベンチづくり、またシイタケの栽

培、炭焼きなどさまざまな催しを行いながら、子どもから大人まで多くの方に参加、

利用していただいておりましたが、残念ながら、原発事故により放射性物質の影響か

らそのような催しは集客できないということでおりました。 

   今後につきましては、プロジェクトチームの検討結果も踏まえ、子どもたちが安全

に自然と触れ合える場所として、また自然を学ぶ場所として活用できるよう、プロジ

ェクトチームの検討内容を踏まえ、進めてまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 本村のふれあい村民の森に限らず、奥のほうにはフォレストパー

クとか県民の森もあって、非常に連携もとれればおもしろいフィールドなんだなとい

う気はしていますし、子どもたちもいろいろ学習しているんだと存じ上げていますけ

れども、せっかくの機会ですから、そういう施設があるんだから、いい意味で子ども

たちの学習の場にも積極的に開放したり、工夫してほしいなということでこんなこと

を書いておきましたんで、これは読めばわかることで。 

   学習館の中も以前、私はメダカを放したりして、いろいろしていましたけれども、

残念ながら学習館の中、何にも壁にはない、フォレストパーク、最近見ましたけれど

も、非常に子どもたちの学習になるような、我々も勉強できるようなことも含めてあ

ると。 

   要するに、せっかくの施設を無駄にしないで利活用を図って、やっぱり村民も子ど

もたちの教育にもなるんだと、そのようなことをやっぱりともども、今度の若い人た
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ちに期待していますけれども、そんなことも含めて検討してほしいなというようなこ

とで、よろしくお願いしたいと思います。 

   先ほど来の質問にもありましたこの旧苗畑、今回の施政方針演説で約半分くらいの

仮設住宅が取り壊されるようです。以前、私がこういう質問したらば、まだこれから

入ってくる人いるのに、そんな計画は少し失礼だということの答えもあったように記

憶しています。だから、失礼でなくて計画を早く、実行はじっくり温めてからと。こ

れは私のスタンスですから、ＰＤＣＡと皆さん言っていますけれども、果たしてそれ

はどういうことなのかなと思っていますよ。ですから、そのことを公表したら、これ

は失礼になりますけれども、内部的にいろんな検討するのは、これは当たり前のこと。

そして、初めて時が来ればどっと行くと。これが本当のＰＤＣＡの大きな課題かなと

思っていますんで、改めて旧苗畑の空き地の活用、３つほどこれ書いておきました。 

   今後の利活用の計画はできているのか。できていないと思いますよね。 

   農業試験場と連携し研究施設とモデル農園の開設を。こんなことも提案させていた

だきたいと思います。 

   安心・安全なモデル農場運営を民間の手で。災害公営住宅の住民の健康づくりや、

村民との触れ合いの場としての利活用。 

   要するに、どこにでもあるようなそういうのでなくて、大玉ならではのあそこの場

所を利活用するとすれば、ある村民から私はこんな提案が来ていますよ。住宅の周り

をうんと広くとった。そして都会の人たちが、どこにでもないこんなこせこせした住

宅でなくて、住宅つくるならですよ。住宅が全てとは私は思っていませんけれども。

それなら、ゆったりとしたそういうような畑つきのそういう形のあれやったらどうで

すかというふうに、いい案だなと言っていますけれども。 

   いずれにしましても、それも含めていろんな形で、今度は若い職員も含めて出てく

るようですから、そのことの結果を待ちながら、いろいろ対応していただければあり

がたいと。 

   最後だけお願いしておきます、村長。村長が諮問した内容ですから、基本的には

我々が事前にはとてもじゃないが見ることはできません。さらに、そういう答申があ

っても、どこで村長が公開するかというのは村長の腹一つだと思います。願わくば、

ある程度出て、方向性が決まった段階でもいいですけれども、その前にでも我々議会

に示すならなおありがたいですけれども、それはそれとして、一応そういう情報は

我々にも当然提示しながら、願わくば一緒に考えるのはなお結構ですけれども、そん

なことも検討していただければありがたいということですけれども、村長の考え、い

かがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんに再度お答えをいたします。 

   これは、先ほど言いましたのは、これから検討会を立ち上げますということで、こ

れについては役場内のプロジェクトチームはまだ立ち上げておりません。これはもう

役場内でも、今度は若者というよりは少し、係長クラス以上ぐらいでプロジェクト、
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検討を少し、アイデアを出してもらいたいなというふうに考えていますが、この検討

会、一般の方も含めて立ち上げるかどうか、これからそれも含めて検討させていただ

きます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） まさに村長、今言ったとおりだと思います。以前、私の質問にも

職員とか若い人たちだけでなくて村外とかも、いろんな、我々も村民もという形でお

願いしたんで、まさに今そういうこと、答申も踏まえてやっていくんだなということ

で理解しましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

   最後の質問に入ります。 

   住宅政策の実態と見直しや課題はという形です。過去５年間の住宅着工件数や今後

の動向や課題、非常に本村は微増でありますけれども人口はふえているし、いろんな

活気があると。そんな形で内外からそういう評価は大きいと自覚しております。そう

いうことで、改めての実態として、今言ったようなことでの着工件数とかその辺の動

向についてお知らせいただければと思います。 

○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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   過去５年間の住宅の新築工事件数については、平成２４年度は３９件、平成２５年

度は５９件、平成２６年度は５８件、平成２７年度は７１件、平成２８年度は７６件

となっております。これらの数値が示すとおり、住宅の新築工事件数につきましては、

着実に増加しているというふうに判断できるかと思います。 

   今後の動向につきましては、さきの議員さんにもお答えしたように、震災・原発の

避難から帰還する状況になってきたということで、今後は大きな増加は望めないので

はないかというふうに判断しております。 

   課題につきましては、住宅が建築できる敷地の確保、農業振興地域の農地がほとん

どの状況にありますので、それら、震災・原発事故の除外特例も終了したという状況

でございますので、土地利用方針等を勘案して今後、検討していきたいというふうに

考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   かなりの勢いで、ある意味では震災以降、着工件数もふえて、理由はいろいろ、被

災者の方々とかあるんでしょうけれども、その内容的なことまできょうは話するつも

りはありませんけれども、そんなことでやっぱり大山も含めて、特に役場通りも含め

ていろんな、先ほども出た玉井の方面も含めて、以前よりはずっとある意味では住宅

がふえている状況にあるんだなと。頑張っている村内の業者もおられるようですので、

そんなことも実態としてある。 

   でも、そろそろ震災から７年、３月１１日で。今後のことについてはいろんな議論
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がなされて、いろんな動向があるのかなと思っていますけれども、改めて既存の住民

との、新しい人たちとの、どうしても組とかいろんな共同作業とかちらちらと聞こえ

てはきていますけれども、それらについての実態、どうなっているかというようなこ

とと、それだけ先、お願いできますでしょうか。そういうこと、あつれきはないのか

どうか、スムーズにいっているとか、うまく区長さんとか組長に頼んでいるから心配

ないよとか、その辺いかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   ごみ収集とか既存住民とのあつれきということでございますが、本村に転入届を出

した際には、区長さん等の紹介をしながら組に加入という形ではお願いしているんで

すけれども、現実的にはなかなか、やはり既存の組に入ると共同作業という部分もご

ざいまして、あとごみの収集という部分もございまして、皆さんが皆さん、既存の組

に加入していただけるという状況にはなってございません。 

   今後につきましても、そういう区長さんとか組長さんにお願いしまして、地域のコ

ミュニティの醸成という部分もございますので、既存の組に加入していただくよう推

進してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 大変、本村に移り住んでいただくのはありがたいことなんですけ

れども、結果的にはその既存の住民の皆さんと、ささいなことでのそういうふうなち

ょっとした問題とかが現実的にはいろいろあるようです。私のちょっと知り合いでも

そんなことあって、当局といろいろお願いした経過ありますけれども。 

   いずれにしましても、それらについては、私からすれば、もう転入の申請出た段階

で大玉村はこういう場所だから協力してねと、そういうことをやるべきかなと思って

いましたけれども、そういうことはあるんでしょうか、いかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） お答えをいたします。 

   転入届が出た段階におきましては、それぞれごみの収集ですとか、あと関係区長さ

ん、住宅を転入した先の区長さんを紹介したりということで連絡先等はお知らせする

ようにしています。そのほかに、防災無線の取りつけであるとか、諸施策、そういう

ものの紹介はさせていただいているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   要するに、こちらから説明しても、ちょっと言葉、今忘れましたけれども、相手が

あることだから、相手がその気になって協力したりでないとなかなかこういうことは

進まない。組に入ってくださいと言っても、なかなか実態は入らない人も多いようで

すから。その辺も含めて課題はあるのかなと思いますけれども。やっぱりせっかく来

ていただいて、気持ちよく周辺の住民と生活していただくためには、お互いにやっぱ
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り、相手がどうだというんでなくて、お願いすることも含めてそういういろんなコミ

ュニケーションは大事なのかなと思っていますんで、改めて、さらなる工夫があれば

お願いしたいなと思っております。 

   さて、住宅地ゾーンの見直しや新たな策定、私とすれば、以前４号線沿線の利用計

画と住宅地ゾーンというのを２冊持っていまして、ちょっと今、しまっておきました

から、改めてそういうふうなことで、今、住宅政策も村民から聞こえる声とすれば、

やっぱり、ここはつくったんだけれども裏はどうするんだとか、既にこの辺の中学校

の周辺もそういうことも聞こえております。ですから、早目に、早目にやっぱり村と

すれば、こういうふうな形の将来的な、特に直売所の周辺のこともありまして、いろ

いろ。ここでは多くは申しませんけれども、そういう計画をしっかりつくっておかな

いと、民民の業者さんとやれば、行政が思いがけないようなことで展開して、あら、

しまったなとかいう、そんなことが、実例が出てくるかもしれない。私からすれば、

既に出ているんだなという気がしていますんで、前の住宅地ゾーンのあのときのあれ

が今、生きているのかどうか。 

   さらに、それはそれとして別なのを考えてつくっているのか、その辺がまず一つと、

今後の、実態でいいです、最後のあれは村長さんにお伺いしたいんで。まず、そうい

うふうなことは今、行政内であるんでしょうか、大玉村の住宅地ゾーン。４号線沿線

なんてすばらしいのあったのね、図面までできていて。そんなのが今どうなっている

のかな。４号線沿線はとりあえずいいでしょう。今、住宅政策で私言っていますから。

それはあのときのものは生かしているのか、１回置いて。それはどうなっているんだ

か、まずそれだけ、ちょっと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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   住宅地ゾーンにつきましては、都市計画マスタープランにおきまして田園ゾーンの

中に田園居住地区ということで設けてございますので、まだその見直しは行っており

ませんので、そのまま継続しているということのご理解でよろしいかと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 見直しはしていないということですので、ちょっと啞然としまし

た。もう既に時代はどんどん変わっていますから、改めてそれをしっかりと振り返っ

て、新たな政策の中では検討してほしいなと思っております。 

   最後のこの言葉と一緒に村長さんにお願いしたいと思います。 

   大玉村は農地の大事な点からすれば、今回の農業委員会の組織も変わっていますけ

れども、依然として農地法も絡めた住宅との整合性は大事な点としてやらなきゃなら

ない村なのかなという自覚はありますし、一方では、地方自治体が財政も含めて人口、

どんどん少子高齢化の時代で先行き、財政の問題も先ほどありましたけれども、難し

い段階での人口増加対策、財源確保というのは大きな課題かと思っていますけれども、

その辺も含めて、今までのこの住宅政策と今後のということであれば、村長、強いリ
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ーダーシップでの意思がもしあればありがたいなと思っています。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   まず大玉村、農村地帯だということで、国土利用計画でも言っておりますように国

道４号線は開発すべきエリアと、これは村の活力のためと。それからあと安達太良山

麓については、水源涵養を含めて自然を保護すべきエリアと。それからあと平たん部

については、一団の農地については保全すべき、それからあと住宅地については、連

檐するところについては住宅地ゾーン。先ほど住宅地ゾーンの話がありましたが、こ

れは国土利用計画の附属する計画として住宅地ゾーンは進めておりますので、今、

４区のところのずっと道路に宅地が建っていますが、あれはもう住宅地ゾーンに兼ね

て指定されていた場所ですので、村の計画としては整合性はあるということになりま

すが、持続可能なと、農業、それから持続可能な住宅政策ということもありますので、

その辺はしっかりと守るべき農地、それから開発すべき工場とかそういうものを、村

の活性化のために農地を改廃する場所というものをしっかりと見きわめながら、これ

からやっていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 大変、答弁ありがとうございました。 

   難しい問題なんで、すかっとした答えはなかなか出ないかもしれません。これから

の、まだ時代の流れによって検討しなきゃならない問題ですので。 

   ところで、時間ちょっとありますんで、これちょっと朗読させてもらいます。 

   最近、私、いろいろと地域づくりの講演会とか、いろんな形で動いていますけれど

も、皆さんご存じのとおり、ご案内のとおり、１区のほうには歓藍社があって、林く

んあたりが来て、京都大学とか東京大学とかいろんな方々が集まってきて、非常にユ

ニークな活動しています。 

   一方では、改めてこういうふうな講演会なり活動していると、私がわからなかった

方々で、横浜から来たとかで、南小屋周辺にいろんな方々が住んでいらっしゃるんだ

なと思って、改めて今まで私が知らなかったんだなと思っていますけれども。大事な

ことなんですけれども、住民との触れ合いも含めて意外と少ないし、いろんな問題が

当事者からは言われていますけれども、いずれにしましても、これも一つの例かなと

思っています。 

   横浜から、神奈川県から１３年前に来た彼女なんですけれども、この間、講演会終

わったら私のところに来てこんな話したんで、一応、今かかわっていますけれども。

大玉村の牛乳、乳牛の乳を利用してソフトクリームやりたいとかジェラートやりたい

なんていう形の彼女の一言です。 

   「子どものころからソフトクリームが大好きで、いつかどこにもないおいしいソフ

トクリームのお店をやりたいと思っていました。」ちょっと気持ちが強過ぎるけれど

も。「１３年前に神奈川県から福島県に移転し、福島の風土は、食べ物、人の温かさ
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に感動して大玉村に永住を決めました。我が家からは田園風景と本宮市のまちが一望

できて、訪れる家族や友人はそのすばらしい景観に感動しております。しかし、現状

の大玉村は震災と高齢化との影響で、農畜産業の廃業が進んでおり、美しい田園風景

が失われつつあります。」南小屋に住んでいる方だから、周りはやっぱり耕作放棄地

も進んでいる。国分農場さんと佐藤養鶏場さんのすぐ近くだからね。「大好きな大玉

村の農畜産物を盛り上げ、田園風景を守るために、心の奥で温めていた夢を実現しよ

うと創業を決意しました。」女の子と一緒に決意しているようですけれども。「大玉

村の生乳、果物、野菜などを使用したメニューを展開して、生産者からお客さんまで

みんなが笑顔になれるお店にしたいです。そして、大玉村のすばらしさを全国に発信

したいと思います。」 

   既に行政のほうとか商工会とかいろんな方たちと、やや皆さんの反応からすると危

なっかしくてしようがないとか、そんな金かけたってとか言っていますけれども、そ

う言わないで、そういう方がいるということと、その思いをどのような形で説明した

り、どのような形で思いとどまらせるというのは、これは私も含めて行政の責任も

多々あるのかなと思っています。 

   ですから、基本的にやっぱりこういう方々に寄り添って、その思いをしっかりと受

けとめて、同じ説明するのにもやっぱりもう少し心温まるような説明しながら検討し

てほしいなということも含めて今いろいろやっていまして、まだ諦めてはいませんけ

れども、諦めなさいという言葉もありますけれども、そんなことも含めて、こういう

方々がいっぱいいます。 

   村内の方々も意識はしていなくてもやっぱりいろんな形で思いは強い方います。い

い意味でコラボして、いい意味でそういう遊休農地も耕作放棄地も生かしていけば、

この村は非常に、どこから見たってすばらしい土地だなということを言ってくれてい

ます。 

   特に、最近講演会した東和町の武藤さん、ゆうきの里ふるさとづくり協議会のＮＰ

О法人ですけれども、日本一の表彰を受けたくらいの団体ですけれども、彼らでさえ

一生懸命やってはいますけれども、やっぱり大玉村はいいなという形で。つい先日、

講演会の後、彼のところに行ってきましたけれども、ああいうところで頑張っている

その姿というのは、ある意味では感銘、感動を受けますけれども、ある意味では自分

たちのところはいいところなんだなというようなことと含めて、これからの村づくり

に対しては非常な問題提起なんだなと思っていますし、我々も一生懸命になってそう

いう形の活動を頑張っていく所存でございますけれども、行政と議会の皆さんの理解

も得ながら、住民とそういうことも含めてやっていければ大変ありがたいなというこ

とをつけ加えて、私の一般質問を終わらせていただきます。 

   ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、８番佐々木市夫君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で、日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、
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散会いたします。 

   ご苦労さまでした。 

（午後４時５１分） 

 


