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平成３０年第５回大玉村議会定例会会議録 

 

第５日  平成３０年９月１０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 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 

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 

代表監査委員 甲野藤 健 一   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 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。 

   なお、教育部長、菊地健君、生涯学習課長、溝井久美子君から欠席する旨の届け出

がありましたので、ご報告申し上げます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日、傍聴に鈴木正雄さんほか１３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、ご了解願

います。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、一般質問を行います。 

   ５番押山義則君より通告ありました「西日本豪雨被害を受け、大玉村の防災状況を

検証する」ほか１件の質問を許します。５番。 

○５番（押山義則） ５番押山義則です。 

   議長の許可をいただきまして、通告内容にしたがいまして平成３０年９月議会一般

質問を行います。 

   まず、先ごろの西日本豪雨による被害を初め、台風２１号、さらに北海道の大地震

による被災者の皆さんに改めてお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復興をご

祈念申し上げます。 

   今回の一般質問は、近ごろ頻繁に起こる豪雨被害などを受けまして、改めて大玉村

の防災状況を検証するといった内容で進めてまいります。 

   今年の大玉村、極端な降水量の少なさで何年ぶりかの空梅雨、水不足で、砂漠のよ

うな畑やひび割れした水田の状況で、農作物には深刻な被害でありましたが、一方西

日本地方、連日の大雨で、人間の知恵では防ぎ切れない自然の猛威というか、いたず

らというか、各地で大変な豪雨による被害状況で、改めて衣食住の住社会の見直しを

迫られる西日本の状況にありました。 

   このたびの西日本の豪雨被害、気象庁も危険周知に、かつてないほど徹底した注意

喚起に努めておりましたが、結局は多くの尊い命が失われる結果となり、我が身を守

るすべへの大きな教訓となりました。 

   また、世界の各地でも異常な気象の変化に戸惑っている状況で、頻発する豪雨被害

や地球温暖化、異常気象の状況の増加傾向は明白で、対策は待ったなしであります。 

   我が大玉村は、大玉村地域防災計画のもと、住民の安全対策は万全と考えておりま



 

- 33 - 

 

すが、改めて備えの状況を検証してまいります。 

   この質問を設定してから、台風２１号、北海道地震、また昨日あたりの中部地方の

大雨と、毎日のように警報や矢継ぎ早の災害で戸惑っております。大玉村の防災のた

め、何を聞いて何を確認するべきなのか、結論的に考えられることは、危機に対して

の周知徹底とか自主防災への取り組み強化、さらに自助、共助による防災意識の向上

などにたどり着くのでありますが、多分くどい質問、また逸脱する質問もございまし

ょうが、明確な答弁をよろしくお願い申し上げます。 

   まず初めに、通告に従いまして、小川から１級河川に至る村内の河川の整備状況に

ついて伺います。 

   私が議員になりたての平成１９年１２月議会で、防災の観点から見た里山の荒廃の

実態と河川管理の行政の取り組みについてといった内容で、名倉山小姓内にかかる小

渓流、又兵衛山の牛子沢川、板ノ倉川、また高松山、吉丸山を水源とする小渓流、小

高倉山を挟む安達太良山麓からの小渓流の状況など、地域を指定して安全対策に取り

組むよう一般質問をした経緯がございます。それから１０年となりますが、その間、

大雨被害もあり、牛子沢川や板ノ倉川などの整備はある程度進んでおりますが、いま

だ手つかずの河川もございます。 

   そこで、改めて村内の河川の状況、これを防災面から見てどのように状況把握をさ

れておられるのか。また、杉田川などは河床整備が進まず不安な状況にあるとも伺っ

ておりますが、改めてそれぞれの整備状況、危険度等をどのように捉えておられるの

か、そのあたりも含めまして整備状況を伺います。 

○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） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、福島県が管理する１級河川の状況について申し上げます。 

   杉田川につきましては、県管理の延長３．４キロのうち２．５キロが改修済み区間、

未改修区間が０．９キロとなってございます。また、百日川につきましては、延長

４．１キロのうち改修済み区間が１．４キロ、また暫定的な改修済み区間が２．７キ

ロとなってございます。 

   暫定的な改修と申し上げますのは、いわゆる素掘りによって計画断面は確保されて

おりますけれども、護岸が一部に形成されている状況のことを申し上げます。 

   なお、百日川につきましては未改修区間はございませんが、県管理以外の上流部に

つきましては改修が不要という位置づけをされている区間でございます。 

   安達太良川につきましては、延長４．４キロのうち改修済み区間が１キロ、それか

ら未改修区間が３．４キロとなってございます。これら県管理の区間につきましては、

特に大雨時の対策として護岸整備、あるいは堤防のかさ上げということで要望してい

るほかに、特に土砂払いによる河道の確保、これについては最優先の課題ということ

で県のほうに要望しているところでございます。 

   さらに、大玉村が管理する普通河川につきましては、先ほど議員からございました

弓張川、板ノ倉川、牛子沢川、天岩川、そういった多くの河川を有してございますけ
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れども、いずれも河川法が適用されない施設でございます。改修計画というふうな部

分につきましては持ち合わせていないわけですが、近年特に住宅が建設される、そう

いった事例もありますので、必要な箇所についての改修、これを行っていきたいとい

うふうに考えてございます。 

   また、先ほどお話のありました小渓流という部分につきましては、土石流の危険と

いうふうな部分で、今指定されている土砂災害警戒区域というものもございますが、

今後追加も含めて、特に避難、それから周知徹底というふうな部分の危険度、これら

の周知徹底を図っ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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   私が、この今回の質問の動機となった経験というか、お話なんですが、ある大学の

学園祭で土木工学の学生たちが、土砂災害対策研究の一環でコンピュータ活用での土

砂災害のシミュレーションのサービスをしておりました。等高線入りの地形図と流域

の修正面積、土質などを特定して、時間雨量１００ミリの際の土石流のおそれ、また

１日５００ミリ降雨量の際の災害のおそれをシミュレーションしていただける研究サ

ービスでしたが、興味を持ちまして、大玉村のある地域のシミュレーションをお願い

しました。結果はただただ驚きで、時間雨量６０ミリの雨量、累積降雨量２００ミリ

程度の雨で、その地域は時速４０キロ以上の土石流の発生のおそれがあると判定、確

認されました。当然、大玉村が土砂災害特別警戒区域として指定されている地域であ

りましたが、結果に愕然とした次第でございます。 

   いたずらに危険だ、心配だといって人心を惑わす気はありませんが、未整備の村内

の小渓流、そして渓流沿いの集落、２００ミリ３００ミリの降水量がどこでも発生す

る最近の気象状況、そういうことから鑑みて、改めて万全の対応が必要、さらに土砂

災害対策への見直しの必要性、改めて感じます。そういった意味で、見直しの必要性

を改めて提案申し上げたいと思います。 

   また、杉田川の河床整備、これは県管理なのは十分承知しておりますが、危険な状

況にあると承知の上でいまだ放置せざるを得ないのはどうかと考えます。政治力の問

題とは言いたくありませんが、豪雨被害の不安が高まる昨今の状況に対してどう向き

合っていかれるのか、その点を改めて存念を伺いたいのでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   今の政治力云々のお話でございますが、大玉村で要望しているのが杉田川と百日川

ということであります。百日川につきましては、百日川と杉田川については土砂払い

を早急にやってくれというお願いをしていますが、県全体の水域からいうと膨大な河

川量があって、杉田川と百日川については、現実的にはいつになるかわからないよう

な状況、順位というかですね。ですが、かなり国・県レベルの会議の中で強く要望し、

百日川については最優先で土砂払いをやっていただいたというような経過がございま
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す。今、杉田川についても土砂払いを強くお願いをしているところでございますので、

そう遅くならないうちに土砂払いをしていただけるのはないかというふうに思ってい

るところでございます。 

   それ以外については、部長のほうから答弁させます。 

○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） 杉田川、百日川の土砂払いにつきま

しては、今ほど村長のほうから答弁をさせていただたいたとおりでございます。 

   それ以外の部分でありますけれども、これはさまざまな土木関係の要望の際も、安

達太良川も含めて土砂払いということで、これは早期整備ということで要望している

ところでございます。さらには、今までの大雨の際に越水したというふうなところの

箇所の堤防の整備等も行っているところでありまして、県管理の部分では強く要望し

ながら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、先ほど申し上げました村管理の普通河川につきましても、予算確保に最大

限努力をしながら、整備に努めてまい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） 心強い答弁と言っていいのかどうか。とにかくまだまだ強気で頑張

って予算の確保、それから工事の進捗を進めていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

   次の項目に入ります。 

   １９９９年の広島での災害を契機に土砂災害防止法が制定されまして、土砂災害

への注意喚起がさまざまな形で実施され、大玉村でも土砂災害警戒区域などの指定

に向け、何年か前には住民説明会も開催されたところでありますが、改めてそれぞ

れの地域の定期的な点検といいますか、どのような状況にあるのか、また地域住民

への周知徹底についてどのようになされておられるのか。気候変動の影響や局地的

な集中豪雨の増加で、危険性が高まる状況の中で、根本的な土砂災害対策への見直

しの必要性を考えなければならない。先ほども申し上げておりますが、それについ

てどのような対応が考えられるのか、土砂災害対策への今後の方向性を改めて伺い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   まず、土砂災害防止法に基づきます本村の指定状況について申し上げたいと存じま

す。 

   土砂災害のおそれがあります土砂災害警戒区域、村内では１５カ所、有してござい

ます。内訳は急傾斜地によるものが４カ所、それから土石流のおそれによるものが

１１カ所となってございます。 

   このうち、土砂災害警戒区域のうちに特に危険とされる土砂災害特別警戒区域につ

きましては、同時に指定されるものでありますけれども、この区域の指定につきまし
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ては１５カ所のうち１３カ所というふうになっている現状でございます。 

   さらに、土砂災害警戒区域等の指定でありますけれども、今後土石流の危険という

ことで１１カ所が追加指定される見込みでございます。これらが追加されますと、本

村の警戒区域につきましては２６カ所となる見込みでございます。 

   定期的な点検というふうなお尋ねでございますけれども、指定の部分がほぼ今年の

２月から３月の指定でありますので、現時点で定期的な巡回点検というものは現在行

っていないような状況でありますけれども、台風の接近等に伴います災害の発生が予

見される場合、巡回の強化というふうな部分、それから、その地域内の方々への電話

での注意喚起というふうなところで周知を図っているところでございます。 

   今後住民への周知徹底というふうなところでございますけれども、これらにつきま

しては地域防災計画、あるいは関係各部課との協調により、防災マップ等につきまし

ても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。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ２６カ所危険地域があるということで、大変な状況だと思います。 

   先日の北海道の大地震で、地震が原因と思われる土石流で大変な被害となりました。

厚真町では山沿いの集落ということで危険と感じ、土砂災害警戒区域の指定に向け、

説明会を実施したばかりであったそうでございますが、説明会の参加が極端に少なか

ったと言っておられました。 

   大玉村でも同様に、参加者の大変少ない寂しい説明会でありましたね。我が村では

その後、さらなる対応をなされているようには感じておりませんが、改めてこの周知

徹底、必要ではないかと改めて思っております。 

   ざれごとでありますが、私ども今となってはちょっと悩み悔やんでいるんですが、

先ほど話したシミュレーション、約１年前近くになります。地域の方に話そうか迷い

ましたが、結局ちゅうちょしてしまいました。それ以来私は、この「躊躇」というこ

の難しい字を自分の戒めとしてしっかり覚えているのでありますが、ちなみにこの厚

真町の防災担当の方、大変悔やんでおられました。大変失礼な言い方でありますが、

後悔のない、ちゅうちょすることのない行政であってほしいと思います。 

   さて、先を見越した防災対応であります。さらなる事前防災への考えは、先ほども

部長に答弁いただきましたが、大変重要だと思っております。災害は、事前の取り組

みや前兆段階の先を見越した対応によって減災が可能になる、実現できると思ってお

ります。 

   国の制度で地区防災計画制度といったものがあります。災害防止において、公助の

限界が明らかな中にありまして、自助、共助による取り組みの重要性、また、地域住

民による自発的な防災活動を支えるための制度であります。 

   この制度の計画内容には、少し長ったらしいんですが、計画の対象範囲、活動体制

とともに、防災訓練や物資などの備蓄、それぞれの地域独自のハザードマップや、さ

らに避難計画の作成はもとより、避難所運営や住民による要配慮者への避難支援など、



 

- 37 - 

 

総合支援体制など、さまざまな防災活動を含めて地域の特性に応じた計画をして、地

域防災力を高めるとともに、地域コミュニティの維持、活性化を目指すとあります。 

   我が村でも、特別警戒区域を含め、そういった地域にはぜひともそのような取り組

みを考えてほしいと思っておりますが、どのように理解されておられるでしょうか。

やれることは何でもやる、それが今大切な姿勢でないかと思っておりますので、改め

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） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどありました地区ごとの計画というようなことで、大変重要な中身かなという

ふうに思っておりますけれども、特にやっぱり土砂災害が発生するおそれの大きい地

域、そういうところを優先して地区ごとに防災計画をつくっていただく、危険箇所等

を認識していただくというような取り組みが重要かと思っておりますので、それらに

ついては前向きに取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 前向きに取り組むということでありますが、それに対してはもっと

強い意思表明をしていただきたいと考えているところであります。防災意識の向上、

これが大事なのでございますが、事前の取り組みということで、１点だけ具体的なこ

とでありますが、雨量計の設置について伺います。 

   ウェザー情報などの発達で、きめ細かな情報は得られる防災システムとは思ってお

りますが、雨量計の設置は地域の防災意識の向上につながると考えております。以前

にも何度か設置要望を繰り返しておりますが、備えあれば憂いなしの言葉もあります。

特別警戒区域の上流には設置の必要性を、私は感じております。大玉村の地形を再確

認、再認識していただいて、万全の方策を講じていただきたいと考えます。 

   雨量計の設置は、地方自治体の裁量で設置できると伺っておりますので、改めて考

えていただけないでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   雨量計の設置ということですが、防災行政無線を整備いたしましたけれども、更新

いたしましたけれども、そのときに雨量計も設置をしております。 

   現在、整備前につきましては役場、それからアットホームに雨量計があったわけで

すけれども、それと土地改良区の三ツ森、その部分の３カ所には雨量計がございまし

た。それに加えて大玉の５区地区、それから１０区地区、そして１６区地区というこ

とで、防災行政無線とあわせて整備をしたところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 大分いろんな形でこれは要望してまいりましたから、それで設置さ

れたことは喜ばしいと思っております。ただ、少なくとも特別警戒区域となっている

上流にはせめて設置していただいて、住民への防災意識の向上につなげていただきた

いと思います。 
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   それから、県との連携について先ほども村長から答弁がございましたが、改めて伺

っておきます。 

   広島県のような頻繁に豪雨被害が発生する地域でも、このたびの西日本の被害など

から検証されることなのでありますが、地方自治体と県との連携、それから気象庁か

らの伝達など、これまでの経験が生かされていない状況が感じられました。 

   福島県の場合、地方自治体と県との連携など万全の状況にあるとは思っております

が、防災会議のような指導はどのように徹底されておられるのでしょうか。 

   これは一遍伺っておきたいのですが、例えば先ほど触れました杉田川の河床整備な

ど、問題意識を検討共有できるような環境は、また話し合える機会はあるのでしょう

か。防災会議や防災情報機構など研究機関との連携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） 防災関係については、村単独ではやはり技術的にも難しいというこ

とで、県とは定期的に、県の建設事務所等が移動建設事務所で来て、村の中で、村で

抱える道路とか災害が予想される部分についてのそういう協議をしておりますので、

当然杉田川の河床払いと、それから百日川についても上流部の要望もありますので、

そういうことは強く要望していますし、一番回数が多いのは福島河川国道工事事務所

主催の防災会議、これが年間四、五回ございます。これは阿武隈川だけではなくて、

支流関係の防災関係についても話し合いが行われております。これには当然、県の担

当課長部長が来ておりますので、その時点でも、やはり大玉の阿武隈川については一

切災害の心配はないと、崖地になっていますので、ただ支流についてはその心配があ

るということで、毎回強く要望させていただいて、国のほうからも阿武隈川だけでは

なくて、それ以外の降水量の、危険な降水量になった場合にはメールが入るようにな

っておりますので、気象庁のほうのメールと、それから国道河川事務所のメールと、

そういうことで連携をしながら協議をしております。県のほうからは直接は、県は国

のほうの機関、協議会のほうに入っているということですので、国・県・村は連携を

とりながら情報収集はしているということになります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 連携がしっかりとれているということで安心しましたが、やはりそ

の辺はしっかり連携を持っていただいて、村の安全に努めていただきたいと思います。 

   次に、村内の各避難施設の状況について伺います。 

   万が一必要になった際の対応なのでありますが、防災計画の中で詳細は述べられて

おりまして、対策内容は理解するものですが、現実は計画どおりに運ばない、経験し

たことのない事態に、西日本豪雨などでもさまざまな対応のおくれ、不手際が指摘さ

れております。 

   先ほど申し上げました大玉村の警戒区域などでは避難場所も特定され、避難ルート

なども特定されておりますが、住民への周知を初め、防災訓練などを通じて適切な避

難を心がける必要が大切であります。今現在どのような対応を考えておられるのか、
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担当のほうに伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどお話がありましたように、避難箇所につきましては、それぞれ防災計画の中

で定めておるところでございます。 

   それで、指定の緊急避難場所というものがございますけれども、そのほかに住民の

皆さんの身近な集会所等が指定されているところでございますけれども、これも雨の

状況、それから災害の発生状況によっては、そちらに避難することが危険だというよ

うな場合もございます。 

   そういう点からすると、その発災の状況を認識してどこに避難するかというのは、

やっぱり地域の中である程度シミュレーションをしていかないと、なかなか的確な避

難が難しいということがございますので、それらについては、先ほどの質問の中にも

ございましたけれども、地区ごとにどういう危険があるのかという、そういう地区計

画にやっぱり定めるべき事項なのかなというふうにも考えておりますので、それらに

ついても土砂災害の発生のおそれが高いような地域、それを中心にそういった計画を

作成していくような形で進め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） ５番。 

○５番（押山義則） 大変前向きな答弁なのでありますが、先ほども申し上げましたが、

地区防災計画制度、せっかくこういう制度もございます。しっかり活用していただい

て、地域の安心・安全を保っていただきたいと思います。 

   危険を感じたら早目の自主避難は当然なのでありますが、異常降雨のときなどは避

難勧告を待つまでもなく、みずから注視しなくてはならない自助の必要性が求められ

ます。自助の必要性、それからこの自主防災組織の整備の必要性があるのではないか

と思っております。それは、そのことについて大玉村の実情といいますか、それを伺

うとともに、どのように整備できるのか、今後の取り組みだと思うのでありますが、

実態と今後の方向性について改めて伺っておきます。 

○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いたします。 

   大玉村におきまして、その自主防災組織というような組織につきましては、現在各

行政区とか組単位とかで結成されておりますけれども、今現在で３３の私設消防団、

私設消防というような形で設置がされてございます。ただ、この私設消防につきまし

ても、それぞれ地区によって活動内容がさまざまというようなこともございますし、

なかなかその活動が活発化されていないような組織も現実的にはあります。 

   そういう中で、こういった、今ある組織、それを活用することも可能ですし、新た

な組織をつくるということも検討しなくてはならないというふうには考えております

けれども、今現在活発に活動されている地域につきましては、その組織をより災害に

対して活動できるような組織に、そういう考え方もございますし、また、新たに必要

な部分については、新たな組織の立ち上げについて検討してまいりたいというふうに
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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） 冒頭に申し上げましたが、待ったなしの状況だと考えていただきた

い、そう思っております。後で述べますが、今のような考えいくように防災教育の必

要性とか、そういうものも考えておられると思いますが、とにかく今の状況、今のこ

の国内の状況などから鑑みて、何を率先してやらなければならないか、大変なことで

はありましょうが、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

   西日本豪雨の際にも、施設の充実はもとより、要援護者に係る対策について、さま

ざまな角度からいろんな反省がございました。大玉村の防災計画の中では、民生児童

委員などの協力を得ながら対策をするとあるのでありますが、突然の豪雨の際にはど

うなるのか疑問が感じられます。万全の備えが必要と思われます。 

   西日本の被害でも、うまく組織された地域もありましたが、ほとんどの地域はなす

すべもない状況のように思われました。施設の備えはもちろんでありますが改めて、

何度も申し上げておりますが、組織の充実が必要と考えられます。 

   今、考え方は伺いましたから改めてそのことは聞きませんが、１点だけ、民生児童

委員が担当する、この要支援者の世帯数とか何かは、民生委員に周知されているんで

すか。そのような今の状況、大玉村はどうなっているのか、どのように周知されてお

られるのか、改めて伺っておきます。 

○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。 

   災害に限らず、民生委員さんについては日ごろから活動いただいておるわけですけ

れども、高齢者から障害者、そのほかというようなことで、かなり業務についても多

い中ではございますが、それは災害については要支援者ということで、災害のときに

支援を要する方についても名簿等を整備して、通常の活動で利用していただいている

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） ありがとうございます。 

   先ほども申し上げました、突然の豪雨の際にはとてもじゃないが対応できない。私

はかつて申し上げたことがございます、民生委員児童委員の協力員の必要性があるの

ではないかと。郡山市などは既に民生委員児童委員の協力員の制度がございます。そ

して、私も自分の地域の中ではそういう形で対応しようということで、サロンなどで

話し合っているのでありますが、やっぱり行政がかじ取りしていただかないと、前に

なかなか進みません。民生委員だけで一人でできる範囲はたかが知れています。やは

り協力員制度とか何かを活用して、そういう方向性をやっていただきたい。村長、そ

の辺の考えを、改めてどうでしょうか。 

○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申し上げます。 
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   民生委員については、主たる目的が日常の見守りというんですか、相談業務とかと

いうことですので、防災計画には載っておりますが、非常時のときに民生委員が動い

て、例えば連れて来るとかということについては、なかなか現実的には難しいだろう

と。それは民生委員の意見を聞くという形だと思いますね、この方は今こういう状況

なんだということですから、当然地域に自主防災組織があれば、そのうちの誰かが実

際こう連れて避難所に来るとかということもできますので、これについては今できて

いるところと、消防の関係でできているところと未整備のところがありますので、こ

の辺については今部長が言ったように、もう一度しっかりと見直しをしていきたいな

と考えています。 

   大玉の場合には、要支援者については、今回の台風２１号もそうですが、全部役場

のほうで電話を一軒一軒、一人一人電話を入れて状況確認をし、そしてできるだけ早

く避難をしてくださいと、そして足がない方については迎えに行くというような状況

で、小さな村ですので役場が現時点では対応していると、現実的には。 

   ですから、これらがだんだん高齢化社会になって人数がふえてくれば、これは役場

で対応することも現実的には難しいということになりますから、やはり地域の見守り

という中で、そういうことも含めてこれからやっぱり組織を合わせていかなければい

けないなというふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 前向きな答弁ありがとうございました。ぜひ実現に向けてよろしく

お願いいたします。 

   防災の担当職員に改めて伺いたいことがあります。似たようなことなんですが、最

近ニュースなどで耳にするのが防災士という資格なんでございますが、自主防災組織

などのリーダー的な存在とか、少なくとも危険と思われる地域には配置したい、その

防災に関する談話を耳にいたしました。 

   改めて知っているかどうか伺いたいのでありますが、大玉村、何もかも区長さん任

せの状況にあります。きょうは区長さんのＯＢさんたちもおられますが、この状況と

いうのは少し改善していかないといけないと、私は思っております。区長さんの仕事

には限界がございます。今、既に今の業務だけで大変なのに、こういうものまで区長

さんの仕事になったら、とてもじゃないがなってくれる方がおられません。その辺も

含めまして、体制づくりというのは非常に大切かなと思っております。 

   改めてこの防災士というようなシステムをどのように考えるか、取り入れる考えが

あるのか。減災社会、これをみんなでつくるというのに、こういう制度は地域活性化

の最後の切り札と私は思っておりますので、その辺も含めまし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。 

   今の防災士ですけれども、既に取り組んでございまして、職員でも防災士の資格を

持っている者もおりますし、また消防団幹部を中心に、幹部を終わっても地域で防災
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士として活動できるようにもう既に、人数的にはちょっと今手元に資料がございませ

んけれども、終わってからまた地域で防災士として活動していただくというような、

そういう考え方のもとで既に防災士、十数名はいると思いますが、講習を受けていた

だいて資格をとっていただいているところでございます。そしてまた、今後もふやし

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） ５番。 

○５番（押山義則） 私の理解不足でございましたが、やっぱり私が知らないように村民

は知らないです。その辺の周知徹底も、さまざまな周知徹底にあわせて村民に理解し

ていただける、この方が防災士なんだと、そういうものの、やっぱりある程度人々に

そういう方を尊敬してもらわないと、地域の中でやっていけないと思うんです。そう

いう考え方をもって、もう少し啓蒙活動をしっかりしていただきたいと思います。こ

れは注文しておきます。 

   防災教育のあり方について、これは通告にはなかったんですが、関連した質問でご

ざいますので質問したいんですが、１点だけ、防災に関する逸話ではありますが、ち

ょっと語ります。 

   先ほど申し上げました学園祭の研究で、たまたま居合わせた教授の話が大変気にな

りました。広島の災害は起こるべくして起こっている。もともと急傾斜地でも山の麓

はかつては棚田で、自然のダムとして整備されていた。現に住居の裏手に棚田のある

地域は土石流を防いでいる。これは私も確認しましたが、そのように思っております。

そういった先人の知恵を無視して、開発の名のもとに人口増の名目、またそういう形

でやった宅造の結果が災いを招いているとおっしゃっておられました。 

   あとは、昔の人は神様や宗教の教えのもとに、風水や方角といったことで、しては

ならないことを戒めてきたと言われました。地名や集落の配置や神社、お寺の建立、

それから昔は城づくりやまちづくりに、大地の営みをしっかり理解して社会を形成し

てきたとおっしゃっておられました。例えば、金沢のまちづくりとか、石川、富山県

の散居のような状態、風と水をしっかり理解された上に地域づくりがされている。私

は風水とか何かに余り興味がなかったのでありますが、なるほど風と水が地域を守る

んだと、それをしっかり克服することが地域を守るんだと改めて教えられた気がいた

しました。 

   あと、もう１点おもしろいことを伺いました。今の行政は、例えば○○谷地といっ

た地名の場所にも大きな団地の造成を許可していると。その昔谷地といわれる場所に

は、かっては住居の数は限定されていて、散居で土地の性格を守ってきたと、大集落

はなかったはずだと。今は大きな団地が存在する谷地と呼ばれる地域などは、地震で

液状化の状態となって、大地が抵抗すると、そういう言い方をされました。また、神

社やお寺の周辺は少ししっかりした場所に建立されていて、そういった意味でそのあ

たりは門前町として昔から栄えてきて、地震とか何かの被害も少なく済む状況を理解

してほしいと、行政マンや政治家はそのあたりを理解してほしいと語られました。 

   私はある意味で納得して聞きましたが、この国の現状はどうなのか。ある人は一極
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集中などでつけが回ってきたと言いますが、村長、こういう考えはどう思われますか。

村内でも谷地と呼ばれる土地に住宅団地が密集しておりますが、その辺少し、大変気

になったんです。神社のあるところ、昔からのぬし、神原田とか象目田とか地蔵面と

か、そういうところは被害が、地震があっても少ないんだそうです。現実に今回少し

聞き回ってみてそのように感じました。なるほどなと納得して帰ってきたんですが、

風水とか何か、そういうものというのはまず、でもなぜ風水とついているのか、その

辺から改めて感激した次第であります。考え方。すみません。 

○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。 

   歴史的には大地震があったり大津波があった場合にはちゃんと言い伝えがあって、

ここまで来るよというようなことがありますので、それに合わせて住宅地をつくって

きたと。あとは長い年月の中でそれが風化して、また海岸沿いに人が住むようになっ

て、また今回の津波で多くの方が亡くなったというようなことで、なかなかそういう

昔からの教えが年月の中で忘れ去られていくというのが現実だというふうに感じてい

ますが。 

   地名が地形をあらわすというのは当然これ、馬尽なんかも谷地の部分になりますし、

谷地という地名も、ただ、岩代の国と全体として言われていますが、須賀川なんかは

当然あれは沼地の上に町ができているので、庁舎が傾いたり壊れたりしているという

ようなことで、大きな面積でいうとやはり影響があったなというふうに考えています

が、ただ、今開発関係で、昔は、ここはだめですよということで規制をかけるのは、

法的には行政としては困難だと。農振とかそれ以外の規制でいろんな規制がかかって

いますので、なかなか規制は現実的には難しいと思いますが、伏拝のように山を削っ

て盛り土にしたところについては家が傾いて崩れたと、切土のほうには何の問題もな

かったというようなことが現実にありますので、それは当然教訓として、大玉でそう

いう開発がされる場合には、当然それは業者のほうもそれを教訓としてやると思いま

すが、考えられるものをやはり考えながら、土地の形状等についても参考にしながら、

宅造が必要だろうなということはやっぱり必要なことだというふうに感じますが、今

回の東日本大震災では幸いにも大玉村、やはり全体的に地盤がしっかりとしていると

いうことで、その地名に基づいての特別な、壊れたとかというものはなかったんです

が、やはり気がついたのは、瓦が落ちた家が筋で落ちた、ここは落ちなかったという

ようなものが散見されましたので、やはり地震に強い土地、弱い土地というのは大玉

の中にも存在するだろうなというふうには感じております。それは当然、許可する側

でも頭に入れながらやるべきことかなというふうには感じております。 

   今回の災害についてはもう想定外ということが常態化していますので、先ほどから

言っているように、いつ起きても不思議ではないということを前提にして来年度、土

砂災害、ゲリラ豪雨に対する大規模な災害訓練を実施したいというふうに感じており

ます。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ざれごとの質問で申しわけありませんでしたが、少しおもしろい話

だと思ってご披露して申し上げました。 

   改めて教育長に伺いたいのでありますが、今のような話も含めまして防災教育、こ

れはあちこちで、福島県のあたりも急遽学校で、いわきのほうでも急に始まったとい

うようなことで、きょうニュースが流れておりましたが、防災教育のあり方とか防災

教育の方向性、その辺、先ほどの防災意識の向上のことも含めまして、学校ではどの

ように考えておられるか伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   防災教育という概念は、日本の学校教育の中では非常に大事にされている中身でご

ざいます。特に福島県は３．１１以来、被災先進地という言葉、ちょっと聞きなれな

い言葉なんですけれども、被災先進地という言葉を使って、そういったことに特に力

を入れております。例えば防災教育であるとか、放射線教育であるとか、その一つと

して防災教育というようなことをやっております。 

   本村におきましても、幼稚園、小学校、中学校、発達段階によって当然違うんです

けれども、発達段階に応じてきちんと指導計画、教育課程の中に位置づけて防災訓練

を実施しております。 

   ちょっと申し上げますと、単なる訓練というよりは非常に発達段階に応じて、それ

から状況を踏まえて、今回のようなものもまさしくそうなんですけれども、そういっ

たものに合わせて、決まりきったものではなくて内容を改善しながら行っている。一

例を申し上げますと、ある学校ではミサイルが飛んできて、昨年ありましたね、そう

いったことに際しての避難のあり方、あるいはまた、竜巻が結構頻繁に発生していま

すので、そういったことに対してのあり方というようなことで、従来はともすると学

校校舎の中から外に逃げるというようなことの発想で訓練をやったんですけれども、

場合によっては外から学校の中に逃げるという、そういったことの訓練も今やってお

ります。ですからそういったことで、大事なことは子どもが、これは発達段階によっ

て違ってくるんですが、自分で考えて自分で正しく行動できるとか、そういったこと

を培うことを大事にしながら実践的な訓練をしております。 

   また中学校では、ちょっと紹介させていただきます、中学校では単に避難して自分

の身を守るという訓練、これは当然なんですけれども、中学生の発達段階を考えたと

きに、もしかしたらば避難している人を救助する側に回ることができるのではないか

という、そういった視点に立って訓練を行っています。 

   一例を申し上げますと、昨年の村の防災訓練、これは休みの日だったんですけれど

も、学校は当然休校日だったんですけれども、この日に自主的に防災の、救助する側

の係に何人かの子どもに入っていただきました。その子たちが本当にいろんな活動を

やってくれたというようなことで、一つの教訓なのかなと思って、そういったことを

大事にしながら、こういった事態に対応すべく、防災訓練をさらに充実していきたい
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なと、そんなふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 通告のない質問に、ありがとうございました。 

   先ほどから、防災意識の向上と何度も申し上げております。こういう子どもたちの

教育として、大人が幾ら説明会を開いても誰も参加しないような状況があるのであり

ます。この辺も、子どもと親が一緒にこういう説明会を受けるとか、そういう制度を

少し模索していっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

   温暖化対策計画策定について伺います。 

   近年の猛暑や集中豪雨といった異常気象の要因といわれる地球温暖化への対策とあ

わせて防災計画を充実されることによる相乗効果を期待する観点から伺っておきます。 

   温室効果ガス削減目標などを定める地球温暖化への対策でありますが、県は

２０２０年度末までに全市町村での対策作成を目指すとありますが、既に大玉村、他

自治体に先駆けて２０１８年度中の計画策定を目指しているとのことで、努力目標と

はいえすばらしいことだと評価申し上げたいと思います。 

   計画には温室効果ガス排出量の削減目標や、温暖化防止対策、省エネに向けた取り

組みとありますが、具体的にはどのような計画策定、取り組みを計画されておられる

のか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   地球温暖化対策の計画につきましては、お話ありましたように、最初は１４年度に

策定したわけですけれども、２８年度に地方公共団体のカーボンマネジメント強化事

業を活用しまして改正を行っております。これは事務事業編ということで改正を行っ

たわけですが、今回につきましては区域施策編ということで、事務事業編については

公共施設等の温暖化対策、今回作成を進めているのが村民、区域全体、大玉村全体に

対する温室効果ガスの削減の計画ということで現在進めておるところでございます。 

   どういう内容で進めているのかということでございますけれども、基本的なものと

しては、計画の基本的事項ということでございますけれども、区域の温室効果ガスの

排出の状況、排出量の将来の推計、それから区域の目指す将来像、そして温室効果ガ

スの総排出量の削減の目標等、それらを計画の中に盛り込んでいくと。施策等どうい

う取り組みをするのかというような、そういうものについても計画の中で定めていく

ということで、削減についての推進体制、そういったものも計画の中に盛り込んでい

くような考え方で進め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。 

   まだ完成していないようでございますが、この大玉村のような小規模自治体には計

画策定アドバイザーを派遣するといった制度もあるようでございますが、そういうも

のの活用はなさっておられないのでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 
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○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   今現在その計画を進める中で、県のアドバイザー等の協力を得ながら進めていると

ころでございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   今、県と１０市町村のみが計画策定を今年度中にやるということで、大玉村がそこ

に名乗りを上げているということは大変心強く思っております。やはりこういうもの

は住民の安心・安全とか、こういう環境に対する施策は、積極的に今後とも取り組ん

でいっていただきたいと思います。ありがとうございました。 

   次の質問に移ります。 

   幼保無償化について伺います。 

   ８月１５日の新聞報道で幼保無償化について、それぞれの自治体の対応が取り上げ

られておられました。来年の１０月、政府方針で幼児教育、保育無償化を実施すると

いうことであります。消費税１０パーセントへの引き上げに合わせ、世帯年収を問わ

ず３歳から５歳児の幼稚園や許可保育施設への無償化、許可外施設についても一定額

を上限に補助するといった内容への対応であります。 

   大玉村は既に３年保育に踏み切りまして、施設の拡充は実施済みで即対応可能と思

っておりますが、保育士の確保や質の向上というか、無料となればこれまでより長い

時間の保育ニーズも考えられ、より高い意識の対応が求められると考えております。 

   財源についても国と地方の負担割合はまだ明確でなく、国・県の詳細な制度設計の

一日も早い提示が求められている状況にありますが、まず伺いたいのでありますが、

大玉村としてどのような考えで取り組む考えか。無償化でどのような変化が予想され

るのか。事務の業務内容や、またさらにシステムの変更や、その辺についてどのよう

に検討されているのか。村としての考え方を伺います。 

   これは担当が２つに分かれておりますが、それぞれの答弁か、それとも村長にまと

めてお答えいただくか。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどお話ありましたように、国では子育て世帯を応援するというようなことで、

３歳から５歳までの全ての子どもたちの幼稚園とか保育所、それから認定こども園、

これらの費用を無償化するというような発表をしておるところでございます。 

   大玉村ではということですけれども、ゼロから２歳児につきましては今のところ住

民税非課税世帯が無償化されているということでございますけれども、これは第２子

以降ですね、第２子以降の住民税非課税世帯が現在は無償化されているというところ

で、大玉村は第２子以降については全て無償化というようなことを実施しておるとこ

ろでございますけれども、詳細についてはまだ国から示されていないわけですね。 

   今の段階で大玉村としてどうかというようなことでございますけれども、今無償化

されれば当然保育所なり、人数が、希望者がふえてくるというような可能性もござい
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ます。ただ幼稚園等については、今３年保育始まったところですので、対応は可能か

というふうに思いますけれども、今現在どの程度、いつの時点でゼロ歳から２歳児が

無償化されるかというのはなるべく早い時点というような考え方しかございませんの

で、今の段階で、ではどうするんだという、まだ具体的な検討は行っていないところ

でございますが、ある程度３歳児がいなくなった中ですので、それらも含めて、ただ、

ゼロ歳児についてはかなり保育士も数が必要になってくるというようなこともござい

ますので、今の段階で具体的な検討にはまだ入っていないというところでございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ５番議員さん、幼稚園関係についてお尋ねしていた、基本的には

今住民福祉部長が答えたとおりなんですけれども、幼稚園につきましては今年度から

３年保育を実施しております。 

   それで、子どもの数に対する入園者の割合、これを出しましたところ５歳児は

１００％、つまり全ての子がもう既に入園しています。それから、４歳の子につきま

しては９０名該当に対して８７名、つまり９６．６％の子が既に幼稚園に入っていま

す。それから、３歳児につきましては該当数が８７なんですけれども、そのうち入園

している子が８２、つまり９４．２５％の子が既に入っております。したがいまして、

この制度が適用されても大幅な変更というようなことはちょっと考えられないという

ふうに思っております。 

   なお、施設等も増設をしていただきましたので、そういったことで対応できます。

職員もふやしてもらっておりますので、強いて言えば預かり保育がちょっと、もっと

ふえるのかなというようなことが想定されますけれども、それについても十分対応で

きるなと、そんなふうに捉えております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） それぞれありがとうございました。 

   新聞報道などでは、それぞれの自治体の判断が語られておられました。総論賛成で

各論反対。それから待機児童の解消ができないのではないか。それから保育士の確保、

これが同じくできないのではないか。無償化すれば、先ほどもありましたが保育ニー

ズがふえると、それから安易に申し込む親がふえると｡そういうことで結論的には、

大玉村はどうかわかりませんが、待機児童ゼロに逆行する、そういうような制度にな

ってしまうのではないかというような、そういうことで、それぞれの自治体ではいろ

いろ反応されています。 

   そして、まず問題なのは慢性的な人手不足、有資格者の、結局人材争奪戦になって

しまう。その対応もできないうちにこの制度がスタートすることはいかがなものかと

いうような、それぞれの自治体の反応でありましたが、このことはおきまして、村長

に改めて伺いたいのでありますが、根本的に国が、行政が子どもを育てるといった考

え方、これはいろんな意味からでありますが、不安と疑問を感じるのであります。こ

れも少子化対策の一環と無理して考えるしかないんですが、その辺村長の見解を伺い

たいのでありますが。よろしければです。お願いします。 



 

- 48 - 

 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度ご答弁申し上げます。 

   まず、反対論の論評というのは、無償化した場合に預ける方がふえるだろうという

ことは、今でも保育士が足りない、施設が足りないという中で人がふえてくれば、結

局ふえた分は待機児童になってしまうのではないかと、ですから保育士の確保、待遇

改善、それからあと施設整備、そちらのほうを先にやって受け皿をきちっとつくって

から、そういう無償化をすべきでないのかというのが反対論の考え方だというふうに

理解をしております。 

   大玉村の場合には、もう既に２歳児、２人目以降は無償化をしておりますので、こ

れについては、保育所については所得制限でゼロ歳から２歳までは無償化になります

が、そうではなくて大玉村は無償化については継続してやっていくということと、ゼ

ロ歳児の在宅支援について、それからあと大玉保育所以外の保育所に入っている方の

保育費の支援については、例えばどういう制度になったとしても不利にはならないよ

うに継続はしていきたいなというふうに考えています。 

   やはり大玉でも無償化になると、やはり預ける方はふえてくるだろうというふうに

考えております。ゼロ歳児が、非常に大玉の場合には他の保育所と比べて多いという

のは、やはりそういう影響もあるのかなというふうに考えておりますが、まず保育士

の待遇改善も検討していかなければいけないなというふうに考えております。 

   子どもの児童教育とか、子どもの保育については、村としては非常に重要な政策だ

というふうに考えておりますので、けっして後退のないように進めていきたいと思い

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 村長の考えを伺いました。 

   大玉村、子育て支援が一番の施策目標の中で前面に出ている目標でありますので、

さらなる子育て支援をしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

   今回の一般質問、大玉村の防災状況を検証することで伺いました。我が村、それか

ら職員の皆さん、常日ごろから私の本音としては迅速に対応されていると感謝してお

ります。防災訓練の実施も、万一の場合の防災協定もしっかり整備されているとは思

いますが、備え以上のことが発生しているのが昨今の状況であります。 

   国策の国土強靭化といった施策も、昨今の審議を、被害状況を考えますといささか

むなしく感じております。備えあれば憂いなし、大玉村の住民の安心・安全を第一に、

決して臆することなく万全の防災対応をお願い申し上げまして、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。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時２０分といたします。 

（午前１１時０５分） 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １番佐原佐百合君より通告ありました「高齢者が参加しやすい場や

きっかけづくりについて」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。 

   まず初めに、高齢者が参加しやすい場やきっかけづくりについてです。 

   本村では今年度、第８期高齢者福祉計画、第７期介護保険事業計画が策定されまし

た。期間は３年間。この計画は、前の計画の基本理念である「空はればれ 心あった

か みんなで支えあう おおたまむら」を継承し、高齢者が心身ともに健康で生きが

いや楽しみがある生活を送り、介護が必要となっても住みなれた地域で暮らし続ける

ように進められてきた取り組みを引き継ぎつつ、包括ケアシステムを一層推進するこ

とを目指し、高齢者がより住みやすい村を目指して策定されました。 

   今回、たくさんある質問の中からこの基本目標の中の施策の方向性、高齢者の生き

がいづくりと社会参加の推進、たくさんある中のほんの一部なんですが、そこを私の

ほうで着目させていただきました。 

   内容は、「地域での活動や学習、スポーツやレクリエーションなどを通して健康で

生きがいのある生活が送れるよう、いつでもどこでも誰でも気軽に参加できる生涯学

習施策を体系的に推進していきます」となっています。このような生涯学習の場をふ

やすことや情報を提供することが必要だと思っております。特に高齢化社会の生涯学

習においては、生涯学習と福祉をつなげた高齢者が参加しやすい場をふやすことや参

加できるきっかけをつくるためのきっかけづくりとして、情報発信などで支援するこ

とも重要だと考えております。 

   既に本村ではサロンであったり老人クラブがあり、地域でさまざまな活動を元気に

されている方々が多くいらっしゃいます。足腰の不安が多少あるかもしれませんが、

生き生きと元気に活動されている方々ばかりです。でも、次のサロンまで待ち遠しい

んだ、月１回じゃなとか、足がなくて遠くまで行けないんだとか、老人クラブに入る

人少ないなど、地域によっては集まる場が少ない、加入者が減少しているといった声

もあります。近くにふれあいセンターや集会場はありますが、健康福祉課や生涯学習

課など行政主催の講座や教室の開催場所は改善センターが多いと思います。改善セン

ターまで足を運べない高齢者の方への対応をどう考えているのか、村長、教育長にお

伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １番議員さんにお答えいたします。 

   生涯学習課は今さまざまな事業を行っているんですけれども、その一つ、成人教育

推進事業としまして、６０歳以上の方を対象にしました「おおたま生き粋大学」、こ

れを実施しております。実施回数は年７回なんですけれども、今年度６８名の方に参
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加をしていただいております。この中で、今ご指摘がありましたように、自分でセン

ターまで来られない人、その人たちにつきましては、１４名おられるんですけれども、

その方を送迎するというような方法で対応しております。 

   これからも、今ご指摘ありましたように、高齢者の多様なニーズにお応えして対応

できるようにというようなことで、例えば今行っております自主グループの支援事業、

これはふれあいセミナーというようなことでどんどんこの数がふえてきているんです

けれども、そういったことのセミナーの中に高齢者というようなことを意識した、対

応した、そういった事業等々もＰＲしたり何かしたりしながら、高齢化社会に即した

対応のあり方、そして充実を図っていきたいなと、そんなふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   健康福祉課関係で行っているというか、社会福祉協議会に委託をしてサロン等を行

っているところでございますけれども、サロンについては、それぞれ地区の集会所と

か、あとふれあいセンター、それらを活用して、おおよそ１カ月に１回程度の学習と

か遊びの場とか、そういう交流の場を設けているところでございますけれども、回数

的にもう少し開催してはというようなお話もあるとすれば、それらは検討しながら進

めてまいりたいというふうに思いますし、社会福祉協議会との協議等を行いながら考

えていきたいなと、検討していきたいなというふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 教育長のほうから生き粋大学が開催されているというお話、あと

自主グループ、ふれあいセミナーですね、に高齢者の方を意識した参加にできるよう

ＰＲしていきたいという答弁がございました。部長のほうからも、今後サロンについ

ては開催回数をふやしていけるよう検討していきたいという話がございました。 

   開催回数をふやすということは、多分その地域のリーダーとなる方の負担も大変に

なると思います。自主的に活動してくださいという、そういうお考えもあるのかもし

れないんですが、自主グループセミナーに私のほうもちょっと今回参加させていただ

いたんですが、問題として、やはりいろいろなことをやりたいんだけれども、自分が

リーダーとなってだったり自分が中心となって、あと自分が考えてというところがや

はり皆さんすごく苦にされているようで、やる意識はたくさん持っている方いらっし

ゃるんですが、どうも自分が中心となって引っ張っていくところに何か負担を感じて

いる方々が多いように感じました。そうなると、例えば新たなリーダーであったり指

導者を育てていくという考え方、そういった考え方はできないのかなと思います。 

   例えば生き粋大学は、今教養とか運動とかですか、自分の趣味、関心の講座からそ

こに地域づくりまでに何かつながるような講座をしていただいて、その方が地域に戻

ってグループなりをどんどん活性化していったらいいんではないかなという、ちょっ

と思いました。なので、自主的にやってくださいやってくださいというのもわかるん

ですけれども、その方々を支援するような、もしくは集まる場所をふやすための何か

施策かなんかは考えていらっしゃるのかお伺いいたします。 
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○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １番議員さんにお答えいたします。 

   今、先ほど申し上げましたおおたま生き粋大学の目的は、やっぱり参加される方を

まさに人生を生き生き感じてもらうという、そういう趣旨でやっているものですから、

地域のリーダーを育成するという意図ではありません。ですから、そこに持ってくる

というようなことはちょっと無理があるのかなと思っています。 

   自主セミナーのお話がありましたけれども、何といったらいいんですか、ペースメ

ーカーみたいな形で誰かにちょっと引っ張っていただいて、それがある程度軌道に乗

ったらば、そこからは自主的にやってもらうとかというようなこともやっている事例

を聞いたことがありますので、そんなお手伝いができればなということを一つ、今お

話ししようかなと感じました。 

   それから、地域づくりをどうするかというようなことは、これは教育委員会だけじ

ゃなくて全村的な課題だというように思っておりますし、そのことがまさにこれから

大事になってくるのかなというふうに思っておりますので、何がどうできるかという

ようなことについてはこれから検討していきたいなと、そんなふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） これを私も熟読させていただきました。その中に協議体という言

葉も出てきました。広報おおたまのほうに百笑元気の会というところで協議体と書い

てあったので、それを見て、ここの書かれている協議体とリンクしたんですが、その

協議体の現状といいますか、どういう目的で、目的も広報には書かれていましたが、

現在の進捗状況、あと今後どういうふうに進むのか教えて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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   協議体につきましては、健康福祉課と、あと地域包括支援センターが中心になって、

それぞれ始まりは高齢者の増加に伴う諸問題というようなことでございますけれども、

それぞれ地区によっていろんな問題があるわけなんですね。高齢者問題が大変な地区

もありますし、そのほか生活をしていく中でいろんな問題があると、そういうものを

それぞれ集まってお話しする中で、その地域の中でどう解決していくか、解決できな

いか、そういうお話し合いをする機会ということで始まったわけなんですけれども、

それぞれ最初、募集というか、こういう集まりに対して興味のある方参加してくださ

いというような形で始まりまして、だんだん興味が本気になってというか、一生懸命

やりたい人がだんだん残っていったというような中で、それぞれ地区の問題、それら

を出していただいてお話し合いをして、地区で解決できるもの、または行政に要望し

ないと解決できないようなもの、そういうものを話し合う機会、話し合う会というこ

とで協議体が今現在進んでいるところでございますが、それぞれ今後進む方針という

ことも、その協議体の中で、お話し合いの中で進めていただくというようなことで、

自主的な活動の団体というようなとらえ方をしておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 
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○１番（佐原佐百合） そうしますと、協議会は地域の問題を集まって話し合う、どうす

るかと考えていくような会になっていくと考えてよろしいのでしょうか。私はそう受

けとめました。 

   そうであるとすれば、先ほども述べましたような、高齢者の集まる場所が少ないと

か、もう少し地域でも講座とかやってほしいなんていう、そんな要望も話し合いの中

でされていき、ふえる回数もあるのかななんてちょっと望みが出ました。きっと高齢

者の方だけではないと思うのですが、地域の居場所づくりというところもすごく大切

になってくると思います。 

   先ほど改善センターだけで講座をやられる回数が多いとお話ししましたが、特に改

善センターからどんどん遠い地区に行けば行くほど高齢の方が多いような気がします

し、集会所も老朽化しているような気もします。そういう方に限ってなかなか足がな

いから行けないといったこともあると思います。ぜひ老朽化した集会所、多分自分の

ところの地域でつくる集会所だとは思うんですけれども、人口がふえていないところ

は世帯数も少ない、集会所も老朽化していく、少ない人数の中でじゃどう直していく

んだとなると、なかなかそこまでは踏み入れないと思うので、ぜひ高齢の皆さんが集

まれるような場所をもう少し支援できるような、そんなシステムをつくっていただけ

たらなと思います。 

   次の質問に入ります。 

   さきに述べた第８期高齢者福祉計画を策定するに当たって高齢の方から伺ったアン

ケートによると、老人クラブ活動や地域のサロンへ参加していないが５４.１％、健

康づくりや趣味などのグループ活動に参加したくないが３５.４％いらっしゃいまし

た。参加していない、参加したくないという方がいる中、どのように社会参加に対す

る理解を深めていただけるのかを考えることも大切だと思います。参加していない、

参加したくないの中には、本当に参加したくないのか、それとも理由があって参加で

きないのかという見方もあると思います。そんな方々をどう参加させるか、参加させ

るきっかけづくりが大切だと考えます。 

   例えばご高齢の方は、いろんな情報が入らないとしても、例えば家族の中で情報が

入っていたら、きょうこういうことがあるからおじいちゃん行ってきてみたらと、ば

あちゃん行ってきてみたら、きょうは私が面倒を見ているよとか、そんな会話も生ま

れるのかななんて思いまして、次の質問に入らせていただきます。 

   社会参加への第一歩は家族の後押しや協力が必要だと思います。高齢者だけでなく

家族や全村民がわかるような情報誌やＳＮＳなど、情報提供の仕方について具体的な

計画があるかお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １番議員さんにお答えいたします。 

   教育委員会関係というようなことでちょっとお答えしたいと思いますけれども、各

種事業を行っております。その事業についてまず周知することが大事なのかなという

ようなことで、１つは広報紙、広報紙のあり方、前ご指摘ありましたけれども、それ
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からホームページ、これは教育委員会関係、学校なんかも使っています。そういった

ホームページ、それから行事に応じてチラシ等を全戸配布等々でお知らせしておりま

して、そういったことをまず知るというようなことが大事なのかなというふうに、そ

んなふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 健康福祉課包括支援センターなどはどのように行っているでしょ

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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   健康福祉課地域包括関係では、それぞれいろんな事業がある中でチラシとかおおた

ま広報とか、そういうものを活用しての募集、周知というようなことですので、今現

在については、ホームページで、あらかじめ決まっているものについては公表できま

すけれども、急に決まったものについてはまだ十分周知されていないのかなというふ

うには思いますが、今後そういう部分についてもホームページに公表するなり、そう

いった周知方法をとっ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） １番。 

○１番（佐原佐百合） この計画の中にも情報提供の、ちょっと突然考えてすみません、

情報提供の充実というふうに書かれております。私もこの一般通告書を出しているの

で、何か今お話を聞くと現状の状況はお伺いできましたが、今後のことについては具

体的にお伺いできなかったのですが、まだそういったことは考えていないというふう

に受けとめてよろしいんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えをいたします。 

   私は、高齢者が社会参加は、首に縄をつけて参加するんだよという義務的なもので

はなくて、やはりその年齢年齢の必要課題を解決するための学習だというふうに考え

ています。高齢者には高齢者に必要な知識とか、それからあと健康に必要な事業等が

あろうと思いますので、今言われるように、それぞれの担当のほうでそれをしっかり

と踏まえて、どういう事業が必要かということはこれからもしっかりと検討しながら

進めさせていただきたいというふうに考えていますが。 

   問題は、同居をしている、それぞれ議員の皆さんも自分の家族の中で高齢者を抱え

ている方の状況を考えていただくと、同居をしている場合にはある程度家族が高齢者

を見守っておりますので、そういうところに出る出ないというのはある程度自主性が

あるのかなというふうに思いますが、老老世帯であったりひとり暮らしだったり引き

こもってしまう方、やはり人とはお話をしない、人と会わないというような方がやっ

ぱり一番問題なのかなというふうに考えておりますので、前から言っていますように、

これを解決するのは高齢者が集まる場をつくったり、そういう場というか、施設をつ

くったりということもさることながら、やはり地域の中で徒歩で行ける場所にそうい

う機会をつくっていくのがやっぱり一番大切かなと。 
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   これについては、老人クラブが今ないところが玉井地区に半分程度ありますので、

何とか老人クラブがもう少し活発になればいいなというふうに考えているわけですが、

なかなか難しいところがありますが、これは諦めないで推進をしていきたいと考えて

いますし、あとは相談役としては行政支援員、役場のほうの行政支援員がいますので、

そういう地域の中で何ができるかというのを相談していただくと、それも方法かなと

いうふうに考えています。 

   やはり、高齢者の見守りの中で出ていただく、声をかけるうちにだんだんそういう

ところに出ていくというようなものを、やはり地域の中に設定していくというのが非

常に現実的かなと。議員の皆さんの中にはもう既にそういう場を設定して、徒歩で集

まってこられる方のそういう場を提供されている方もおられますので、これからは

１カ所に集まってもらって何か事業展開をするというよりは、地域地域で日常的に事

業が展開できるような方策がベストかなというふうに考えていますので、その方向で

これから計画等を進めていきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 村長から前向きなご答弁が聞けてうれしく思っております。ぜひ

歩いていける居場所づくり、今後も何か施策なんかを、取り組みを考えていただけた

らと思います。 

   先ほども申し上げましたが、健康で生きがいのある生活が送れるよう、いつでもど

こでも誰でも、これは生涯学習の言葉だと思いますが、高齢の皆さんが望んだ情報を

簡単に入手できるような、そんな仕組みづくりが重要だと思います。 

   また、提案なんですが、なかなかサロンであったり老人クラブのほうに参加する方

が少ないかと思うのですが、私の周りでは、村のことよくわからないので退職したら

どうしたらいいかななんていう声が聞かれます。退職後、やはり地域に参加したいと

思ってもどうしていいかわからないという方々を育てるのも行政のお仕事なのかなな

んても思います。なので、ぜひ、やはり今多分お仕事されている世代の方というのは

情報を上手に収集できる方々だと思いますので、退職される前からいろんな地域の活

動に参加できるようなシステムをつくっていただいて、情報発信になるかもしれませ

んが、それがその方々が退職された後、ぜひ地域のサロンであったり老人クラブであ

ったり、そんなところにリーダーとなって入って積極的に活動していっていただける

のではないかなと思いまして、やはりちょっと私のほうでは、大変かもしれませんが、

お仕事ふえるかもしれませんが、情報発信というのは大事だなと思いますので、ぜひ

よろしくお願いいたします。もちろん口コミも大切だと思います。一番信頼関係があ

りますので、情報誌だけではなくて口コミも大切だと思います。 

   その中で、ちょっと今回私も初めて、勉強不足で申しわけありません。高齢者福祉

計画の基本理念、「空はればれ 心あったか みんなで支えあう おおたまむら」の

意味というものが、何かすばらしいものがここの中で紹介されていました。ちょっと

時間がないので後ろの皆さんには紹介できないんですが、そこもぜひ何か伝えるよう
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な、何かご高齢の方だけではなく全村民にわかるような、一緒にやってほしいものと

か、これは大事、これはお得、そんなものができるような情報誌もしくはデジタルブ

ックみたいな、紙ベースではない、そんなものの開発などもぜひ進めていただきたい

と思い、１つ目の質問は終わらせていただきます。 

   次に、５番議員も先ほど質問されていましたが、私のほうでも今回の台風ですか、

避難所開設を受けてちょっと災害に関心を持ちましたので、村民を自然災害から守る

防災対策について質問させていただきます。 

   近年、地球温暖化による気候変動の影響なのでしょうか、水害、土砂災害による被

害が毎年のように頻発しています。村内においても８月８日の台風のときに、県で出

している資料を見ましたら、県内どこの市町村よりも早く避難所開設をされていまし

た。そのほかにも、あと９月４日ですね、そのときにも避難所を開設していただき、

村民の方も、自主的に避難された方も最初のその８月の台風のときにはいらっしゃっ

たと聞いております。村民の皆さんの安全を守るために素早く対応された村当局、避

難行動を起こした村民の皆さん、すばらしいと思いました。 

   ただ、その発生の後に北海道地震には誰もが驚いたかと思います。あの山の崩れた

斜面、特に厚真町のあの大規模な土砂崩れの様子には、こんなことってあるのかなと

思うぐらい広範囲で、本当に言葉になりませんでした。よく今、再び災害に備えるこ

とについて注目されていますが、北海道の人たちは他人事だったというふうにお答え

している方もいらっしゃいました。そんな中で、改めて自然災害から村民の皆さんを

守るため迅速で確実な情報提供が重要だと考え、次の２点を質問いたします。 

   住民みずから避難行動が判断できるよう、避難行動の原則などについて、平常時か

ら村民の皆さんに周知し災害に対する基礎知識を高めていくことが重要だと考えます。 

   今現在、大玉村ではハザードマップ、防災マップなんですが、あると思います。そ

の防災マップで災害に備えるためにはどうしたらいいんだろうということで、１つ目

の質問です。 

   村内各世帯に配布された安達太良山火山防災マップ、内容はとてもわかりやすいの

ですが、印刷物に書かれている文字が小さくて見えにくいという声もありました。行

政区ごとに分割し文字を大きくわかりやすいものとし、またホームページ上で公開す

るなどの方法は考えられないのでしょうか。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。 

   マップの分割とか拡大を含めて、今お住まいの地域の状況を十分理解いただけるよ

うに改善を検討してまいりたいというふうに考えております。村のホームページで掲

載しておりますけれども、これについてはＰＤＦ形式で公開しておりますので、拡大

縮小することも可能だということですので、それらも有効に活用いただければという

ふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 村のホームページ、ＰＤＦで拡大縮小もできるということなので
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すが、拡大すると拡大すればするほど見にくいものになってしまっているので、その

辺の改善もよろしくお願いいたします。 

   それから、大玉村の地区防災計画を見ると、先ほど５番議員も質問されていました

が、土石流の危険流域、あとは急斜面地の崩壊危険箇所などがホームページ上でも公

開されていますし、計画にも載っていました。ただ、それが村民の皆さんに伝わって

いない、伝わっている、先ほどの答弁だと伝わっているようなお話でしたが、常に新

しい情報を収集し危険箇所を村民の皆さんに知らせることはとっても大切なことだと

思います。私も今回いろいろ調べさせていただいて、後でご説明させていただきます

が、本村はどのように情報を収集しているのかをお伺いいたします。 

○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、県庁とか各消防本部、それからそういうものを回線で結んでおります福島県

の総合情報通信ネットワークというものがございまして、それらで情報を共有してい

るというようなところでございます。地震とか火山活動の情報収集につきましても、

基本的には気象庁が発表するそういう気象情報がもとになるわけですけれども、それ

らから県を通じてあるいは気象庁を通じて情報が入ってくるというようなところでご

ざいます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 県と情報を共有したり気象庁の情報を共有したりという、その情

報が、お互い県や気象庁から入ってきたものを村民の皆さんに配信するというぐらい

といったら失礼なんですけれども、その程度の情報収集なんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   基本的な情報については、例えば警報であるとか土砂災害の危険があるというよう

なそういう情報であるとか、そういう情報はネットワークを通じて村のほうに送られ

てくるわけですが、その部分について、じゃ台風のような場合には、事前から台風が

接近しているというようなことで事前情報も入ってきますので、それらを時間的な経

過も踏まえながら、じゃ村民にどう注意を喚起していくかというような、そういう部

分で役立つように利用していると。何時ごろに警報が発令になりますよと、それが例

えば夜から朝にかけて、そういう夜中に警報が発令されるような危険が大きいという

ような、そういう情報も入ってきますので、そういった場合に、夜中に避難させたん

ではこれは危険を伴いますので、自主避難として事前に避難していただけるように、

明るい内から避難所を開設したり、これから雨、風が強くなりますので事前に、特に

要支援者といわれる方についてはあわせて電話等で個別に連絡をしながら、早目の避

難を呼びかけるというような、そういう情報の利用方法をとって、なおかつ、雨風が

強くなりますので飛びやすいものとか、そういうものを事前に縛るとかしまうとか、

そういう方法をとってくださいというような広報も行っているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 
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○１番（佐原佐百合） 災害が目の前に迫っているときの事前の対応についてのお話だっ

たと思います。私の聞き方がいけなかったと思うのですが、もっとその前の段階で何

か対策が、情報を収集できていないのかということでお伺いしたかったのですが。 

   実は福島県のホームページから、国土交通省であったり気象庁のホームページにリ

ンクされているものがありまして、その中で、わがまちハザードマップというものが

ありました。その中で、大玉村だけが洪水のハザードマップはありませんよというふ

うに白く塗られています。あと、土砂災害のハザードマップも、近隣でいえば猪苗代

は塗られていないんですが、大玉村にもありませんよというふうになっております。

そのほかに、私も何年、震災後に地盤の何か状態を示すハザードマップが配られたよ

うな気がするんですが、そのことかななんて思ったんですが、建物被害マップという

ものは、ホームページには公開しませんがありますよというようなのが、県のホーム

ページからリンクできる、これは国土交通省のものだと思うんですが、ありました。 

   これをどう理解していいか。大玉村って洪水ないから安全だよって、だからどんど

ん来てもう安心して住んでくださいというふうに見ていいのか。それとも、本来はつ

くるべきなのかというところで、県からのリンクしているサイトなので間違いない情

報なので、これは村民の皆さんも全員見られるので、そういうところも含めてちょっ

とこの辺はどうなのでしょうか。 

   あとは、きちっと、例えば土砂災害警戒地域についてもちゃんと地図上に落とされ

ていて、どこどこさんちの家の周りってまで、これも県のホームページから見ること

ができました。なので、少しこのハザードマップに関する情報収集の仕方もしくは、

何だろう、県からとか気象庁からのこの連絡のやりとりだけではない、皆さんご自身

で情報を収集したりという、そんなことはしていらっしゃらないのかなと思いまして、

この２番目の質問だったのですが、再度質問いたします。 

○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。 

   今お話ありましたように、大玉村においては火山災害、地震災害のハザードマップ

は作成して公表しておるところでございますけれども、あと洪水に関するハザードマ

ップ等については作成していないのが現状ということではございますが、今情報でと

れるように、急傾斜地であるとか、あと土砂災害の発生のおそれのある部分について

はそれぞれ、台風とか前に、それぞれの危険地域については個別に電話連絡等によっ

て早期の避難等を促すというようなことで、地区の危険度の高い地区の皆さんにはそ

れぞれ個別の連絡はしているところでございます。 

   今後につきましては、火山とか地震だけでなくて、大玉村の洪水等による被害とい

うのがほとんどなく来ているというのが現状だったものですから、そういった部分に

ついてはおくれているのかなというふうな感じも受けておりますので、それらについ

ては今後早急に整備を図ってまいりたい。先ほどの質問の中にもございましたけれど

も、そういうような土砂災害に対するマップを整備する、洪水に対するマップについ

ても今後整備をし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。 
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○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申し上げます。 

   まず、大玉は扇状地ですので従来洪水というのは起こったことがないと。洪水とい

うのは、滞水地域ができてそこに半日なり１日なり水がたまっている状態というのが

ありますので、川がちょっと氾濫して床下を流れたとかいうのは、個別に１軒２軒と

いう単位でありますが、大体洪水のハザードマップというのはエリアを指定するんで

すね。例えばどこどこエリアということになると、かなりのある程度の面積が滞水洪

水になると、水が引かないという状況になりますが、過去の災害等を見るとちょっと

思い当たる節がないということ。それからあと河川がちょっと氾濫して床下に行った、

あと唯一１軒、上から崩れてきて床上に流れたと、土砂災害ですね。ですから、俗に

いう他地区で起きているような滞水による洪水というのは、大体基準からいうと

５０センチ、何時間も滞水して水が引かないという状況だと床下浸水ということにな

ります。１メーター以上が床上浸水と。５０センチから１メーターの間は、それは床

下だったり床上だったりの地形によってということですので、大体５０センチ最低で

も、水がたぷたぷになってあるエリアでずっとそういう水が引かないでいるというこ

とですが、具体的に過去にそういう事例があるかということになると。ですから洪水

マップをつくる場合に多分そこに表示されないのは、個別の河川とか側溝が詰まって

越水するということはありますが、それはそのときそのときの状況で、マップでいつ

もここ越水しますよという場合には当然そういう対策を、４区のあの堺地区なんかも

強力にお願いをして、河床払いを優先的にやっていただいたというようなものありま

す。ああいう対処をしていくということなんで、俗にいうマップに落とすような洪水

というのは過去に起きていないと。 

   ただ、今言っているのは、想定できない、絶対起きないということがないのは今の

災害の状況ですから、今部長答弁したように、これからについてもそういう可能性の

ある場所がないかどうか、もう一度精査をしてやっていきたいと。 

   それから、土砂災害については、今年の２月、３月に県の、あれは県の指定なんで

すね、村が指定するんじゃなくて。ということは、その対応は県のほうで対応する部

分が大きいので、県のほうで指定をすると。これから追加指定の予定がありますので、

今ハザードマップをつくって新たな追加でまた地図をつくるとつくり直しになります

ので、今年中に追加指定になりますので、その段階で来年の防災無線に向けて土砂災

害のハザードマップをつくっていきたいと。その際に洪水の可能性があるのであれば、

それも追加をしてつくっていきたいと。 

   それじゃ間に合わないんじゃないかと。ですから、台風来たときには、その災害の

指定になっているところには村のほうで、先ほど言ったように直接電話をして、気を

つけてくださいと、早目に避難してください、もしくは２階に避難してくださいとい

うことは個別に対応しているというのが現状でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 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
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たします。 

（午後０時０２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 引き続き、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） では、午前中に続いて村民を自然災害から守る防災についての質

問に入らせていただきます。 

   （１）のもう３番についてまで進んでしまったのですが、先ほど村長や部長から、

来年度の土砂災害の訓練に向けてハザードマップの作成について前向きなご答弁をい

ただきましたので、次に進みたいと思うのですが。 

   きのうなんですけれども、実は私は今回の北海道地震の厚真町のホームページを見

て、そこに防災マップあるのかなと思って防災マップの欄を見たら、洪水ハザードマ

ップが作成されていました。そこにまさに今回土砂崩れを起こした場所が、私なかな

かこれ言えないのですが、急傾斜地崩壊危険箇所に指定されており、真っ赤になって

いました。何度もえっ本当かなと思って何度も地図と合わせて何度も確認したのです

が、まさにその場所が大規模に赤く塗られていて何かすごくざわざわとして、自分の

地区の宮ノ前も実はその危険箇所になっていたので、ちょっと重ね合わせることがあ

りまして、ぜひ、やはりマップをつくることが大切だけではないんですが、そうやっ

て危険箇所だとわかっていたのかどうかはわかりませんけれども、それにもかかわら

ず被害に遭ってしまった。なので、マップをつくるだけではなくやっぱりその中身を

きちっと村民の皆さんに知ってもらわなければいけないですし、災害のリスクを実感

してもらうことが重要だと思います。ハザードマップがつくられても配られても、そ

れをもとに避難訓練をやっぱりしないと、なかなか災害に対する意識は高まっていか

ないのかななんて思いましたので、マップをつくるだけではなく、やはりそれにつな

がる何か訓練などもぜひよろしくお願いしたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   今までは事前の災害に備える質問だったんですけれども、自然災害発生時の当日も

しくはその前なんですが、自然災害発生時の情報を村民の皆さん全員に伝わるように、

複数の手段を組み合わせてする必要があると考えております。計画のほうにもそのよ

うに書かれておりました。 

   実は今回、私は仕事が大玉村ではないので、福島市にいてたまたまホームページを

見たら、避難所開設されましたよという情報を目にしました。もし家族を家に残して

仕事をしていたりとかしたら、その情報が伝わってこなければ、対応ができないとい

うわけではないんですけれども、それがもし早く入ってきていたら家に電話したりと

いうことができると思うので、その点について、多様な手段の活用による災害情報の

伝達も大切なのかなと思いまして、質問に入らせていただきます。 
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   避難勧告などの発令基準と周知方法をお伺いいたします。 

○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。 

   避難勧告の発令基準ということですが、避難勧告の発令についてはそれぞれ防災計

画の中で定めているところですけれども、基準自体はそれぞれ準備情報から避難勧告、

避難指示というような形で、段階的に危険度が高まっていく中で発令されるような状

況にあります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 何か法律が変わって、避難準備は高齢者の方はもう避難になると

いうことを新聞記事などで見たのですが、それで間違いないでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えいたします。 

   避難準備情報にプラスされたのが高齢者等避難ということで、避難に時間がかかる

方については、その避難準備情報が出された中で避難を始めてくださいというような

基準になっております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 私も勉強不足だったので、避難準備のときに高齢者は避難しなき

ゃいけないんだというのを知りました。これはほかの村民の皆さんどの程度知ってい

るのかななんて思いますので、ぜひ周知の方法といいますか、お願いいたします。 

   なぜかというと、この②番、要配慮者への伝達方法を伺いますという質問なんです

けれども、５番議員さんが先ほど質問されて流れはわかりました。ただ、実は私の地

区のほうでも電話はいただいております、避難所開設のときに。初めて、ああ行政の

ほうでもちゃんと電話をしてくださっているんだなと思って感謝いたしました。その

ときに、もううちの地区のほうですと杉田川が脇なので、避難所開設イコール水害な

んですね。なので、もう荷物をテーブルの上に上げたり準備をしたりという、事前に

そういうふうに取り組んではいるんですが、これが昼間もし家族を残していてほかに

仕事に行っていたときにわからなかったら、帰ってきてみて、あれっどういうことに

なっているのというふうになってしまうんじゃないかなと思います。遠くに住んでい

る人にもやはり災害の伝達が入るようにしてほしいと私個人的には思ったのですが。 

   今、登録した人に配信するシステムもあると思います。エリアメールは村にいない

と情報が入ってこないと思います、緊急のメールは。でも、村外にいても村の緊急情

報が入ってくるシステムがあると思います。そういう複数の手段を組み合わせて村民

の皆さんに伝わる方法があるかと思うんですが、村のほうではどのように考えていら

っしゃいますか。 

○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。 

   それぞれ避難準備情報から避難勧告、それから避難指示ということで、危険度に応

じて発令されるわけですけれども、そういう中で、まず一番村内にいる人に対して周



 

- 61 - 

 

知するというのが防災行政無線、これをまず活用して情報を発信すると。防災行政無

線には耳の不自由な方のために文字情報を発信できるような装置も今回整備いたしま

したので、事前にそういう方については配置をしているところでございます。 

   それとあわせて、無線だけでなくて消防団等を活用して広報活動、これらも行うよ

うになりますので、地域の方、特に土砂災害等、危険のある地区については、消防団

の巡回、広報、それから個別に、先ほどお話ありましたけれども、個別による電話で

危険が迫っているというようなことで、個別に電話をする等の方法。それからメール

についてはエリアメール、先ほどお話ありましたように、エリアメールについてはそ

の地区にいる人だけしか受信できないというような、そういう特性もございますが、

今回村で整備した中には、防災行政無線の音声を大玉村にいなくとも受信できる、そ

ういう設備もございます。それらについては戸数が限られている中ですので、特に防

災情報を受信しなくてはならないような、そういう危険度の高い部分にいらっしゃる

方についてはそういった登録も可能ではないかというふうに考えますので、それらに

ついては検討をしてまいりたいなというふうに思っております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） では、現在、危険箇所の頻度によって村にいなくても情報が伝わ

るシステムがあるということで、よろしいでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えします。 

   ただいまお話し申し上げましたように、防災行政無線の内容を送信できる装置がご

ざいますので、それについては現在どの部分まで、件数が限られておりますので、ど

ういった内容で受信していただくかという、そういう内部の検討を行っていきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） これから検討いただくということですね。でしたら、ぜひ限られ

た人だけではなくて多くの皆さんに伝わるような、そんな方策を考えていただければ

と思います。 

   私も仕事をしている福島市、あと隣の二本松市、あと実家のある郡山市、全部独自

の防災メールのほうに登録させていただいております。逐一、今ここの地区にこうい

うのが発令されました、今こういう状況ですというのが入ってきますので、多分ちょ

っと調べないとわかりませんが、それ以外にも方法があると思いますので、ぜひその

辺も調べていただいて、村民の皆さんに情報を発信していただきたいと思います。福

島県の公式ツイッターでもかなり細かく発信されているので、ぜひ多くの皆さんの命

を守るために、もしくは遠くに親を残して遠くにいる子どもたちに心配をかけないた

めにも、ぜひいろんな手段の情報発信をお願いしたいと思います。 

   最後になりますが、あす９月１１日は県下一斉安全確保訓練ということで、福島県

が推奨しているシェイクアウトふくしまが、あす１１時に行われる予定です。昨年、
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大玉村と大玉中学校も参加しているようですが、あすはどうなのかわかりませんが、

議会中でもありますし、何かその辺はどうなのかななんて思いました。 

   実は、今回甚大な被害を受けた北海道の地区も去年、この訓練をやっていたそうで

す。そのほかに内閣府主催の大がかりな防災訓練もあったようです。ただ、それは地

震に対する訓練だったようで、今回のその地震に対する訓練ではなかったので、行政

の防災担当の方は土砂災害対策もやっておけばと思い、今回の震災の内容を踏まえて

考えていきたいというようなコメントも発表しておりました。 

   災害はいつでも想定外の出来事が起こると思います。きちっと危険箇所の情報を伝

え、事前の準備も備え、災害時の対策もしっかりしていれば、村民の皆さんが今まで

以上に安心して住める大玉村になればいいと思います。地域防災計画を再確認してい

ただき、しっかりと取り組んでいただきたいと思い、今回の私の一般質問を終わらせ

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。 

   ２番松本昇君より通告ありました「アットホームおおたま改修後について」ほか

１件の質問を許します。２番。 

○２番（松本 昇） 松本昇です。さきに通告していました２件について議長の許可を得

ましたので、これより一般質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 

   アットホームおおたま改修後については、１として営業を現在と同じく村営とする

のか、また指定管理とするのか、村長さんの考えを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

（「議長、議長、今村長さんに尋ねているんですけれども」という

声あり） 

○議長（遠藤義夫） いえ、これは答弁の順序がありますので。 

（「ああ、そうですか。わかりました」という声あり） 

○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。 

   アットホームおおたまの改修後の運営に関しましてのご質問でございますけれども、

現時点で直営とするか指定管理とするかということにつきましては、現在のところ決

定はいたしてございません。しかしながら、村づくり株式会社を軸としました公設民

営を基本として検討を進めていくということでございます。 

   村づくり株式会社につきましても、昨年の会社設立、また今年に入りましてからの

直売所の指定管理ということから、日も浅いこともございますので、具体的な運営方

法等につきましては、今後十分に協議を進めてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございます。 

   それでは、同じ質問なんですが、村長さんにもお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） 指定管理につきましては、担当部長のほうに検討を指示しておりま

したので、部長答弁のとおりでございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございました。 

   それで、２番に入りますが、村長さんの考えもよくわかりました。ありがとうござ

います。 

   現在の従業員の扱いですが、６月定例議会の中で３番議員さんが質問されましたが、

９月１５日までの契約満了となり解雇ではないとのことでしたが、従業員の方々から

いろいろと相談を受けましたが、全く村の対応ができていないと感じています。 

   まず、改修による閉館の日にちがばらばらである。１５日までの契約は無視と。最

初は改修中は誰もアットホームには置かないと言っていましたが、２名の従業員と支

配人は施設管理をしてもらう関係で置きます、また、従業員の話を私が一人一人心を

込めて対応します、寄り添って対応しますと副村長さんが言っていましたが、８月下

旬まで従業員に対して対応していない。現場の人たちは毎日、今後どのようにしたら

よいかと悩んでいたのが事実です。あと何日も残されていない中でなぜ寄り添って対

応してやれなかったのかも伺いたいと思います。副村長さん、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。 

   アットホームの従業員２３名、この中で具体的にお話を聞かなかった方も何名かい

らっしゃいますが、ほとんどの職員の方から８月末までにはお話を聞いております。

その中で、寄り添ったかどうかわかりませんが、私は誠心誠意いろいろお話を伺いな

がら、まずは村の今回のこの公共事業に対する理解をお願いしたいということでお話

をさせていただきました。それまで、これまでのアットホームの課題、問題点等であ

ったり、今後のアットホームどうしたらいいかというような話も含めて、さらには各

従業員さんの今後の身の振り方についてどういうふうに思っているのか、どういう希

望を持っているのか、そういうことも逐次お話を伺いました。 

   その中で、いろいろ、全従業員の方の半分の方は失業手当を受けることが可能であ

ると、残りの半分の方はそうでない方もいらっしゃるということも踏まえながら、こ

れで私はこれを機に仕事をやめるんだと、うちに戻るんだという方もいらっしゃれば、

失業手当がないのでハローワーク等に行って職を探したいという方もいらっしゃいま

すし、失業手当をもらいながらしばらくその後どうするか検討するんだというような

方もいらっしゃいますし、引き続きこういう形でアットホームに従事できればという

ような希望を持っている方もいらっしゃいました。 

   そういった中で、大玉村がどれだけ寄り添って相談を受けながら今後対応していく

のかということについては、それぞれいろんな事情がありましたけれども、いろいろ、

何かあったらばすぐに私のところに来て相談してくださいと、あとまた再雇用等、ど

ういう経営形態になるかわかりませんけれども、その中でそういうご通知を申し上げ

ますよと、あとはできるだけその中で、今まで経験のある方ですから粗末にはしたく
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ないというようなことも含めて、今すぐ引き続き採用しますという断言はできません

けれども、そういう対応をさせていただきたいということを８月の末までの間に申し

上げましたし、あとは９月１５日までは全ての雇用という形でそれも確認しておりま

したので、そういう形で契約が満了となる９月１５日までには、皆さん引き続きそれ

でいろんな仕事に従事していただくという方針であります。 

   あと、それから現在３名の方、支配人、副支配人、それから施設管理というような

形で３名の職員を置かざるを得ないというのは、まず、施設工事には入りますけれど

も、例えばアットホームの館内の中でも電源が切れない例えば冷凍・冷蔵庫であると

か、あとは温泉の湯元であるとか、そういう電源を切れないような管理については毎

日の点検が必要であるし、今回、修理は入りませんけれどもアットホームコテージ、

それから周りの膨大な施設管理ということも含めれば、水源地も含めて、そういう形

で施設管理は必ず１人は最低置かなければならないということでありますし、それか

ら来年の春先、４月、５月ごろのオープンに向けて、３月、４月から準備が始まって

いたのではなかなか難しいだろうと。そういうことで、年を明けてから、年を明けて

間もなくの間で経営形態の基本ができれば、当然そのときから雇用とか何かを始めて、

新しい調理であったり新しい配膳の体制であったり、そういうものも必要になってく

るということも踏まえて、来年早々にはそういうふうな再雇用の動きも出てくる、そ

ういった中でやっぱり３名置いて、これまでの反省とか今後の計画、運営形態、そう

いうものも含めて研究、調査する時間も必要だということで、支配人、副支配人には

そのまま引き続き、あとは工事の施工管理もございます。そういうのも含めて２名体

制プラス施設管理ということで、３名体制を置くというような形で今回進めてまいり

ます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） 丁寧な答弁ありがとうございました。 

   きつい言葉だったかもしれませんが、なぜ早く対応してやれなかったかと。副村長

さんもそれね、いろいろ事情あったと思いますが、そういう意味で質問させていただ

きました。職員も同じだと思いますが、従業員もお客様のために努力して毎日勤めて

おりますから、早目の対応をしてやるべきではなかったのかと思います。これについ

ては、今副村長さんが答弁していただきましたので省略させていただきます。 

   ３番目ですか、風呂場改修による温泉量確保は十分に対応できるのか伺いたいと思

います。風呂場の改修により浴槽面積が大きくなりますが、温泉量の確保は十分にで

きるのか、また対応できるのか伺いたいと思います。村長さんの答弁をよろしくお願

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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   風呂場改修による温泉量確保は十分なのかというお尋ねでございます。 

   まず、源泉の温泉湧出量でございますけれども、測定時期による変動もございます

が、平均で毎分４５リッターから５０リッター、多いときで５５リッターほどの温泉
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の湧出量がございます。 

   現在もこの温泉に若干加水をしながら提供しておりますけれども、湯船が大きくな

ることで、試算をいたしましたところ、約４立米ほどの温泉湯量が多く必要になると

いうふうに試算をいたしてございます。したがいまして、浴槽の清掃等で浴槽をまる

きり空にしたときに満水になるまで若干時間は多くかかることは考えられますけれど

も、現在の泉質を低下させることなく温泉を提供することが十分可能というふうに考

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） この質問は、新しく改修して浴槽も大きくなると、それに対して湯

量が少なくなって水を足したり、それは当然足すんですけれども、余り足し過ぎて今

までのアットホームの温泉とは違うぞと、改修はしたがそういうことでは利用者にも

失礼だし、イメージダウンにもなりますので、これについては今後、多分これ浴槽を

つくれば今言ったように湯量も欲しくなるし、ボーリングとかそういうあれは出ない

とは思いますが、そういうことのないようにやればお金もかかるし、また補正予算で

もとらなければいけないし、十分それ、いっぱいお金もかかっているわけですから、

そういうことのないように自信を持って事業を進めてもらいたいと思いますが、村長

さん、これについてご答弁お願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   今部長が申し上げましたように、湯量には限りがありますので、あと下のほうに貯

水タンク、貯湯タンクがございますので、夜の間にしっかりとためて日中希釈して薄

くしないで確保する、あと残念ながら面積が倍になるわけではありませんので、十分

対応できる面積、本当は実際はもっと倍ぐらい大きくしたいんですが、スペースの問

題で不可能だということで、十分対応できるというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ご丁寧な答弁ありがとうございました。 

   アットホームおおたまの改修後は今まで以上に村内外からの利用客がふえることを

望んで、この質問を終わります。 

   次の質問に入ります。 

   ６月１０日はあいにくの雨でしたが、南相馬をメイン会場として天皇皇后両陛下を

お迎えして全国植樹祭が行われました。また、県民の森フォレストパークでもサブ会

場として各市町村の木の植樹祭が行われました。森林の大切さを実感したところであ

ります。そこで、松くい虫状況とその対策について質問いたします。 

   松くい虫の被害が拡大している中で森林を守る観点から被害防止の対策について伺

います。村内全域を見渡すと、早くも紅葉したかのように一部分が赤くなっており、

松くい虫の被害が広がっています。そこで、１番の（１）の村で把握している松くい
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虫の村内の被害状況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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   村内における松くい虫の被害状況でございますけれども、議員ご指摘のように、ほ

ぼ村内全域で被害が確認されている状況でございます。特に玉井の又兵衛山地域、あ

るいは板倉、名倉山地域においては被害がやや集中しているというふうな箇所もござ

いまして、これらについて村民の方々あるいは被害調査ということで、現地確認を行

いながら現在対策を講じているというふうな状況でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございます。 

   今、この又兵衛山とかそっちのほう調査をしたと、しているというようなことです

が、２番のこれまでどのような対策をとってこられたのか、防止対策の実態を伺いた

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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   松くい虫の防止・防除対策でございますけれども、まず１点挙げられますのが、地

上散布によりまして薬剤を散布して松くい虫被害を未然に防ぐというものでございま

す。これは、今年度におきましても八坂神社、それからさくら公園というふうなとこ

ろで実施をしているところでございます。 

   また、保全松林健全化事業、いわゆる衛生伐といわれている事業でございますけれ

ども、こちらの事業につきましては、松くい虫の被害に遭った松、またその周りの松

で影響を受けて、これはこの先枯れるであろうというふうなところの松、これについ

て伐採して被害の拡大を防ぐというふうなものでございます。また、被害に遭った松

の木を処理する危険木伐採といわれる伐倒駆除の事業、さらに松くい虫の被害に遭っ

た松の木の現地調査を行いまして、民家あるいは道路、それから電線等に影響を及ぼ

す危険性の高いものから伐倒駆除を、伐採を行うというふうなものを行ってございま

す。また、個人で業者に依頼して伐倒した場合には、１件につき上限５万を補助とい

うことの松くい虫被害木の伐倒補助金、こちらについても対応しているところでござ

います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございます。 

   ２９年度の成果報告書を見ると、今部長が答弁されました、地上散布２回、八坂神

社とさくら公園ということで４１万４００円、危険木伐採、伐倒ですか、事業では

４９万４，６００円と。そのほかもいろいろ実施しているようですが、３０年度も補

正予算で１８４万６，０００円が計上されております。松くい虫を防除するのにはも

っとやっぱり予算をとるべきだと思いますが、これについてあれば答弁をお願いした
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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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   松くい虫の防除対策につきましては、県による補助事業、さらには村の単独事業と

いうふうなところで２つの構えで実施をしているところでございます。補助事業につ

きましては、予算の制約もというところもございますので、しっかりと予算確保を行

いながら、さらには不足分については村の単独事業もあわせて行いながら、予算を確

保し、さらに調査体制も充実させながら進めてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございます。 

   松くい虫問題については短期間では解決するものではありません。だからこそ、長

期的な計画のもと森林を守る観点からも、大玉村にとっては重要な課題であると考え

ます。そこで、解消に向けた今後の計画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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   松くい虫対策の今後の計画というふうなお尋ねでございますけれども、これは本当

に村内にも全域で発生しておりまして、伐倒駆除を行ったそばからまた次のところで

というふうな、ある意味イタチごっこのような状況もありまして、担当といたしまし

ても大変苦慮している状況でございます。 

   今年度以降につきましても、今まで行っております対策を基本に置きながらより被

害の状況把握に努めまして、衛生伐あるいは、一番は人家あるいは道路、人的な被害

が及ばないような、そういった対策に主眼を置きながら進めてまいりたいと。もちろ

ん八坂神社それからさくら公園、そういった貴重な松については、地上散布によりき

ちんと守っていくということもあわせまして、進めてまいりたいというふうに考えて

ございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございました。 

   これまでいろいろとお聞きいたしましたが、これらを踏まえて最後に村長さんに伺

いたいと思います。 

   村の面積の約６５％を占める森林は、環境保全、土壌保全、災害防止、水源涵養な

ど多くの機能を担っています。また、大玉村の花は桜、鳥はキジ、そして木は松であ

ります。村の木である松を、そして森林をしっかりと守ることが大切だと思っており

ます。 

   さらに、本村は日本で最も美しい村連合に加盟しています。山が松くい虫で赤々と

したような状況では、日本で最も美しい村とはいえるでしょうか。松くい虫の解消に

向けた村長の考えをお尋ねしたいと思います。 
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○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。 

   全くそのとおり、大玉村にとっては約７割が山林で安達太良山を中心としてあるわ

けですので、この安達太良山から広がる景観というのは大玉村民の自慢の景観ですの

で、これをしっかりと守っていきたいと。 

   ただ、国有林ですので、伐採計画があったりなんかしますので、国のほうには皆伐

をしないでくれというお願いをしています、林野庁のほうには。皆伐、全部切ってし

まって、たまたまあのハートマークが出たりなんかして話題になりましたが、あれも

偶然の話なので、ああいうふうにできれば択伐という選択して景観を保って切ってほ

しいという依頼をしていますが、なかなか国のほうはうんと言わないということを、

これからもそういうことで景観を守るために、営林支局のほうにも営林省のほうにも

しっかりとお話をしていきたいなというふうに考えています。これは水源の涵養も当

然ありますし、村にとっては大切な資源でありますので、しっかりと保全をしていき

たい。 

   ただ、松くい虫についてはもう防除の方法はないというのが正直なところですね。

空中散布をやっても効果がないと。それ以外の自然体系のほうにかえってそれこそ問

題のほうが大きいということで、空中散布はもう手法としてはとれなくなっていると

いうことで、今地上散布。この地上散布も余り効果がないと。かつては木の中に薬剤

注入をしてやりましたが、これも効果がないということで、もう本当に対処療法とし

て伐採するしかなくなっているというのが現状ですが、やはりできる努力は、先ほど

言ったように、大玉の大切な八坂神社の木とかそういうものについては、しっかりと

またできる限りの対応はしていきたいなと感じています。 

   ナラ枯れ病という病気がありまして、関西のほう、大体新潟のほうから回ってきて

ナラも完全に枯れてしまうというような状況も危惧されたんですが、若干ここ六、七

年、会津辺のところでとまっている。なぜとまっているのかわかりませんが、こうい

う自然全体が変調を来しているという状況の中で、できる限りの、安全第一を、倒木

で危険防止のものとかで先ほど部長言ったような安全防止を毎年優先しながら、でき

る限りの保全に努めてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） 今、村長さんから前向きな答弁をいただきました。 

   松くい虫は本当にどうしようもないですね。もう全国的に広がっていますし。それ

についてもやっぱり防除をやらなければますます拡大しますので、先ほども申しまし

たように予算を多くとって、また国・県からも補助金をいただいて、一本でも少なく、

病気にかからない、そういう体制をとっていただきたいと思います。そしてまた、先

ほど村長さんもお話しのあのナラ枯れですか、あれはもう苗松山はすごいんですよ。

そういうことで、あれは松には影響は。ないんですよね、わからない。 

   いろいろとお尋ねしましたが、大玉村、やっぱり先ほど言ったように村の木は松な
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ので、大事に保護できるようにこれからもお願いして、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。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後２時２５分といたします。 

（午後２時１１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「核兵器のない平和な世界を

願って」ほか２件の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １０番須藤軍蔵でございます。議長の許可のもと質問を行います。 

   今議会は決算議会でもあり、私も役目柄、お金と事業について長い時間かかわらせ

ていただきまして、揺りかごから墓場までと言うけれども、実際は揺りかごの前から

墓場の後までお金がかかるというのが改めてわかって、いかに銭かかるんだなという

話をつくづく今改めて感じたところでありまして、今回はそのお金にかかわらない話

をしたいなということで、しかしそれでも大事な話だということで、先ほど来、午前

中もお話ありましたように、ああした自然災害に対するところの自治体の住民の命と

健康を守るという仕事と同時に、また人類の幸福をということの中での、やはり住民

の平穏な営みを続けられるためには平和という問題が極めて大事になろうということ

で、１つ目の質問として核兵器のない平和な世界についてであります。 

   昨年、国連の会議におきまして１２２カ国が賛成をして、核兵器禁止条約が採択、

成立しました。またあわせて昨年、ＩＣＡＮ、核兵器廃絶国際キャンペーンという組

織がこれまたノーベル平和賞を受賞いたしました。 

   ＩＣＡＮの活動の内容は説明を読むと非常に長たらしい戒名で、各国政府に対して

核兵器禁止条約の交渉開始及び支持のロビー活動を行う目的で設立された国際的な運

動の連合体だというふうな中身になっているようであります。 

   この中で、被爆者で現在カナダに在住されている節子サーローさんという方が、ノ

ーベル平和賞の受賞式での記念演説を行った中で、核兵器禁止条約が国連で採択され

たことについて触れて、被爆者は７２年間これを待ちわびてきたと。これを核兵器の

終わりの始まりにしたいというような話をされて、全くそのとおりだなというふうに

思ったところであります。 

   大玉村にあってもさまざまな、これまで取り組みがなされてきましたし、非核平和

宣言の村なども宣言し、あわせて１９８９年、平成元年だったと思いますけれども、

当時の後藤二雄村長の題字による非核平和の碑がこの庁舎の敷地内に今現在も建立さ

れているわけであります。 

   核抑止論あるいは核の傘論など、さらにはまた二、三日前の朝日新聞の声という欄

では、今こそ日本は核武装をすべきだという、そういう持論の展開の投書もございま
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した。さまざまなそういう紆余曲折を経ながら、しかし全体としては人類の英知を集

めて、やはりそれは核兵器はなくすべきだという方向に、国連でもそういう方向に進

んできたという新しい局面を迎えております。 

   こういう状況のもとで、この核兵器の廃絶に向けた村長の思い、あるいは決意のほ

どをまず最初にお伺いをしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   今ほどＩＣＡＮがノーベル平和賞を受けたということで、日本中の被爆者が、アメ

リカ在住の方ですが授賞式に出席したということ、大変世界中の話題になりました。

オバマ大統領が核なき世界の実現というようなことで宣言をされましたが、今、逆に

北朝鮮の問題とか、それからトランプ大統領の小型のもっと使い勝手のいい核兵器と

いう考え方だというふうに思いますが、地域で使う戦略核というような話も出てまい

るような状況にあります。 

   大玉村は今言われたように非核宣言をしておりますし、それから非核宣言都市の連

合のそれにも加盟をさせていただいておりますので、当然子どもたち、小学生、中学

生を広島の記念式典のほうに毎年派遣をしているというようなこともございますので、

当然核なき世界というのは望むべき世界だというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   次に、今ほどちょっと触れられました大玉村の小中学生の平和式典への派遣事業に

かかわってお尋ねをいたします。 

   今年の平和式典での松井市長は平和宣言の冒頭で、皆さん、あなたや大切な家族が

そこにいたらということを想像しながら聞いてくださいというようなことで、また意

図的であれ偶発的であれ、核兵器が炸裂すれば人類の苦難の道が始まるのだというよ

うなことを言われましたし、あわせて、また放射能障害は今なお生き延びた人々の、

被爆者の心を心身ともにむしばむ、そういう状況になっているんだという話がされま

した。なおかつその中で、被爆された方々が減少する中で、その声に耳を傾け語り継

ぐことが今一層重要になっていますというふうに、この広島の平和宣言の中で市長が

述べられているわけでありまして、７３年たった今、世界の唯一の被爆国の日本の

人々が世界に平和を訴えるということが大切だということを強く感じるところであり

まして、大玉村の平和教育の一環としての平和式典への参加という、これまでずっと

何年か続けてきたところでありますけれども、こうしたことへのこれまでの事業の意

義づけ、あるいは感想というものについて、それらについてお尋ねをいたします。 

○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。 

   今ほどお話がありました広島派遣事業でございますけれども、平成２２年から実施

しております。今年で９年目になりますので、毎年６名、小学生が各校から２名、
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６年生そして中学３年生、６名、全部で５４名の子どもたちが平和式典が８月６日で

したか、広島に派遣させていただいております。 

   その子たちに行ってきての感想というか尋ねましたところ、異口同音に、平和に対

する意識が変わった、そんなふうに子どもたちは述べています。非常に多感なそして

みずみずしい感覚を持っている６年生、中学３年生が、本当に７３年過ぎた今もああ

いう惨状になっているところを直接見ることによって、本当にそういったことを、当

事者意識と言ったらいいんでしょうか、そういうものを持って帰ってきているなとい

うようなことを強く感じています。具体的には戦争の恐ろしさ、あるいは命のとうと

さへの思いが新たに強まってきている。次は私たちが何をやるべきかというようなこ

とを学んできたとか、そういったことを教わってきております。それからまた、被爆

者が非常に高齢化する中で、被爆者から直接被爆体験のお話を聞くというようなこと

も、非常にこれもまた意義のあることだなと思って、毎年そんなふうにお聞きしてお

ります。 

   教育、いろんな分野があります。これはまさに平和教育というようなことに当たる

と思いますけれども、平和教育を進める上で極めて意義のある事業だなというふうに、

そんなふうに捉えております。 

   なお、今年度、９月２１日に報告会をやっておりますけれども、今まで関係者の

方々にだけお知らせしておいでいただいたんですけれども、せっかくの機会なので、

広報等で村民の皆さんにもお声がけをして、できるだけ多くの人たちに来ていただい

て、報告会をより実りあるものにしていきたいなと思っておりますし、報告して終わ

るんじゃなくて、参加した人との意見交換会というのももう一つ取り入れまして、双

方向性で広島の派遣事業をさらに充実したものにしていきたいなと、そんなふうに考

えております。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   多くの人々が多様な考えを尊重しながら、核兵器の廃絶を人類の共通の課題、価値

観にしていくということが大事だなということを考えるわけであります。 

   とりわけ今お話ありましたように、未来を担う子どもたちへの期待というのも大き

いわけでありまして、平和式典の中でも子ども代表の誓いの言葉というのがありまし

て、非常に私も、広島市長の平和宣言と子どもの挨拶だけは聞いてあとは消したとい

うことでありまして、非常に感銘を受けました。その中で、やっぱり今お話を受けた、

話がありましたように、子どもたち代表は憎しみや苦しみを乗り越えて平和な未来を

つくろうという、懸命に生きてきた広島の人々と、その平和への思いをつないでいく

私たちは、私たちが学んで心に感じたことを伝える伝承者になりますというふうに、

この誓いの中では結んでいるわけでありますが、非常に感銘を受けたところでありま

す。子どもたちの学んだことは非常に大きな財産になるというふうに思っております。 

   私も５０年ぐらい前には１回初めて行ったんですけれども、先ほど来お話ありまし

たが、私は紙ベースの人間ですので紙のことでしか、余り書いたやつを読んだり聞い
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たりしか、今の何というかああいうなのはわからないね。紙で覚えたことをしっかり

覚えたりしているという古いあれなんだけれども、そういう中で、今お話あったよう

に子どもたちを派遣するというのは極めて大事だなと思います。 

   たまたま今回、私たち議運のほうで美浦村を、友好交流都市協定というんですか、

結んでいるところの美浦村の資料を、たまたま行くということでいただきました。今

月号の広報美浦というのを、もう９月号が出ているんですね。ここにこの子どもら広

島に行ってきたやつの、これがトップの記事。たまたま台湾にも行っているんですね。

その中身についても詳しく後ろのほうで、全部読ませてもらいましたが、大玉とはそ

れぞれ人の選び方も違うし、それは例えば非核宣言を推進している人たちの代表も行

っているとか、親子が行くとか、議会議員の代表が一緒に行くとか、そういういろい

ろさまざまな取り組みがあるんですけれども、こういう美浦での取り組みというよう

なことも、ああ、ほかでも一生懸命やっているんだなというふうに受けとめたところ

でありますが、いずれにしても今後さらに大切な事業でありまして、今後の事業の取

り組みについても、今ほど聞くと９年、もう１０年になるというようなこともありま

すので、それに向けての何らかの新たな抱負なり、何か考え方も含めて、より一層そ

ういう中身が発展するという方向での考え方などについてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   来年は１０回目を迎えるということですので、これから教育委員会のほうに、

１０回目を記念してどういうふうに実施するかということは検討をいただきたいなと

いうふうに思っておりますが、この広島派遣については今後も継続をしていくと。た

だ、１０回目については拡大するのか、長崎まで足を伸ばすのか、別に行くのか、そ

の辺も含めて、来年度については検討してまいりたいなというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   次に、歴史文化財を生かした村づくりについてということで２つほどお伺いします。 

   昨年から今年にかけて、戊辰戦争からの１５０年というような節目、あるいはそう

いうかかわりを含めた、暴風で倒れた馬場桜の手当てというようなことでの村文化財

指定、あるいは案内板の設置というようなことで精力的な取り組みがなされて、今ま

でですとあれやこれやの理由をつけて大体五年、十年くらいかかってきた話を去年と

今年で一気にやったのかなというふうに、大変にご苦労だったなというふうに思って

いるわけでありますが、とりわけ去る８月１９日におかれては、戊辰戦争のふるさと

の慶応４年、この行事にも非常に大きな反響があったそうでありますが、そういうこ

とも含めて、昨年から今年にかけての文化財指定並びに文化財、そうしたものに対す

るところの取り組みなどについての感想なりご意見などあればいただきたいと思いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 
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○教育長（佐藤吉郎） １０番議員さんにお答えいたします。 

   戦士三十一人の墓、これが今までちょっと大変な状況になっておったものですから、

戊辰１５０年、この年に合わせて何とかしたいというようなことで、いろいろと取り

組みをしてきました。文化財の指定していただきまして、それを修復しまして、今回

に備えてやりました。それからまた、今回ライオンズクラブさんからのお力添えをい

ただきまして、立派な漢詩の碑を建てていただきました。案内板も立てました。 

   そんな中で８月１９日、これは３部形式だったんですけれども、午前中は実際に歩

ってみるというようなこと、それから午後は講演会とそれからパネルディスカッショ

ンというようなことで計画いたしました。午前中の部は、まずは戦士三十一人の墓、

それから手志子森、それから正福寺というようなことを回ってくるコースだったんで

すけれども、いろいろ回ることを考えまして、一応定員を３０名というふうにさせて

もらったんですけれども、５０名を超える５２名だったかの方に参加いただきまして、

いろいろ手配して、手分けをしながら実際にその地方を訪れていただきました。いろ

いろ感想をたくさんいただきました。この事業、大変よかったなと思っています。 

   感想なんですけれども、参加した人、遠くは須賀川市とか福島市とかからおいでに

なった方がたくさんおりました。ご高齢の方がたくさん多かったんですけれども、村

内の方が少し少なかったのかなというのが感想です。それから、若い人が少なかった

というのが感想なんですけれども、そんな中に大玉の中学３年生か高校１年生か、そ

の子たちが二、三人いたというようなことが非常に印象に残っています。 

   まだまだ、大玉に今住んでいらっしゃる方も三十一人の墓、それから戊辰戦争

１５０年にかかわる山入の戦い等について、まだ存じ上げない方がいっぱいいるのか

なと思ったものですから、これからもっともっと周知していくというようなことが大

事なのかなと、そんなふうな感想を持ったところです。 

   なお、今、大玉を学ぶというようなことで、子どもたちに地域学習の教材をつくっ

ていますので、その中にも取り入れながら、そういった１５０年前、そんな歴史につ

いて多くの村民に知ってもらう、あるいは関心を持ってもらう、そんな活動をしてい

きたいなと思っています。 

   なお、午後は地元の文化財の審議委員の方々、それから二本松の方々、県の方々に

ご講演いただきましていろんなことを教わりました。端的に言えば、村民がいなけれ

ばできなかった戦い、これが戊辰戦争だなというふうに、県の山田さんという方、文

化財保護審議委員の方がお話しされていたのが非常に印象だったんですけれども、そ

んな中で、これからもっともっと戊辰１５０年にかかわる中身について出てくる、埋

もれている事実もまたあるのかなというふうに思ったものですから、これを機にさら

にそんなものについても発掘していければ、そしてそれを広めていければいいのかな

と、そんな感想を持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） ありがとうございました。 

   ふるさとの慶応４年については、歴史の事実としての受けとめ方にできるだけ徹し
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て、西軍、東軍にはあえて触れないでいろいろこの前も述べてきましたが、余計なこ

とを言って、薩長連合を新たに頑張ってやらねばならないなんて言っているやつも、

また火をつけるような話を語るやつもいて困ったなと思って、そうではなくて、やっ

ぱりそういう事実があって今日につながっているということなのかなと思っているん

ですけれども。 

   一つ言えば、やっぱりその戦いの二本松ルートは母成街道をなくしては語られない

わけで、やっぱり手志子森から母成街道に抜けるところというものも今後さらに整備

をしながら、それだけでは、これ実はもう１５０年というのはキャンペーンずっとや

ってきてからだけれども、これはメジャーなことではないので、もう多分あと５０年

ぐらいで話にならないかもしれないね。それをやっぱりこつこつ守り育てていくとい

うのが大事だと思うので。一過性の、多分、そういうものも持っていると思うんです

よね。したがって、そういう中でも、地味ですけれども、ひとつ守っていくというこ

とをしていただきたいし、今大玉村にある一つ一つのいろんな、一つ一つとると大し

たことないというふうに言われてしまうかもしれないけれども、そういうものをつな

ぎ合わせながら、ミニ観光なり、そういうものを要望する人も中にはいると思うので、

そういうものを生かしながらやっていくということが、いわゆる今まで住んでいた人

たちの積み重ねの中にある村、そして今日というものをやっぱりきちっと大切にして

いくということが大事かなというように思います。 

   やっぱりこういう場所なんだということは、実は温石遺跡というのがあるんですね。

行ってきたらまあどこに、あれは１つあるだけで、あとずっと畑の中入っていって、

ここだなという、これ二本松かどこかの方なんだそうです、所有者は。傾城壇は上っ

ていくと立派な板があって、しかじかこうだと書いてあるんだけれども、あの温石は。

あれはもう少しああいうものを大事にしたり、それから手志子森についても何か工夫

をしてぜひやっていただきたいと思います。 

   いずれにしてもそういうものを生かしながら、今後、維持管理を積み重ねていただ

きまして、一層そういうものを発展させていただきたいということで、この点につい

ても、今後の対応も含めてお尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 今回この事業をやらせていただきまして、今１０番議員さんがご

指摘いただいたことを私も強く感じました。 

   大玉ではこの３月に歴史文化基本構想、長年やってきたやつがまとまって、その概

要版は各家庭にお配りしましたし、本体はいろんなところに置いてありますけれども、

保存活用の基本とその中にありまして、いろんな形でまとめたんですけれども、その

中に１つは価値の共有化。例えば文化財の価値の共有化を図っていきましょうという

ようなこと。それからもう１つは保存管理をしていきましょうと、まさに今ご指摘い

ただいたそのとおりなんでありますけれども、それから積極的に公開していきましょ

う。そしてそれを活用していきましょうというふうに、そんなふうにうたわれていま

す。 
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   今ご指摘いただいたようなところ、案内板等も大分整備しましたけれども、まだま

だなところがあるのかなと思っています。今回を機に、今お話あったことも含めてさ

らに検討して、あるいはまた体系化していって、それを一つの村の新たなイメージ、

そんな形にしていければなというふうに思っています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ丁寧な説明をいただきまして、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。 

   ６番武田悦子君より通告ありました「再生可能エネルギーとこれからの村づくりに

ついて」ほか１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

しました２件について一般質問を行います。 

   まず初めに、再生可能エネルギーとこれからの村づくりについて質問をいたします。 

   東日本大震災、その後の東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故により、私たち

の電力についての考え方が大きく変わってきたと思います。危険な原発は要らない、

これは多くの国民の思いではないでしょうか。 

   しかしながら、国は７月に新たなエネルギー基本計画を閣議決定いたしました。基

本計画では原発を重要なベースロード電源と位置づけ、２０３０年度の電力の２割を

原発で賄うとしています。これは日本を原発依存社会へと後戻りさせるものです。 

   今、世界では温暖化対策を初め、持続可能な社会へ転換するために省エネルギーの

徹底と再生可能エネルギー政策に考え方の柱を移しています。日本でも省エネルギー

の徹底と、再生可能エネルギーを３割、４割と抜本的にふやすことにもっと積極的に

取り組むことが求められています。 

   原発は一たび事故が起きれば、私たちが経験したように多くの人の生活を一変させ、

苦しみを味わわせることになります。絶対に繰り返してはなりません。 

   大玉村はいち早く再生可能エネルギー推進の村として取り組みを進めてきたと思い

ますが、これまでどのような取り組みを進めてきたのか伺います。 

○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いたします。 

   まず太陽光の発電、これが中心になりますけれども、公共施設をまず太陽光発電に

よる導入ということで設置をしてきております。また住宅用として、これも太陽光発

電の補助、あるいは薪ペレットストーブの暖房用の設備の補助ということで進めてま

いっております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 村としての取り組みは、太陽光さらには薪ペレットという程度にと

どまっているのかなというふうに思いますが、村内にも、今、大型の太陽光発電施設

が見られますが、これは何カ所で発電量はどのくらい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。 

   まず公共施設においてですが、平成２４年度から改善センター、それから８施設に

太陽光設備を導入しておるのですが、これらの公共施設については１４５キロワット

の発電能力にあります。それから、個人住宅としては平成２２年から実施しておりま

して、全２５５戸、１，２４３．８キロワットになります。薪等の暖房設備に対する

補助については同じく平成２２年度から実施しておりまして、全２１戸の補助となっ

ております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 公共施設、個人住宅等々はわかりましたが、民間で行われているよ

うな大規模な太陽光発電というのは把握してはいらっしゃらないんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   現在ＰＬＡＮＴ－５と、あと丘の斜面等に発電設備を設置しているところもござい

ますが、それらについての詳しいワット数等については現在把握はできておりません。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） それでは、先ほど来公共施設のお話ございました。公共施設８施設

１４５キロワットというお話でございましたが、これによって実際の電気料というの

は節減になっているのかどうか。なっているとすればどのぐらいのものになっている

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。 

   発電能力ということで１４５キロワットということですが、これを年間で太陽光の

発電の効率等を考えますと、約１４万キロワットになります。その１４万キロワット

を電気料で１キロワット２５円で換算しますと、年間３５０万円程度になるのかなと

いうことで試算しております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 改めて確認ですが、年間３５０万円ほど電気料が安くなっていると。

設置する前から比較してということでよろしいんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   これはあくまでも試算ですので、その当時のままでいればということですが、条件

等も変わっておりますので、単純に３５０万減額になったということではないという

ことでご理解いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 村内の公共施設に整備されている太陽光は蓄電能力というか、それ

はないように記憶していたんですが、あるということでいいんですか。日中ためたや

つを夜使うというような形ということでしょうか。 
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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） お答えいたします。 

   発電設備とともに蓄電設備も設置しておるわけですが、この蓄電設備については非

常災害時に使用するというような目的もございまして、それをそっくり使うというこ

とではなくて、非常時にその電源を使えるように蓄電してあるという施設と、あとは

蓄電したもの、それから蓄電設備がなくてそのまま利用できるものというようなこと

でございますので、あくまでもその公共施設で非常災害時に備えた部分については、

その蓄電設備を、非常時にある一定の事務室の照明であるとかパソコン、そういった

ものに利用するための蓄電設備になっております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） とすると、全ての公共施設の太陽光に非常電源用の蓄電設備がある

というわけではないということですか。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ６番議員さんにお答えいたします。 

   先ほど部長のほうから申し上げました８施設の再生可能エネルギー導入事業につい

ては、全て太陽光と蓄電池、中学校だけが太陽光のみです。７施設に関しては太陽光

と蓄電池がセットで導入、設備として整備されております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 蓄電設備そのものは、非常用電源というふうに使われるということ

は、そんなに蓄電能力が高いというわけではないということですよね。これ、せっか

く太陽光で電気を起こしてももったいないなという思いがあるんですが、これを新た

に蓄電の設備を入れるということになると、かなり莫大なお金も必要になるかなとい

うふうにも思いますが、このせっかく起こした電気をどう有効に活用できるのかなと

いう部分で、もう少し見直しが必要なのかなというふうにも思うんですが、何か施設

によってはいざというときに使えなくなるような、ここは太陽光のやつでこうなって

いるんだけれど、どうもいまいちうまく回っていないというようなところもあるやに

聞きますので、その辺をどのようにうまく、せっかくの施設なので、せっかく太陽の

恵みをいただくわけですから、有効に活用するための手法というのはないのかどうか

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いたします。 

   蓄電池を設置してある公共施設につきましては、非常時に活用すべき公共施設が中

心となっておるわけなんですけれども、それについては補助事業を受ける条件という

ことで、非常災害時に使える設備ということで補助いただきながら設置したものでご

ざいます。ですから使えるその施設全部に供給できるというわけではなくて、最低限

必要な部分についての電力を確保するというようなことで設置されておりますので、

ちょっとそれを今の時点で変えるのは難しいかなというふうに思っています。 
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○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 現時点では難しいというお話でございましたが、将来的に何かもっ

と有効な手だてがあればもう少し利活用できるのかなというふうに思いますので、ぜ

ひ検討をお願いしたいと思います。 

   続きまして、お隣の二本松市では仮称二本松電力というものの設立に取り組んでお

られるようです。太陽光発電の適地を募集しているという広報を見せていただきまし

た。さらには、宮城県女川町や福岡県みやま市など地域で電気を地産地消し、お金の

流れを循環させる取り組みというものが進められております。女川町ではこの地産地

消の電力で出た利益を子どもたちへの給付型奨学金の原資に活用しているという報道

もあります。さらにはこの取り組みで雇用も生まれています。これこそ究極の地産地

消ではないかと思いますが、村長の考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   福島県では会津電力、これは会津の商工関係者が集まって会社をつくっております

し、福島には信夫山電力という、これも民間の方が組織をつくってやっているものが

ありますが、あとは市町村では大きくやっているのは、飯舘村が広大な太陽光発電を、

これは財源の確保ができるということでつくられていると。原発で被害に遭っており

ますので、十分な予算があるということで始められたんですが、大玉村でもし始める

とすると、これやはりドイツなんかでは風力発電をお金を集めて、一億、二億市民が

集めてやっておりますが、この８，０００何がしの大玉村の規模、それから３５億、

４０億の財源規模の中で主導して進めていくというのも、やはり財政的にかなり厳し

いのかなと。しからば、じゃ民間でそういう話が出るかと。村民が出資をして何億と

いう金を集められるかということになると、これは少しできないと。二本松がどうい

う手法でやるのかはわかりませんが、かなり難しい、大玉村の場合には現実的に同じ

ような手法でやるのは難しいのかなということですので、今できる、各家庭に上げて

いただいて、補助金を継続して出していくというようなこと。それからあと、杉田川

上流に、先ほど言いました信夫山電力が小水力発電所を、これはやっと環境省等の手

続が終わりそうですので、だんだん現実的に進んできているので、そう遠くないうち

に小水力発電所はできると。これは民間の力を使いますが、村としても側面から協力

するということで、協定を結んで進めていく予定でおります。 

   それから、メガソーラー、大玉には大規模太陽光発電所はありません。俗に言うメ

ガソーラーというのはもう５０町歩、１００町歩のレベルの話になりますので、ゴル

フ場にそういう話もありましたが、やはり村としてはゴルフ場を存続してほしいとい

うお願いをしたいきさつもございますので、太陽光発電は、あと２０年後に処理する

段階で、全国で何億枚、何十億枚というのを一斉にどう処理するのかということはま

だ確立されていない中ですので、村としてはその辺は慎重に、メガソーラーについて

は考えていかなければいけないなという考えでおりますし、風力についても一時期調

査をしたんですが、やっぱり吹くときは屋根が飛ぶほど吹くんですが、あとはぴたっ
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と無風になってしまうと。風力発電には合わないという調査結果がありまして、風力

はなかなか難しい。小水力発電についても、ゲリラ豪雨とか水害を考えますと、かな

りリスクの高い発電になると。バイオ関係は放射能の関係があったり、なかなか大規

模にやらないと採算性はとれないと。中途半端ではこれはもう支出だけになってしま

うということなので、現時点では少し取り組みは難しいかなというふうに考えており

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   再生可能エネルギー、いろいろな手法がありますので、いろいろ検討していただく

中でよりよい方向へ進めていっていただきたいと思います。太陽光でもソーラーシェ

アリングとか申しまして、太陽光の下に農地というやり方もあちこちで行われている

ようですし、いろいろな形、研究も進んでいくと思いますので検討をお願いをしたい

と思います。 

   次の質問に入ります。 

   高齢者支援の現状と今後の取り組みについて伺います。 

   平成１２年から始まった介護保険制度ですが、この間３年に１度の見直しが繰り返

され、利用者の自己負担もこの８月から３割負担が始まりました。さらには高齢者支

援の考え方そのものが自立支援の方向に大きくかじが切られてきたと思います。また、

核家族の増加など高齢者が暮らしている状況も大きく変化しています。 

   大玉村では高齢化率、介護認定率においても県平均より下回っていると思いますが、

やはり年々認定者数もふえてきている状況にあるのではないでしょうか。行政報告に

もありましたが、再度介護保険の認定者数、サービスごとの利用者数、施設入所者数、

待機者数の数を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ６番議員さんにお答えいたします。 

   行政報告では６月分の掲載でありましたので、７月末現在の数字を申し上げます。 

   介護保険認定者数は３４３名で、この中で第２号保険者の方については１３名とな

っております。また、介護度別では要支援１が１７名、要支援２が２３名、続いて要

介護１が６２名、要介護２が８０名、要介護３が６３名、要介護４が６０名、要介護

５が３５名となっております。 

   なお、サービス利用につきまして、居宅介護サービスの利用者が１７４名、地域密

着型サービス利用者が９名、施設サービス利用者が１０３名、合わせて２８６名がサ

ービスの利用を受けております。 

   続いて、施設の入所待機者数についてですが、平成２９年４月１日現在での福島県

の調査結果でありますが、本村の待機者については特別養護老人ホームで実人数

５８名となっております。また、参考でありますが、老人保健施設については２９名

となっております。 
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   なお、この数字につきましては取り扱い注意となっておりますので、本村のみの数

値しか公表できませんことをあらかじめご了承ください。 

   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。 

   ３４３人の方が認定を受けていらっしゃると。介護保険始まった当初からすると格

段の差があるなというふうに思っております。これらの数について今後の見通し、ど

のぐらいふえる見通しを立てていらっしゃるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） 推計ですが、ちょっと今資料をそろえていますので、すみ

ません。大変失礼しました。 

   まず推計なんですが、現在策定しております第８期大玉村高齢者福祉計画第７期介

護保険事業計画で推計しております。平成３１年度につきましては３４８名、平成

３２年度については３５６名、ちょっと飛びますが、平成３７年度計画末期までで

３９６名と推計してございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ３９６名まで推計をされていると。この中には私も入るのかなとい

うふうにも思うわけですが、そうならないための施策をどのように進めていくのかと

いうのがかなり重要になってきております。 

   この間、先ほども述べましたように高齢者の状況、かなり変化をしております。抱

える課題、それこそ１００人いれば１００通りの課題があると思いますが、現在この

課題をどのように把握しておられるのか、分析をしておられるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   まず村の課題というようなことで、国が進める地域包括システムの構築に向けて、

地域包括支援センター機能の充実ということと、また医療と介護の連携推進というよ

うなことで現在行っておるわけでございますけれども、自立支援、重症化の防止、こ

れを目指した介護予防、日常生活の総合支援事業の推進に向けてということで、外出

支援の確保、それから自立した日常生活の支援、高齢者自身や高齢者を支援する安心

した地域づくりの協議体、こういった各種ボランティアの設置と。それからあと地域

支え合いの推進というようなことで、介護保険の充実に向けたそういう施策、介護保

険制度の持続的な運用のための介護従事者の確保、そういうものが課題になっている

のかなというふうに感じております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 村としての課題はわかりました。 

   高齢者側の課題というので行政のほうで把握している課題、主なもの、どのような

ものがあるか伺います。 

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

   高齢者側、被保険者側の課題というようなことで、被保険者から見た中でというこ

とになりますけれども、高齢者人口がだんだん増加していくということで、今後も加

齢による虚弱とか認知症がふえてくるのではないかというようなことで、高齢者がふ

えた中で十分なサービスが受けられるかどうかというような、そういう不安を抱いて

いるのではないかというような、そういう考え方ができるのかなと思います。 

   また、介護保険の充実に向けて村のほうでも活動しているわけでございますけれど

も、施設とかそういう認知症であるとか、介護度が進んだ中で施設に入らなくてはな

らない、または入りたいといった場合に、そういった施設が十分に確保されているの

かというような、そういった不安があるのではないかというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   さまざまな課題がございますが、先ほど来自立支援、高齢者の外出機会の確保等々

のお話ございます。この大玉村では各地域でサロンが展開されております。高齢者が

外に出る機会というのも以前よりはふえているのかなというふうにも思っております

が、その反面、余り積極的にそういう場には行きたくないというような方もいらっし

ゃるのではないかというふうにも思っております。村内で開催されているさまざまな

事業でも、女性の方の参加が圧倒的に多くて、男性の方少ないのかなというふうにも

思っております。出たがらない、男性、女性に限らずではございますが、人と関係性

をつくるのが苦手であると、こういう皆さん、どうすれば外に出すことができるのか。

そのような取り組みにどうこれから着手されるおつもりなのか伺います。 

○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いたします。 

   今ほど議員さんがおっしゃったように、積極的に出てくださる方は大変結構なこと

なんですが、一般的に認知症とか介護が進むような方というのは、どうしても表に出

たがらないというような傾向にあるのかなというふうに考えておりますけれども、そ

ういう方たちに表に出ていただくというのは、かなり現実的には難しい話ではあるの

かなというふうに思います。 

   ただ、そういう中でやっぱり地域の方たちの、例えば離れた、先ほどの質問にあり

ましたように、改善センターに集まってくださいとか、ふれあいセンターに集まって

くださいとか、そういう部分になるとなかなか足が遠のくというのがあるのかなとい

うふうに思いますので、隣近所で誘い合ってちょっとお茶飲みができるような、そう

いう機会が持てれば一番いいのかなというふうに思いますし、そういった交流が図ら

れるような、そういう話し合いの場を持てるような雰囲気づくりというのも必要かな

というふうに思いますので、そういう各それぞれの地域地域の中での特性とか、そう

いうものを地域の方たちの発案、アイデアで何か進めていきたいなというふうには考

えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 
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○６番（武田悦子） 確かに、隣近所の方が誘ってくだされば行ってみようかなというふ

うに思う方もいらっしゃると思います。その反面、やっぱり近所だからこそ行きたく

ないなという方もいらっしゃることも事実かなというふうにも思うわけでありまして。 

   そこでこの本宮市のえぽかの話でございますが、えぽかは子どもたちだけではなく

て、誰が行っても気軽に時間を過ごせる場、将棋をやったりとかいろんなことができ

る場所として、いつでもどの時間でも誰でも行ける、マッサージの機械とかそういう

ものもありますし、お茶を飲める場所もあります。 

   そういう場所、何気なく行って、喫茶店のような場所というわけではなく、何気な

く行っていろんな情報も収集できてお茶も飲めて、ああ、こういうのがやっているの

かと。先ほど来同僚議員の質問にもありましたが、情報をいろいろな場所に公表でき

るような、そういう公共施設が村内にもあればいいかなというふうに思うわけです。

なかなか知っている人がいるところには行きたくないけれども、どこかには出て行っ

てみたい。例えば改善センターのお茶のスペースがありますが、あそこでちょっとお

茶を飲みながら時間を過ごす。そういう場所が村内に何カ所かあれば、じゃ、きょう

はちょっと、特に今年みたいに暑い中で家の中にこもっているよりは、涼しいところ

で、公共施設の冷房のきいたところで、お茶を飲みながら暑い時間を過ごすというよ

うな場所が、ふれあいセンターであるとか公民館であるとか、そういう場所でつくれ

ると、より気軽にちょっと、じゃ、あそこで一服してくるかなというようなこともで

きるのかなと。そういうところからまた別なところにも行ける、地域のサロンにも行

ってみようかなというような思いが出る方もいるのかなというふうにも思います。 

   余り決まり切ったことをやるのが苦手という方も確かにいらっしゃいますので、何

もない、フリーハンドで行けるというような場所もあればいいなというふうに思うん

ですが、考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   やはり一番有効なのが、先ほど前の方の質問にもあったように、地域でサロン的な

形で、例えば私のいるところは毎年焼肉をやったりなんかすると、高齢者で寝たきり

の以外の方は全員来ます。ですから、１年に１回も出てこないという方はおられない

というのは、常日ごろの地域の結びつきというんですか、そういうものがあればやは

り高齢者もそういう場に出てきますので、そういう機会をつくる。地域が一番身近な

ところだというふうに考えているので、地域の見守りをこれから推進して、社会福祉

協議会等と相談をしながら進めていくに当たって、一つの策としては非常に有効だな

というふうに考えていますし、また先ほど言われたように、そこには余り出たくない

とか、もう少し違う場所、違う地域の方と触れ合いたいという方がおられれば、そう

いう施設ということになりますが、今ある改善センター、それからふれあいセンター

が３カ所ありますので、それからあと、今まだどうするという、いつからということ

は言えませんが、いろんな事業を整理して、既存の施設を高齢者用の施設として活用

したいというふうに計画はしております。早ければ３２年ごろにはそういう施設、事
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業を整理しなければいけないという部分がありますので、まだ具体的にお話はするこ

とはできませんが。 

   それから、大山公民館については土地はもう既に確保されておりますので、前にも

言ったように有利な予算が見つかれば新たに改築をする、移すという予定もあります

し、それから、子育て支援センターについては１２月で補正を取って基本設計をやっ

て、いつでも国の事業で手を挙げられるように準備をしておきたいということで今進

めておりますので、その子育て支援センターも、私考えているのは、今検討いただい

ておりますが、人生経験豊かな高齢者とかそういう女性、お母さんたちの知恵を生か

した、子育て支援にもそれを生かしていただければいいのかなと思っていますので、

そこも活用できるだろうというように考えていますので、そういう設備の関係もあり

ますが、それぞれできるだけ近くのところで、施設で集まれるような、そういうもの

については、当然政策として実施しなくてはいけないなというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。ぜひ取り組んでいただきたいというふうに

思います。 

   最後の質問になります。認知症により徘徊をし、行方不明になるという方が、全国

で昨年１年間に１万５，８６３人いらっしゃるという報道があります。前年を

４３１人上回り、統計を取り始めた２０１２年以降、５年連続増加をしています。こ

れは他人事ではありません。大玉村でも行方不明になる高齢者がいらっしゃいます。

村としてこれらのことにどう取り組んでいられるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   認知症に限らず行方不明者が発生した場合については、当面は村職員等での対応と

いうようなことで、当然、いなくなった家族の方から行方不明の捜索願というのが警

察署に出ますと、警察署から消防団の捜索依頼というような形で参りますので、一義

的には職員で対応できる部分については職員で当面対応しながら、そういった行方不

明者の捜索で消防団の出場依頼というようなものが来れば消防団で対応というような

ことで、現在は行っているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この徘徊が予測される方を事前に登録するシステムというのがあっ

たと思うんですが、それらは現在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いたします。 

   ＳＯＳネットということで、自分ではちょっとあれなので家族からの申請によりま

して、行方不明になりやすい、徘徊しやすいというような方については登録をいただ

いているところなんですけれども、その登録した方については、もしいなくなった場

合には、コンビニエンスストアでありますとか、商店でありますとか郵便局、そうい
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ったところに、こういう行方不明の方が出た場合には情報を提供しますので、何かそ

ういう情報があればご連絡くださいというようなことでお願いをしております。そう

いう中でいなくなった場合には、警察署もそうですけれども、そういうお願いをして

ある商店等についても情報を提供して捜していただくというようなシステムで行って

いるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 認知症の徘徊の問題、大変難しい問題があります。もちろん個人情

報の問題もありますし、いろいろと難しい問題がありますが、本当にちょっとしたと

きに姿が見えなくなる。高齢者の足は意外に速くて、あっという間に見えなくなって

しまうというような中で起きるわけでありますが、このような場面に対応できるよう

な、今、機器がありますよね、ＧＰＳのついたものを身につけていただいてとか。こ

ういうものに対する貸し出しを行っている自治体もあるんですが、これについては、

そういう施策を進めていくという考えはあるのかどうか伺います。 

○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。 

   今、部長のほうから説明のあった部分については、例えば郵便局も毎日行くわけで

はないし、ポストにいっぱい郵便物が詰まっているとおかしいぞということです。宅

急便もそうです。ですから毎日動向を見るというのは、先ほど言ったＡＬＳＯＫなん

かは居間にセンサーをつけて半日なら半日、１日動きがないとおかしいぞということ

で親族にメールが届いて、すぐにＡＬＳＯＫが駆けつけるというような、非常に高額

なものですので、なかなか難しいというように考えていますので、前にも言ったよう

に地域でそういう危険性のある方を見るということもありますし、あとはやはりＧＰ

Ｓをつけてとかありますが、ただこのＧＰＳも決定打ではなくて、首からぶら下げた

ものはお風呂に入るときはずしたり、年寄りが取ってしまうと。腕にやっても同じよ

うな状態になるということなので、どういう形で。これはもう去年ぐらいから、担当

のほうにも指示をして少し研究をしてくれと。今現在では、一番効果的なのは靴ひも

につけるというのは、そのころはこんなに大きいのでやっぱり違和感があるし、別な

靴を履いて行ってしまえば終わりだと。ただその場合には、もう家族全部が靴箱に入

れて鍵でも閉めて、１つだけ年寄りの靴だけを置いておいて、いざというときのため

にとか。非常に手間がかかりますが、靴につけるＧＰＳが、間違いなく裸足では出な

いので。ただ、その時点では大きいですね。だから、これが小さくなっていればいい

なということで、これだけ徘徊が問題になっているのに何でそういうＧＰＳを小型化

できないのかなといったら、最近５００円玉ぐらいのＧＰＳができましたので、これ

を少し研究をして、有効であればもう来年からでも導入をしたいなと。これはパソコ

ンですぐにどこにいるということは調べることができますので。ただ、問題はどこに

つけるかということです。服につけても脱いでしまえば終わりですと。その辺のこと

は先進地等もちょっと調査しながら進めていきたいと思います。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   この徘徊の高齢者ばかりでなくて、ひとり暮らし、老々世帯、いろいろありますが、

今も行われているのかどうか、緊急通報システム。自宅の中で具合が悪くなったとき

に電話の回線を使って通報するというシステムがあったように記憶していますが、今

もそれは有効に活用されているんでしょうか。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いたします。 

   緊急通報システムにつきましては、安達地方の２市１村で安達福祉会へ委託して行

っている事業ですけれども、具合が悪くなったというような場合にボタンを押して、

それが安達福祉会のほうに通報されるということで、このシステムは現在も稼働して

いるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この緊急通報システムは、稼働実績というか、今、大玉村では何人

の方が利用されているのか。また使われた実績というのはあるのかどうか伺います。 

○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いたします。 

   ２９年度ですが、大玉村では設置者６名で通報件数については１１件ということで、

誤報が多いわけですけれども、実際には異常がなくても間違って押したというような

ものがほとんどのようです。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この緊急通報システムも、たしか安達福祉会のほうに行ってという

ことのように思っておりますが、なかなか安否確認であるとか、本当にいざというと

きにすぐ役に立つのかというと、ちょっと疑問があるのかなというふうに思うところ

です。 

   先ほど村長からもありましたように、高額ではありますが警備会社のやつはもうす

ぐ対応、即対応してくださる。こういうものに支援をしている自治体も県内にもござ

います。こういう専門の事業者に対応していただくほうが現実的には早いのかなとい

うふうにも思うわけです。どうせと言うとおかしいですが、しっかりとした支援をし

ていく中では、こういう方法も一つかなと。だんだんいろいろ機器は改良されてきて

いるので、いつまでも昔のものではなく、特にこういう機器は新しいものを検討する

時期に来ているのかなというふうに思います。その辺についても伺います。 

○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。 

   これから超高齢化社会を迎えるに当たって避けては通れない問題ですので、ＡＬＳ

ＯＫ、大変高額だというふうには聞いて、なかなか入れないんだという話は聞いてお

りますが、その辺は、それとあと、機器のＧＰＳの関係等については金額等も含めて

具体的に検討をさせていただきます。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   先ほどのＳＯＳネットワークの件でも、ほかの自治体では本当に多くの一般住民の

皆さんがＳＯＳネットワークに加盟をして、何かあったら即対応していただけるとい

うような自治体の例もございます。本当に身近な人が身近な人を助けるという仕組み

づくりがこれから求められていくわけですから、そういうことも含めていろいろと検

討いただいて、具体的な施策に生かしていただきたいというふうに思っております。 

   これから超高齢化社会が訪れるわけでございますから、私たちが安心して暮らすこ

とのできる社会、これが誰もが安心して暮らすことのできる社会だというふうに考え

ております。高齢者支援に特に力を注いでいただいて、村づくりを進めていただきた

いというふうに思います。 

   以上、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、６番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で、日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、

散会いたします。 

   ご苦労さまでございました。 

（午後３時３７分） 

 


