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平成３０年第４回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  平成３０年６月２１日（木曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 舘 下 憲 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 

菅 野 昭 裕 

教 育 部 長 菊 地   健 総 務 課 長 押 山 正 弘 

政策推進課長 作 田 純 一 税 務 課 長 中 沢 武 志 

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 矢崎由美、書記 菊地拓也、鈴木真一、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、傍聴に鈴木正雄さんほか２名の方々がお見えになっておりま

すので、ご報告申し上げます。 

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

います。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、一般質問を行います。 

   ３番本多保夫君より通告ありました「村道拡幅及び西部幹線道路の考えについて」

ほか２件の質問を許します。３番。 

○３番（本多保夫） ３番本多保夫です。さきに通告しておりました３件について、議長

の許可をいただきましたので、これから一般質問を行いたいと思います。 

   まず初めに、村道細田・矢沢線、いわゆる農免道路でございますが、ここ何年か生

活道路としての利用度が高く、非常に危険性を伴っている道路であります。 

   これは、郡山への通勤道路及び生活道路として非常に利用度が高くなっている道路

でもあります。また、ゴルフ場や観光地への通り道として利用度も高い。中学生・高

校生等による自転車の通学路、一部におきましては、長峰・板ノ倉地区の小学生の通

学路ともなっております。また、バイクのツーリングやサイクリング道として多くの

人たちが利用されている中、冬場の車の往来は特に危険度が高く、毎年何台かの車が

田んぼや側溝に落ちている現状を踏まえて、村として拡幅の考えを持っているかどう

か、まず伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   村道細田・矢沢線につきましては、議員ご指摘のように、交通量等増加の傾向でご

ざいます。 

   これに鑑みまして、郡山市喜久田町から本宮市、大玉村、二本松市を経由して福島

市松川町に至ります安達太良山の東部を走る幹線市町村道路として位置づけてござい

ます。 

   関係する５市村におきまして、安達太良東部幹線市町村道県道昇格期成同盟会を結

成いたしまして、毎年福島県に幹線道路の県道昇格、さらには整備促進ということで

要望している状況でございます。これにつきましては、昨年１２月２２日にも要望活



 

- 17 - 

 

動を行っているところでございます。 

   このような要望活動を通して県道昇格・整備促進ということを行っております経過

から、現時点におきまして、村単独で拡幅計画の予定は持ち合わせていないというの

が現状でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） かねてより要望を県のほうに出しているということですが、一番最

初に出したのはいつなのか、現状はどうなのかを１点伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   期成同盟会の結成につきましては、平成６年ということで、この時点から要望活動

を行っているという状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） この要望、平成６年からだということで、大分年月がたっていても、

現在もまだ昇格の道がないということで、担当者は大変苦労をしているかと思います

が、それはそれでいいと思うんですが、今現在必要としている、矢沢から岩根に抜け

る農免道細田・矢沢線、または、その先に行くと羽瀬石・矢沢線ということになりま

すが、これは本宮市さんの分でございますが、これは今かなり必要とする部分だ。県

に出しているから時間をいただきたい、時間がかかりますよと、そういう問題ではな

く、今必要としているものに対しての対応の仕方が遅いのではないかということで、

私はここに質問したわけでございます。その辺を理解していただいて今後進めていた

だければなと、このように思います。 

   相ノ沢から先は、先ほど申し上げましたように、羽瀬石・矢沢線ということで本宮

市さんでございますが、その辺でよく協議をしていただいて、これからの松川まで抜

ける道路云々よりも、一日でも早く県道昇格という道を開けるようにお願いしたいと

思います。 

   また、羽瀬石のところ、信号機のあるところでございますが、あそこで本宮・熱海

線、県道の８号線でありますが、あそこで突き当たりまして、その先、南、郡山のほ

うに向かいますと、県道３５７号線で岩根・日和田線、そして４９号線等があって、

郡山の西部工業団地を初めとする通勤道路、あるいは市内に対しての病院、買い物な

どに利便性を考えていただくことにより、村の人口増、活性化にもつながっていくと

思いますが、村側にも多くの県道もあります。例えば、県道本宮・石筵線、大橋・五

百川停車場線、本宮・土湯温泉線、メーンとなる国道４号線などもございます。これ

が網羅されていますので、この利用度の高い道路となることは間違いないと。この細

田・矢沢線を一日も早く、拡幅なり県の昇格道路としていただきたい。 

   ぜひともここは村長の考えを伺いたいと思うんですが、答弁よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   今の現状については、部長が述べたとおりということで、大変延長も長いというこ

と、それから両側に一部家屋が連檐しているということで、村単で全線改良というの

はかなり財政的には難しいということも含めて、あと、県道昇格は１町村では申請も

できない状態、複数町村にまたがらないと県道昇格はできないということで、近隣市

町村と連携をして今要望しているところですので、今後も粘り強くこれは要望してい

きたいと考えております。 

   ただ、現実的に、あそこは非常にスピードを出して走ったり、ふたのない側溝があ

ったりということは現実ですので、速度規制、多分今はないと思うので、公安のほう

と相談をして速度規制をするというのも一つの方法かなというふうに考えています。 

   それから、片方が田んぼで低いということもあって、なかなか待避所をいっぱい設

置するのは難しいですが、現状として、新たに待避所が設置できるかどうか、現地は

調査をさせていただきたいと思います。それからあと、ふたがけについても、可能か

どうかの調査をさせていただきたい。現時点では、そういうことかなというふうに考

えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   現状的に考えますと、あくまでもつくった時点が農免道路ですから、Ｕ字溝にふた

をかけましょうと言っても、恐らく圧力的なものもありますから、これは無理かとは

思います。 

   複数にまたがっての県に対しての昇格願いということになれば、当然、本宮市さん

も絡みますので、複数というのは１以外ですから、これは大玉村と市で協力的にでき

るのではないかなと考えますので、その辺をひとつよろしくお願い申し上げます。 

   次に、村が計画している西部幹線道路工事なんですが、この工事時期、また、完成

時期はいつごろになる予定なのか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、大玉西部幹線道路横断道路の現在の状況でございますけれども、道路の詳細

設計を終えておりまして、今年度につきましては、村道細田・矢沢線の交差部から須

藤住機工業さんの裏の交差点までの区間、約２，５２０メートルになりますが、面積

にして６．１４ヘクタール、こちらの用地測量ということで計画してございます。 

   この事業、国の交付金事業であります社会資本整備総合交付金を活用しての事業に

なりますので、これらの動向による不確定な部分もございますが、来年度以降、補償

調査を行いまして、工事着工につきましては、平成３３年度を目指して現在進めてい

るところでございます。 

   なお、完成については、３６もしくは３７年度ということで計画しておりますが、

今ほど申し上げました交付金事業による不確定な部分もございますことをご理解いた
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だきたいと思います。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。時間がかかるということは当然でありま

す。残念でありますが、次の質問に入りたいと思います。 

   ２番目といたしまして、大玉村振興センターの指定管理ということで幾つかお聞き

したいと思います。 

   まず最初に、おおたま村づくり株式会社運営による営業実績を伺いたいと思います

が、これは当初の計画どおり売上を計上しているのか。また、来店者数を、５月分ま

でで結構でございますので、食堂とあわせて直売所もということでお願いしたいと思

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（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   大玉村産業振興センターでございますが、直売所、それから４月にお食事処をオー

プンし、４月２８日にグランドオープンしたところでございます。 

   お尋ねの来店者数でございますが、直売所につきましては、１２月、１万

５，５２７人、売上額が２，１８１万６，０７１円。１月につきましては、来店者数

１万４１０人、売上額が１，３６６万１，９９５円。２月につきましては、来店者

１万６０９人、売上額が１，４２１万１，４６１円。３月が来客者１万２，３４９人、

売上額が１，６６４万７，３０２円。下旬にグランドオープンいたしました４月につ

きましては、来客者数が１万３，９０４人、売上額が１，７７６万８８０円。５月に

つきましては、来客者が１万６，８７７人、売上額が２，１４０万２０６円となって

おります。 

   お食事処、食堂につきましては、４月２８日オープンでございますが、４月の来客

者数が１，２５２人、売上額が９４万２，０３０円。５月が、来客者数７，０１７人、

売上額が３８９万２，６７０円となってございます。 

   これら前年対比という形で直売所のほうを見させていただきますと、これは４月と

５月の対比でございますが、売上額で、４月につきましては、前年対比４８８万ほど

の増ということで、パーセントにしまして１３８％、５月につきましては、７２８万

円ほどの前年対比で増ということで、１５１％というふうな状況でございます。 

   客数につきましては、これも直売所ですが、４月につきましては、前年対比

２，６２７、１２３％。５月につきましては、４，６４４人の増、１３８％というふ

うな現在の状況でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   この結果からいくと、恐らく１年間トータルでいくと二億六、七千万ですかね。前

の直売所だけだったよりは、確かに売り上げは増となることだと思います。ありがと
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うございました。 

   ２番目として、直売所、食堂への苦情とか指摘、要望等、お客様や会員から何かあ

りましたら、その内容をお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   直売所、食堂等への苦情・要望等ということでございますが、４月、５月通しまし

て、直売所につきましては、商品への苦情というふうなことで１件ございました。こ

れは、食品のハチミツの中にほこりのようなものが入っていたのではないかというふ

うな、そういうふうな苦情で、これらについては、すぐに商品を交換させていただく

ということで対応をさせていただいているところでございます。 

   食堂につきましては、さまざまなご意見、ご要望というふうな形で２９件ほど頂戴

しました。主に、食品が出てくるまでの時間、あるいは味が安定しないのではないか、

あるいは温度についてというふうな、そういったことが中心であったというふうな状

況でございます。その都度対応しながら改善に努めている状況でありまして、より一

層、お客さんに喜んでいただけるように、引き続き要望等をよく確認しながら対応し

てまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 直売所、食堂に対しての２９件の苦情なり指摘なり要望等あったと

いうことでございますが、これらは大体全て解決していると判断してよろしいんでし

ょうか、お伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   直ちにそのご指摘の都度解決できるもの、あるいは職員の配置なり何なりというこ

とで対応しなくてはいけないもの、それぞれございます。 

   現在の取り組みでありますけれども、日本調理技術専門学校、こちらのほうの指導

をいただくということでご依頼をしているところでございます。これらの指導をいた

だきながら、いわゆる食堂経営全体について、指導をいただきながら、しっかりと反

映できるように取り組んで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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   田舎の食堂でございますから、地元の食材をふんだんに使って、おいしいものを提

供していただければと。あくまでも法人が経営・運営しているわけですから、私がと

やかく言うのもいかがなものかなとは思いますが、できればみんなに喜ばれる食堂で

あってほしいがための質問でありました。 

   次に、法人税、法人村民税、消費税に変更があった場合の対応を伺いたいと思いま

すが、基本協定書によれば、法人税、法人村民税は受託者、つまり指定管理者が対応
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するということになっておりますが、消費税に変更があった場合には両者が協議をす

る。つまり村と指定管理者との協議によるとなっていますが、これは消費税でござい

ますから、村の一般財源からの補塡もあるということであってはまずいとは思うんで

すが、その辺はどのような考えのもとに村との協議ということになっているのかお伺

いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどのご質問ですが、基本協定書の第２５条リスク分担というふうな部分のご質

問かと存じます。 

   ご指摘のように、こちら基本協定書のリスク分担、第２５条関係ですと、法人税、

法人村民税に変更が生じた場合には、受託者によるリスクの負担と。それから、消費

税率の変更につきましては両者協議というふうになってございますが、これは、消費

税につきましても村づくり株式会社で、当然納付については対応するということでご

ざいますが、この協議の趣旨といたしましては、これら消費税率の変更によりまして

指定管理料に変更が生じるというふうなことを想定しての両者協議というふうな趣旨

でございますので、消費税の納入につきましては、当然法人としての株式会社が行う

ことでございますが、この協議というのは、指定管理料についての協議というふうに

ご理解をいただければと存じます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 第２５条のリスク分担ということで、それを適用するんだというこ

とで協議するということですから、変われば指定管理料の増といった形で対応せざる

を得なくなってくるのかなとは思いますが、あからさまに消費税が上がったから村の

負担を増にしますというようなことはないとは思いますが、その辺はしっかり考えを

持った対応をしていただきたいと思います。 

   普通に考えますと、株式会社に対しての消費税というのは考えられない。当面はお

おたま村づくり株式会社、法人でございますから、そこに対しての施設は今のところ

無料で貸借しているわけですから、そして１万円以上の必要品に対しては村と協議し

なさいと、これもうたってあるわけです。ほとんど村からの持ち出しが多くなってく

るんではないかなと。じゃ、施設の使用料をいつ、どのような対応でいくのか。何年

ぐらい先からこの使用料とかそういったものをもらうことができるのかなと。指定管

理料を払うだけではなくて、当然、施設使用料というものは、法人に貸しているわけ

ですからある程度はいただくべきではないかと思うんですが、その辺はどのように考

えているかお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんの質問にお答えをいた

します。 

   指定管理料の支払いと同時に施設の使用料ということでございますが、現時点にお
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きまして、村づくり株式会社発足からまだ１年に満たないというふうな状況の中で、

指定管理も２月からというふうな状況でございます。 

   これらの今後の入り込み状況、あるいは会社そのものの運営状況、そういったもの

を見させていただきながら、総合的に施設使用料の部分については検討をさせていた

だ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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。適切な判断を仰いでいきたいと思います。 

   次に、最後になりますが、加工場、今現在の利用者数、またはどのような用途に利

用されているか、その辺を伺っておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   加工場の利用度ということでございますが、これにつきましては、改装いたしまし

た食堂に併設する加工場というふうなことというふうに認識してございますが、オー

プンの４月から現在まで、加工場としての利用というものはございません。 

   現在のところないわけでありますけれども、これらの管理運営につきましては、株

式会社のほうに全体的に委託をしているという状況でございますので、活用の方法等

につきまして、今後協議しながら進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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   全く今現在は利用されていないと、大変残念に思います。いろいろ６次化のほうに

も進めるなり、自分のところの会員がいろんな漬物とかそういったものにも利用して

いただければ、大いに活用できて、直売所、食堂の発展のほうに寄与することができ

たのではないかと思いますので、これからも強いご指導をお願いしたいと思います。 

   最後になりますが、３番目といたしまして、アットホームの指定管理についてであ

りますが、これから行われようとする改修工事が終われば指定管理者を指定する考え

でいるのかどうか、まず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（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   アットホームの改修工事後に指定管理者を指定する考えはあるかというふうなこと

でございますが、現在のところ具体的にどうするというお話はしてございませんが、

村づくり株式会社への指定管理を含めまして、アットホームの経営改善等の検討を行

いまして、収益の向上等に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 改修が終われば、おおたま村づくり株式会社を含めてやっていきた

い、指定管理者を設けたいという考えのようでございますが、１点だけお願いがござ
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います。やはりこの指定管理者は広く募集して、いろんな考えを持った経営陣がやる

ことによって、その分野分野の発展があるのかなと考えますので、広く募集していた

だいて運営していただきたいと、そのように考えますが、村長としてはどのようにお

考えかお伺いしておきます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   まず、広くということですが、村外に出すつもりはないということです。これは、

村内のお金は村内におろすというのは村の基本的な方針ですので、本宮、二本松、福

島、郡山等まで募集を広げれば、当然該当する企業はあると思いますが、村内でやり

たいと。 

   商工会とかいろいろやれそうなところに声をかけた結果、どこも請け負うことはで

きないと。そういう結果で、村民から出資を仰いで株式会社をつくったという趣旨が

ありますので、村内に限定して、そういう企業の引き受け手がもしあれば、公平に入

札等でやっていくことはできるのではないかと思いますが、現時点では、少しどうか

なという点はございます。 

   ただ、これは、新たにそういうところが設立されて、やりますよということであれ

ば、プロポーザル等を実施して指定管理を決めることは、これは当然できる、すべき

ことだというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   考えを持っていれば、村内の方であればなお結構ではないかというような村長の答

弁、大変ありがたく思います。というのは、中には私もやりたいんだという方もちら

ほらと聞き及びましたので、あくまでも参考的に申し上げたところでございます。 

   最後になるかとは思うんですが、改修後の従業員の確保についてでありますが、今

現在、一時的に全員解雇しますということを、年度初めの契約書にもそのようになっ

ているようですが、これは従業員も生活があると思います。そこで従業員の補償関係、

まず伺っていきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   アットホームの従業員の契約関係でございますが、こちら、今年度の契約で９月

１５日をもって契約期間の満了というふうな形にしてございます。 

   これにつきましては、職員全員、希望する者について、ハローワークでの手続関係、

そういったものについて行う。あるいは、早期退職による転職というふうなことにも

応じてございまして、現在、その作業の準備をハローワークと協議をしながら進めて

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） ３番。 
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○３番（本多保夫） 私が聞いているのは、従業員は一斉に１回やめていただくというこ

とでございますから、今の部長の答弁は、補償ではなく、労働者の権利の部分だと私

は思っています。 

   というのは、ハローワークに対しての申請等を手伝うのは、これは当たり前であっ

て、９月以降、４月から仮にオープンするとして、その間は役場からは一切給料を出

さないわけですから、その辺を踏まえると、それは補償に該当していない。ハローワ

ークさんに引き継いでもらって失業保険をもらってくださいということだと思うんで

す。それでもう生活ができない方はやめざるを得ない。じゃ、私やめますとなった場

合には、ある程度の手続をしてやるのは当然だと思うんですが、その後、３月以降に、

例えば４月１日から開店するとした場合に、従業員の確保はできるんですかというこ

とになってくるんですが、その辺はどのように考えているかお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ３番議員さんにお答えいたします。 

   解雇ではなくて契約期間の満了ということで、あくまでもそういうふうに捉えてい

ただきたいということです。あとその後につきましては、議員さんがおっしゃるよう

な補償というような形になるかとは思いますけれども、ハローワーク等の手続等も含

めて、失業保険等も含めて対応していくと。あと、今現在、それぞれ一人一人いろん

な話を、私、直接お聞きしております。話の中でいろいろな事情があれば、それに基

づいて心を込めて対応していきたい。その結果、来年の４月に、できれば再雇用とい

う方もいらっしゃるかもしれませんし、その前に別に転職というような形になるかも

しれませんけれども、そういった形で、一人一人寄り添って対応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） ３番。 

○３番（本多保夫） 解雇ではなく契約満了だと。確かに契約書に基づいて仕事をしてい

るわけですから、今発言された言葉には間違いはないかと思いますが、それでは、

４月１日から新しく仕事を始めますといった時点で、これ、全員新人を採用した場合、

４月１日から営業が可能なのか、プロとしてのサービスができるのかどうか。その辺

を含めますと、やはり何らかの手当てをしながらでも現在いる従業員さんを使ってい

ただくのが一番望ましいのかなと思っています。 

   この事業をやるよ、改修をしますといったときには、現在いる人たちは全員一時や

めていただきますよと。じゃ、改修中はアットホームの中に事務員も置かない。今い

ます支配人を含めた管理者も誰も置かないんだという発言を前の部長さんは言ってお

られましたが、今、話でちらほらと聞こえるのは、約３名の方が残るという話が聞こ

えてきております。私たちに話されたのと内容が全く矛盾している。これはどういう

ことなのか、その辺を伺っておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ３番議員さんにお答えいたします。 

   まず、４月１日オープンの時点での職員は全て新人なのかというような話でありま
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すけれども、今回の改修計画、３月いっぱいかかるだろうというふうに思っておりま

す。オープンは恐らく４月末か５月ごろにずれ込むんだろうというふうに思っており

ますが、その期間、人材の育成を続けていかなければなりません。オープンと同時に

やっぱりすぐ対応できるような人材の育成ということで、全く新人になるのか、それ

とも現在勤められている方がかなりの部分占めるのか、それはこれから年度後半の中

での人材育成の中で詰めていきたいというふうに思っております。 

   それからあと、９月の中旬から工事に入るわけでありますけれども、工事に入れば

全て、屋外のほうの屋根とか外壁改修もあります。全て足場を組んで中の出入りはか

なり難しくなるというような状況の中ではありますけれども、周辺の施設、それから

コテージ等も含めて、維持管理をしていかなければならない施設は残っております。

そういった意味で、支配人を含め３名程度の職員は残すのが妥当だろうというふうな

判断の中で、現在そういうふうな手続を進めている最中でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 支配人を含め従業員さん２名程度を残して施設を管理していただく

んだと。工事中はコテージも使わないと。じゃ、何を管理するんだと。土手の草刈り

か、もしくは水道施設の、例えばこれは対流しているわけですから、浄化槽の中を洗

う方、または給湯施設を点検するのかと。だが、見る限りですよ、この人たちでこの

機械を点検することが可能なのか、この施設を見ることができるのか、草刈りをする

ことができるのかと。私の知っている範囲内では大変厳しいのかなと。余計なお世話

でしょうが、そういう考えをチラッと思ったところでございます。 

   いずれにしろ、今後とも関係者の手腕を大いに期待いたしまして、私の一般質問を

終わります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で３番本多保夫君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで暫時休議いたします。再開は１０時５０分、お願いします。 

（午前１０時３９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１０時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ５番押山義則君より通告ありました「地方創生拠点整備事業アット

ホームおおたま改修工事等の取り組み状況について」ほか１件の質問を許します。

５番。 

○５番（押山義則） ５番押山義則でございます。議長の許可をいただきまして、６月議

会一般質問を行います。 

   質問に先立ちまして、このたびの大阪北部地震の被災者に対しまして、心よりのお

見舞いを申し上げます。 

   質問に入ります。 

   今回の質問は、アットホームおおたまの改修に関すること、それから公設民営化お
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おたま村づくり株式会社に関すること、村民の大変関心を持っておられる事業の内容

について伺ってまいります。前質問者と同じ設問で重複する内容もありましょうが、

よろしくお願い申し上げます。 

   初めに、先ごろの臨時議会において、地方創生拠点整備交付金を活用してのアット

ホームおおたまの改修工事が、６次化新商品開発などの調査研究とあわせて議決され

たところでございますが、改修、そして６次化については、それぞれ村民の関心も大

変高くて注目されております。それぞれの事業計画の具体的中身、それから取り組み

状況などを改めて伺ってまいります。 

   まず、アットホームおおたまの改修については、村長就任当初より公設民営化を念

頭に、改修または経営改善をおっしゃってこられた案件で、いわば選挙の際の公約の

着実な実行ということで、改めて敬意を表するところであります。 

   そこで、村長に改めて伺いたいのでありますが、このたびの事業計画に対しての理

念と申しますか、基本構想、基本方針、具体的にお示し願いたいのでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   今回は、従来利用者から要望の多く寄せられた風呂場、２階のトイレのない部屋な

ど利便性を高めるための大規模改修であり、補助要件の６次化新商品開発研修会の開

催、村内の耕作放棄地等を活用した農業体験プログラム、循環型農業の実践を行う研

修、農産物や特産品の提供・実証などを行い、農業人材の育成を図るための人材育成

研修施設としての改修を行うものであります。 

   アットホームは、村民を中心とした温泉保養施設でもあり、今後もこの基本的な考

えを変えずに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） ありがとうございました。 

   アットホームおおたまについては、保養センターと呼ばれた時代から重ねますと長

い歴史がございます。村民の癒しの場、憩いの場としての役割は十分に果たしてこら

れたのかなと考えております。そしてまた、地域の顔と申しますか、大玉の顔として

のそれぞれの時代に対応した役割も担ってこられたと考えております。時代の流れと

ともに現在の施設が時代の要望に応じ切れない状況も当然なことでありまして、いろ

んな意味から変革の時期なのかなと感じております。 

   それを踏まえてのこのたびの改修であると考えておりますが、変革に対しての大義

名分といいますか、村民の理解、そして説明責任が最も必要だと思っております。言

い方を変えれば、予算の執行もいささか唐突過ぎて、つけ焼き刃の事業執行にならな

いか、そういう点、心配するところであります。 

   私が申し上げたいことは、この取り組みは、前の一般質問の中でも私は何度か希望

しておりましたので大賛成なのでありますが、願うところは、しっかりした企画の充

実を求めたいということであります。ビジョンといいますかキャッチフレーズ、いわ
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ゆる目標を明確にして、あわせてアットホームの改修は当然でありますが、周辺施設

の整備の必要性とか、周辺の観光発掘とか、付加価値の発掘など、村民の納得できる

企画のもとに整備事業を進めていただきたいと考えているところからの質問でありま

す。 

   周辺施設の整備、簡単に大きいくくりで申し上げましたが、旧保養センターの管理

のこととか、グラウンドやそれからトイレの整備、それからコテージの活用、それか

ら、あわせて、管理しております民話茶屋の活用、それから周辺の観光発掘、それか

ら付加価値の発掘になりますと、安達太良山麓でございます、前ケ岳、登山道の整備

やそれの基地として、それから遠藤ヶ滝や、最近注目されております仏の里として徳

一大師を語るような、それから不動尊も含めまして、そういう状況をうまく勘案した、

それから、最近教育委員会でも取り組んでおります母成街道とか、周辺には、歴史遺

産でありますバカ堀といいますか、そういう治水施設などの歴史もございます。そう

いうものの基地化をあわせて考えたような、そういう企画をお願いしたいんでありま

すが、そのような面が見えてこない、感じられない、私はその辺がすごく不満で、そ

して不安であります。改めて感想を求めたいんでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   まず初めに、時代の変革ということですが、アットホームのオープンが平成６年

６月ですので、約２５年経過をしておりますので、一般家庭でも普通の建物でも大規

模なリフォームをする時期に来ているということと、今回改修する計画については、

前村長時代の１０年前に基本設計、こういうものを改修しないとアットホームの利用

はやはりだんだん、必要だろうということで、１０年前に基本設計ができております。

工事費まで出ている。かなり精度の高い基本設計ができておりました。 

   今回は、それを私、就任以来、何とか実現したいということで努力を、考えていま

したが、余りにもお金がかかり過ぎると。鉄筋コンクリートをいじるのは、本当に

１カ所いじるだけで何千万と。ですから、トータルで億の金がかかるということで、

補助金は一切ありませんでしたので、一般財源で改修するには余りにもハードルが高

過ぎるということで、半分以上、ほとんど、これはやむを得ないと、手はつけられな

いなというふうに諦めていたところ、今回、平成２９年度の地方創生人づくり関連の

補助金が平成２９年補正で出て、職員の努力で県と協議をしながらつくって、先ほど

言いましたように、人材育成の拠点としてアットホームを使うと。農業関係、６次化

については農商連携ということで、商業も含めてあそこをベースとして研修をし、村

の振興に期するんだと。そのためにはアットホームを改修して、研修室をつくったり、

そういう必要があるんだと。そして、そこで地産地消で生産されたものを使ってメニ

ュー化をしたりというようなことをやるので、アットホームの改修が必要だというこ

とで申請をした結果、内閣府の決定がおりたと。ただし、補正予算ですから、平成

２９年度補正予算は３０年度１年間しかないと。３１年度までは繰り越しできないと

いうことですから、ただ、そういう申請をしているということは、前々から計画はし
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ていたわけですが、今回本当に該当したと。大玉村にとっては、非常にありがたい決

定だったなと。 

   ただし、１年間しか時間がないということですので、従業員の関係も半年しか契約

をすることができなかったというようなことも出てきたわけですが、この機を逃すと

あとは諦めるしかないということですので、３億何がしの、理論的には全額国のお金

でできるということですので、皆さんにもお話をして、そういう計画がありますよと

いうことで決意をして始まったという経過がございますので、唐突に始まったことで

はなくて、１０年前からそういうことでしっかりと、その１０年前にできたものを今

回やるんです。何も変わりありません。１０年前に計画したものは、先ほど説明あっ

たような部屋の改修とか、洋間にするとか、お風呂を広げるというものはもう。新た

なものを、設計をつくり直すと時間的に間に合わないということですから、そのまま

今回改修をさせていただくということですので、決して唐突にこれが出てきたわけで

はないということをご理解いただきたいと思います。 

   それから、この目的については、当初どおり、村民の健康施設と温泉保養施設とい

うのがメインです。ただ、経営上、村民だけの利用では経営は成り立ちませんので、

村内外広く来ていただいている。そのかわり村民には高齢者の優遇措置を講じている

と。これについては今後も、拡充するとしても狭めることはないというふうに考えて

おります。 

   それから、企画関係。先ほど言いましたように、オープンに向けての準備がありま

す。半年間休むわけですから、お客様がほかに移ってしまう。ほかのを使ったらよか

ったなとか、こちらに行ったらよかったなとなると、アットホームが再オープンした

ときにお客様が来ない、奪われてしまうという危険性は十分にあります、９月から

３月、４月まで休むわけですから。そのためには、新たな顧客の開発とか企画とか、

それからコンサル業務をかけることになっております。そのコンサル業務との協議等

については、支配人なり副支配人がしっかりと当たっていただくということも当然必

要になってきますので、それから顧客開発、それからメニューの開発、そういうもの

も含めてしっかりと、４月末か、できれば連休前にオープンしたいというふうに考え

ておりますが、そういうことで考えていると。 

   あと周辺地域の活用については、今、プロジェクトチームのほうでも検討しており

ますが、これに答えてしまうと後での質問に答えてしまうので、やっているというこ

とだけお答えしておきますが、グラウンドの活用、それからあの斜面の活用、それか

ら汚染土壌を搬出した後の活用、これについて検討していただいていますので、でき

れば今回のコンサルの中でも、グラウンド、斜面等の周辺の活用方法についても検討

していただいて、アドバイスいただければいいなと、こういうふうに考えています。

いろいろ考えはあるんですが、ちょっとここではまだ話はしないほうがいいなという

ふうに考えております。 

   赤不動等のそういう周辺観光については、今、村が目指しているところで、せっか

くマチュピチュ等で大玉村の名前が広く知られて、大分人が入り込んでおりますし、
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直売所も人がいっぱい来ていただいているので、もう一歩村内に入っていただくとい

う段取りはぜひやっていきたいなというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧なご答弁ありがとうございました。私が言いたかったことはあ

る程度理解していただけたのかなと思っております。 

   改修工事については、さきの議会でも時代の要望を的確に捉えた改修を願うと申し

上げたところでございますが、このたびの改修の目的の一つに、農業振興はもとより、

６次化の商品開発、農業人材育成のための研修施設としての役割も求められると伺っ

たんでありますが、その点について、どのように改修計画の中に反映されておられる

のか伺っておきます。 

   それから、あわせてでございますが、今回、村長が今申し上げたとおり、３億

４，７００万、約９０％近くが補助対象と説明を受けております。 

   村長からは、それぞれ常々、先ほど申し上げたとおり公設民営化の構想は伺ってお

ったんでありますが、事業の決定としては平成２９年度の繰越明許費の設定、そうで

すね、先ほどもこのように。やっぱり、どうしても私としては唐突なんであります。

心配することは、３月に決定して、この９月の間に詳細設計、それから発注と、大変

忙しい。それが気になるということ。担当職員の努力に期待するところではあります

が、当局として特別な対応をこの事業に対して考えておられるのか。先ほどの６次化

関係のこととあわせて伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   先ほど言いましたように、今回の改修については、６次化とか、地産地消とか、そ

ういう人材育成とかということをやる拠点としてアットホームを使いたいということ

ですから、やはり研修の場としては、中広間をフローリングにして研修のメインとし

て使いたいなというふうに考えておりますし、それから、地産地消ということになる

と、当然食堂とか、懇親会、宴会等で地元のものを使うと。大分、直売所のものを何

で使わないんだというようなお叱りもあちらこちらで聞いておりますが、そういうも

のもどういうふうに使うか、メニュー化に使っていくかと。 

   一番の問題は、料理をつくるときに安定供給ができるかということなんですね、地

産地消においては。ですから、直売所にも努力をしていただかないといけない部分が

あるということですが、ただ、米とか基本的なものについてはいつでも提供できると。

ただ、ネギとかいろいろ、細かいことですけれども、使いたくてもその時点でそんな

に直売所にないという時期もありますので、そういうものについても、ハウスのほう

の助成をしていますので、時期をずらして対応するとか、そういう対応も当然出てく

るんだろうなというふうに考えております。 

   どういうふうに活用するかということについては、当然、農業者の研修も当然のこ

とですし、技術研修、それから栽培のための研修とか、それから、Ｉターン、Ｊター
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ンとかをこれから受け入れ体制をつくって積極的に受け入れていきたいというふうに

考えていますので、そういう方たちに大玉に来ていただいて、そして研修をし、泊ま

っていただいて、村内を見ていただくと。体験していただいて定住していただくとい

うようなことも当然できるわけですので、そういうことも含めてやっていきたいなと。 

   それからあと、３億１，０００万ぐらいですが、そのほかの３，０００万、もう少

し今度かかるんじゃないかと、補正で上がると思いますが。時代の要請という点で、

先ほどちょっと漏れましたが、高齢者にとって大広間で座っているのが大変苦痛だと

いうことで、椅子が欲しいという要望が非常に多いので、大広間についても、高くで

きる、低くできる簡易式のテーブルを入れて、そして、高くした場合には椅子を準備

できるようにしたいなと。オープン当時はそういうふうにしたいなというふうに考え

ていますので、しっかりとその辺については対応していきたいなと考えております。 

   後の公設民営もありましたね。これはいいですね。（「今聞きたいのは、担当職員

が全て……で間に合うのかと、今の規模で」という声あり）ああ、それはもう当然そ

の中で努力をしていただくと。各部署、１１６名の定数に対して１００名しかいない

わけですから、１６名減の中で、しかも保育所・幼稚園がふえているということは、

町部局は１６人の減じゃなくて、２０人とかという減の中で頑張ってやっていますの

で、それはその中で職員に頑張っていただければというふうに考えております。その

成功体験がモチベーションを高めることになるのではないかというふうに考えていま

すので、そういうふうに期待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） 職員の頑張りに期待すると。現実には大変な事業量だと思っており

ます。先ほども企画と申し上げましたが、これを成功させるには、村民の理解を得ら

れるには、きちんとした説明責任が絶対必要なんであります。その辺、決して失敗は

許されないことでありますので、その辺だけはしっかり取り組んでいただきたいと思

います。 

   今の説明ございました６次化の新商品の開発や、それに伴う人材育成のための施策

とか事業計画についてなんでありますが、これは予算化されている内容から伺ってい

きたいんですが、６次化に向けて、どのようなテーマでどのような研究機関、また、

土地借り上げや機械借り上げなども設定されておられますが、どのような設定で、そ

れから面積、それからどのような条件の場所、どのような組織に委託など、具体的に

考えておられるのか伺います。臨時議会の中でも質問申し上げましたが、明確な答弁

を得られなかったと考えております。改めて具体的な内容をお示し願います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 今の質問は（３）。 

○５番（押山義則） はい、そうです。 

○村長（押山利一） （３）の関連性については先ほど言ってしまいましたので、そうい

うことでありますが。 
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○５番（押山義則） 具体的な事例について、土地借り上げとか、そういう予算化されて

いますので、どういうふうに措置していくのか、今の金額で。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） コンサル業務について、今回採択の中には、５００万円予算もあり

ますのでわかりますが、５００万のコンサル料をとっておりますので、これからコン

サルを選定していきます。まだ十分時間がありますので、その中で、６次化の製品に

ついてどういうものがあるかと。そして、村の中に６次化検討委員会を既に立ち上げ

てありますので、もう２回会議を開いております。この検討会とコンサルとが検討会

の中に入っていただいて、具体的にどういう６次化を進めていくのかと。既に６次化

はいっぱいやっているんですけれども、そばも、当然これはもう６次化ですし、ただ、

新たな６次化の可能性について探るということですので、その辺については。 

   それからあと、日本調理技術専門学校等についてもかかわっていただいて、メニュ

ー化をやっていただく。それも前提は、できれば地産地消で直売所にあるものを利用

してのメニュー化を期待しているところですが、その中でしっかりと再オープンして

からの経営の方法とかも含めて検討していただくと。それに対して職員が、政策推進

課の企画と、それから支配人、副支配人等がそれにしっかりと当たっていただくとい

うふうに考えておりますので、これからそれについては詰めていくということでござ

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） はっきりしない答弁でありました。６次化、これについて企画して、

そして事業化へのプロセスですか、そのあり方、それについては十分に研究が必要な

んでありますが、これまでも何度か６次化についてはいろんな形で検討されてきたと

思うんですね。結局、今回の６次化を考えなければならないのは、今、実際はエゴマ

の栽培のグループ化など進んでいるようでございますが、これは果たして遊休農地対

策となっているのか。それから、既にスタートしましたおおたま村づくり株式会社、

これとの協調はどのような形で発信されておられるのか。 

   村づくり株式会社のほうでもいろいろまだ試行錯誤の中で、特定品種の指定とか、

生産計画とか出荷計画の調整とか、これはまだ進んでいない状況でありますが、６次

化についてこれまでの研究とか成果も踏まえまして、その点をもう少し、この時期で

ございますので、もうやっぱり明確にしていかないと。土地利用とか土地借り上げと

か、何か既に進んでいるならそれで結構なんです。その辺の進捗状況はどのような形

になっているのか伺っておきたいんであります。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   先ほどの具体的な中身ということで、予算計上の際にもご説明したかと思うんです

が、６次化の開発関係のコンサルティングとかマーケット、調査費として計上してご

ざいます。それから、耕作放棄地の賃借料としまして予算を計上しております。それ



 

- 32 - 

 

から、村でお食事処でもおそばを出しているということで、そば打ちのそういった方

の人材を育てようということでの講師謝礼関係、会議報償とを予算の中に計上してお

ります。 

   また、村づくり株式会社の関係でございますが、それにつきましては、コーディネ

ーター等として、こういった先ほど言ったプロジェクトチームなりコンサルティング

のほうにかかわっていただいて、それぞれの６次化の新商品の関係のご意見を聞いて

進めたい。 

   今、実質的な進捗はどうかというような質問でございますが、進捗につきまして、

今現在まだ設計段階ということで、こちらのほうのソフト事業は、今、着手に入って

いるところなので、これから進めていくということでございますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 進捗状況はまだこれからということで理解いたしましたが、その辺

はせっかくお金をかけるわけですから、研究機関、どのような方がコンサルしていた

だけるかもわかりませんが、その辺は多様な意見を取り上げて、失敗のしないような、

投資に見合った結果が出るような、そういう形でやっていただきたいと思います。 

   それから、ちょっと質問が前後になるんですが、アットホームおおたまの改修工事

について、先ほど村長からはちょっと説明がございましたが、時期的にも工事内容の

詳細設計が固まったと思います。確認申請は提出されたのかどうかはまだわかりませ

んが、改めてこの設計とか改修計画のことについて、進捗状況とあわせて、その改修

計画の具体的概要であります。先ほどの村長の話では、浴室の改修とか中広間のこと

とか、１階さくらの改修とか、２階客室の改修、それからリフォームとか上がってい

るのでありますが、その具体的概要について伺いたいんであります。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   改修内容につきましては、全員協議会でも既にご説明申し上げたかと思いますが、

１階の中広間の改修としまして、先ほど村長が答弁したとおり、畳敷きをフローリン

グにかえる。それから、１階に、東側のほうに客間がありますが、段差があるという

ことで、その室内の段差を解消して和洋室に改修する。それと、１階の浴室、お風呂

が狭いというのと洗い場のシャワーが浴室のほうに来てしまうというような、そうい

った苦情等もございますので、それらを解消するために、浴室の拡張と洗い場の位置

等を検討して、直接お風呂のほうに向かないような方法もあるようでございますので、

それらの位置の変更の検討。それから、２階の客室、トイレのない４部屋がございま

す。これはもう何度も申しておりますが、申し込み状況が非常に思わしくないという

ことで、４部屋を２部屋に拡大して、それぞれ和洋室にするということでございます。 

   そのほかについては、屋根、外壁の改修、それから、大分長い間経過してございま

すので、大広間のクロスの張りかえとか、あと先ほど言った、今現在、低いテーブル
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に座布団で使用しているということで、それらを高さが変わるテーブルなり椅子を利

用設備として考えていきたい。 

   設計関係の進捗状況につきましては、５月９日に６社で指名競争入札しまして、本

宮市の有限会社真島建設設計事務所が落札をしてございます。契約をしまして、契約

の期間については、９月３０日までに設計は完成させてもらうということで、それ以

前に進むことがあれば、できるだけ早いうちに発注をしたい。ただ、お客様の都合も

ございますので、９月に発注できるように今進捗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） ご丁寧にありがとうございました。その中で、ちょっと何点かだけ

伺っておきます。 

   これ、改修後の収容可能数といいますか、宿泊の収容の人数はどんなふうに今度変

わっていくのか。 

   それから、中広間の研修室の活用と伺いましたが、これについても収容人員と、こ

れは客室とか宴会場としても活用可能なのか。それから、ここにも音響設備などの設

備を入れるのか。その辺、改めて伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   中広間の関係につきましては、当然会議等でさまざまな機器を使用しますので、音

響設備等も検討していきたい。 

   それから、全体の客室数でございますが、ちょっと今現在細かい数字は手元にござ

いませんが、先ほど言いました２階の４部屋、今まで畳敷きで、多分４人ぐらいは宿

泊できている状況だと思うんですが、合わせると当然、２部屋を１部屋にしますので

８名というような形になりますが、今回、洋室を設けているということで、高齢者の

方はベッドがいいという希望もありますので、ベッドの場合、その部屋に４つ入れる

ことはちょっと不可能なので、洋室の場合はベッドが３つということで、和室は今ま

での広さなので、若干宿泊の人数は減るかと思いますが、若干の人数は減少するとい

うようなことで、ベッドが導入されますので利便性は上がるというふうに考えており

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） 大変すみません、答弁漏れがございました。 

   １階の中広間につきましては、先ほど音響施設の話もしましたが、今後につきまし

ては、会議のみでなく、当然宴会にも使用できるように、カラオケ等もそのまま整備

しておきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） はい、わかりました。改修計画については、大体の理解はいたしま
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した。 

   次に、経営改善に向けての具体的方策ということで伺いたいんでありますが、公設

民営化、その話も伺っています。その経営改善について、改めて伺いたいんでありま

すが、公的機関が宿泊業を運営する難しさはこれまでも理解してございますが、さら

に、それに公設民営化、また大変な状況が考えられるんではないかと思っております。 

   ３月の議会でも一般質問では、人事刷新も踏まえた経営改善を求めたところでござ

いますが、そして早速のこの事業計画の提案でありまして驚いているのでありますが、

改めて公設民営化、そして経営改善に向けての具体的方策を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   公設民営についてのみ答弁させていただいて、あとは部長のほうから。 

   公設民営につきましては、今回、私が立候補するに当たって唐突に出たものではな

くて、平成１０年に役場の中で公設民営検討委員会という、委員会というか、企画調

整委員会という課長と係長の会議がありまして、その中で、役場の施設の中で公設民

営化をすべき施設は何かという検討をしまして、その中で、それを村長に答申をした

ということでございますが、その検討の中でアットホームとかテニスコート、それか

ら村民プール、そういうお金をいただいてサービスを提供するような施設については、

やはり直営ではなくて公設民営化を進めるべきであろうという結論に達しておりまし

た。ところが、なかなか公設民営化が進まないできたと。 

   ところが、周りの町村を見ますと、ほとんどもう福島県内も直営でやっているとこ

ろがありませんし、直売所を直営でやっているのは大玉のみだということで、直営の

限界が来ております。宿泊施設、温泉保養施設についても、福島県内の施設は全て指

定管理で公設民営になって運営をされているということですから、大玉村が特殊なも

のではなくて、大変公設民営化がおくれていたということですので、これをしっかり

と公設民営化の目的を明確にしながら、サービスの低下にならないように、経費の増

にならないように進めていくということで、今回１つ目の公設民営を実施したという

ところでございます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんに、アットホームおお

たまのほうの経営改善に向けての具体的方策ということでのお尋ねでございますが、

答弁申し上げます。 

   アットホームおおたまにつきましては、平成２６年度にコンサル会社に委託をいた

しまして、中小企業診断士の経営診断をいただいて、改善のための提案を頂戴してい

るところでございます。 

   それぞれの部門について、宿泊部門については稼働率を上げる。あるいは食堂部門、

休憩部門、入浴部門については、施設の改修の必要というふうな部分についても含ん

で提言、改善点をいただいているところでございます。 

   今回の改修事業に伴いまして、施設の部分について一定の改善が図られるというふ
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うなことでございますので、これらを千載一遇の機会といたしまして、これらいただ

いております提案について、もう一度内容についてよく精査をしながら、さらにイベ

ント企画、あるいは地産地消の推進、何よりも従業員の意識改革等を進めながら経営

改善を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   さらに、今ほどお話にも出ておりますが、今回の改修事業に伴いますソフト事業の

中で、地産地消によるメニューづくり、こういったこともコンサルによる提案の中に

含めたいというふうに考えておりますので、これらも含めて経営改善に向けて進んで

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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   もちろんこの改修の企画の中には、経営改善に伴う経営母体を明確な方針にして、

ただ、改修と同時進行的に示していただきたいということであります。要するに、公

設民営化に向けても、この改修とあわせてしっかりした説明責任を果たしていただき

たいということが、これは要望でございます。 

   宿泊施設の運営については、ある程度パターン化しておりますので、接客にはちゃ

んとした心が伴えば心配はありませんが、問題は、やっぱり特徴のある料理といいま

すか、献立に尽きます。 

   公設民営化で新たな取り組みとかさまざまな工夫も可能になると思われます。改め

て、その公設民営化に期待するというところでございますが、その辺の覚悟といいま

すか、指定管理に委託する、その方針については、今伺った言葉の中に尽きるのかな

と思います。 

   ただ、過日の質問でも申し上げましたが、大玉村、日本一の牛肉の生産地でもあり

ます。そしてまた、近隣の市には日本一のお酒もございます。酒の仕入れとか何かも

もう少し弾力的に、せっかくのそういう特産が生かされるような、そういう企画の中

でしっかり取り組んでいただきたい。アットホームおおたまならではの特別メニュー

があってもいいんじゃないかと思います。それらを含めまして、リニューアルされた

アットホームおおたまの再開にご期待を申し上げまして、この項目の質問は終わりた

いと思います。 

   次に、おおたま村づくり株式会社の運営状況、あわせてあだたらの里直売所、お食

事処たまちゃんの営業状況を伺うということで質問申し上げます。 

   公設民営化の基本方針のもとに、おおたま村づくり株式会社が発足して何カ月たっ

たんでしょうか。１月２９日に基本協定が締結され、４月２８日にはあだたらの直売

所、それからお食事処たまちゃんともどもグランドオープンを迎えることができ、そ

れぞれ盛況ぶりが伝えられておりまして、大変喜ばしい限りと存じております。当局

の努力とおおたま村づくり株式会社の頑張りに対し、深い敬意と感謝を申し上げると

ころであります。 

   さて、経過した公設民営化事業について、改めて状況確認の意味でもろもろ伺って



 

- 36 - 

 

まいります。 

   まず、おおたま村づくり株式会社の運営状況について伺いたいんでございます。 

   先ほどの質問もございましたので、詳細を伺うつもりはございませんが、月次業務

報告などから感じられる民営化の成果など、報告義務の範囲内で、実情といいますか、

どのように当局で捉えておられるのか。あわせて、関連しますので、あだたらの里直

売所の営業状況や発足間もないお食事処たまちゃんの営業状況について、これは感想

でも結構でございます。答えられる範囲で結構ですので、お伺い申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、村づくり株式会社に委託をしておりますあだたらの里直売所、お食事処たま

ちゃんの運営状況ということにつきましては、先ほど３番議員さんにお答えをさせて

いただきましたので、こちらのほうをもってかえさせていただきたいと思います。 

   また、こちら委託先のいわゆる直売所、あるいはお食事処につきましては、月次報

告という形でいただいてございますが、おおたま村づくり株式会社本体の運営状況と

いうものにつきましては、これは会社のほうが責任を持って運営をしているというこ

とでございまして、その内容につきましては、後日開催されます株主総会において示

されるというふうな内容でございますので、こちらのほうをお待ちいただきたいと思

いますが、現時点におきましては、直売所、それからお食事処たまちゃんにつきまし

ても、ほぼ順調な滑り出しをしたんではないかというふうに考えてございます。 

   なお、株式会社、それから委託先につきましても、まだこの体制になってから日も

浅いということもございますので、運営等につきましては、十分協議をしながらにな

りますが、状況の推移を見守っていきたいというふうに考えているところでございま

す。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   協定の中で、事業計画などについては、これは提出されておられるんでありますが、

その協定のことの中身で、事業計画とか人員配置計画とか収支計画について、確認な

んですが、閲覧は可能なのか、情報公開の範囲なのか。それを改めて確認の意味で伺

っておきます。 

   それから、その中で、協定の中でも、前で質問すべきだったんですが、個人情報保

護とございますが、これはどのような場合を想定されておられるのか、伺っておきま

す。 

   それから、１点、私はそれを理解していないんでございますが、この村づくり株式

会社の中の組織図の中で、直売所店長、食堂の店長はわかるんでございますが、産業

振興センターの所長というのが改めて位置づけされているんですが、これはどのよう

な関連でなっているのか、それだけ、理解しておられましたらお伺い申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 
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○副村長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。 

   産業振興センター所長の位置づけでございますが、あそこは指定管理契約の中で、

直売所それから食堂以外にも、広場とか、周辺の駐車場とか含めて、施設全てを管理

すると。施設全てについては産業振興センターという、そういう位置づけの中で、ど

うしても全てを総括する責任者がほしいということで、現在、産業振興センター所長

というような名前で従業員の中から任命しております。直売所店長と兼務というよう

な形になりますが、そういう形で現在行っております。 

○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（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   基本協定の中にあります情報公開の範囲というふうなことでございますけれども、

議員ご指摘のように、個人情報保護につきましては、基本協定第３８条に基づくもの

でございます。これにつきましては、いわゆる大玉村個人情報保護条例及びその他の

関係法規についての遵守を求めているものでございまして、個人情報、これら協定の

履行に関して知り得た個人情報の内容というものでございますので、例を挙げますと、

直売所を運営する上で個人ごとの、例えば住所、氏名はもちろんでございますけれど

も、売上金額等々についてということも、当然業務を遂行する上で知り得る個人情報

というふうなことに当たるのではないかというふうに推定をしてございます。 

   これらについて、情報公開については、３９条において、ただいま説明をいたしま

した３８条に規定する個人情報に関するものを除き、保有する情報の公開を図らなけ

ればならないというふうに定めてございますので、これにつきましては、そのように

ご理解をいただ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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   今回総会がございますので、第１回定期株主総会資料が、私も会員であります、届

きました。その資料から、第２次の事業計画案も出ております。基本方針、それから

事業概要から目的、そして運営内容について確認を申し上げましたが、公設民営化の

理想ともいえる、私は、運営と評価しております。大変ご苦労さんでございました。 

   今後もさらに発展していくこと、おおたま村づくり株式会社のさらなる発展と繁栄、

大きな期待を申し上げまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございまし

た。 

○議長（遠藤義夫） 以上で５番押山義則君の一般質問を打ち切ります。 

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

（午前１１時３８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 引き続き一般質問を許します。 

   ６番武田悦子君より通告ありました「子育て支援のより一層の充実について」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点について一般質問を行います。 

   初めに、「子育て支援のより一層の充実について」質問をいたします。 

   全国的に人口減少が進み、子どもの数も減ってきています。４月１日現在、１４歳

未満の子供の数は、県内では昨年同期より４，６４７人減少し、２１万７，３３１人、

人口に占める子どもの割合は県平均では１１．８％。全国でも１７万人減少し、割合

は１２．３％となっています。全国的にもこのような状況の中、大玉村では人口がふ

え、子どもの数は昨年より３５人ふえており、県内では最も多い増加数でした。人口

に占める割合も１４．３％で、県内ではトップです。これは、これまでさまざまな施

策に取り組んできた結果であり、特に子育て支援の施策は内外に誇れるものだと思っ

ています。しかし、子どもの数がふえてうれしい反面、課題も多くなってきているの

ではないでしょうか。 

   そこで、大玉村の放課後児童クラブについて質問いたします。 

   この放課後児童クラブは、総合福祉センターさくらが開所してからはさくらで、そ

の前は小学校ごとに分かれて行われてきました。ほかの自治体と比較しても早い時期

からの事業だったと思っております。その児童クラブですが、年々利用数がふえてき

ています。現在の利用数は、行政報告にもありましたが、１９８人ということですが、

小学校ごとの利用者というのはどのようになっているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   放課後児童クラブ、６月での１９８名ということで行政報告では報告しております

けれども、４月１日現在の状況になりますけれども、大山小学校では７８名、玉井小

学校では１２４名、４月１日時点では２０２名ということでした。 

   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。 

   ４月１日現在では２０２名だったということで、玉井、大山と比較しても玉井のほ

うが多いのは、人口そのもの、子どもの数そのものが玉井が多いことからこのような

数字なのかなというふうにも思っていますが、この現在の利用者数、この数字、これ

はこの児童クラブとして適正な数であるというふうに私には思えないんですが、児童

クラブの適正な数というのはどのような数字なのかお伺いをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   児童クラブの定員ということで、１２０名と定めております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 



 

- 39 - 

 

○６番（武田悦子） 定員が１２０名ということからすれば、１９８名というのははるか

にそれを超えているわけでありまして、今行われている児童クラブでは、学年によっ

て分けているという話も伺っておりますが、いかんせんこの施設がさくらで行われて

いることでありますので、幾ら中で学年ごとに分けようが何しようが、決まったこの

施設の大きさに対応できるだけの子どもの数ではないのではないかというふうにも思

いますし、職員を幾らふやしても、子どもが多いということは、それだけ死角になっ

て見えない部分が出てくるのかなというふうにも思っております。今後、放課後児童

クラブ、根本的にこの問題を解決する、どのようにこれを考えているのか、この方向

性について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほど、定員を超過した児童が登録されているということですけれども、常時クラ

ブに通う子どもが１２０人から、多いときで１４０名ということではございますけれ

ども、登録数からすればかなり増加傾向にもありますし、定員をオーバーしていると

いうような状況でございます。 

   ５月から、関係部署が集まりまして、放課後児童クラブの運営に関する検討会とい

うことで検討を始めております。それで、検討会第１回目は５月２４日に開催しまし

て、その後６月８日に他の児童クラブを視察して、ほかの児童クラブの状況等も見な

がら今後検討していきたいということで、現在検討中でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 検討会が行われているということでございますが、これはいつごろ

その検討会の結論というものが出されるのか。検討していくだけではいつまでたって

も同じ事の繰り返しだなというふうに思っておりますので、いつごろまでに検討会の

結果を出して、それに伴ってどういう形で進めていくという結論は、どの時期に示さ

れるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、今の児童クラブの問題点とか、あと、今ある施設を利用した場合のどういう

利用が可能かとか、そういった検討を進めているところでございますけれども、早い

時期にこれは結論を出さないといけないというふうに思っておりますし、来年度に向

けて検討をして、来年度から始められるように検討を進めていきたいというふうに考

えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 次年度から、ぜひ子どもたちが健やかに放課後の時間を過ごせるよ

うな施策をとっていただきたいというふうに思っております。期待をしております。

よろしくお願いをいたします。 

   次に、子どもたちの数がふえてくるということ、これは問題を抱える世帯、これも

ふえてくるということではないかというふうに思っております。 
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   この４月から、保健センターでは子育て世代包括支援センターが始まりました。妊

娠期から子育て期までのさまざまな相談に応じることができるワンストップ窓口とい

うことでありますが、保健センターでは、もっとさまざまな方のさまざまな相談に応

じていく場でありまして、さらには健診なども行われる施設となっているというふう

に理解をしています。さらには、現在保健センターには保健師のみが勤務をしており

ますが、子育てを包括的に支援するということになれば、この子育てという部分に関

すれば、栄養士、保育士、社会福祉士、児童福祉士、このさまざまな職種の専門の知

識を持った皆さんがかかわるべきではないかというふうに思っております。これらに

ついてはどのように考えていらっしゃるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 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、子育て世代の包括支援センターということで、４月から保健センターのほう

に開所させていただいております。 

   今現在については、担当の保健師を中心に、保健師さんがある程度対応していると

いう中で、場所的には保健センターで行っておるわけなんですけれども、担当係とい

うのはそれぞれありますので、役場の本庁舎にいる担当も当然のようにかかわらなく

てはならないというような状況にございますので、単に保健センターの保健師さんが

全て対応しているということではなくて、従来どおり資格を持った担当もおりますし、

そういう中での運営を行っているということでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 以前から子育て支援センターというお話ございました。私もこの議

会の中で何度か取り上げてきましたが、これまで財政的な面から、今すぐは難しいと

いうお話を何度も伺ってきました。それは大変よくわかることではありますが、やは

りこの子どもたちの問題についてしっかりとした支援をする、そういう場、ここはい

つ行っても自分たちが安心して過ごせる場所なんだというような子育て支援センター

がやはり必要ではないかなというふうに思っております。 

   この子育て支援センター、大玉村の子育て世代の全てを支援をしていく、この人的

なもの、施設の問題、さらにはどのような機能を備えた施設であるべきか、これを今

すぐ建設することができないとすれば、しっかりとした構想を持って、どういう形が

いいのか、仮に先ほど来アットホームのお話あったように、急に補助金というお話に

なっても、すぐに対応ができるようなしっかりした構想をつくり上げていく、このこ

とが大事なんではないかなというふうに思っておりますが、この点に関して村長の見

解を伺います。 

○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。 

   子育て支援センターの新しい建物とかそういう施設ということについては十分認識

しているところでございますし、そのセンターの中身についても、どういうものがい

いのかというような検討もこれから進めるということで、必要なのは財源、その財源、
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今現在は活用できるようなそういう補助事業等がございません。そういう中ではござ

いますが、補正予算とかそういった部分で急にこういう事業があるというようなこと

も予想されますので、この部分については即対応できるように、年度内には基本設計

程度のものは早急につくり上げまして、いつでもそういった事業があれば対応できる

ような体制をとってまいりたいというふうには考えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） しっかりとした事前の準備というものを進めていっていただきなが

ら、その中でまたいろんな課題も見えてくるのかなというふうに思っておりますので、

年度内には基本設計も進めていくということでありますので、ぜひお願いをいたした

いと思います。 

   この項目最後となります、子どもたちの遊び場の問題でございます。 

   いろいろな場所に子どもたちの遊び場としての施設が設けられております。特に原

発事故以降、屋内の遊び場ということであちこちにつくられてきております。本宮市

であるとか二本松市であるとか、かなりあちこちに規模の大きなものもできていると

ころであります。村内の方もいろんな施設に出かけていらっしゃるというふうなお話

も聞かれております。また、これから暑い時期になりますと、本宮市のみずいろ公園、

水の周りに子どもたちの姿がたくさん見られるようになります。 

   これまでも、子供議会、女性議会、さまざまな機会でこの公園の設置についてとい

う要望が出されてきたように思っております。原発から７年以上が過ぎて、やっぱり

子どもたち、運動の面であるとかそういう点からすれば、外での遊び場の確保という

のも重要なことになってくるのかなというふうに思っております。元気に遊び回れる

施設、これはやはり子どもたちの健全育成に大きな意義があるのかなというふうに思

っております。 

   遊び場を新たに、ただ単純につくるというだけではなくて、ふれあい広場の芝生の

部分の活用でありますとか、既存の施設の利活用、これも考えながら、どんな設備が

求められているのか、これらのことも把握をしながら、利用度の大きなもの、より有

効的に使い勝手のよいものが求められるのかなというふうに思っております。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。 

   子どもの安心して遊べる遊び場というようなことでございますけれども、村では、

村内の屋内運動場等を整備したり、また、ふれあい広場というようなことで芝生、そ

れから各学校、幼稚園等、保育所でもそうですが、芝生等を整備して、子どもたちが

安心して遊べる環境づくりということで努めておるわけですけれども、それにあわせ

てということではございませんけれども、支援センターの建設も検討したい、それに

あわせてそういった遊び場についても検討しながら、今年度中にはある程度のそうい

う構想的なものは検討していきたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 
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○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   子どもたちの健やかな成長、これは大玉村の今後にとっても大変重要なことであり

ますし、大玉村を選んで住んでいただいている皆さんの期待に応える上でも、とても

大切なことだと思っております。しっかりとした政策を進めていただくこと、これを

お願をいしながら次の質問に移ります。 

   「地域産業の振興について」質問いたします。 

   大玉村の主産業である農業は、減反政策や次々に拡大された農産物輸入自由化の拡

大、ＴＰＰ協定の締結など、農業を国際競争の舞台に引きずる国策に翻弄されてきま

した。加えて、原発事故以降、福島県の農畜産物の価格は低迷し、なかなかもとに戻

らない状況にあります。 

   このような中、村で取り組んでいる農業機械購入への助成やビニールハウスへの助

成、大変有効的に使われていると思っておりますが、これまでどのぐらいの事業が行

われてきたのか、年度別に実績を伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   農業機械等共同利用整備事業につきましてでありますが、平成２７年度から事業を

開始してございます。これまでに７１件というふうな執行でございますが、年度別に

申し上げますと、平成２７年度が２０件、平成２８年度１５件、平成２９年度２０件、

３０年度２０件というふうな内容でございまして、全て執行してございます。内容に

つきましては、主にコンバイン、あるいは田植え機、そういった共同利用が可能なも

のというのが多くを占めてございます。また、トラクター等については代かきハロー

の大規模化、そういったものに対応するものというふうなことで利用が図られている

というふうな内容でございます。 

   ビニールハウスの事業につきましては、直売所において端境期等の出荷を促進する

ものということで、２６年度から事業を開始してございます。年度別に申し上げます

と、２６年度３件、２７年度７件、２８年度２件、２９年度４件、３０年度７件、計

２３件というふうな内容でございます。主な作付予定作物というふうなことで、ホウ

レンソウ、それから春菊、そういった葉物を中心としまして、特に冬場の直売所等の

出荷というふうなところで事業の成果が出ているかなというふうに考えてございます。 

   これらの事業の成果の確認につきましては、実績をいただく際に、日報、あるいは

写真等の提出、それから直売所の出荷証明書というふうなことを添付いただくと同時

に現地の確認等をさせていただきまして、成果の確認をさせていただいているという

ふうな状況でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 機械で７１件もの件数が行われていると。大変有効な施策かなとい

うふうに思っておりますが、これはいつまでの期間行われるのか。ずっとというわけ

ではなかったように記憶しておりますが、いつまでの期間でしたでしょうか。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   当初は５年間の時限で行うと、３年で見直しを行うということでおりました。最初

の３年間は３分の１助成、上限はありますが。それから、あとの２年、３０、３１年

度については４分の１。５年で終わるかというのは、その時点で検討させていただき

ますが、現時点では状況を見て、必要があれば５分の１程度に補助率を下げて必要な

時期まで継続をしていくようになるかもしれないというのは、やはりその成果をよく

見きわめなきゃいけないということですので、５年目によくその辺については検討し

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） ６番。 

○６番（武田悦子） ５年目で検討していくと。５年目というのは来年度でということで

すね。来年度で検討していくようでございますが、これはこれで続けていっていただ

ければ大変ありがたい施策なのかなというふうにも思っておりますが、反面、機械が

壊れてしまえばもうやらないというような声も多く聞かれております。機械をだまし

だまし使いながら、いかに長くもたせて農業を続けていくか、こういう現状にもある

のかなというふうに思っております。機械を修理をする、この部分にも補助があれば、

実は二本松市では今年からそれを始めるというお話を伺っております。なので、修理

の部分に補助があればいいのかなというふうにも思っておりますが、この点について

はどのようにお考えでしょうか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   修理をするか、それとも中古品を、共同購入については新品というふうには言って

おりませんので、安いものを、中古品を共同で購入するということも視野にあります

ので、修理と中古品を買ったときの金額等の比較も含めて、ただ、今言ったとおりと

いうと変ですが、修理についてはちょっと現時点では考えておりませんでしたので、

今年度、それについて来年度からどういうふうにするか、二本松の事案も含めて検討

させていただきます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ぜひ修理の部分についても検討していただいて、ぜひ大玉村でもや

っていただければなというふうには思っております。 

   この大玉村、農業ばかりではなくてさまざまな産業ございますが、今どの分野でも

大きな課題となっているのが後継者の問題ではないかというふう思っております。こ

の後継者の問題をどうやって解決をしていくのか。自己責任、自分たちでどうにかし

なさいと言うだけでは解決できない問題というのがたくさんあるんではないかという

ふうに思っております。行政が支援をすることで何かしら解決の道筋が見えると、こ

のようなこともあるのかなというふうに思っておりますが、これらについてはどのよ

うなお考えをお持ちか伺います。 
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○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   農業、商工業にかかります後継者の課題というふうな部分でございますけれども、

行政が行う農業の後継者対策という観点から申し上げますと、今後、農地中間管理機

構を通じて意欲ある農業者、それから大規模農家への集積、集約というふうな形を通

じた後継の確保というものが重要になってくるものというふうに認識してございます。

したがいまして、今後、村内に対する機構の周知と、それから集積、集約について検

討を進めてまいりたいというふうに行政の役割として考えてございます。 

   また、農業、商工業ともに、後継の部分でのＩターン、またＪターンというふうな

定住を促進、あるいは受け入れ、研修体制を充実していくというふうなことによりま

す後継者の確保というものも極めて有効であるというふうに考えてございますので、

これらについても関係機関等と連携協力しながら、検討してまいりたいというふうに

考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 農業については、目に見える形で後継者の支援であるとかというの

が見えるんですが、商工業については、なかなか後継者の支援というのが目に見える

形になっていないという部分もあると思います。今今もう店を閉めるとかという話も

聞きますし、もう跡継ぎはいないんだというような話も聞きます。実際、その店がな

くなれば、やはり周りの皆さんは困るということにもつながりますので、その辺もい

ろいろな検討をしていただいて、村ででき得る支援はしていただきたいというふうに

思っております。 

   次に、地元の工務店の皆さん、この地元産業の振興策として平成２６年度まで行わ

れてきました住宅リフォーム助成制度、リフォームを希望している方や村内の工務店

等々にとっても、とても有効な制度だったなというふうに思っております。２６年度

で終わったわけですが、ある程度、ある一定程度の成果は果たしたということで

２６年度で終わったというふうに聞いておりますが、それ以降もリフォームを希望さ

れる方いらっしゃるんではないかというふうに思います。ぜひ復活をしていただきた

いというふうに思いますが、これらについての考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   住宅リフォーム助成制度についてでございますけれども、議員ご指摘のように平成

２３年度から２６年度まで実施をしてきたところでございます。利用実績につきまし

ては、平成２３年度１０６件、２４年度が７１件、２５年度１７件、２６年度は

１１件というふうな実績でございます。この事業につきましては、良好な住環境の整

備、あるいは地域経済の活性化、さらには震災からの復旧というふうな視点におきま

して、大きな役割を果たすことができたんではないかというふうに認識をしてござい

ます。 
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   この制度につきましては、需要が減ってきたというふうなことで事業を廃止したと

ころでございますけれども、復活につきましては、要望が多々あるとすれば、また検

討をさせていただきたいなというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ぜひいろいろな方からご意見等々聞いていただいて、復活について

検討していただきたいというふうに思っております。 

   この住宅リフォーム助成制度、これは、以前のものは個人住宅が対象というふうに

なっていたと思っておりますが、このリフォームをしたいというのは、個人住宅だけ

ではなくて商工業者、お店の部分であったりというのも同じなのかなというふうに思

います。店舗をリフォームすることでいかに集客につなげるか、こういうことも思っ

ていらっしゃる事業者の方も多いんではないかなというふうに思っております。 

   これも二本松市の話で恐縮ですが、二本松市では、店舗等の改装、改修、店舗等と

一体となって機能する備品の購入に対して補助事業というのが行われています。お店

の看板であるとか、椅子、テーブル、ショーケース、このようなものにも補助がある

ということであります。これらについても、ぜひ大玉村で取り組んでいくべきではな

いかというふうに思いますが、どのようにお考えか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   二本松の事例があるということですが、各市町村によって商工業を取り巻く情勢が

違いますので、大玉の場合には大変小規模で、継続することはなかなか現実的に難し

いという中で、リフォームをする方が出るかどうかという問題も含めて、商工会のほ

うと、その辺については十分に懇談をしてまいりたいというふうに考えています。 

   それから、それぞれの市町村のお金のかけ方の違いというんですか、大玉の場合に

は商工会本体のほうに多額の助成をし、それからスタンプ会とか商品券等で多額の助

成をしていますので、全体に対しての支援という形は、最終的には個々の商店に対し

ての支援というふうになっていますので、その支援の内容については決して負けてい

るような状況ではないなというふうに考えておりますが、先ほど言ったように、商店

自体のリフォームにそういう要望があるとすれば、商店を残すことはこれからの超高

齢化社会に向けて非常に大切なことですので、その辺については商工会と話し合いを

させていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ぜひ話し合いを進めて検討していただきたい、ぜひ実現をさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

   最後の質問に入ります。原発事故についてです。 

   この一般質問の通告をした時点では、東京電力福島第２原発の廃炉については明確

になっておりませんでした。６月１４日、東京電力がようやく福島第２原発全基廃炉
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を検討すると表明をいたしました。東日本大震災原発事故から７年３カ月、本当によ

うやく廃炉という文字が見えてきたと、ようやくここまで来たという思いを持ってお

おります。県民の思い、県内５９市町村議会、県議会も再三廃炉を求めてまいりまし

た。それは、各首長も同じ思いだったのではないかというふうに思っております。よ

うやく廃炉の方向に向かったとはいえ、事故による影響が消えたわけではありません。

いまだに実害を伴う風評被害はありますし、除染作業も全て終わってはいません。 

   今、村内各行政区ごとに行われている村政懇談会でも、原発事故に関する質問や意

見も出されたのではないでしょうか。私が出席した８区の懇談会でも道路除染のこと、

放射線量測定のこと、中間貯蔵施設への運び出しなど、いろんな話が出されました。 

   このような状況にあるにもかかわらず、村内さまざまな場所に設置されている放射

線量を測定するモニタリングポストを撤去するという話があるようですが、具体的に

はどのような形で行われようとし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。 

   まず、撤去に係る経緯ということですけれども、２８年２月１０日に、原子力規制

委員会におきまして、原子力規制庁から環境放射線モニタリングの見直しについての

報告、そういうものを受けまして、リアルタイム線量計のシステム測定について、今

後は避難指示とか避難区域市町村を中心に継続する方針というのが、原子力規制委員

会から了承されたということで、必要な見直しを行うということになったところです。 

   今後はどういうふうになるのかということなんですけれども、線量、これ十分に低

く安定している地点を対象に、原則、線量の低いものから撤去するというような考え

方でおるようでございます。３２年度末をめどに撤去を完了させたいというような内

容でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 原子力規制庁からそういうお話があったと。このことに関して、村

は、はいそうですかというふうにお話を承っただけなんでしょうか、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。 

   村としましては、住民の安心・安全、これを第一と考えまして、一方的な撤去、移

設は開始されない、させないというような考え方ではございますが、それにつきまし

ても、住民説明会、こういうものも開催していただかなければ困るというようなこと

で、現在、国主催の住民説明会を要望して、日程の調整中というようなところでござ

います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 国に幾ら言ってもだめだということなんでしょうかね。 

   このモニタリングポストあることで、数字が見えることで、不安が余計高くなるん

だという方もいらっしゃいますし、数字であらわされることで風評被害がいつまでも

なくならないんだなどという話をされる方もおりますが、このモニタリングポストそ
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のものをなくすということは、原発事故そのものが私たちの前からなくしたいという

思いが、国、原子力規制庁にはあるのかなと。私たち自身も目の前からなくなれば、

何となく忘れてしまうようなことにもつながりかねないのかなというふうに思います。 

   このモニタリングポストそのものが、私たちがあのときのあのことをしっかりと忘

れない、そのことと同時に、あの数字を見て、この数字ならまあまあかなというふう

な思いを感じながら、福島の安全宣言、復興宣言、これはやはり国の責任でしっかり

と行うべきものだというふうに思っております。国がしっかりと復興したと、復興で

きたと、これまで、このモニタリングポストは運用されるべきというふうに思います

が、村長の考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   置くことに対しては賛否があります。今言ったように、もう十分に低くなっている

ので、かえってそれを見ることによって、それから外部から、原発に被害に関係ない

地域から来たときに、ここは汚染されている場所なんだなというような、再びのそう

いう風評被害をいつまでも続けてしまうというようなことで、撤去すべきというよう

な意見もありますし、今、福島等で行われている運動、存続してほしいという運動は、

今の線量は十分に下がったけれども、今、原発の廃炉中なので、廃炉中にもし何らか

のトラブルがあって放射線が空中にまた改めて噴出したときに、ポストがあればその

辺のことがすぐわかるということで、やはり不安を解消するためにも残してほしいと

いうような意見と、両方の意見がありますので、国の説明会をよく聞いて、それから

住民の皆様のご意見等を聞きながら、最終的には判断をしていきたいというふうに考

えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 住民説明会を開き、それぞれ国からの説明を聞いた中で、その上で

住民がやはり設置すべきだと、どうしても残しておくべきだというふうになれば、村

は国の方針には、逆らってという言い方はあれですが、置くという決断を村ができる

ということでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   それは総合的に勘案してということになろうと思います。他市町村の状況もありま

すので、大玉村のみがどうしても撤去させないということで、行政が最後まで抵抗で

きるかどうかというのは、今現時点では何とも申し上げることはできないということ

です。国が設置したものを国が持っていきますよということに対して、例えば法的に

もそれをだめだということで阻止できるかどうかということについては今後の情勢を

見ながら対応していきたいと。 

   ただ、今言ったように、原発がまだ撤去中だと、廃炉中だという条件、そして日々

やはりある程度は出ているというような、不確実な情報で申しわけありませんが、そ
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ういうこともちょっと聞いていますので、その辺も含めると、福島県全体の動きとい

うものも見きわめながら判断をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ３月議会でもお聞きいたしました、二本松で除染により発生した汚

染土壌を道路の路床材として使うと。３月議会では、村長は大玉村では行わないとい

う答弁もいただいております。二本松市でも住民から事業に対する反対の声が出てお

りまして、いまだに事業が行われていないという現実がありますが、そんな中であり

ますが、環境省は、飯舘村で汚染土壌を再利用して園芸作物用の農地の造成工事に利

用すると、この秋にもそれを進めるというような話があります。これらについては村

長はどのようにお考えでしょうか、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。 

   飯舘村の関係ですけれども、村から環境省に要望したというようなことで、一定程

度放射線濃度が低いものに分別をしていただいて、その低い土壌を再生利用すること

で周りの濃度を下げるというような、そういう考え方があるようでございます。結局、

飯館村がこれから前に進むための一つの取り組みというような形で行うものというふ

うに伺っております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） もちろん飯舘村は大玉村とはまるっきり違う状況にありますし、除

染の状態、これも全然違うものがあると思います。しかしながら、原発事故から７年、

まだまだ７年であります。まだまだ風評被害が続いていますし、現実に被害もありま

す。農産物、農畜産物の価格、これは風評ではなくて実害だというふうに思っており

ます。そしてこの線量の問題、いまだに自宅に埋まっている、そのような中で暮らし

ている、さまざまな思いを抱えて私たちは日常生活を送っているわけであります。 

   東電が廃炉を検討すると、廃炉の検討には入ったとはいえ、事故の原因、その後の

状況、これも何も私たちには明らかにされていません。廃炉までの道筋もこれからの

話でありますので、もちろん何も見えない状況であります。本当の意味での復興に向

けてどのように取り組んでいくか、そういう意味では廃炉への取り組み、これがとて

も重要なことだというふうに思っております。また、原発事故を二度と起こさないた

めにも、首長みずからのこれからの行動、さまざまな形でいろんなところで意見を、

先ほどのモニタリングポストの件もその一つですが、そういうことも含めて、あちこ

ちできちんとした発言をしていっていただく、これがとても重要なことかなというふ

うに思っております。これらについて村長の考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   先ほどの汚染土壌の件については、従来答弁のとおり、大玉村で再利用については

受け入れは決してしないということ、全て、浜のほうには申しわけないんですが、全

部搬出をしていただくということに変わりはございません。 
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   それからあと、あらゆる機会を捉えて、この放射線問題、原発問題については、発

言の機会を得ながら述べていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございました。今後とも、住民に寄り添った形でしっか

りとした政策を進めていっていただきたいと思います。 

   以上、一般質問を終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、６番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後２時３０分といたします。 

（午後２時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「村政懇談会について」ほか

２件の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 議長の許可をいただきましたので、通告いたしておりました質問

を行います。 

   初めに、「村政懇談会について」お伺いをいたします。 

   村長は、これまでも各種の団体等における会合、あるいは総会等々でいろんなお話

はしてきたと思いますけれども、あるいはまた、村長選挙での候補者活動の一環とし

ての村民との対話集会とか、そういうのもあったと思いますけれども、公式に、いわ

ゆる村としての懇談会というのは今回が初めてなのかなというようなことから、これ

らの問題についてお尋ねをいたします。まだ終わったわけじゃありませんので、今現

時点におけるところの今回の村政懇談会におけるところの特徴点などについて、まず

端的にお伺いをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   昨年まで要望のあった区のみの懇談会を開催してございました。本年度は、全区を

対象として、大玉１区から順に開催しているところでございます。区によって、参加

者の数については若干多かったり少なかったりということございますが、意見につい

ては、皆さんから積極的にいただいているところでございます。 

   特徴としましては、当然今まで要望のあったところというのは、事務の要望あった

箇所、いろいろ要望しているところでございますが、それぞれ区を超えての要望であ

ったり、例えば県道の要望、それから企業誘致の話、森林資源をどうやって活用して

いくんだろうとか、それからいろいろ、定年になって農業を始めたんだけれども営農

指導、村のほうでどういった考えをしているのかという、さまざまなそういった建設

的な多くの意見を聞くことができたということで、前回の要望のあった個別の懇談会
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よりは、幅広い意見が出ているのかなというふうな特徴があるかなと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういう幅広い意見があったということでございます。さまざま

な意見、要望、提言、いいものが出されたという中で、村政懇談会の開催の案内チラ

シでは、ぜひ村民の皆さんの声をお聞かせくださいと、こういうふうに書かっている

んですね。そうすると今度伺ったわけですから、はい聞きました、はいそれは、じゃ

どのようにお返ししますかと、こういうことになると思うんですね。それはどのよう

に生かされるというふうに。簡単にお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   さまざまな要望なりを承りましたので、それにつきまして内部のほうで検討し、で

きるだけ早いうちに区長さんを通して、発言者の方にそれらの検討の中身を伝えたい

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） 区長を通してというのもそれも一つの方法だけれども、村政の中

にどう生かしていくかという命題がなければ、こちょこちょこちょっと整理して終わ

りというのでは大した意味がないような気もするのね。 

   そこで、教育長さんにもずっと、多分出ていただいたと思うんですけれども、この

分野については、懇談会でどうこうと簡単にいかない部分の分野で、非常に、それは

なかったのかなと思うんですけれども、ずっと回って印象として、あるいは今後の教

育行政に生かされる何かそういう教訓など、感想などあれば、お願いをしたいと思い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １０番議員さんにお答えいたします。 

   私、今年初めてこういう会に参加させていただきました。大変恥ずかしいことは、

行った箇所の半分近くが初めて訪れた場所だったということです。その中で、いろん

なところ、初めてお会いした人もおりますし、施設の中をいろいろ見ますといろんな

掲示物があったり、その中にその地区地区の特性があったり、あるいはまたその歴史

があったりするのかなというようなことを非常に感慨深く見させていただきました。 

   それからまた、いろんなご意見もいただきました。それから要望もいただきました。

ふだん聞けない方から直接伺ったこと、数は多くなかったんですけれども、その中で

すぐ改善したほうがいいこともありましたので、それは具体的に動いて、例えばどう

いうことかといいますと、ある学校で子どもたちの送迎をしているんだけれども、保

護者のマナーがどうなんだろうというようなご意見があったものですから、それを学

校を通して文書で各家庭に配布してもらったり、それから、非常にうれしいお話は、

朝、畑仕事をしているときに、子どもたちから非常に元気な、おはようございますと
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いう元気のいい声を聞いて、それが非常に大きなエネルギーになるみたいなお話を聞

かせてもらいました。これらにつきましては、村を挙げて取り組んでいますあいさつ

運動、小さな親切運動と深くかかわってきますので、関係の方、指導していただいて

いる先生方、あるいはまた保護者の方々に機会を見て、そんなことについて報告とい

うか、お話をして、それをさらに広めていきたいなと、そんなふうに思っております。 

   それから、大玉村が今進めております地域とともに歩む学校、やっぱり地域あって

の学校というようなこと、それから地域と学校が連携を深めていくという教育という

ようなこと、こういうお話し合いの中で出されたことが、やっぱり非常に根っこの部

分にあるんだなというようなことを強く感じましたので、そんなことをモットーにし

ながら、もう一回この大玉の教育をさらに強力に進めていきたいなと、そんなふうに

思ったところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今、教育長さんから、それこそ新鮮なお話をいただきました。あ

りがとうございました。 

   それぞれ参加された幹部の皆さんからも、ご意見なり、これから仕事する上での決

意を伺いたいところですが、時間の都合もあるし、誰がやるかは村長が考えることだ

から、答弁については、それぞれ時間の範囲内で、ひとつお答えをいただければあり

がたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   今回、村政懇談会に参加しまして、感想は本当に、先ほども申し上げたとおり、多

くの方にいろんなご意見、要望を直接聞くことができたということで、貴重な経験に

なったなと。住民に日本一近い村政ということをちょっと感じました。 

   それから、各地区のさまざまな課題について、改めてやはり行政だけではなく、住

民の皆さんに協力してやっていただかなければならないことがたくさんあるんだなと。

村民の方の意見を聞き、やはり職員として創意工夫して、一方通行にならないように、

聞きっ放しにならないように、住民の方とともに村政執行に改めて努めていきたいと

いうふうに感じました。 

   以上です。 

○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。 

   住民福祉部関係では、生活に密着した問題とか要望ということで、もろもろではご

みステーションの補助とか、ごみに対する問題、それから交通安全に関する信号機の

設置とか、あと標識、道路標示の要望とか、防犯関係では、街灯が少ないというよう

なこともございましたし、通学路への設置要望もございました。あと、また高齢者対

策とか、小さい子どもに対する放射線量の心配、それから風評被害の影響、それとま

た、家庭に保管されている放射性物質を含んだ汚染土壌、そういう搬出の時期とか、

そういう生活の中で不安解消とかを希望するような、そういう事柄が多かったという
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ふうに感じております。 

   より身近に直接話を聞くことで、その考え方とか趣旨がわかったというようなこと

もございまして、その要望、あった要望だけの対応でいいのか、その根本にあるもの

の解決が必要なのか、そういう部分もやっぱり考えながら対応していかなくちゃなら

ないというふうに感じたところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   村政懇談会に出席した感想という部分でありますけれども、産業建設部といたしま

しては、道路、水路、あるいは支障木というふうな、さまざまな部分についての要望

をいただきました。改めてこれらが生活基盤としていかに重要であるかを強く認識し

た次第でございます。特に、村道敷の草刈りについてはやはり大きな課題でありまし

て、複数の村政懇談会の部分でも話題として挙げられた部分ですので、現時点でかな

りの部分、村民の方々に、農地の脇というふうなことでお世話になっているような現

状でありますけれども、これからどのようにしていくか十分に検討してまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

   また、農業施策等についても多くの住民の方々からさまざまなご意見を頂戴いたし

ました。これらを受けまして、住民に一番近い行政、あるいは職員としてさまざまな

課題に的確に対応していかなければならないなというふうに感じた次第でございます。 

   また、私自身、着任から２カ月というところでの懇談会出席でありましたので、懇

談会の、特に前には、部内で打ち合わせをさせていただいて、現在どういうふうな課

題があるのか等も含めて、また、後にも、こういったことが出されたというふうなこ

とで打ち合わせを行いまして、これらについて情報を共有しながら検討をしていると

ころでありまして、これらを踏まえて、今後の事務執行に当たっていきたいなという

ふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） １０番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   先ほど、教育長のほうからも村政懇談会の概要ございました。お褒めの言葉もいた

だきました。質問、意見等もいただきました。 

   教育委員会関係の内容としましては、皆さん、スポーツ用具移動するときに、なか

なか重くて大変だとか、あと、ふるさとホールの図書館、狭いというようなこと、あ

とはスクールバスの運行だったり、大山公民館の改修がどういうふうに考えているん

だと、あとはスポーツ少年団の加入率が極端に少なくなっている、そういった部分の

ご意見等いただきました。すぐにできるものについては改善ということになりますが、

そうはいかない部分に関しましては、皆さんからのご意見などをいただきながら、前

に進めていかなくてはならないのかなというふうに考えております。 
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   なお、ふだんいろいろ話を聞けない方からいろんな話を直接伺いまして、住民が主

役、住民あっての村政を改めて認識したところでございます。公平・公正で安全・安

心、住民福祉の向上につながる施策、あとは地域とともに歩む学校、家庭、地域、学

校の連携を推進しなければならないと決意を新たにした次第でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ、部長さんなりから熱心なご意見をいただきました。そ

れらを踏まえて、引き続きしっかりとした村政執行をお願いをしたいと思います。 

   次の質問に移ります。 

   「住宅政策について」であります。 

   ３月議会でもこれらについては、これとかかわりで、村道南町・石橋線の拡幅整備

についてもお尋ねをしたところであります。これは、その地域の周辺の土地利活用に

も基本的にかかわる中身でありますんで、たしか３月議会では、十分に村としてはそ

の意思があるんだということがはっきりと示されたと思うんですけれども、その後そ

れらについての進める方法なり、あるいは状況について、まず最初に、南町・石橋線

の村道、狭隘な村道についての、その後どのように考えられ、あるいは進められよう

としているか、まず最初にその点についてお尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   午房内、馬場、南町というふうな部分の約３ヘクタールの土地利用というふうな部

分でございますけれども、これらの土地利用についてどのように進めていくか、今ほ

どお話がございました石橋線の部分もございますけれども、総体的な土地利用につい

て現在検討を進めているというふうなところでございます。 

   今の時点で、まず土地区画整理事業というふうな形で中に道路を通し、あるいは宅

地を整備しというふうな手法というふうな検討もございますけれども、これにつきま

しては道路、あるいは公園、宅地が整然と配置されるというふうなところでございま

すけれども、約３ヘクタールというふうな広さの中では補助金の財源の確保が見込め

ないというふうなところでございますので、当該地区では、村単独事業で土地区画整

理の手法を使うのはなかなか難しいのではないかというふうに考えておりまして、現

時点におきましては、幹線となる道路、こちらを村で整備して開発を促進できないか

というふうな考え方で検討を現在行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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういう周辺の土地開発なり利用の方法などについては、私も全

く素人なので、どういう方法がいいのかというようなことについては正直なところわ

かりません。ただ、今までみたいな進め方では、いろんな今、プラス・マイナスある

んですね、これ、今非常に複雑な情勢で、手放しでやれやれと言って、後でしたらで
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きないようなことをやったんでも、村としてもしようがないので、そこら辺非常に難

しいと思うんですね。 

   だから、地権者なり、あるいは業者なりが一定程度やりたいと希望をして、それに

ついては村が何らかのそういうそれなりの役割を果たすとか、そういう手法もあるし、

あるいはまた泉崎みたいな方法もあるし、さまざまあると思うんですけれども、そう

いう進むべきプロセスといいますか、そういう段取りについて、どのような方向で考

えているか。 

   なぜそう今言うかというと、どうせやるならば今、この６月から１２月までの間に

一定程度のそれなりの方向性をまとめれば、次に進むのにいい時期ではないかという

ことから、今回お尋ねをしたところでありますんで、やれやれとばかりは言えないと

いうのはいろいろあるんです。 

   先ほども話出ましたが、私も先月１０日ぐらい二本松に通って、さまざま見てきま

した。教育長の住んでいるあの地域から下のほうの体育館、グラウンドの下のあたり

は物すごい整備が、あのパワーコメリの後ろのあたり、マンションもできるわ、もう

物すごい高層アパート、それから安達町の東駅もどんどん開発されてすごいんですけ

れども、逆に根崎とか竹田の、ちょっと入るとまだ小ぎれいなところだけれども、あ

の住宅地、テープでべたっと張ってあって、空き家が相当多いんですよね。だから、

空き家ができていると同時に、新しい、どんどん住宅もまた進んでいるという、何と

いうか非常に難しいですね。人口もふえていないんだけれども、新しいのはどんどん

できて、ちょっとまだまだ入られるところが今度空きになっているという。でも、だ

からってやらないほうがいいぞということにもならないし、そこら辺の考え方という

のは非常に難しいと思うんですけれども、ただ、いわゆる薄黒内、あの地域はやっぱ

り私はそういう開発の方法が、早い時期にできるんであればきちっとやったほうがい

いのかなという、あくまでも素人考えでありますけれども、そういう役場の、そうし

た洗練された皆さんがどういうふうに考えているか、そこら辺も含めて、より進める

という方向ではどのように思っているか、改めてお尋ねいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   プロセスについては、今後の進め方については部長のほうから答弁させますが、ま

ず基本的には地権者の、土地の持ち主の皆様の希望、要望が最優先になるということ

は、これは当然のことだというふうに感じております。既にもう家が建っていたり、

それから小規模な開発があの地域で計画されているというようなこともございますの

で、このままほっておきますと、虫食い状態で利用できない土地が出てきてしまうと

いう心配もありますので、それほど時間をかけてゆっくりと進めるというわけにもま

いりませんので、村としても年内にはそういう方向性を示せればいいなと、地主の皆

さんの意見を聞くような会も当然持たなきゃいけないなというふうに感じております。 

   なお、今先ほど言いましたように、これからの流れについては担当部長のほうから

答弁させます。 
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○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   今後の進め方というふうな部分でございますけれども、先ほど申し上げました幹線

となる道路について、まずどのような形でというふうなことで。今ほど村長のほうか

ら答弁ございましたけれども、住宅は既に建ち始まっている部分ございます。また、

民間業者による開発を計画したい旨のそういった部分もございますので、これらを通

すことによって村の果たすべき役割、あるいは業者さんが宅地整備の中で行う役割、

そういったものを整理して、年内めどに整理をしながら、住民の皆さんにお話をする

機会を設けてまいりたいと、それらを通じて振興を図っていきたいというふうに考え

てございます。 

   また、この土地につきましては、周知の遺跡、いわゆる南町遺跡の上に存在する土

地でございますので、これらを進めていく前提といたしまして、遺跡の確認調査、こ

れらを行うのがまず優先して行うべき事項かなというふうに考えてございますので、

早急に実施できますように、現在所管します教育委員会と調整をいたしているところ

でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれご答弁ありがとうございました。 

   いずれにしても、ずっと総体的にはそういう周辺土地の利活用を促進するというよ

うなための環境的には、外堀は大体、ほぼ進むのかなというふうな印象です。ただ私

が懸念したのは、後々、にしゃ言ったべというようなことがないように、よくマイナ

ス面もということをうんと慎重に考えたものですから、そういうことであれば、ぜひ

早急に進めるようにしていただきたいと思います。 

   次に、空き家の実態把握とその対策、対応についてですけれども、今言った話と全

く矛盾する質問なんですけれども。住宅をつくったらいいべ、空き家あっぺという話

ですから。ただ実態としては、今言ったように両方進んでいるというのが現実なんで

すね。 

   ずっと我々、子どものころから通っていた、いわゆる町と言われている大玉の２区

なんかで、顕著にそういう場所って、空き家、あるいは持ち主はあっても実態として

は住んでいないという方のうちも散見されるんですね。あるいはまた、その地域近く

にもかなり最近目立ってきたと。一部では屋根材の一部が隣のうちに吹っ飛んでいる

というような状況もお伺いしているんですね。そういう意味から、やはりそうしたも

のの実態というものを区長さんにお願いして、そいつ集まったやつあっからそれでい

いんだではなくて、きちっとそういうものもプラス、今の現状も把握して、先ほど、

おらいの質問の答えに村長からもあったように、さまざまな、そういうものを借りた

いんだという人も世の中にはいるんですね。うちのほうにも廃墟同然になった別荘み

たいなところ、最近リフォーム、新しくしてまた立派に、入った人がいるんですね。
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それから、空を見るようなこんなでっかい、何というんですか、あれをつくった、で

もそのままになっているんですけれども、それも何か星見るようなあれを、また引き

合いがあるなどということでいろいろ欲しい人も、捨てる神もあれば何とかと言って、

そういうものにやっぱりつなぐような、空き家の対応ができるような、そういう実態

ですね。 

   空き家はどうしても犯罪なり、あるいはいろんな防犯上からも、これ、どこの地域

ということではなくて、総体的に見てみるとなかなかあるのかなというふうに思うの

で、そこら辺の把握をしながら、そしてまたそれらを、村としてのそれらの対応策と

いうものについてとっていくべきであろうし、とってあるとすればどのような方法を

やられているのか、お尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   空き家の調査については、ご質問のとおり、防犯や周囲の安全対策、移住定住策、

課税業務の一環として、平成２９年６月に区長さん、組長さんにお願いして実施した

ところでございます。 

   その中身につきましては、玉井地区が２７戸、玉井の中でも２区がやっぱり一番多

い、それから大山地区では８戸、合計しまして３５戸の空き家調査、リストアップさ

れた物件でございます。ただ、所有者にそれを貸してもいいというような、そういう

意思の確認までは若干至っていなかったということで、今後につきましては、再度調

査をし直しして、そういった貸してもいいというような意思も含めての調査をし、村

長が答弁したとおり、Ｉターン、Ｊターンの方の居住の提供や、あとそれらのリフォ

ームの補助等もあわせて考えながら、空き家の利活用を考えていきたいというふうに

考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そのようによろしくお願いをいたします。 

   次に、「村道の拡幅整備の促進について」伺います。 

   これも、既にこれまでも村道と呼ばれるところは、総延長は東京まで行くよりも長

いんだというようなことは枕言葉的に、三百何しろあってどうとかこうとかだという

話があったんだけれども、したがってなかなか大変だと、できませんと、こういうと

ころにいくことになっているんだけれども、そうではなくて、この総合振興計画に基

づいて、じゃどうすっぺということになると思うんで、そこにかかわって、そこに出

ているものを私、これ取り上げていつもやっているわけなんで、できないという話で

はなくて。 

   なしてかと言うと、この主要事務事業というところに出ているんですね、そこの中

でも、よりここはやるんですよというのの中に、この的場・三合内なり、あるいは

台・六社山線というのは出ているということでありますから、平成２６年だったか、

たしか４つの区長さん通して陳情書も上がっておりますし、私も取り上げて、一定程
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度、大至急何メーターだか、拡幅実績あったよね。そういう取り組みの状況、まず今

までのそれらの拡幅に向けた進捗状況というものについて、まずお伺いをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   村道的場・三合内線及び台・六社山線についてでございますけれども、議員おっし

ゃるとおり、要望につきましては、平成２７年２月２０日付で大玉４区、８区、９区、

１０区、１３区、１４区の区長さん連名で要望を頂戴しているところでございます。 

   そのうち、的場・三合内線につきましては２級村道ということで位置づけておりま

して、これらにつきましては平成２７年度に村道町・宮ノ前線の丁字路から水道の第

１水源までの交差点について、延長３５０メーター、現地測量を実施したところでご

ざいます。しかしながら、その中で、主に北側に用地を振るようなことで構想したわ

けでございますけれども、一部用地取得がどうしても困難と見込まれる部分がござい

まして、現在のところ、町・宮ノ前線のところに宅地開発が進むときに、将来に向け

た用地を確保ということで用地を確保している等を除いて、現時点で、その先の具体

的な計画というものには至っていない現状でございます。 

   なお、今回の村政懇談会におきましても、現在、今お話の町・宮ノ前線から水道水

源地まで、それからその先についての拡幅というふうなお尋ねもございましたので、

これらについても再度検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   当該路線ですけれども、これはここから発しまして百々目木集落、あるいは三合内

集落を経由して、県道大橋・五百川停車場線まで行く２級村道、重要な路線というこ

とで深く認識してございますので、それらについて進めてまいりたいというふうに考

えてございます。 

   一方、村道台・六社山線ですが、現在、路線一部変えまして、路線名については西

庵・六社山線というふうに路線名を改称してございますけれども、これらにつきまし

ても、台から板髭地内を通りまして、大玉中学校の西側を通って最終的に県道まで至

るというふうな路線でございますが、これらにつきましては平成２３年度に、台から、

現在、星内地内の福祉施設ふぁいんぱる大玉のところまでにつきましては、歩道つき

の２車線というふうなことで確保したところでございますけれども、その先について

は、現在具体的な計画というふうなところでは持ち合わせていない状況でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ答弁ありがとうございます。 

   ２７年に町・宮ノ前線から水道施設のところまでやったということは、これは大し

た成果だなと。結果的には、あの後すぐにこれ住宅の張りついたということになれば、

それをやっちゃってからそれを広げるということはもうなかなか大変で、そういう面

では村のほうの先見の明があったのかなというふうに思って、敬意を表するところで

あります。 
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   その先、じゃどうするんだという話、今これなんですけれども。先ごろたまたまあ

そこで火災がありましたね。不幸中の幸いで、そういうことは失礼だけれども、あれ

だけで済んだからいいけれども、水利はすぐ近くにあるんだけれども車は行けない状

態なんですね、１台入ったらば。そういうことからすれば、必ずしも何メーターとっ

て、専門家じゃないからわからないけれども、できるだけ側溝を埋めたり、あるいは

いろいろ補強をすることによって一定程度の幅員を確保するとか、あるいは一定程度

の協力いただいているところについては、そこに待避所的なものでつないでいくとか、

そういう方法を講じながら、必ずしも一律にどうこうということを求めているんでな

くて、やっぱりそういう方向で進めるということも一つの手法ではないかというふう

に思いますので、そういう点についてのことについてもお尋ねをしておきたいと思い

ます。 

   それから、台・六社山と言って、そだな路線はないぞと言われたんだけれども、出

すときね。前はそうだったと言ったら、今は先ほど言ったように名前が変わって、西

庵・六社山というようになったそうですが、いずれにしても、そういう狭隘な部分を、

ここのあれで言うと、緊急避難経路となる狭隘村道の拡幅と台・六社山線などの拡幅

改良舗装ということでつながってきている。したがって、そういうことはやらなくち

ゃならないんじゃないかということで、そういう方法も一つの方法じゃないかという

ことについてはどのように考えているか、お尋ねをします。端的にそれを。 

○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（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   議員ご指摘のように、道路、必ずしも全て改良行為が必要かどうかというところは、

十分にこれは検討しなくてはいけない部分でありまして、例えば側溝につきましても、

可変勾配の側溝を使用した道路敷を広げていくような手法というものも当然取り入れ

るかなということでありまして、限られた財源でありますので、その辺の部分につい

ては十分に検討させていただきながら進めていきたいというふうに考えてございます。 

   一つの事例としましては、西庵・六社山線でありますけれども、板髭地内、今年度

の区画線等の引き直し、いわゆる白線引きの部分なんですが、これは地元の区長さん

の要望を受けまして、外側線を引くことによって幅の広い路肩を一定程度確保すると

いうふうな手法で、歩行者あるいは通学する児童生徒の安全を確保するというふうな

視点での施工も行ったところでございます。そういった部分も含めて、また先ほどお

答えしましたそういった側溝整備等の考え方とあわせて、できるだけ速やかにそうい

った部分の整備についても進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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） できるだけ速やかな、やるようにしたいという話でありますから、

最後の質問はそこはなくなるのかなと思いますが、財源の問題は当然あるが、できる

だけ早くやりたいと思うのか、促進したいが銭がないからできないとか、あるいは今
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のところはやる気ないとか、この３つだと思うんだけれども、これ、その答え、村民

の皆さんに私も返していかなくちゃならない、村はこう言っていたということであり

ますんで、改めてそこだけきちっとお願いしたいと思います、村長。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   今まで道路の改良に向けていたお金が、橋梁の、橋の修繕というのが最優先に今な

ってしまいまして、かなりの部分が橋の修繕のほうに向けられたということもありま

して、少し道路整備がおくれるという事情がございますが、これについては促進に努

めるということで進めてまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 答弁ありがとうございました。 

   以上で質問を終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

   次に、４番鈴木康広君より通告ありました「今後の子育て支援とボランティア」ほ

か１件の質問を許します。４番。 

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

育て支援とボランティア」ほか１件の質問を行います。 

   人口増加の村、大玉村、今、人口減少社会というのがもう定説となっていて、人口

は減るものだと言われている中で、とりあえず人口が減らないというか、少しずつふ

えている大玉村。これはほかにない例ということで、これがもし継続できる、必ずこ

ういう方法をとれば継続できるということがわかれば、実は大玉村はほかにないすば

らしい方法をとっている村というのかと思います。 

   今現在の人口増加については、大玉村に子育てをされる方が引っ越してきて人口が

ふえているとか、要するに大玉に入ってくる人がいるために人口がふえている、もし

くは減らないという状況がありますが、本来子育て支援の目的は、村内の子育てをし

ている世代の人たちが、なぜ子育て、要するに人口が減るかというと、子どもを育て

るのが何か難しい社会、いろいろな悩みがあったりとかということで、本当は２人欲

しいんだけれども１人とか、３人欲しいんだけれども２人とかという社会になってい

るのかと思います。できれば大玉村の出生率、大玉村の中の出生率自体が上がってい

て、大玉村自体の長期的に見た人口についても要するに維持できる、もしくはふえる

という形がなれば、これが大玉村の子育て支援、要するに教育に対するそういう形の

一番最終的な目標というか、もともと本来の目標でもあるんですが、目標になるので

はないかなと私は考えています。そのためには、多様な子育て支援を行うための体制

の充実が必要です。その実現には専門家だけでなく、ボランティアなどの育成が必要

でないかという観点から質問いたします。 

   子育て支援に対する多様な支援が必要という面から、地域での支援、同世代、もし

くは、要するに子育ての終わったような世代も含めた多世代、異世代、ただし同じ目
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線で相談できるようなボランティアの必要性というものはどうなのか、具体的に言う

と子育て世帯の交流サークルなどが村内にあるかどうかも含めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   村には、子育て世代のサークル的な場所ということで、社会福祉協議会に委託して

いるんですが、さくらカフェというのがありまして、現在、大山公民館の一室で活動

を行っておりまして、月曜日から金曜日の日中、週５日になりますけれども、活動い

ただいているというような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今現在、サークルのほうは存在していると。その活動内容というものが、もっとど

んどん実際に必要があるのかなと。 

   先ほど６番議員さんの質問の中にもあったように、多くの人たちが大玉村に入って

くることによって、その中には子育てに対して問題を抱える家庭というのが多いんで

はないかと。支援という面から見れば、一歩進んで問題を抱える前に、それに至る前

に、そのことについて深刻な事態になる前に話し合いとかいう形の場を持つことによ

って、ああ、こんな感じで実は悩んでいるんだなとかということを早目に知ることが

多分、問題自体を早目に対応して、もしくは専門家だけじゃなくて、相談して、日常

にそういうことを相談できる人が近くにいることが、実は子育て世代に必要な多様な

支援の中の一つではないかと。そういうものについては、専門家だけではとても数が

足りないと。 

   そういう面でボランティアの必要性というものをあえて質問します。では、その活

動の中で、今現在ボランティアはどれくらいいるか、もしくはその数をふやすという

考えがあるかどうかを追加で質問します。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   子育て関係で先ほどお話し申し上げましたけれども、さくらカフェでそういった、

親と子と一緒に来ていただいて、いろんなお話をしながら、またいろんな催しをしな

がらというようなことで活動いただいているわけですが、ボランティアの数というか、

中心になる人は１人おるわけですけれども、あと都合によって、協力できる方につい

て来ていただいてというようなことで、人数等については今現在ちょっと手元に資料

ございませんが、そういった形でボランティアで協力いただいている方もいらっしゃ

るというような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今現在は人数とかの把握等はないということですが、そういうことが実際に、そう

いう方もいらっしゃるんであれば、人数とかそういう形のお考えとかも把握していっ

て、必要な場合にはそういう方たちに対して声がけ、お声がけができる形を進めても
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らえばと思います。 

   では、②番の質問に移ります。 

   放課後児童クラブの児童数増加の対応、施設面でと人員面での課題という形で、以

前６番議員さんのほうから質問がありまして、検討中ということで、来年度に向けて

という話を伺いました。 

   これについては、当然多くの方がかかわって運営の関係に影響も出ると思いますの

で、当然、来年度に向けて成果を出すように進めてほしいということがあると同時に、

焦り過ぎるというか、進めることを、期限があるんですが、そこに対して当然、十分

な皆さんのほうの意見を入れる必要があるかと思いますので、できれば一般の方とい

うか、専門家以外の方の意見とか、もしくはそれに今後かかわる可能性のある人たち

の意見なども多く取り入れて進めていただければなと思っております。 

   では、そういう施設を充実させた後なんですが、その中でも、人員面でのボランテ

ィア活動についてはどのように考えるか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 具体的にお願いします。 

○４番（鈴木康広） 具体的にします、はい。 

   放課後児童クラブについてはまだ検討中ということなので、では、ボランティアの

活動については子育て支援センターの話が後半入りますので、先に子育て支援センタ

ーの内容に進んで、その後に、すみません、伺いたいと思いますので、一旦、今の質

問については取り下げをします。 

   就学前の児童と保護者の自立支援のための施設として子育て支援センター、これは

年度内に基本設計という、前回については年度内に向けて検討中ということだったん

ですけれども。児童クラブについては、内容についてはまだこれからと、じっくりと、

いかれると思うんですが。子育て支援センターについてはこれから検討して年度内に

基本設計をするというのであれば、当然、今言ったように基本設計であればそれにか

かわる人員とか、あとはその後の形というものについても、今現在ある程度構想を持

たれているのかなと思います。 

   その中には専門家等、当然入ると思うんですが、住民に一番近い行政の大玉村であ

れば、地域の声を問うということ、地域にその問題について投げかけることによって、

私のほうが何度もちょっと言っているボランティア、その施設ができ上がった時点に

ボランティアとして、そういう人についてかかわりを持っていただく、問題意識を持

たないとなかなかかかわってくれないので、そういう形についてプラスになるのでは

ないかと。 

   そういう中で今現在の基本設計のためのメンバー、今現在どんなメンバーでそれを

進めようとしているかを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   今現在の中では、関係する課等の職員、それからＰＴＡ関係の保護者の皆様、そう

いうメンバーを考えておるところでございます。 
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○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   子育てに関するということでＰＴＡのほうもかかわっていることで、そういう形の

多様なできれば世代、もしくは子育てを少し落ちついた方も入ってもいいのかなと思

いますので、それについては今後検討していただいて、地域で支える形が大玉村の最

終の目標と思いますので、どういう形があるか十分に検討していただいて進めていた

だきたいと思います。 

   その内容という形で、実際にそれを実施した場合について、先ほど質問した、専門

家プラスボランティアの活用が考えられるのか、多分これについてはいろんな規則等

もあると思うんですが、そこも含めてお答えがあればと、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   子育て支援センター、基本的にどういう施設にするかというような、そういう検討

も前提にあるわけでございますけれども、例えば児童館的なそういう施設、いろんな

形態のある中で、ボランティアの果たす役割というのは非常に重要だというふうには

考えておりますので。ただ、時間的な制約とか、そういうものを受けない中でのボラ

ンティアの活用とか、いろんな形態があろうかと思いますので、それらもあわせて検

討させていただければというように思っております。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。ぜひそういう形の内容を検討して、可能な

範囲については実施のほうをお願いしたいと思います。 

   では、次に移ります。 

   「通学の安全対策の充実を」ということで、今現在、どんな地域でも予想できない

ような事件、交通事故も、要するにいつものふうに通っていたのに、子どもたちが急

に交通事故に遭うとか、もしくは不審者などによるいろいろな問題とかが起こり得る

現代になっています。大玉村は子育て支援という形で充実していて、子育てに安心な

村となるのであれば、当然子どもたちに対する安全というのは、十分に検討する必要

がある、守るべき必要があると思います。より安全な環境づくりが求められているの

だと思います。 

   それで、とりあえずスクールバスの今現在の利用基準について伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ４番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   現在のスクールバスの利用基準ということですけれども、３キロ以遠から通学する

小学生が対象となっております。なお、幼稚園児に関しましては、４歳児、５歳児の

希望者全員となってございます。 

   いわゆるこのスクールバスの基準に関しましては、義務教育諸学校等の施設費の国

庫負担等に関する法律施行令というのがございまして、第４条で、いわゆる遠距離通

学の規定がございます。小学校については通学距離はおおむね４キロメートル以内が
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適正、ということは４キロ以遠はいわゆる遠距離だということで、本来であれば４キ

ロ以上が対象とするべきところだと思いますけれども、大玉村の場合、高低差等あり

まして、そういった状況からおおむね３キロメートル以上というふうにしている現状

でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   国の基準も含めて、実は大玉村については高低差も含めて若干、子どもたちについ

てプラスのほうなスクールバス運用基準になっていると。 

   スクールバス自体は、大玉村については他町村に先駆けて、大玉村は実は導入がさ

れていて、ずっとその活動が今も残っていると聞き及んでおります。スクールバスの

運用基準、基本的に通学する子たちが４キロ超えたら通学が大変でしょうと、要する

に、実際に通学の困難という面で多分設定されたと思うのですが、先ほど言いました、

今現在の社会情勢を考えると、安全面、子どもたちの安全面ということで考えれば、

実は近くの人たちは集団登下校をすることによって、あと地域の見守りもありますね、

そういう形で安全がある程度確保、もしくは安全であろうという観点のもとにされて

いるのかなと。集団登下校は非常に大事なことだと思うんですが、安全面という面か

ら考えれば、ある程度の距離をバスで動くことは安全面にはプラスになるのかなと考

えがございます。その安全確保の面からもその内容について検討できないかなと。 

   実際に学校で、その行事内容において、もしくはその授業内容において、高学年の

子どもたちと低学年の子たちが一緒に登下校できないような状況が発生した場合に、

ばらばらになるような例がゼロではないかと思います。実際に、そういう場合につい

て保護者の、保護者というか、子どもたちを見守っている人たちから、そういう場合

だけでもスクールバスとかは使えないのかななんていう話を私も受けたことがござい

ます。全て基準を直せというものも、検討ができるのであれば検討してほしいんです

が、ただ、それを柔軟な運用という形で検討可能かどうかのほうについての質問をし

たいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ４番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   小学生の帰りにつきましては、集団下校というわけにはいきませんので、低学年に

ついては当然早く終わりますので、その時点でお帰りになります。あと高学年に関し

ましてはそれより遅く、ですから朝の場合は集団登校等で一緒に来られるかと思いま

すけれども、やはり帰りはばらばらにというのが現状でございます。 

   あとスクールバスの利用ということで、ある程度まとまった形で乗っていけばとい

うようなことのご意見もございます。いわゆるスクールバスに関しましては、バス停

がございまして、そこまでやはりめいめい家庭から直接歩いてくると。集団登校につ

きましても、ある程度集合場所がありまして、そこには時間まで集合するという部分

では変わりはないのかなというふうには考えております。 
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   ただ、運用規定の中で、運行経路とか緊急的に安全対策を講じなければならないと

いうような場合などにつきましては、必要に応じて関係機関と協議しながら対応を図

ってまいりたいなというふうに考えてございますけれども、では、現実的にその被害

防止、そういった部分の対策をとるためにバスの運行により図ろうといたしますと、

現状の見直しの基準は際限なくやらざるを得ないと。対応は非常に困難になるという

ふうに考えます。そういった部分で、基本的にはどのくらいが適正なのかという部分

まで考えていかなくちゃならない。あとその年度年度でいろんな考え方も出てくる。

そうすると、今、結構過密スケジュールの中でスクールバス運行していますので、現

在の台数で間に合うのかというようなことも考えられます。そういったこともいろい

ろ検討しながら、先ほど申し上げたとおり、必要に応じて関係機関と協議しながら対

応を図っていきたいというふうな部分でまとめさせていただきたいと思います。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。では、現在の状況、もしくは今後の状況の

変化等に対応できるような関係機関との協議の上での運用のほうをお願いしたいと思

います。 

   では、②番に移ります。 

   大玉村は４号線付近と山間部では、結構いろんな設備関係、防犯灯などの設備につ

いても大きな差があるというふうにちょっと感じております。 

   結構、防犯灯というか、要するに暗くなってから、じゃ、子どもたちがそこを通る

のかと。小学生は通らないということですね。遊びに出て帰るようなことはあるかも

しれませんが。ただ、実は大玉中学校とかの場合だと、部活動の活動はかなり多くの

成果を残していて、結構遠征費とかが不足してそれをいろんな形で補塡するほど、部

活のほう、中学校についてはいろいろな活動、部活も含め、いろいろな活動について

活躍されているのかなと思います。村のほうのそういうふうな活動、特に中学生の活

動が活発になれば、部活のほうの時間について、暗くなってくるから早めに時間を切

り上げる、これはある程度必要なものもあるんですが、ただ、だからといって一律に

というのは難しいのかなと。であれば、本来子どもたちが通るような通学路の安全、

これは優先して考えるべきではないのかと考えます。 

   防犯灯という形であれば、よく明るい村だなんて言われるんですけれども、実際に

夜、少なくとも暗くて不安になるような場所をなくすること、特にそれを全てという

のは無理にしても、子どもたち、特に中学生などが、部活の終わった時点で通るよう

な場所については、そういうところについて防犯灯を優先的に整備する形が検討でき

ないか。今、１０番議員さんが言ったように、費用面がなければ、それの問題が解決

しなければそれは簡単ではないというのは重々承知しておりますが、もしあれであれ

ば、費用面については、今新たにいろいろ活用されているふるさと納税も含めて、何

かそういうような財源が確保できないかと、防犯灯整備という面を特化した形で、通

学路の安全対策について先に、充実に対する対策を今現在、これから考えているかと
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いうことを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、防犯灯の設置関係なんですけれども、現時点で要望があるのが５８基ござい

ます。２９年度で整備したのは１８基というようなことで、年間大体、設置の仕方に

もよるわけですが、ポールとか何かをこうしなくちゃならないと、なかなか予算的に

多くかかるものですから、設置個数は減ってしまうというような状況もありながら、

ただ、基本的には区長さんに要望を上げていただくと、その要望によって現場を見さ

せていただいて、優先度を見ながら設置をするというような形になるわけなんですけ

れども、そういう中で、できれば通学路を優先的に設置するようにというような考え

方では設置を図っているところでございますが、それらにつきましても予算等確保し

ながら、そういう予算の状況も勘案しながら、計画的に設置をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   当然、今言ったように出した順とか、その他のいろいろなのもあると思うんですが、

通学路についてはまたその一つのファクターとして検討の中に入っているという話い

ただきましたので、少しでもいろいろな手段、方法をとっていただいて、最終的に安

全の大切さが重視されることをお願いしたいと思います。 

   今ちょっと、交通、一緒に不審者みたいな形の内容で、防犯灯があったんですが、

交通安全の面で考えれば、通学路のほうについても当然に、通学路の道路についての

整備とかについてもこの内容は必要なのかと考えます。道路管理でいうと建設課とか

になるんでしょうけれども、見通しの悪いところがないのかなとか、あとは登下校の

見守りも含めた形、これは住民生活課とか各団体と思います。 

   今回、最も住民に近い村という形で村政懇談会とか行いながら住民の話を聞いた中

で、それに近いものが多く出ているというのを今の中で聞きましたので、聞いた内容

だけでなく、できれば、その各課とか担当のほうで村内を回っていただく、パトロー

ルをちょっとしていただいて、その目線で、今言ったように、道路であれば、子ども

たちが通る場合に、ちょっとここ何か木が出っ張ていて危ないかなとか、そういうよ

うな目線でそういうところを見ていただく、もしくは住民生活課関係であれば、各団

体との連携をもう一度強化するとかという形で、より通学の安全の整備というものが

できればいいのかなと思います。そういうものについて、村内パトロールというのが

検討できるかどうかというのを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   道路に関してのパトロールというご質問でございますが、産業建設部建設課といた

しましては、コースを設定の上、定期的な道路パトロールを行っておりまして、路面

を初め、支障木等々の把握に努め、さらに作業員さんの力で支障になる枝を切り、あ
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るいは除草というふうな部分、それから軽易な穴埋め等に努めているところでござい

ます。 

   また、通学路という視点につきましては、教育委員会と合同で、通学路の安全点検

というふうな形で、年に定期的に進め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） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   通学路の安全というようなこともそうなんですけれども、各大玉村にあります大山

玉井防犯協会、あるいは交通安全協会、そういった中でそれぞれ点検をいただいてい

るところでございます。そういう中で、支障があるものについては村のほうに上げて

いただいて、即対応するというような状況で現在行っているところでございますので、

それぞれ、あと地域においても気が付かれた部分については、早急に補修しなくちゃ

ならないようなものについては対応いたしておりますので、できるだけ多くの皆さん

の目で見ていただいて、まずいところは即対応したいというふうに思いますので、ご

協力をいただければというふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   これによって、通学路を含めた大玉のほうの子どもたちの安全というのが、どんど

ん確保されていって、よりよい、より子育てのしやすい大玉村になり、最終的には

２０年後、３０年後、長い期間も含めて、大玉のほうがやっぱり住みよい、子育てが

しやすいという形に、村になっていくということになることを、必ずなるのかなとい

うことを感じました。それを願いまして私の質問を終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、４番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後３時５５分といたします。 

（午後３時３７分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後３時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ここで、議長からお諮りいたします。 

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

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたしました。 

   ２番松本昇君より通告ありました「仮設住宅の入居状況と今後の整備計画について」

ほか１件の質問を許します。２番。 

○２番（松本 昇） ２番松本昇です。議長の許可を得ましたので、さきに通告してある

件について質問いたします。 
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   「仮設住宅の入居状況と今後の整備計画について」伺います。 

   東日本大震災、東京電力福島第一原発事故から７年と３カ月が過ぎ、いまだに復興

のおくれ、風評被害が続いております。まだまだ先が見えません。米の全袋検査や野

菜のモニタリング検査など、一日も早く解消してもらいたいと思っておるところでご

ざいます。 

   それでは、質問に入ります。 

   ①横堀地内の仮設住宅、現在の入居状況について伺います。これちょっと通告に漏

れたんですが、現在何戸くらい入っていますか。それと、あと何年くらいで解体の時

期はいつごろになるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   ６月１日現在、安達太良応急仮設住宅には２世帯、２名の方が居住されている現状

でございます。なお、今年度解体を計画してございます１２０戸の仮設住宅につきま

しては、お住まいになっている方はいらっしゃいません。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございます。 

   それで②番ですが、予定では、この入っている方がいつまで入居可能なのかお伺い

いたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   安達太良応急仮設住宅、建物自体につきましては、建築基準法第８５条第４項の規

定に基づいて仮設建築物の許可申請、これを１年更新で行っているところでございま

す。したがいまして、建物につきましては、直近の手続によりまして平成３１年６月

１０日まで建物としては存続が可能というふうな状況でございます。富岡町といたし

ましては今年度、先ほど申し上げましたように、１２０戸の解体を計画しているとい

う現状でございますので、今年度中に２世帯の方にも退去いただきまして、今年度中

に安達太良応急仮設住宅を閉鎖したいというふうな考えをお持ちのようでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございます。 

   そうすると、今入っている方もその間に退去ということで、これさっきのあれです

が、よかったんでしょうか、すみません。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほど富岡町さんのお考えということでお伝えをいたしましたが、相手のあること

ですので、その時期についてはまだ確定したものではないというふうに考えてござい

ます。 
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   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございました。 

   それで③番ですが、今後仮設住宅敷地の解体後の整備計画があるか、あるとすれば

その内容を伺いたいと思います。村長、よければ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（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   解体後の敷地につきましては、その利用方法について以前から課題として検討して

いたところでございます。大玉村まち・ひと・しごと創生総合戦略のほうに記載され

てございますが、施設の跡地につきましては、障がい者雇用のための園芸作物栽培用

ハウスの設置、ミニエネルギーパークやクラインガルテンの建設など有効活用に向け

た取り組みを検討していくということでございますので、これらの検討を早急に進め

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） ２番。 

○２番（松本 昇） いろいろと計画はあると思いますが、この後質問したいと思います

が、そういう要望もある程度聞き入れてもらいたいなと思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

   次、④番に移ります。 

   高齢者の介護施設や子どもの遊び場などの設置は考えているか。 

   本村においても、多くの高齢者の方が要件に応じて介護施設を利用しておりますが、

希望に沿えず待機している方もあると思います。また、２０２５年には団塊の世代を

迎えます。全ての方が７５歳以上の後期高齢者になる年であり、ますます施設を利用

した介護サービスの充実が急務になると思われます。 

   そこで一つ提案でありますが、この敷地に高齢者を対象にした介護施設、また子ど

もたちが安心して遊べる広場など、その整備計画をしていただきたいのですが、その

考えがあるか伺います。またこの件については、地元からの強い要望もありますので、

つけ加えて質問いたします。村長、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○２番（松本 昇） 議長、今、村長に答弁を求めているんだけれども。 

○議長（遠藤義夫） 答弁は総務部長でも……。 

○２番（松本 昇） わかりました。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   仮設住宅の部分には、広場、かなり広い芝生の広場、それからトイレ等も整備して

ございますので、十分そこで子どもさんを遊ばせるということは可能ではないかなと。

道路等もフェンス等を設置して、安全の確保もある程度されているというふうに認識

してございます。 
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   高齢者の介護施設関係につきましては、高齢者福祉計画、それから介護保険事業計

画等に基づき進められているところでございますので、この施設については今後検討

しながら進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） ２番。 

○２番（松本 昇） 今、総務部長からいろいろ答弁ありましたが、先ほど最後のほうに

申し上げました。やっぱり子どもたち、芝生の広場はありますけれども、もっと遊べ

る、そういう広場、そしてまたこれはさっきも言ったけれども、高齢者がふえるとい

うことで、そういう介護施設の整備を、地元から何でかんで要望してくいろというよ

うなご意見もありましたので、つけ加えてお願いしたいと思います。 

   次、２番に移ります。 

   「マチュピチュ村常設展示による公共施設、改善センターの村民利用に支障はない

か」。 

   この件については３月の定例会においても、５番議員の押山さんからも質問ありま

した。その後、私にも村民の方から、何人かの人ではございますが、視聴覚室の部屋

は今後どうなるんだというようなご意見もありましたので質問させていただきます。

４月から開設したわけなんですが、わかる範囲内で結構ですので、何人くらい利用し

ているか、見学に来ているか、わかる範囲内で結構ですから、お答え願いたいと思い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   マチュピチュ村の資料ということでございますが、資料館の資料につきましては、

野内与吉さんが使っていた道具と、アンデス文明に係る資料及び村と友好都市締結の

資料であります。その資料の持ち主が、お孫さんの野内セサル良郎さんということで

ございます。 

   セサル良郎さんにおいては、マチュピチュ村をつくった大玉村出身の与吉さんのこ

とを皆さんに知ってもらいたいということで、資料を村内に展示したい旨の思いがあ

り、当初は村の施設を提供したいということで提案しましたが、村で資料館の十分な

スペースが１カ所に確保できないために、２カ所ぐらいに分けて展示してはどうかと

いうような案を出しましたが、そのときに金泉閣さんのほうからの好意で、金泉閣さ

んのほうに資料館として開館したというふうな経過でございます。その後、金泉閣さ

んからの移設の話となり、野内与吉さんの功績は村にとっても非常に大きなものであ

ると認識しておりますので、改善センターの視聴覚室にて開設することを提案したと

いうような流れでございます。 

   世界的にも有名なマチュピチュ遺跡のある村をつくった日本人として、今もテレビ、

新聞等のメディアで取り上げられ、大玉村の名を全国に高めている偉大な功績をたた

えるために、村として資料館等、当然建てられれば一番いいことなのかなというふう

に考えますが、当然財政的な問題もあり、部屋の提供にとどまっているというような
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状況でございます。 

   利用状況につきましては、４月が６４人です。５月が５０人となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございます。 

   大分、見学というか利用者もあるようですが、②番の質問に入りたいと思いますが、

あそこの展示室はいつまで利用期間があるのか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   行政財産使用の申請によって許可しているものでございまして、期日満了時に申請

があれば必要な手続により許可するようになります。引き続き利用を前提としており

ますが、現在の利用期限は来年、平成３１年３月３１日までの許可となってございま

す。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） そうすると、来年の３月３１日までという、一応期間は設けてある

ということですね。はい、ありがとうございます。 

   それでは、③番に入ります。 

   改善センターは村民の利用が第一優先である。今日まで村民の方の利用に支障はな

かったか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   現在まで、利用者には改善センターのほかの部屋をフルに使っていただいておりま

す。不都合を感じることは、今のところございませんでした。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございます。 

   実は、この間の日曜日ですか、芸能祭の発表があったんですけれども、あのときも

やっぱり、私最初から最後まで見させてもらったんですが、ある団体の方に聞いてみ

たんですよ。今まであそこの視聴覚室で着がえとかしていたんですけれども、あそこ、

やっぱりほかの団体と一緒に着がえとか休憩とか、ちょっと嫌だったというような話

も聞いているんですよ。だから、そういうこともありますので、今後検討していただ

きたいと思っておりますが、その点についてお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   先週の日曜日かと思います、芸能祭、確かにございました。出演者が大勢いらっし

ゃいまして、確かに改善センターの施設をフルに活用されて、いろいろ準備されてい

るようなことは、私も目の当たりにしたところでございます。 
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   今後、各種催しの際につきましては、ふるさとホールとか屋内運動場もございます、

これは芸能祭に限ったことではございませんが、そういった部分も活用しまして、主

催団体等と協議をしながら、利用者の皆様が不便を感じることがないように努めてま

いりたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） そういうふうなことで、よろしく対応をお願いいたします。 

   ④番に入りたいと思います。 

   比較的利用が少ない部屋とは聞いておりますが、各種発表会の控室など利用がない

わけではありません。村民の利用に支障が出ないよう今後も対応願いたいと思います

が、その具体的な対応ということで、先ほどなかったということですが、芸能祭にそ

ういう話もありますので、今後とも対応をお願いしたいと思います。 

   野内与吉さんは、村出身であることに私は誇りを持ち、偉大な人だったと感じてお

ります。村民の声によると、率直に言って、大玉村に貢献したのではなくマチュピチ

ュ村に貢献したことであり、村内外に知らせることについては異議はあると思います。

公共施設ですので、村民の利用に支障を来し、優先して一年中使用することはいかが

なものかと思うし、場所についてはどこが適しているかよく考えてほしいものです。

例えば一年の上期に何日とか、下期に何日とかというようであれば。 

   住民本位の村政は住民第一主義だと私は思っております。このような観点からすれ

ば、この件については筋が違うと考えるものであります。村長、どういうふうに思い

ますか。答弁願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   野内与吉氏がマチュピチュ村に貢献したのは、これはマチュピチュ村をつくった日

本人ということで、非常に当然のことでございます。そして、その与吉さんが大玉村

出身だという縁で、世界で最も有名な遺跡のある村と友好交流都市を結ぶことができ

たと。それは全国に放送され、知られ、最近もテレビで、「世界ナゼそこに日本人」

と全国放送で、そのときにまた大玉村という名前が出ておりますので、貢献がないと

いうふうに考えている村民の方は多分いないだろうというふうに考えておりますし、

はかり知れない効果が大玉村にもたらされているというふうに感じております。村民

の方がどこかに行ったときに、大玉村だと言うと、ああ、あのマチュピチュ村のねと

言われるような状況になっております。 

   この前の全国植樹祭で、来年の開催地は愛知県です。レセプションで、愛知の知事

と県議会議長と同じテーブルでお話をさせていただきました。大玉村ですというふう

に名刺を渡したらば、ああ、あのマチュピチュと結んだ村ねというふうに即対応いた

だきました。ですから、それほど大玉村の名前は全国に知れ渡っている。ですから、

当然福島県内で大玉村と言ったときに、マチュピチュと結んだ村、いろんなことをや

っている村というような大変高い評価を受けているということですから、本当に有形
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無形で大きな貢献をされているというふうに感じておりますので、一年間に１回、

２回の利用については何とか協力をいただいて、そして、事の性格上、移動すること

には大変な労力もかかりますし、その間どこに置くかということもありますし、外部

から見ると、マチュピチュ村と友好都市を結んだ大玉村、そこに資料館が小さくても

あるということは、これは大きな資源になります。村のリソースになりますので、こ

れは我々としては、土日オープンできればもっと利用者が多いのになというふうに感

じておりますので、逆に土日オープンできない、人を配置できないのは申しわけない

なと思っているような状況ですので、これからも継続して、村の宝として、外部にも

村内にもＰＲをしていきたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） 今、村長さんからも答弁ありました。確かに、私も野内与吉さんと

いうのは、村には貢献なかったけれども、全国ですか、そこまで有名になったという

のは私も感じておりますし、村民の皆さんも感じております。ですから、先ほども申

し上げましたが、村民大優先でありますので、公共施設ですので、やっぱり利用者に

不便をかけてはいけないというような観点からこういう質問をしましたので、今後と

も村民に対して不便の来さないようなことで、よろしくお願いしたいと思います。 

   最後の質問なんですが、⑤番の質問です。 

   最初は、先ほどお話ありましたが、金泉閣温泉に展示されておりましたが、なぜあ

そこがだめになったのかを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   金泉閣からの移設につきましては、金泉閣さんと社団法人野内与吉資料館との民間

の関係でありまして、村としての正確な情報も持っていないということで、コメント

する中身ではないということでご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） 本当はそこが聞きたかったんですが、答弁できないんでは、これ何

ともしようがありませんので諦めるしかありません。 

   これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、２番松本昇君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で、日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、

散会いたします。 

   ご苦労さまでした。 

（午後４時２７分） 

 


