
 

- 15 - 

 

平成３０年第６回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  平成３０年１２月６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。 

    ８番 佐々木 市 夫（午前中） 

 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。 

    会議録署名議員の指名 

    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、８番佐々木市夫君より遅参届がありましたほか１１名全員

であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日、傍聴に佐藤佐太夫さんほか３名の方々がお見えになっており

ますので、ご報告申し上げます。 

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

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、会議録署名議員の指名を行います。 

   さきに指名した８番佐々木市夫君が遅参のため、会議規則第１２５条により、会議

録署名議員に１０番須藤軍蔵君を指名します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、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「新年度の予算編成・重点施策についての取り

組み状況を伺う」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。 

   議長の許可を得まして、平成３０年１２月定例議会一般質問を行います。 

   さて、３０年過ごしました平成の時代も残すところ半年足らず、新しい時代に変わ

ろうとしております。振り返ってみますと、まさに激動の時代、阪神大震災に始まり

東日本大震災、原発事故と、歴史に残る災害の多発した時代でありました。 

   また、国内事情では少子高齢化の大きな波、大玉村、平成の大合併では自立を選択

し、厳しい社会情勢の中にもかかわらず懸命に乗り切ってこられたものと大いに評価

するものでございます。 

   思い返しますと、私も平成１８年度の決算議会が議員活動の始まりでありました。

１２年目ということで前議会で２９年度の決算を議論したところでありますが、今回

の一般質問はこれまでの私の経験した決算の成果報告の内容から、それぞれの決算で

示された各種事業の内容、特に補助事業に係る中身について今後の大玉村の方向性、

進むべき道を考えるといった意味合いから、私なりに思うところ、これまでの経緯の

中から何点か質問を申し上げます。 

   今回で４６回目の一般質問となりますが、質問の機会も残り少なくなりました。思
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いのたけを申し上げたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。 

   まず、成果報告書のページに従いまして議会費について伺ってまいります。 

   先ほど申し上げましたが、私の議員生活、議員定数１６名からのスタートでありま

したが、４年後に１２名に削減になり現在に至っております。そこで、改めて議員定

数について、大玉村の人口、それから財政状況などから、どのような形が望ましいか。

また、常任委員会について２つに分けるほどの仕事量なのか。さまざまな観点から検

討の必要性を感じております。 

   全国各地であちこちの地方自治体、地方議会のあり方について苦慮している状況が

ニュースになる昨今でございます。大玉村の村民の意見もさまざまでありますが、い

わゆる議会改革の必要性を村をあずかる最高責任者としての村長の考えを伺いたいん

でありますが、コメントいただけるでしょうか。 

   二元代表制としての制度の中で、それぞれの検証も必要かと思います。改めて質問

申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   議会の独立性の関係から、今言われたような定数等については、やはり議会みずか

らが検討すべきものということで過去にもそういうことでやっていただいております

ので、コメントは差し控えたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 当然の答弁かなとも思っておりますが、村長にコメントをお願いし

て自分の意見を言わないのは失礼でありますので、私なりの考えを申し上げたいと思

います。 

   私は議会、少数精鋭の議会を理想としております。議会ですから最終的には議決に

至るプロセスが大事でありますが、私は８通りぐらいの意見があれば十分審議可能と

思っております。具体的には８名の定数で十分と考えております。また、委員会の制

度も、審議についても、大玉村、全議案全議員で審議可能なスケールと捉えておりま

す。 

   議会改革、取り組み難いテーマでありますが、大玉村の現状を捉えて議員定数８名

とし、議会の活性化、それから村民の意識向上を願うところであります。 

   改めて村長、８名という数字どう感じられるでしょうか。結局答弁としては難しい

かもしれませんが、数字の観点から改めて、可か否かで結構でございます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 先ほど言いましたように定数については議会みずからが決すること

ですので、私はコメントはしませんが、一般的に言われているのは、人数が減ると住

民の意見が吸い上げにくくなるという意見もありますし、少ない人数でも十分でない

かという意見が、２つ意見があることは承知しておりますが、そのどちらがいいのか

ということは議会みずからがやはり検討すべきことだというふうに感じております。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） もっともな答弁で。ありがとうございました。 

   私は議員そのものが地域の失われた１６年を取り戻すことを目的に議会に挑んだん

でありますが、１２年たとうとする今、自分は議会に果たして真摯に向き合ってきた

か、その疑問から申し上げた質問でございます。冒頭から生意気なことを申し上げま

した。十分自覚して質問しておりますので。失礼申し上げました。 

   次の質問に入ります。 

   総務費の中から伺ってまいります。まず初めに区長などの行政組織のあり方につい

て伺います。区長手当など約８００万でございますが、このことは何年か前に近隣自

治体との調整の必要性から検討の必要性が問われました。改めて現在の考え方を伺い

たいんでありますが、今どう思っていらっしゃるか。 

○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。 

   区長報酬につきましては、現在の考え方につきましては行政区長が近隣市で言うと

ころの連絡員という形式をとっていないために現状の状況でよいのではないかという

ふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございます。 

   このことについてはかつて提案を受け、賛否はともかく村長の行財政改革に取り組

まれる姿勢に感銘したところでありました。議会改革も同様でありますが、時代の要

請を的確に捉え、村づくり、地域づくり、組織づくりに挑む姿勢は大切でないかと思

っております。改めて検討の必要性、村長はどのように考えておられるでしょうか。 

○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。 

   区長制度は各市町村によって全て異なっております。大玉村は大玉方式、二本松は

二本松方式、本宮は本宮方式ということで区長さんの活躍、活動の範囲というのはそ

れぞれ異なっておりますので、当然報酬の制度も違っておりますが、大玉の場合には

今先ほど連絡員というお話をしましたが、本宮なんかの場合には区長さんがいてその

下に数名の連絡員がいて、それで一体として大玉の区長さんがやっているようなこと

をやられているということもありますので。ただ、毎回言われている区長さんは非常

に大変だというお話は当然承知しておりますし、副区長さんが２年やって区長２年で

トータル４年という長きにわたって区長関係の仕事をやっていくというのは大変だと

いうことも伺っておりますので、この辺についてはどういう方法でやっていくのがい

いのか、区長さんたちの意見も聞いて、改革ができるようであればやっぱり少し軽減

策というのは考えなくてはいけないかなというふうに考えておりますが、その分をど

こに落としていくのかと。組長さんに落としていくのかというような形もありますし、
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今行政区長としての区長と、それから区の代表としての区長と二面ありますので、そ

の分が大変なんだなというふうに感じておりますので、その辺についてはまた少し時

間をいただいて検討したいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   やはり時代の要請を的確に捉えた、そういう組織づくりに挑戦していただきたいと

思います。 

   ただ、部長に改めて伺いたいんでありますが、かつてこの前の議会では報酬につい

ての問題点が提案されたと思っております。その辺は改めて今どのようにお考えでし

ょうか。 

○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。 

   村の区長さんの平均の報酬、これは区とか世帯数によって変わりますが、平均しま

すと約３０万円ぐらいということで、そのほかに戸数割でお支払いするということで

の条例化されております。 

   近隣の本宮とか二本松については、先ほど村長が答弁したように連絡員という制度

をとっております。その連絡員の予算と区長の手当を合わせますとほぼ村の金額と、

やや下回る程度の金額というふうになってございますので、村では先ほど申し上げま

した連絡員という形をとっていないので、区長さんのほうに全面的にいろんな面でお

世話になっているということで金額的にはさほど大きな差はないのかなというふうに

考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 答弁ありがとうございました。 

   近隣自治体のお金のかけ様については私も理解しておりませんので、申し上げるこ

とはできませんが、やっぱり前回どのような形で経費の削減について問われたか。私

は村長の当時の公約でもありました行財政改革、その一端の一つかなと思って考えて

おりますので、その辺も今後十分考えて検討していただきたいと思います。 

   次に、国内外交流事業について伺います。 

   さまざまな形で村づくり、大玉村の頑張りを内外に発信しておられる状況はすばら

しいと。チャンスを的確に捉えておられると思っております。全村制の施策をさらに

充実させ、発展させている状況は誰もが認めるところでございます。内外ともに大き

な評価を得ておられると思います。 

   その上できょうは１点、海外派遣事業について伺ってまいります。 

   現在は台湾交流事業として国内外交流協会を設立し事業展開を図っておられます。

かつては韓国が訪問先でありましたが、２３年度でしたか台湾となりまして、昨年度

は大竹国民中学との姉妹校協定を結ぶなど積極的な活動展開は評価されると考えます
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が、経費としては１人当たりに換算しますと十四、五万。現在希望者による構成とな

っておりますが、今後の展開として修学旅行として事業展開を図るとか明確な自己負

担制を考慮するとか、そういったことを考える時期なのかと思っております。その辺、

改めてどのようにお考えでしょうか。今までのやり方でよろしいとお考えでしょうか。

伺います。 

○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。 

   村としましては多くの子どもたちを海外に派遣させたいというふうに考えており、

飛行機の渡航時間でありましたり経済性を考慮しますと、先ほど５番議員さんがおっ

しゃったとおり台湾が適地なんではないかということで、今現在台湾との交流を続け

ているところでございます。 

   今回８年目ということで、姉妹都市も大竹中と今度で４回目の交流になるというこ

とで交流の内容も充実してくるのかなと。本年も１２月２５日から２８日までの３泊

４日で交流をするということでございます。今後につきましては、さらに姉妹校の交

流を続けるとともに、村民も含めての交流ということで、桃園市の蘆竹区との友好都

市を締結したいというふうに考えてございますので、村民の皆様にご理解をいただい

て交流に参加していただきたいというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   国際交流はこれからの時代、大事、必要と思っておりますが、こういう関連のもの、

拡大する余りに一極集中といいますか台湾にこだわるあたりにマンネリ化するおそれ

はないのかなと思っております。それから、台湾の国内事情とか対日外交も流動的な

状況にございます。成果主義という言葉は合わないのかもしれませんが、やはり目的

の趣旨をしっかり捉えて運営されることを願っておきたいのであります。 

   過日の台湾の国民投票では、福島県の産物は輸入は認めないとの結論が出ました。

そういう、逆の意味で、そういった意味から交流の重要性は私は考えているんであり

ます。改めてその辺はしっかり考慮の上運営されることを願っておきます。 

   教育委員会に１点お伺いしたいんでありますが、希望者による構成、先ほど修学旅

行なんかで対応できないか事業展開を図っていただけないかというようなことを申し

上げたんでありますが、これはうがった見方かもしれませんが、希望者による構成、

これはある意味で格差の拡大のおそれを心配しております。相手は思春期の子どもた

ちであります。そういった方への配慮も必要と私は思っております。先ほども申し上

げましたが、修学旅行として事業展開を図るなど、その辺もうちょっと子どもたちの

状況を配慮した施策展開は考えられないでしょうか。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。 

   台湾、昨年度大竹国民中学と姉妹校を締結するというようなことで、また新たな一
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歩始まったわけですけれども、修学旅行としてそれを実施することはどうかというよ

うなことについては検討はいたしました。検討いたしましたが、一番は大竹国民中学

でこちらにおいでになられたときに、ぜひホームステイをしたいというような、そう

いう意向があったものですから、相互交流した場合に、うちのほうもホームステイを

するというようなことを考えたときに、修学旅行つまり全部の生徒を連れていってホ

ームステイさせるということはいろんな面で課題が多いのかなというようなことを、

そんなことで今のような形になっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） そのような答弁になるのかなと思いますが、私は台湾の状況は詳し

くはございませんが、台湾も大変貧富の差が激しくて物すごい格差が発生しておりま

す。そういった中で大玉村との姉妹校とかなんかでホームステイとかなんかの提携に

なっているんだと思います。恐らく日本に来られる方はほとんど大金持ちで、そうい

った家庭で、向こうも一般の家庭訪問しますと、すばらしいところに住んで、そうい

う方が３分の１もないか、４分の１、あとはもう別な全然考えられないような暮らし、

そういう状況の中での構成だと私思っておりますので、その点もしっかり踏まえた十

分に考慮された事業展開になることを願っておきます。 

   次の質問に入ります。 

   定住促進対策事業について伺います。現在、定住促進住宅団地造成事業や交付金事

業として、さらに大玉定住促進対策ネットワーク会議を通じての事業展開を図ってお

られますが、定住人口の増加は確かに喫緊の課題として捉えてはおりますが、１区画

当たり５０万円の交付金とか住宅誘導インフラ整備事業による道路や水道本管の布設

などインフラ設備の整備については今後も続けられるのか。この質問はそろそろ事業

の展開の方向性を変えなければならないという意味からの質問でありますので、そう

いう形から聞いてほしいんでありますが、むしろ既存の集落の道路整備や用排水路の

整備に力を入れるべき時期と私は今考えております。空き家対策も含めて既存の住宅

に対しての積極的な事業展開、それへの方向転換は考えられないでしょうか。村長で

しょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   定住化政策については大玉村の人口増対策のかなめということですので、住宅政策

というのはこれからも強力にやっぱり推進していかないといけないというふうに考え

ておりますのと、それから人は活力の源と、前村長の時代から人口増対策、定住対策

を進めてきたんですが、その経過は、効果は十分に上がっているというふうに感じて

おります。人口も福島県で一番ふえているというようなこと。その一つの方策として

先ほど言いましたような住宅政策というのは大変有効に働いているんだというふうに

感じておりますのと、近隣の市町村が大玉に続けということで補助制度を大玉よりも

手厚くやり始まっています。ですからここでやめるということは、逆にもう追いつか
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れて追い越されている段階でやめるということは、かなりこれは現実的には難しいと

いうことと、予算総額で言うとほかのほうに大きく影響するほどの金額でもないとい

うこともありますので、これはやはり有効にこの事業は進めていきたいなと。それと

は別に生活道路については陳情等も上がったものについても計画的に進めております

ので、その辺はしっかりとやっていきたいということと、用排水路については道路関

係については村のほうでやる場合が多いんですが、あとは土地改良のほうの計画で土

地改良の要望についてはほぼ１００％、７０％補助の事業、これをやりたいというも

のについては今補助をしておりますので、その辺は土地改良と協議をしながら進めて

いきたいなというふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございます。 

   確かにおっしゃることは十分理解いたします。ただ、先ほども申し上げましたが既

存の集落の整備とかなんかは、やはり今まで改良されない部分というのは何かの原因

とか要因は確かにございます。ただ、やっぱりそういう形のところにも村が手を差し

伸べるという方策もそろそろ考える時期なのかなと私は思っております。村長がそれ

なりに個人的にいろんな努力をされているのはしっかり見ておりますが、ただやっぱ

り公的な村として職員も一丸となってそういう方向性で行くんだというような形の、

既存の村民のためにもそういう、何というか努力姿勢はもっと前面に出すべきでない

のかなと私は考えております。その辺も含めまして今後さらなる考慮を願いたいと思

います。 

   それから、ちょっと答弁をいただいておりませんが、空き家対策でございます。こ

れ、私は地元のあだたら南団地の状況、大変気にしております。福島の蓬莱団地の例

がありますので、何か工夫はないのかなとそういう思いがあります。そういった意味

で施策を新たに考えるとか、後手に回らない手立てを考える時期と私は捉えています。

窓口としてはいろんな形がございますが、よその先進的な自治体では商工会を窓口に

しているとか、例えば、村あたりだとか村民株式会社とかそういうもののところも活

用されるとか、売り家情報とか貸し家情報とかその辺、それからホームページなんか

も十分活用してそういった施策展開も考えていただきたいと思うんでありますが、担

当で結構です。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   空き家対策につきましては、現在のところは状況をある程度区長さんにお願いしな

がら把握しているというような状況でございます。また、平成２６年１１月に空き家

等対策の推進に関する特別措置法という法律が制定されましたので、これに基づいて

計画など対策を展開するものでございますので、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。 
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○５番（押山義則） ありがとうございました。十分考慮に入れた施策展開をお願いして

おきます。 

   次の質問に入ります。 

   広域バス運行事業、デマンド型乗合タクシー事業について伺います。 

   それぞれ交通弱者の交通手段の確保が目的と捉えておりますが、これは工夫いただ

いてデマンド型乗合タクシーへの一本化、これは考えられないかといった質問なんで

あります。広域生活バスの利用率などからそろそろ検討されるべきかなと思いますが、

ある意味でデマンド型乗合タクシー事業が村民の信頼を得ているという感触から質問

申し上げております。いかがでしょうか、端的に伺いたいんでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   広域バスとデマンド型タクシーということで、今デマンド型タクシーのほうが利用

がかなりあると。もちろんこの運行形態がバスとタクシーではやはり違うということ

で、バスの場合はある程度停留所に行くなり自由乗降というところもありますが、そ

の路線のところまで自分で行かなくてはならないという。デマンド型タクシーの場合

は自宅まで迎えに来てくれる。さらには帰りも送ってくれるということで、やはり今

ご質問のような交通弱者の方にとってはタクシーのほうが実際に利用しては利用しや

すいのかなと。ただ、今１台で運行してございますので、思ったような時間、例えば

１１時ちょうどに自宅に来てほしいとかというような要望等もありますが、乗り合い

ですので順番に回っていく際に健常者のような方ばかりでスムーズに運行できればい

いんでございましょうけれども、そうでない場合ちょっとおくれたりとかということ

もありますので、そういった部分を十分検討しながら、今後広域バスの場合は関連市

町村とも共同してやってございますので、そちらの調整も必要でございます。タクシ

ーのほうは要望に応じて検討していきたいというように考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございます。 

   これらの事業、行政の負担で成り立つ事業と捉えております。私が申し上げたいの

はやっぱり決算の状況から判断しているんでありますが、投資効果、先ほど部長の答

弁ありましたが、交通弱者の捉え方にもよるんでありますが、バス停を活用したデマ

ンドタクシーの方法も可能ではないかなとも思っておりますんで、そういう捉え方か

らなんであります。投資効果も考えて地域づくりとあわせた新しい発想も必要なのか

なと思っております。いろんな地域でいろんな地域ぐるみのそういう交通弱者への対

応など考えておられる地域もございますが、大玉村は今デマンドタクシーということ

で十分村民の理解は得られていると思いますが、やっぱりもう少しその辺も多様な考

え方で、交通関係ですからいろんな規制があって簡単にいかないのは十分承知してお

りますが、投資効果と新しい発想も少し考えた、そういった仕組みづくりも考えてい

ただきたいなと思っておるところからの質問でありました。よろしくお願いしたいと
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思います。 

   次に、民生費の関係から伺ってまいります。 

   子育て支援についてということであります。来年度の１０月からは幼保無償化が政

策として実施されるようでありますが、これはこの前の質問でも申し上げましたが、

万全の対応、体制強化を願うところであります。 

   ただ、１点伺っておきたいんでありますが、今議会あたりでも子育て支援センター

とか保育所増築というそれぞれの子育て環境の充実を求めた施策展開がなされており

ますが、この幼保無償化の中身で、いろいろ新聞報道などで国の対応はある程度理解

しているんでありますが、預かり保育とか放課後子ども教室についての費用負担など

は変化は今後あるんでしょうか。その点だけ確認しておきたいんでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   預かり保育でございますけれども、基本的には３歳から５歳が来年の１０月から無

償化されるというような中で、預かり保育についても無償化の対象というようなこと

にはなっております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   その辺、不明でありましたので。すると、全ての預かり保育、それから放課後子ど

も教室についてはどうなんでしょうか。それは担当違うんですか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   放課後児童クラブは今回は対象外となっております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   対象外、その辺の区分けは難しいところあるんですね。これは、村も結局そういう

状況で行かれる考えでございましょうか。改めて伺っておきます。村は、片方はお金

がかかるんだと。 

○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。 

   村においても同様の方針で進めるということでございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   ちょっと不完全燃焼というか、私自身が勉強不足でありますので、失礼しました。 

   次の衛生費の中から伺ってまいります。 

   再生可能エネルギー利用促進について、今後の取り組みを伺うということでありま

すが、太陽光発電、今後に向けてさまざまな問題が提起されております。きょうあた

りの朝の、夜中のニュースでも突然、今まで電力の買い入れ値段が今申請されて受理

されたものは従来の値段で買い上げるとか、それ以外のものは値段が安くなるんだと
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か、そういうさまざまな問題提起されておられる状況でありますが、太陽光発電につ

いては、先日の広島あたりでは大型台風の被害を受けまして、場所の選定とか構造に

至るまでチェックするべきとか、またメガソーラーについては自治体の同意のあり方

まで研究されておられるような状況でございます。 

   大玉村もかつてゴルフ場のソーラー化については別の観点から実現しなかったよう

でありますが、改めて今後どのような形で利用促進に向け対応されていかれるのか、

従来どおりの考え方でやっぱり国の方針のとおりにやっていかれるのか。また大玉村

独自に、その辺は農地保全とかそういう形から進んでいかれるのか、改めて伺ってお

きたいんでありますが。 

○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。 

   太陽光に限っては私がゴルフ場のときにゴルフ場として存続してほしいということ

と、メガソーラーには反対だということを明確に議会の皆さんにもお話をしてご理解

いただいたところですが、処理方法が決まっていないと。今回も豪雨とか北海道地震

等々で崩れたりなんかして、電線は全部切れているのに触ったらびりびり来る、当然

発電をしていますから大変危険だというような状況もありますし、処理方法がまだ決

まっていないということもありますので、大玉村としてはメガソーラーの導入につい

ては、税金はあがるわけですけれども将来的に負の遺産を残してしまうということも

ありますので、皆さんに前にお話ししたとおりメガソーラーについては村としては積

極的に導入はしないし、できればやめてもらいたいということでおります。ただ、あ

と景観の問題があります。大玉村、名倉山の上から大玉の景観を見たときにそこにメ

ガソーラーとかそういうものがあれば、美しい村なり景観、大玉、宝の景観が台なし

になるということもありますので、景観保護条例がありますので、その保護条例を適

用することと、やっぱりある程度の規模以上のものについては村としては明確に賛成

しかねるというようなことを出す必要があるのかなということで、これからどの程度

の規模のもの以上については意見を申し上げるというふうにするか、基準を決めてい

きたいなというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   現実に、たった今少し大きめの火力発電を実施されている方もございます。やっぱ

り大玉村、ある意味で少し上のほうは水源地とかそういうものの観点から、もう少し

きちんとした対策、規則をつくっていただいて、村民が納得できるような施策展開を

お願いしておきたいと思います。 

   関連してでございますが、再生可能エネルギー利用促進ということで、水力発電事

業についてちょっと伺いたいんであります。かつて事業の進捗をめぐって、私、失政

ではないかと伺い、村長のひんしゅくを買われたことがございました。改めて水力発

電事業についていろんな形で進んできたわけでございますが、その進捗状況について、
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どのような状況なのか改めて伺っておきたいんでございますが。 

○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。 

   水力発電関係につきましては、信夫山福島電力株式会社が事業主体となりまして、

大玉村は側面的に支援を行ってまいりました。現在、遠藤ヶ滝大玉第一発電所建設事

業（杉田砂防ダム）として事業が進められております。各種法令等に基づく許認可取

得事務を実施しておりまして、間もなく全ての許認可が取得できる見通しとなりまし

た。具体的に工事着手となる予定でございますので、運転開始につきましては平成

３２年４月１日を見込んでいるようでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   今答弁ございましたが、砂防ダムの活用、先ごろの広島の豪雨被害を受け、砂防ダ

ムの崩壊、あれを目の当たりにしまして、果たして認可の可能性はどうなのかなと考

えましたんで、そのあたりから質問申し上げました。その辺も十分しっかり踏まえま

して事業展開をお願いしておきたいと思っております。 

   次の質問に入ります。 

   農林水産業費に入ります。 

   農業施策整備事業への平成３１年度の要望に関する案内チラシが配布されたところ

であります。農業機械共同利用整備事業については補助率４分の１に減額となるよう

でありますが、これまでは３分の１と理解しておりましたが、これなぜなんでしょう

か。また、当初の計画では実施年度もある程度限定されていたと思っておりましたが、

需要のある限り実施年度の延長はやむなしと考えますが、補助率の公平性は担保すべ

きなのではないかと私は考えるのでありますが、その辺どうお考えでしょうか。 

○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。 

   議会で初年度のときにお話しをさせていただいたのは、この事業については持続可

能な農業経営のために助成をするんだということで５年間実施しますと、予定として

は。３年経過時点で見直しを行いますと。その見直しの中身は何だというときには、

補助率の見直しを行いますということで初年度のときに議会で説明をさせていただき

ました。３年が経過しましたので見直しをして、ある程度３分の１で大きなものにつ

いては完了しただろうと。周知期間も終わったということで、５年間やりますという

ことで始まりましたので、あとの２年間については４分の１ということで減額をさせ

ていただいたと。 

   それからあと、５年目以降、６年目以降どうするんだということでありますが、現

時点では６年目以降も継続をしたいと考えていますが、これは５分の１にしたいとい

うふうに考えています。その後どうするかというのはその農業情勢等を見ながら、ま

だこの助成は減額されても持続可能な農業、米づくりのためにはやはり必要であろう
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ということですので、現時点では継続して補助していきたいというふうに考えていま

す。 

   以上です。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   甚だ私の理解が不明確でありましたんで、改めて確認させていただきました。 

   まず、共同利用といった意義について、これまでも決算審査などで整合性の観点か

ら利用者の追跡調査の必要性などを訴えてまいりましたが、これはどのような対処を

お考えなんでしょうか。改めて伺っておきたいんでありますが。 

○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。 

   農業施設整備機械の共同利用でございますけれども、共同購入費あるいは共同利用

していただくことによってそれぞれの負担を軽減していただくというふうな観点から

そのようにしているものでございます。規模につきましては、合わせて耕地面積おお

むね５ヘクタール以上という規模を要件として補助を行っているところでございます。 

   なお、実施の確認につきましては実績報告書における写真それから作業日報の提出

を求めておりますが、今年度新たに機械の保管状況等の職員による目視調査というこ

とで現在準備を進め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。 

   村民の疑問など多少聞こえていますので、そういう観点から質問申し上げました。

ありがとうございました。 

   整備事業の充実で集落営農実現への支援や比較的大きな農家はそういう意味で定着

されるといった、ある程度のある一定の施策の評価はあると申し上げましたが、本来

の目的であった弱小農家の離農に歯どめをかけ農地を守るといった目標、その辺はど

のように捉えておられるのか確認しておきたいんでありますが。 

○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。 

   ５番議員さんご指摘のように、現在の国・県等の補助事業助成制度につきましては

法人あるいは認定農業者というふうなものが中心になりつつあるというところから、

大玉村の農地の大部分を支える兼業的な農家、そういった方々の営農を継続するとい

う観点から聞かれますのは、いや、機械ぼっこっちゃったならばもうやめっかと思っ

ていたけれども、何とかこれでもうちょっと続けられるわいというふうなお声に代表

されるように、そのような形での営農継続というふうな促進に寄与しているものとい

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） ぜひ部長答弁のような、そういう形に村内がなっていくように期待
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申し上げて次の質問に入ります。 

   この中でいろんな項目を載せておりますが、ビニールハウスの設置事業とか、これ

は直売所の農家育成には効果があるなと考えております。さらなる充実を求めますと

いうことでありますが、これは営農指導まで含めたそういうビニールハウスの設置、

その辺は今後そういった意味の施策展開を、これは願っておきます。 

   それから、エゴマの栽培、これは広がりを求めるための環境整備は必要だと思って

おります。今後のさらなる推進化に向け、また６次化に向けて研究が必要なんだと思

いますが、その辺は今後に向けての目標は伺っておきます。 

   それから続けて、時間の関係でやってしまいます。 

   野ネズミとかカメムシ防除については、これまでも手法とか整合性について意見を

申し上げてまいりました。これは改めて細かいことは申し上げませんが、新年度の対

応に言ったことを期待申し上げるところであります。検討された内容があればその辺

を伺っておきます。 

   ただ、カメムシ防除については効果と影響について、これはしっかり検証を願って

おきたいと思います。昨年度あたり、決してヘリによる防除が果たして効果あったと

は余り思っておりません。少し時期のずれた防除でなかったのかなと、そういう意見

も農業者の方から伺っております。 

   それからもう１点、畜産振興による補助制度、これはさまざまな必要性は認めてお

りますが、畜産を取り巻く環境の変化、状況を把握されて補助事業が実施されておら

れるのか疑問を感じます。実際畜産をやっている方からも、今の制度こういう型でず

っと何十年と変わらないんだと。肉牛でもうかっている方も大変潤っている方もいら

っしゃいますが、相変わらずそれでも補助は出ている。それから乳牛の育成とかなん

かでは、子育てなんかでは今は大変な状況らしいです。それぞれの地域が頑張ってい

て、特化したものは運営できていない。そういう状況も踏まえた補助事業になってほ

しいなと思うところであります。その辺まで、ちょっと何点か申し上げました。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 補助事業等の政策的なことについては私のほうからお話ししますが、

畜産関係については畜産団体の懇談会というのを毎年実施しておりまして、それには

肥育農家も繁殖も酪農家も豚生産のほうの方も全部集まって補助金についての話し合

いを毎年行っております。その要望を聞きながら予算に反映をしているということで、

やはり要望としては継続してほしいという、こういう時代で一旦下げたんです、３年

前ですか、補助金を下げたという経過がありますので、ぜひ復活してくれとは言わな

いので、現時点の補助金を続けてほしいという強い要望がありまして、それぞれあと

肥育が上がったり繁殖が上がったりというのは、これは浮き沈みがありますので今は

繁殖がいい時期ではありますが、やはり肥育農家でも繁殖とあわせてやっているとい

うような構造改革も進めている方もおりますので、毎年毎年補助金を変えるというこ

とも現実的には難しいところがありますので、畜産農家と十分に協議をしながら適正

な補助金を出していきたいというふうに考えております。 
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   それから、カメムシの件ですが、これは県知事にも強く申し入れをして調べてくれ

と。それで県の関係機関が来て説明にまいりましたが、はっきりと生態的には因果関

係はわからないということが結論でございますが、これからの村の方針としての考え

方としては、ヘリコプターによる防除にかわって箱施用消毒、箱だと影響が少ないで

す。その圃場だけですから浮遊しないということなので、来年の４月から切りかえが

できるかどうかは農協等と農家の皆さんと再生協議会との協議が得ないと一方的には

できませんので、来年になるか１年おくれになるかはちょっと今の時点ではお話しで

きませんが、村の方針としては箱で消毒に補助が出せないかということで、切りかえ

を検討しているところです。ただ、問題は箱の場合はカメムシが発生するころに効果

がちょうど切れるという、有効期間の問題がぎりぎりなんです。要するに米の種類に

よっては間に合わない可能性もあるので、その辺ももう少し調べてからやっていきた

いということになると、現時点では来年は従来どおりの補助になる可能性のほうが高

いかなという状況ですが、切りかえていきたいというふうに考えています。 

   以上です。あと、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） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   エゴマ等の油糧作物の部分でございますけれども、今年度からエゴマの会を中心と

したエゴマの栽培それから搾油による油の販売等も行っているところでございます。

天候による収量等のさまざまな部分もございますけれども、新年度、今年度何とかス

ムーズに船出ができたんではないのかなというふうに考えてございます。 

   特にエゴマ油につきましては村に搾油機があるというふうな利点を生かして、タイ

ムリーに搾って搾りたてをお届けするというふうなことも含めて、今後６次商品化と

いうふうなことで、エゴマの会中心に村もバックアップしながら進めていきたいなと

いうふうに考えてございます。 

   野ネズミ駆除に関しましては、従来農事組合長を通じまして薬剤の配布をしており

ましたが、２７年度から希望調査による配布とさせていただいているところでござい

ます。以前、５番議員さんからご指摘がございましたように、それ以外の希望者には

届かないのではないかというふうなお声も受けまして、今後農事組合員ばかりではな

くて、直売会等関係団体へ希望を調査いたしまして配布できるような体制を整えてま

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） 時間の関係で、商工費については次の機会にさせていただきます。 

   次の質問に入ります。 

   大玉村での外国人労働者の状況についてということでございます。 

   国会で物議を醸しております外国人労働者の受け入れを拡大する入管難民法改正で

ありましたが、政府案が通るような状況なのかなと思っておりますが、問題点が不透

明な状況でありますが、人手不足の業界では歓迎されるのかと思っております。端的
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に伺いたいんでありますが、大玉村における外国人労働者の実態、それから村内在住

及び勤務されている外国人の労働者数、関係事業所数、それから職種を含めた労働実

態、生活実態、また国籍や住民登録や社会保障制度までにわたる行政の対応状況、そ

れから考えられる問題点など伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   いわゆる外国人労働者ということではございませんが、本村におきます外国人登録

者の実態ということで、在留資格別統計によりますと、労働または技術習得を目的と

して村内に在住している外国人の方は２４名というふうな状況でございます。関係事

業所数につきましては、詳しくこちら把握はしてございませんが、村内、富士ピー・

エスやアドバンス、さらにはファッションホンダ等が主な事業所というふうに考えて

ございます。職種、労働実態につきましても、これら在留資格別の統計においては詳

しく把握はしてございませんが、全ての方々、中長期の在留者というふうになってお

りまして、在留資格別に申し上げますと教育が１名、それから技能実習が年数によっ

て１号から３号に分かれるわけですが、１号が６名、２号が１０名、３号が６名とい

うふうな状況でございます。さらに、技術、人文知識、国際業務というふうな在留資

格で１名という、計２４名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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   毎朝工業団地に向かう何名かの外国人労働者と挨拶を交わします。ミャンマーの方

と伺っているんでありますが、礼儀正しくて時には日本語の教本や問題集など片手に

自転車で通勤されております。仕事の内容はわからないんでありますが、一生懸命さ

は伝わってまいります。住まいが私のうちの目の前のアパートに何名かおられますが、

実態は不明であります。地域にはいろんな角度から不安がる方もおられます。言語や

それから文化・風習の理解など何らかの形で必要となると考えるのでありますが、そ

の辺は、これは誰に伺ったらいいんでしょうか。どう考えておられるか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 富士ピー・エスのほうには大玉在住の方はミャンマーから来られて、

あのアパートに入っていると。それからあと、ベトナムの方は本宮から自転車で通っ

ているということですが、最近聞くところによると茱塚地内に家を借りたか買ったか

して、その人たちが入ったというようなことで聞いております。従来、外国人につい

ては村が関知できない部分で、外国人登録だけを受けるということになりますので、

実態は詳しくはわからないわけですが、国内外交流協会では餅つき体験とかそば打ち

体験とかという形で、村内のミャンマー等から来られている方については一緒に交流

をしていると。これからもそういう交流は深めていくと。従来、ソニーとかに来た方

が４区のアパートに入ったりなんかしていましたが、全然村との接触がないので、多

分帰国してからどこに住んでいたんですかと言ったらソニーのあるところというぐら
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いしかないんじゃないかと。それでは困るので大玉に在住する外国人についてはやは

り大玉村を知っていただくということも非常に大切だし、地域の方と触れ合ってもら

うのも大切だというふうに考えていますので、国内外交流協会なり、あと役場の担当

部のほうで、そういうこともこれから進めていかなくてはいけないなというふうには

考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 村長おっしゃるとおりの状況だと思います。ただ、今の国内ではそ

ういう法律の整備もまだ進まない中で、こうやって外国人が入ってこられます。私、

先ほど住民の不安と申し上げましたが、やはりどういう形で住んでいらっしゃるのか、

どういう年代の方がいらっしゃるのか、どういう生活形態をされておられるのか、そ

の辺全く不明であります。やはりその地域地域でそれなりの対処はされてはおられる

とは思うんでありますが、やはり行政のほうとしてもその辺はしっかり捉えて、何か

問題があってからでは遅いんでありますから、その辺はしっかり対応していただきた

いと思います。 

   ちょっと時間ありますんで、先ほどの商工費の中で１点だけ確認しておきたいんで

すが、商工会の中で観光事業の中で名倉山とかなんかも聞きたかったんですが、１点

だけ、前ケ岳の登山道、前は国有地ということでいろんなことがだめなんだというよ

うな認識だったんでありますが、今既に私は既設の状態にあるなと捉えておるんであ

りますが、その辺、村長、見解だけ伺っておきたいんですが。 

○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。 

   登山道ということになりますと、やはり行政責任が出てまいりますし、国の許可を

もらって占用許可をとって登山道という整備をしなければいけないので、年間を通し

て整備をすることと安全確保をしなければならないということになりますと、やはり

ちょっと行政にとっても難しいかなということもありますので、現時点では登る方が

道路を集団で登っていただいて楽しんでいただくという自主的な活動しかないのかな

というふうには感じております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   そういう認識なのはわかるんでありますが、外の方からは前ケ岳登れるんだってね

とそういう情報が登山家の中では少し蔓延しているという状態になります。その認識

が違って、今よその方も前ケ岳かなり興味のある方もございますので、その辺はしっ

かりやっぱり明確にしておくべきかなと思っております。 

   今回の質問は大玉村の１０年余りの行政の成果を検証して感じたことをテーマに質

問申し上げました。人口増施策など遅ればせながら国策として取り上げるような状況、

大玉は先取りしているなと思っております。村長の常々言っておられる行財政改革な
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どを通じて村民が主役の活力ある村を目指して施策展開されることを願い、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、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１５分といたします。 

（午前１１時０２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ３番本多保夫君より通告ありました「細田・矢沢線の現状と課題に

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。さきに通告いたしました３件について議長の許

可をいただきましたので、質問を随時していきたいと思いますので、簡潔で明確な答

弁をお願いいたしまして質問に入りたいと思います。 

   まず初めに、細田・矢沢線の現状と課題ということで３点ほどお伺いしたいと思い

ます。 

   まず初めに、１番として６月定例議会に質問させていただきました拡幅問題で、現

状では無理だという村長からの答弁をいただき、また一部の待避所を設けることがで

きるかどうかという検討をしていくと、村長からの思いやりのある答弁をいただきま

したが、現地調査をその後指示または実施したのかどうかを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。 

   細田・矢沢線の待避所さらに現地調査をしたのかというふうなお尋ねでございます

けれども、現地調査のほうを行いまして、待避所につきましては現在基点から終点側

まで合わせて片側に６カ所ずつ、計１２カ所の待避所がございます。また、それ以外

の部分に可能性がある部分があるのかどうか、その部分も含めて現在検討をしている

ところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 今現状では検討していると。行政マンの間違いのない答弁、大変あ

りがたく思うんでありますが、今現在急がれている内容でございますので、早急に検

討、実施、来年度の予算に向けて検討していただきたいと。これが地元の住民の切な

るお願いであるということを頭の中に入れて行動していただければと、このように思

うところでございます。 

   次に、同じく細田・矢沢線の支障木についてでありますが、近年は生活道路として

の朝夕方の往来を初め、日中の大型車通行により危険度がかなり高い状況であります。
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これも支障木によって、どうしても車というのは車に傷をつけたくないという観点か

ら中央のほうを走ります。狭い道路を中央を走るとさらに危険度が上がってくるとい

うのは常識問題でありまして、前に課長にお願いしました支障木調査の検討結果をお

聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   細田・矢沢線の支障木の現状についてというお尋ねでございます。さきに要望とい

うふうなことでお話をいただいたということでございますけれども、今年度、倒木事

故につながりかねないかかり木の箇所について、１カ所、支障木伐採については実施

をさせていただきました。 

   また、今ほどご指摘がありましたように、大型車の通行に支障になるというふうな

枝の張り出しにつきましては、延長がかなり基点から終点、総体的に長くなるような

部分もありますので、今後大型車両通行に支障になるような、そういうふうな状況に

つきましては、行政区長さん、あるいは道路パトロールを行いながら、適時道路交通

の安全確保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） 支障木の調査、１カ所まではやったということでございますが、こ

れも区長さんなり、例えば村長さんとの懇談会の席上で発言がない限りは村としては

対応しませんよというふうに理解してよろしいんですか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   道路それから河川につきましては、区長さんのほうに通報といいますか現状につい

て把握をお願いしますということでお願いをしているところでありまして、区長さん

の情報、極めて重要なものだというふうに考えております。 

   しかしながら、それだけではなくて道路パトロールということで、建設課職員、パ

トロールを行っておりますので、その際の点検結果等も踏まえながら実施をしている

というふうな内容でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 区長さん方も現在はお勤めになっている方もございますし、地域住

民の方はなかなか区長さんとお会いできない場合もございます。ですから、一住民か

らの通報、お願い、そういったものがあった場合は、区長を通せとかそういう問題で

はなく、話をよく聞いて対応してやるのが行政の仕事かと思いますので、その辺をよ

く検討してやっていただきたいと思います。 

   次に、３番目といたしまして、大玉村と本宮市の連携による県道昇格の取り組み状

況を伺っていきたいんでありますが、これも安達広域での福島までの県道昇格陳情も

把握しておりますが、緊急性のある道路でありますから、部分的であっても羽瀬石・
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矢沢線、細田・矢沢線の県道昇格を最優先と捉えて関係機関に強く要請していただき

たいと思うところでありますが、この辺はどのように進んでいるかお聞きします。 

○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。 

   細田・矢沢線につきましては郡山市喜久田町から大玉村を通過して二本松市、さら

には福島市松川町に至るというふうなことで、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、関係する二本松市、郡山市、大玉村、福島市、本宮市の５市村で

期成同盟会を結成して毎年県に県道昇格と整備促進を要望しているところでございま

す。今年につきましても１１月１６日に会長の二本松市長、副会長の大玉村長ほか関

係者がそろって県の土木部あるいは県北建設事務所に要望活動を行っているところで

ございます。 

   期成同盟会としてはあくまで県道昇格と、それから全線にわたる整備促進というふ

うなことを要望しておりますが、当然実施の過程の中ではどこからというふうなこと

もあるかと思いますが、現時点では全ての県道昇格と整備促進ということで関係自治

体が一丸となって要望活動をし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。 

   県道昇格といっても、なかなかこれは大変なことだとは把握しているつもりではご

ざいますが、近年は県道昇格というのはなかなか見られないと、そういう現状の中で

どうにか今必要とする部分を、安達広域で取り組むのも結構なんですが、それではな

かなかおりないんではないかと。実質この要請をしてから二十数年間たっているわけ

ですから、もうそろそろ測量なり目安をつけてもいい時期かなと思います。 

   そこで、村長さんには大変苦労をおかけしますが、１日何回というのはちょっと大

げさでございますが、時間を割いて行って、県に関係機関に強く要請をしていただけ

れば、まだ少しは変わってくるのかなと思いますが、村長のお考えをお伺いしたいと

思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   できる限り県北建設事務所の会議というのは定例的にも村に来ていただいたり、こ

ちらから行って要望したりする機会は年間何回もありますので、その都度強く要望を

やっていきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   一日も早い県道昇格を目指して頑張っていただきたいと思います。 

   次に、大きな２番で村内の古墳の管理状況ということで、二子塚古墳周辺の環境整

備ということでお伺いしたいと思います。 
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   二子塚周辺の環境は、皆さんもご承知のように木々が大分高く広く伸びてきており

ます。そういったところから地元の農地、農作業に関して大分ご迷惑がかかっている

ような状況下でありますが、これらのお願いも前に私この議場でさせていただいた経

緯がございます。その後、まだ全然手入れをしていないというのが現状であって、環

境整備というと、考えるところによると草刈り程度なのかなと。そうではなくて、大

きくなった木、それに対しての日照権の問題とか農地に与える影響というのは大でご

ざいますので、その辺はどのように取り組んできたのかお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ３番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   二子塚古墳につきましてはそれぞれ墓地という認識もありますけれども、土地台帳

を見ると山林とか畑とかいろいろな地目が入り組んでおります。基本的に古墳の所有

者につきましては個人になっております。財産につきましては個人所有ということで

すけれども、古墳ということで指定をさせていただいております。管理につきまして

はそれぞれ管理委託契約を結ばせていただきまして、土地の所有者の方々、二子塚古

墳に関しましては保存会でございますけれども、そちらのほうに適切に保存・管理を

お願いしているところでございます。 

   しかしながら、木が生い茂っていると。確かに木については日の当たるところにど

んどん伸びていくといったようなものがあります。過去に倒木があってなかなか対応

もできないということもありまして、文化財調査員のほうでお手伝いをしたという事

例もあったようでございます。災害等とか通常の管理、これらの範疇を超えるような

事案が発生した場合などにつきましては所有者と相談しながら今後も適切な文化財の

保護・保存を図っ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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   地域の農家の方からも強い要望でございまして、もう少し周りの環境を考えていた

だきたいと、そういうお話でございましたので、適切な対応をお願いして、次の質問

に入りたいと思います。 

   この古墳、大玉には大きなところで３つほどございますが、前回その古墳を利用し

て観光ルートとして使えないかという話を差し上げたところ、検討しますという答え

でございましたが、その後検討した経緯はあるのかどう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。 

   古墳を含めた観光ルート検討の結果はどうかというふうなことでございますが、ご

案内のようにふれあい広場はある程度起点といたします古墳といたしましては、二子

塚古墳あるいは傾城壇、それから温石古墳と村が指定している古墳がございます。現

状でありますと、観光ルートを設定するというふうなことを前提といたしますと、例

えば駐車場でありますとか、その古墳の公園化という点で観光ルート化にはまだ若干
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課題があるのかなというふうなことで考えてございます。これらとあわせまして今年

の３月に策定いたしました大玉村歴史文化基本構想におきましては、大玉遺産という

観光資源として活用するということが考えられてございます。これらに即しながら費

用あるいは効果、その周りの整備等も含めて引き続き検討させて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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   観光資源として利用するのであれば、やはりその場所に行くまでの道路、駐車場、

これは当然取り組まないと、現状からいくと観光資源には使えないと。結局大玉村に

おいては観光資源が少のうございますから、その辺も踏まえた発想をしていかないと

観光資源はないと。単なる通り道であって終わってしまうんではないかと。いかに村

にお金を落としていただくか、そういった観点からいきますと、道路の整備または駐

車場の設置、これはどうしても必要なものですから、その辺を踏まえてよく検討をお

願いしたいと思います。 

   次に、大きな３番といたしまして農業委員会が取り組む鳥獣対策、６次化について

お伺いしていきたいと思います。 

   １番といたしまして農業委員会が考えている鳥獣対策、これらについて、あればお

伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   農業委員会が取り組む鳥獣対策というふうな部分でございますけれども、まず前提

として鳥獣被害対策につきましては、現在所管を産業課農政係で行ってございます。

くくり縄や箱縄の設置あるいは捕獲隊によるわなの設置箇所の巡視等も行っていると

ころでございます。 

   農業委員会が行う鳥獣対策というふうなお尋ねでございますけれども、こちらにつ

きましては耕作放棄地、これらを減らしていく、そういったことによって有害鳥獣の

出没をできるだけ少なく軽減を図っていく、こういったことが農業委員会として行え

る鳥獣対策ではないか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。 

   農業委員会というのは全国的にあるわけでありまして、ここで言いますと本宮市さ

ん、大玉、二本松市さん、いわゆる安達広域管内に３つがあるわけですから、この鳥

獣対策というものを農業委員会独自で考えれば、２市１村で取り組めば、この鳥獣対

策はある程度解決すると。農業委員会がここでまとまってやってもいいんではないか

と。全国農業新聞などを見ますとあらゆる手段を講じて、この鳥獣対策に対応してい

る。部長も農業新聞は読んでいるかと思いますが、その辺をどのように理解している
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か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。 

   農業委員会として他の市町村の農業委員会等と連携し、あるいは県、全国レベルの

情報も入れながらというふうなお尋ねでございますが、こちらにおきましても、議員

ご存じのように二本松市、本宮市それから大玉村と安達地方農業委員会連絡協議会と

いうふうなことで組織をし、年間会議を行い情報の交流、さらには共通した課題につ

いて議論をしているところでございますので、今後こういった有害鳥獣についても議

題に上り、さらに対策が検討されるよう、こちらからも話題の提供というふうなこと

でや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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   全国農業委員会農業会議所ですか、これらにおいて鳥獣対策に充てるような補助的

なもの、補助金、そういったものは農業委員会独自のものはあるのかないのか伺いた

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） 有害鳥獣対策に係る全国農業会議の

独自の補助ということでございますが、現在承知しておりませんので、調査をさせて

いただきたいなというふうに思います。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 手法によってはいろんな取り組みができます。行政ばかりでなく農

業委員会はあくまでも独自の団体でございますので、それなりの取り組みをしていっ

ていただければいい結果が出るのかなと。その原因を排除するためにも遊休農地、耕

作放棄地、それをいかになくしていくかと。その取り組みは私のほうも敬意を表する

ところでございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

   次に、農業委員会が考えている今６次化、大変な事業かとは思いますが、独自の考

えがあるのかどう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。 

   農業委員会が考える６次化ということでございますが、まず６次産業化の商品開発

につきましては、現在産業課村おこし係におきまして６次化商品の開発について検討

委員会あるいは委託業者を含めました協議検討を重ね、商品化に向けた取り組み、協

議を行っているところでございます。 

   農業委員会におきましては、先ほど申し上げました耕作放棄地解消も視野に入れま

して、エゴマの活用による商品化に取り組んでいるところでございまして、２８年度

から試験栽培を行いまして、今年度からエゴマの会みずからが搾油機を用いて商品さ
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らに販売を開始してございます。こういったことを軸にしながら農業委員会として耕

作放棄地の解消あるいはそれらをどういうふうにして商品化し、さらに持続可能なも

のにしていくか、こういったことを農業委員会さらには産業課担当部署それから直売

所等々とも力を合わせ、あるいは知恵を出し合いながら進めていければというふうに

考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 今の内容からいくと、あくまでも農業委員会は遊休農地、耕作放棄

地の対策、なくするための対策としてのじゅうねんをつくっていますよというふうに

捉えることができるんですが、これは６次化ではないというふうに考えてもよろしい

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番議員さんに再度お答えをいたし

ます。 

   耕作放棄地の解消という当初の目的ではございますけれども、当然、会としてみず

からが搾油機を用いて商品化し、さらにそれを販売していくというふうなことで、こ

れも立派な６次化、取り組んでいる６次化商品というふうに考えられるというふうに

現状でそのように思っております。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） そうしますと、農業委員会が考える６次化と村の考える６次化に若

干の開きはあると、そのように捉えてよろしいんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   現在、検討委員会で検討いたしております６次化の商品、これらの中にエゴマを用

いたものというふうなものも織り込みながら進めているところではありますけれども、

商品としてどのような形になっていくか、これは検討委員会の中身でありますので、

全く別物ということではなくて、それらもあわせて委員会としては検討し、さらに村

として取り組んでいく一定の方向を得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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   私が今なぜこのようにこだわりを持った質問をしているのかと申し上げますと、全

国農業新聞に大玉村版が出ておりまして、農業委員会は耕作放棄地なり遊休農地をな

くするために、また６次化に向けたじゅうねんつくりをやっていますよと、このよう

に記載されておりました。村は村独自に６次化というものを考えるということで新し

く今のアットホームの下ですか、あそこにそういう場所を設けたいんだと言っており

ますので、全く整合性がとれていないんではないかと。これは農業委員会が考えるも
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のなのか農政課が考えるものなのかというと、行政でありますからこれは農政課のほ

うの部分に行くと思うんですが、農業委員会が考える６次化というものは実質ないと、

そのように理解してよろしいのか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   農業委員会は農地の保全が最大の目的ですので、あと集積とかそういう農業振興、

農地の保全と。その農地の保全の中で耕作放棄地を解消するというのが大きなまた一

つの柱になりますので、その耕作放棄地をつくらない、もしくは耕作放棄地を活用す

るためにエゴマ栽培を進めてきたと、農業委員会が進めてきたと。ですから、農業委

員会の役割は、一応エゴマを栽培することはエゴマ栽培が目的というよりは農地の保

全が目的。その手段としてエゴマをつくってきたと。そしてそのつくったエゴマを

６次化をするのは、これは当然農政のほうのサイドの話であります。だから１次産業

の部分はスタートは農業委員会が、そして農政課も一緒になってエゴマを広げていき

ましょうということでエゴマの会ができたと。そして加工は村も搾油機を設置して

２次産業としての加工をやると。それは農業委員会の栽培をきっかけとしてできたエ

ゴマの会が担うと。それを今度搾油したものを販売するというのは３次産業になりま

すから、だから１掛ける２掛ける３とか、１足す２足す３とかと、６次化ということ

ですから油を搾って販売する段階で６次化は完成していると。だから決して別物では

なくて、農業委員会の目的としている部分については果たしていると、エゴマによっ

て果たしていると。それを活用して６次化に結びつけていくというのは一体として考

えていますので、これを分ける必要はないというふうに考えています。それぞれ新た

な６次化をエゴマを中心としてまたつくっていくと。それ以外についてもいろいろ

６次化の製品を今検討しているということでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   私のほうもよく理解できましたので、これをもちまして一般質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、３番本多保夫君の一般質問を打ち切ります。 

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

（午前１１時４５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

   １０番須藤軍蔵君より通告ありました「消費税増税と、その対策について」ほか

１件の質問を許します。１０番。 
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○１０番（須藤軍蔵） 議長の許可をいただきましたので、さきに通告いたしております

一般質問を行います。 

   住民の暮らしと健康を守るには、さまざまな課題があるわけでありますが、とりわ

け今、大きな課題として、２点についてそれぞれ質問を行いたいと思います。 

   初めに、消費税の増税についてであります。 

   これらは、社会保障の充実というために、そういう形で８％に増税がされてきたと

ころでありますけれども、今やそれどうなっているかというと、やはり引き続き消費

が冷え込んだ中での介護保険の引き上げなどに見られるように、全く逆の方向に行っ

ているという状態が今、進んでいるわけであります。そういう状況にもかかわらず、

来年の１０月からは、今度は何回も言ったけれども必ず３回目だから絶対上げるぞと

いうことが宣言されて、１０％にするぞというふうになっているわけであります。 

   それにはさまざまな対策が必要なんだということで、今、毎日のようにあれよこれ

よの話が出ていますね、与党の中でも相次いでこの対策なるものが提言されていて、

カードで買い物をした場合のポイントの還元、あるいはプレミアム商品券のついたそ

ういう商品券発行、あるいはマイナンバーでどうのこうのというよくわからないよう

な話があります。また、ポイント加算でどうだとか、きのうあたりですと住宅ローン

の減税はどうとか、３年目はどうだとかと、だんだん複雑になってきております。そ

れは消費者はもとより、そういう中小零細業者にとっては、これは負担の緩和どころ

か、ますます負担が大きくなるということになってくるということであります。 

   逆にこういう費用や手間がかかるという問題が、混乱も拍車をかけるということに

なると思います。食料品が今までどおり８％にやるとか、あるいは別なものはという

ことで、複数に、２段階に分けるとか、あるいは飲食するところで食べればどうだと

か、持って帰るとどうだとかと、もうわけのわからない話が勝手に進んでいるわけで

ありますけれども、こういうことで、つまり２％上がった分を何とか抑えるために、

皆さんに私たちは努力するんですよと言っていますけれども、そもそもそういうこと

をするのなら、最初から上げないほうがいい話でありまして、大変だというからには、

やっぱり村も我々もそうですけれども、当面は不要不急なものを抑えるとか、きのう

あたりも言っている戦闘機１００機買うとか、そういう大変な話じゃなくて、やっぱ

りそういう不急不要なものは抑えるというようなことやら、さまざまな、あるいはま

た国内外の経済活動に問わず、やはり税の根幹である所得に基づく税の徴収というも

のをしっかりとやれば、十分にその分のカバーはできるというふうに私は考えますし、

対策でやるとするならば、きっぱりとやめることこそ、それこそ大きな増税対策にな

るというふうに私は思っております。そういう立場に立って、幾つかお尋ねをしたい

と思います。 

   まず、１つ、今ほど申し上げました消費税の増税そのものに対する、消費税に対す

るところの村長の見解を最初にお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 
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   消費税の増税につきましては、前から述べておりますように、国策として今、進め

られていることですので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今ほどお話ありましたが、国策だと言いながら、一番末端でこう

むるのは国民全体でありますから、国民の暮らしにかかわる問題なんですね。したが

って、それに対する対策をどうするんだということが問われるというふうに思います。 

   来年度の予算編成、もうそろそろそういう時期に差しかかるわけでありますが、当

然のことながら、今、言ったように、差し控えると言いながら、実際は増税分につい

ては試算しなくちゃならないですね。したがって、それはこの全体の事業の中でどれ

だけの消費増税にその分がなっているかということについて、試算についてお尋ねを

しておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   平成３１年１０月１日から消費税が１０％に増税となった場合の影響につきまして

は、費目ごとの積算が可能な平成３０年度の当初予算ベースでお答え申し上げます。 

   一般会計のほか、特別会計や水道事業会計を含めた全会計における増税影響額は、

需用費や委託料、工事費などの対象経費総額１８億３，８００万円に、単純に２％を

掛けた場合、増税額が３，６７６万５，０００円となります。 

   消費税増税時期を１０月１日とした場合、支出期間が半年の６カ月間となりますの

で、先ほどの２分の１に当たる１，８３８万２，０００円が平成３１年度における影

響の見込み額となります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今ほど、そういう試算だというお話がありました。 

   アットホームなどについても、全くこれ新たな段階で出発するわけでありますけれ

ども、出発したら同時に今度、１０月からそういうことになるということになれば、

これもまたなかなか大変な状況になると思いますけれども、アットホームの運営につ

いてのどういうふうな、これを踏まえての考えというのをお持ちになっているかお尋

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番議員さんに再度お答えいたします。 

   アットホームおおたま特別会計につきましては、先ほどと同様の算出を行いますと、

対象経費の合計額が４，７４８万９，０００円、これに単純に２％を掛けた場合は

９４万９，０００円となります。１０月１日以降の実質影響額となりますと、その

２分の１の額で４７万４，０００円となります。 

   同様に、集排関係についても２２万９，０００円、水道事業会計では１０４万

４，０００円の影響となりますが、この特別会計の使用料収入が外税方式であるため
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に、お客様からお預かりした借り受け消費税から、需用費などの実質支出の際に支払

った仮払い消費税を差し引いて、残りの消費税を納付することとなります。会計上は、

実質的な影響はないと思われます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ水道を初め、今ほどお話ありましたように、そうしたも

のについても、人件費を除く全ての村のいわゆるサービス、使用料、使用するプール

とか、そういうのもさまざま入ってくると思うんですけれども、これらについて、今

まで率直に言ってぎりぎりでやってきたから、もう１０月からこれ上がるとすれば、

この機会にちゃんとしておいたほうがいいというようなすぱっとした話をして上げる

ということにはならないかどうかということを懸念しているのね。 

   それからもう一つ、一昨日、たまちゃん食堂でおいしいそばと餅を食べてきました

が、うまかったですね。が、何だかちょっと銭払うときになったら、違うんだよね。

これ先取りしているのかなと思って、かなりのパーセントで私、計算したら、餅なん

かは上がっている計算だね。うまいだけでは、ちょっとそれ先取りして消費税の分を

上げているのだか、株式会社のやることだから、それは俺は知らないなどという話で

は相ならんと思うんですよね。 

   やっぱり、そこら辺はどういうふうに、さまざまなそういう住民サービスについて、

苦慮されているとは思うんですけれども、やはりそこら辺、末端がこういうふうに今、

言われたようなこの金額が丸々これかかるわけですから、それに今度、それぞれの利

用、お前、我がするんだからしようがないべと言われればそれはそれだけれども、そ

ういう使用料、利用料というものがかかるとするとやっぱり大変だなというふうに思

うので、そこら辺について、そういう料金の適正な改正などというものを考えられて

いるかどうか、できるだけそうしないようにはしてもらいたいんだけれども、そこら

辺の率直な考えをお聞かせしていただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   各種水道料とか農集排関係等の従来のサービスについては、これは消費税２％上が

りますと、払うのも払うことになりますが、逆に地方消費税交付金という形で、この

２％のうちの一部が村税として、村に消費税交付金として入ってまいりますので、村

の実質的な負担はふえないだろうというふうに想定しておりますので、それも含めて、

２％の増に基づいての値上げということについては、現時点では考えておりません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） まだあったな。 

○村長（押山利一） プールとか、そういうものも含めて、２％上がることによる利用料

の引き上げというのは、現時点ではというのは、どういう影響があって、半年たって

みたらかなりの影響があるとか、そういうものもありますので、将来のことまでは言

及できませんが、現時点でそういう利用料について上げるという予定も考えもござい
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ません。 

   それから、たまちゃんについては、会社が決めることですので、我々としてはコメ

ントは差し控えさせていただきたいと思います。ただ、先取りしたのではないという

ことは聞いております。半年間運営した結果、やはりいろいろと運営上の問題も含め

て、健全運営のためにということで再検討をしたようでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういうもろもろの背景があるようでありますが、少なくともそ

ういうことによる公共利用料、使用料については、当面そういうことで上げるような

ことにはしないということで。 

   引き続き、それと同じようなことでありますが、結局そういうさまざまな形で上が

るということでありますから、極力、自治体としての役割は、そういうものからやは

り住民の暮らしを守るんだというこの地方自治の観点でありますから、そういうこと

について、幾ら国でやることだからコメントしないといえども、そこの影響について

はあるわけでありますから、どういうふうにしてそれを守っていくかという責任もや

っぱりあると思うんですね。したがって、村長にそういう意味での決意について、改

めてお伺いをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 消費税増税については、先ほど言ったような状況でございますので、

国会の中で審議をされているということですので、よしあしについては私の立場では

コメントできないということで話をしましたが、今、言われたように、２％増税につ

いては住民生活に非常に大きな負担になるということも十分承知をしておりますので、

行政としても利用料金の据え置きとか、そういうものについても、あと住民サービス

についても遺漏のないように、しっかりとやってまいりたいというふうに考えており

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 次に、国民健康保険にかかわって、幾つかお尋ねをしたいと思い

ます。 

   初めに、今年度から県一本化になったこの運営というものについて、１２月まで進

んできたわけでありますけれども、これらの医療費など、あるいは医療動向、そうし

たもの等々も含めて、今の運営状況なり、あるいは今後の推移というものをどのよう

に見ておられるか、端的に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） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   今年度の国保の運営状況ですが、まず被保険者につきましては、前年度より２４人

増加して１，７７３人となっております。世帯数も同じく２４世帯になりますけれど

も、増の１，０４４世帯となっております。 
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   それで、医療費については、１１月末現在で前年同時期を上回る見込みとなってお

ります。今後も増加傾向が見込まれるところでございます。 

   それから、所得割、均等割の税の引き上げと、あと前年度の繰越金、それから一般

会計の繰入金等を充当いたしまして、県の納付金の納付、それから保険事業を円滑に

実施できるような状況にはあります。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今ほど、実態についてお伺いしました。 

   それでは、２つ目に、平成２８年度、それから平成２９年度の税の所要額と、それ

から滞納の額について、それぞれいかほどになっているかお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   国民健康保険税の１人当たりの税額、これにつきましては２８年度で１０万

３，６６３円、平成２９年度では所得割、均等割額、それから平等割額、全て据え置

きということですので同額、前年度より２５５円増の１０万３，９１８円ということ

となっております。 

   それから、あとまた１世帯当たりでございますけれども、平成２８年度につきまし

ては１６万９，５２０円、２９年度につきましては４，６１７円減の１６万

４，９０３円となっております。 

   それから、滞納額でございますが、滞納額につきましては平成２８年度で現年分が

１，６２０万４，７００円、滞納繰り越し分で６，２４２万３，２７１円となってお

ります。合わせて７，８６２万７，９７１円となっております。 

   それから、平成２９年度では、現年度分で前年度より３５６万４，２００円減の

１，２６４万５００円で、滞納繰り越し分で前年度 より２１５万４円増の

６，４５７万３，２７５円となっておりまして、合わせて７，７２１万３，７７５円

となって、総体的には前年度より１４１万４，１９６円の減ということになっており

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今ほどお話ありましたように、税の所要額、努力によって今の段

階では据え置きにしたということでありますけれども、しかしながら滞納というのが

実態として今ほど上げられたように、そのような数字になっているということであり

ます。 

   年々、税の所要額というのは、医療の高度化といいますか、便利になったというこ

とも含めながら、所要額が上がってくるわけであります。したがって、今ほど言われ

たように、それは払いたくてもなかなか払えないというような税額にもなってきてい

るというのも実態であるというふうに思います。したがって、滞納がふえるというこ

とでありまして、これは前々回の３月議会でも同じような質問をしたわけであります

けれども、それは見通しなどについてお尋ねしたところでありまして、要はこの制度
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そのものの問題なり、あるいはもうちょっといろんな工夫ということまでは踏み込ん

だ質問はしなかったわけでありますけれども、やはり今、ここまで来ると、これは努

力してちゃんと税の公平性からして払うのが当たり前だとかいろんな議論、それは当

然であります。それから、どのようにしてそれ銭もらうんだという話も当然でありま

すが、なかなか実態として払いたくても払えないというところに今、来ているところ

もあるわけでありまして、それは何でかというと、１つはやはりこれさまざまなのが

あるわけでありますけれども、税の国民健康保険に入られている方のやっぱり構成と

いうものについても、今までと大きく変わってきていると。年金者の方が４割、それ

から非正規の方が３割何ぼとかという、今までと構造が、入っている方の中身が変わ

ってきているんですね。それらは、市町村ではその構成については把握できないんで

すね、実際は。これ厚労省で出している資料から、私、今、お話ししているんですけ

れども、そういう状況になっているそうであります。したがって、今までは７割ぐら

いがいわゆる農家を含め農林業者なり、そういう弁護士とか個人営業者とか、そうい

う方だったのが、今や、今、お話ししたようなことに変わってきているというのと、

そしていわゆる低所得という方の比率が高くなっているということが、大きな問題が

１つ。 

   それから、もう一つは、最近まで私、非常に勉強不足であれだったんですけれども、

ほかの保険の制度には人１人がふえると、その分の税金がかけられるという計算の健

康保険じゃないんだそうですね、知らなかったんですよ、ここ最近まで。国民健康保

険だけは、１人の家に１人余計子どもさんなり誰かがいれば、その分のいわゆる平均

割というんですか、平等割というんですか、そういうものがあると。それは、ほかの

保険の制度には所得に応じてかかってくるのでない、いわゆる事業者負担の分ね。し

たがって、そういう部分がやはり国民健康保険を構成する皆さんの構造的な、なかな

か大変だという実態になるのであろうというふうに思うわけであります。 

   したがって、さまざまな村としての取り組み、あるいは個人、入っている人の努力

もさることながら、やはり１つは国のそういう本来果たすべき役割というものがなか

なかだんだん後退してきているということでありまして、全国知事会なり、あるいは

全国の町村会でも毎年要望が上がっている国庫負担をやっぱり戻してほしいというよ

うなことについての取り組みというのは、極めて重要だと思います。それがないと、

この国民健康保険がなかなか大変だというふうに思うわけでありまして、そこら辺の

関係も、やはり頭割りの問題と、それから国の税を上げるということについて、やっ

ぱり大事だというふうに思うわけであります。 

   これらについての国保の現状、それから対策について、さらにはまたもう一つは村

の取り組みというのも、非常に今までもさまざまな取り組みがされて、生涯学習課で

の生き粋大学とか、あるいは健康福祉課での介護予防活動とか、さまざまな努力、そ

れから各種健診の受診率を上げるための事後指導とか、非常に多くの取り組みがされ

ています。それも大きな成果が上がるし、敬意を表するところでありますが、それも

一段と網羅して、村としても保険者としても、やっぱりもっと健康で医者にかからな
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いようなそういう取り組みというものと、２つやらなければだめなのかなとつくづく

思うところなんですね。 

   したがって、これらの取り組みについて、村の、あるいは住民の役割、来年につい

ては日本では年号が変わって、何か新しくなるそうでありますが、何とか元年という

ふうになるんだと思うんですね。そういう機会に、大玉村でもやっぱり健康づくりの

一大キャンペーンやらないと、これこのままいったら大変だなというふうに思うので、

私はこういう意味での、今回は税金と国保を挙げたわけですけれども、ここが一番ま

ずは大事かなというふうに思ったもので、健康を守る、あるいは国民健康保険税につ

いての国の役割を果たさせると、こういう面での村長としてのご所見を伺いたいと思

います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   最初、滞納のお話がございまして、これは大変、何千万という滞納が累積をしてき

ていますが、これについてはもう過去何十年という積み上げがこういうふうに、何百

万であろうともやっぱり１０年たって何千万というふうになるということで、積み上

がってきて大分金額が大きくなっていますので、税の公平性の問題というものも先ほ

どありましたが、これ払えるのに払わないという方は論外です、これは差し押さえで

も何でもするんですが、やはりなかなか払うことが現実的には難しいと。税金は国保

税だけではなくて、各種税金なり、水道とかそれ以外のものもありますので、なかな

か払い切れないという世帯がふえてきていると、ずっと累積してきているんですね。 

   ですから、ここ何年間で急にふえたわけではなくて、累積してふえてきているとい

うことで、これは大きな都市でしたらばすぐに財産差し押さえとか競売とかという形

で、強制的に徴収ということも考えられますが、こういう小さな村の場合には、余り

そういう強制的なものというのはいかがなものかということで、少しずつでも払って

いただくという形でお願いをしてきた結果が、こういう大きな債務になっていると。

かといって、これからじゃ方針を変えて、どんどんと財産を差し押さえていくという

ことも、現実的にはなかなか難しいので、税務課のほうでは一生懸命、少しずつでも

分納でもいいので納めてほしいということで、今、徴収に頑張っているところでござ

います。それの成果も徐々に上がってきておりますので、それについては議員の皆様

にはぜひご理解をいただきたいというふうに考えております。 

   国保に関しましては、やはり国でも問題意識は持っているということで、各市町村

ではなくて県一本化というふうにして、本当は国の保険制度ですから国が責任を持っ

てやってくれればいいわけですが、なかなか県までで、今、現時点ではとどまってい

るということですが、さらに県のほうでは赤字補塡をするなという話が出てまいりま

した。赤字補塡というのは、公費を投入して国保税を引き下げるのはやはり趣旨に合

わないということなので、計画を立てて、公費投入をやめなさいというようなことが

来ています。現時点ではペナルティーはありませんが、多分今までの状況だと、例え

ば３年計画、５年計画を立てて、公費投入をやめない場合には、その分財政調整交付
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金減額するよとか、そういうふうになるのではないかという危惧は今のところしてお

りますが、今までも公費を投入して保険税を抑えてきましたので、あとは基金に積み

上げをして、それで基金をもって徐々にそれを使いながら、急激に上がることのない

ようにというようなことも含めて、これから検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

   そして、国のほうには町村会を通して、国の負担をもっときちっと出してくれとい

うことは、毎年強く要望をしているところでございます。なかなか、県に一本化にな

ったときに、かなり出るんじゃないかという期待をしておりましたが、余り出ていな

いということですので、今後も要望は続けてまいりたいというふうに感じております。 

   それから、もう一つはやはり大玉村の医療費がかなりかかっているということと、

大玉村の構成がどういう構成、特色があるのかというのもちょっと不明なところがあ

るんですが、ほかの町村に比べて大玉村の所得が高いと。ですから県一本化になった

ときに、所得の高いところに高い税金がかかるというような、ちょっとそういうこと

もあると。それから、国保の構成自体が、先ほど言ったようにイギリスにあった人頭

税みたいな、１人頭に幾らというような税金のかけ方は本当に国保しかないというこ

とですが、それはやはり勤め人ではなくて自営業とか、あとは非正規とかパートとか、

そういう人たちが多く入っている保険という特異性がそういう税金体制になっている

のかなというふうには今、理解をしております。 

   それから、もう１点については、じゃそれをしかるべきにどうするんだということ

になりますので、やはり村としては健康長寿の村づくりということを目指して、やは

り健診率を上げるとか、そして早期発見、早期治療で医療費を抑える、それからジェ

ネリックを使っていただくとか、この前、介護保険審議会のほうからとか、保健セン

ター運営審議会のほうからも答申で提案がありましたが、健康体操を村全体でやった

らどうだというような提案があったり、プールをみんなで使ったりしたらどうだと、

いろんな提言をいただいております。それは、やはり健康寿命を延ばして、結果的に

医療費の節減につながるということですので、今までは介護関係、国保関係、教育委

員会関係というふうに別々にいろいろ検討してまいりましたので、係横断的なことで、

大玉村健康長寿を考える会みたいな形で、村民の皆様を巻き込みながら、やはり大玉

の健康長寿どうしてつくり上げていくかということを真剣に話し合うことが必要かな

ということですので、そういう組織を立ち上げていきたいなというふうに考えており

ます。 

   来年、何とか元年になりますので、先ほど言われたように、大玉村の健康長寿元年

ということで取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれありがとうございました。 

   いずれにしても、今ほどお話ありましたように、補塡をすると、本来の趣旨と違う

から補塡するなとかということで、非常に矛盾が、それでも国民健康保険には村内の
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人口、あるいは世帯数で割ると、一定の枠を占めているわけでありますから、それを

構わないでおくということにもいかないという大変な課題だなというふうに思います。 

   この件での最後となりますけれども、この国保問題について、当然ながらやはり大

玉だけでは解決できないというようなことで、今、言ったような村全体を挙げて、あ

るいは村議会、そして村民一体となった、そういうしっかりした一段とレベルの高い、

そういう方向をやっぱり目指していくと、一人一人がやっぱりあなた任せでない、や

っぱりそういう健康についての取り組みというのが求められると思います。 

   それから、もう一点は、あわせて安達地方との連携も大事だというふうに私は思い

ます。先日、安達地方２市１村の議員の皆さんで集まりを持って、企業立地をテーマ

に、実はおいしいビールを飲み交わしたわけでありますが、この企業立地という点だ

けで言うなら、本宮市も二本松市も既に大体の大枠ができて、二本松はもう長命の青

写真ができている。それから、高速道路のインターなり、二本松も本宮ももう一定程

度、もうこれ以上はいいわけでありまして、したがって、では何を一緒にやれるとい

ったら、やっぱりこの国保問題とかはお互いさまだと思うんですよね、二本松市さん

も本宮も、これは。だからそういう一緒になったやっぱり取り組み、大玉だけで国保

どうだとかといったって、これは始まらないことは承知しているわけでありますが、

言わないことには困る。したがって、そういう統一した一緒のことで取り組みをする

ということが必要なのではないかということでありますので、これらに対する村長の

イニシアチブなり、あるいは決意ということを改めてお伺いをして、質問を終わりま

す。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   今、言われたように、安達管内については日曜当番医と安達医師会という名のもと

に、歯科医師会も含めてエリアとして活動しているということもありますので、そう

いうことも含めて、救急病院なんかも安達管内で組織をつくって、いろいろと統一し

てやっていると、あと医師会の中でもコンピューターシステムで、同時にどの医療機

関でも安達管内の患者の情報はとれるようになるというようなことも行政と一体とな

ってやっておりますので、それも含めて延長線上でしっかりと管内の中でも提言をし

て、提案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） 以上で、１０番須藤軍蔵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「空き家の実態とその対応策について」ほか１件

の質問を許します。２番。 

○２番（松本 昇） 議長の許可を得ましたので、さきに通告しておりました２件につい

て一般質問を行いたいと思います。 

   まず、空き家の実態とその対応策についてでありますが、村内を回ってみますと、

従来、余りなかった空き家が点在するようになっております。中には、まだ使われる

というか使用される、そういうところもありますが、一部の間では壊れ、そのまま放
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置すると倒壊や危険な状況にある家屋が見られます。これらの空き家を放置すること

で、古くなって倒壊の危険、防災、防犯、衛生上の問題や景観上の問題など、多くの

課題が発生してくると考えられます。 

   そこで、個人所有の家屋とはいえ、村としての課題と認識を踏まえ、行政として今

から可能な対応策はないのかとの観点から質問いたします。 

   （１）の村内の空き家と言われる家屋は何件程度あるのか、把握されている範囲内

で結構ですので、その件数と空き家となった実態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。 

   空き家の数につきましては、区長さんを通じて調査した件数でございます。住宅、

納屋など合わせて３５戸と調査してございます。内訳としましては、住宅が３３戸、

納屋が１戸、その他が１戸ということでございます。 

   空き家になった実態につきましては、個人の所有物でありますので、それぞれの事

情があろうかと思います。把握は残念ながら困難というような状況でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） 今、答弁をいただきました。３５軒のうち、住宅が３３軒、そうい

うあれで、そのあれに対しては把握していないという答弁でした。 

   そういうことで、これからますますふえると思いますが、そこらを勘案して対応を

お願いしたいと思います。 

   次に、空き家の利活用可能な家屋についての対応策は考えているのか伺いたいと思

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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、全国的な課題として、空き家の増加が課題となってございます。こういった

対応から、国においては平成２６年に空家等対策の推進に関する特別措置法、こちら

が制定されまして、平成２７年に完全施行されているところでございます。 

   本村においても、この法律に則して施策の展開を進めてまいりたいというふうに考

えてございますが、ただいまお尋ねの利活用可能なというふうなところで、こちらに

つきましては定住促進という観点からも、Ｉターン、Ｊターン、Ｕターン、そういっ

た就農者等への情報提供、そういったことも念頭に置きながら、また所有者の意向等

も十分踏まえ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。 

   そういう観点から、これからますますふえますので、村としてもちゃんとした対応

をよろしくお願いしたいと思います。 

   （３）番の空き家の利活用可能な家屋についての対応策は考えているのか伺いたい
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と思います。（不規則発言あり）同じですか、今、言ったか。すみません。 

   それでは、４番、空き家の増加に伴い、問題がある空き家の除去、使える空き家の

再利用の両面から検討が必要と考えます。まずは、空き家対策計画を策定し、対応し

ていくことが必要と考えられますが、村の考えを伺います。 

○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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほど申し上げました空家等対策の推進に関する特別措置法、こちらにおきまして

は、所有者と市町村の責務、あるいは基本指針、立ち入り調査、所有者に関する情報

の利用、データベースの整備、特定空家等に対する措置、市町村長の命令に違反した

者への科料というふうなものが主な項目として定めてございます。 

   また、この法律におきましては、空き家対策を総合的かつ計画的に実施するため、

各市町村において空き家等対策計画を定めることができるというふうにされてござい

ます。このような法律の趣旨に則しながら、空き家等に対する具体的な施策を展開す

る上で、条例制定、あるいは空き家等対策計画は極めて重要なものとなってくるとい

うふうに考えてございます。 

   まずは、実態把握をきちんと進め、その上で条例の制定、あるいは計画の策定に向

けて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） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございます。 

   空家対策特別措置法、いわゆる空家法は、平成２７年度に施行され、今、部長さん

が言ったように倒壊と保安上危険、衛生上有害、景観を損なうなどの状態がひどいも

のを特定空き家と認定し、助言、処置、勧告、命令や代執行も可能とする措置ができ

るということで、いずれにしても前段で申し上げましたが、今後もふえてくる可能性

があると思いますが、今からしっかりと対応策をとっていただき、村民が安心・安全

に暮らせる環境整備を図っていただくことを要望して、次の質問に移りたいと思いま

す。 

   ２番の持続可能な水田農業の政策についてであります。 

   本村の基幹産業である農業を取り巻く状況は、依然厳しい状況にあります。持続可

能な水田農業について、将来を見据えた水田農業のあり方を村民とともに考え、方向

性を見出し、全村挙げて実施していくことが重要であるとの考えからの質問です。 

   初めに、意欲的な農業者に対する支援策、農業機械等共同利用整備事業や施設園芸

等整備事業を平成２７年度から新規事業として取り組まれておりますが、これまでに

どのような効果があったのかを伺いたいと思います。 

   （１）の大玉村農業機械等共同利用整備事業について、過去３年間の実績を補助対

象者ごとに、機械の種類、件数及び補助金額など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。 
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   大玉村農業機械等共同利用整備事業につきまして、過去３年間の実績について、補

助対象者ごとに、機械の種類、件数及び補助金額ということでございますけれども、

過去３年間の実績でございますが、５４件ということになりますので、補助対象者ご

とということになりますとかなりの件数になりますので、ここでの答弁といたしまし

ては、年度別の集計ということで答弁をさせていただきたいと存じます。 

   年度別の合計で申し上げますと、平成２７年度がこちらの制度を利用した補助事業

が２１件、平成２８年度が１３件、平成２９年度が２０件、合わせて５４件になりま

す。 

   機械の種類につきましては、きわめて多様でありまして、２７年度につきましては

あぜ塗り機５台、それから附属する散水装置が２台、畦畔草刈り機１台、トラクター

８台、コンバイン６台、田植え機５台、大根洗浄機１台、ニンジン洗浄機１台、除草

剤散布機２台、それからカンタンハンド１台、乾燥機１台、もみすり機１台、色彩選

別機１台でございます。 

   平成２８年度におきましては、ディスクモア２台、ブロードキャスター１台、あぜ

塗り機３台、畦畔草刈り機２台、カンタンハンド１台、乾燥機５台、スロワー１台、

コンバイン３台、ドライブハロー２台、それからあぜ塗り機附属の散水装置１台、も

みすり機１台、計量器１台、ブロードキャスター１台、トラクター２台でございます。 

   平成２９年度におきましては、グレンコンテナ１台、播種機１台、畦畔草刈り機

２台、カンタンハンド１台、コンバイン８台、乾燥機６台、スロワー２台、田植え機

４台、トラクター２台、もみすり機２台、計量器１台、ドライブハロー１台、そのほ

かドライブハローのうちウイングハロー１台となってございます。 

   年度ごとの補助金額につきましては、平成２７年度が３，５１０万４，２８８円、

２８年度におきましては１，４７９万１，０３８円、２９年度におきましては

３，３７６万５，７６５円でございます。 

   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した。 

   そういう補助金出して、そしてみんなが潤っているというのは確かなんですが、今

後とか、それはさきの質問者にもあったように、３年で１回あれして、５年計画だっ

たんですか、これは当初。わかりました。 

   それでは、（２）番、補助金により共同購入された機械等について、どのような利

用効果があったか、機械の種類ごとに、水田面積など具体的に伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   補助金により共同購入された機械等について、どのような利用効果ということでご

ざいますが、機械の種類ごとということでありますと、それぞれの機械の用途に応じ

た共同利用、あるいは共同作業、もちろん共同購入というふうな点で大変、農業機械、

個人で購入するには高価なものでありますので、そういった個人の負担軽減、それか
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ら今後も継続的な営農が続けていかれるということが一番の効果ではないかと考えて

ございます。 

   面積につきましては、各年度の合計でございますけれども、購入機械の対象として

いる面積として、平成２７年度では水田１７２．２ヘクタール、畑が７．６ヘクター

ル、牧草１６．０ヘクタール。２８年度では水田７９．３ヘクタール、２９年度では

水田１８１．８ヘクタールというふうなことでの取り組みとなってございます。 

   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。 

   補助事業の性格から、当然必要なことでありますが、機械購入後の利用が申請どお

り適正に利用されているか、またチェックはどのようにされているのか、具体的に伺

いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   それぞれ導入された機械の利用状況の確認でございますけれども、補助事業の実績

報告書とあわせて、写真、それから作業日誌等を提出いただくこととしてございます。 

   また、今年度から、さきの定例会でもご指摘をいただきましたそれぞれの機械のそ

の後について、職員が機械の保管状況等について目視で確認することということで、

現在、調査の準備を進め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） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございます。 

   適正にチェックされているというような答弁でございました。今後ともよろしくお

願いしたいと思います。 

   大変恐縮な質問なんですが、あってはならないことなので、あえて確認の意味で質

問をいたしますが、補助対象者の条件の一つに、農業者２名以上の農業生産団体とあ

りますが、名義だけを借りて、実質は単独で利用があるといった事案はないのか伺い

たいと思います。 

   このチラシというか、２７年だったか２８年か、とりあえず２名以上の申請がなけ

れば該当しないということですが、その中でも、疑ってはならないですが、単独であ

れしたというような、そういう事例はない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） 補助要件上、単独での導入はないか

ということでございますが、全て書類上、チェックをしている中で、単独で、あるい

は名義貸しというふうなことは承知してございません。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） 同じ質問なんですが、村長さん、この件についてどうですか、把握
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しているかしていないか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 事務方の部長の言う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。 

   それでは、４番の施設園芸等整備事業について、過去３年間の件数及び補助金額を

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。 

   施設園芸等整備事業につきましては、稲作中心の経営体系からパイプハウス等を利

用した園芸、花卉等の栽培をするために新設するパイプハウス及びこれらに準ずる被

覆施設設置費用に対し助成を行うものでございますけれども、総事業費の３分の１以

内で、上限５００万というふうな予算の範囲内で助成を行うものでございますが、こ

ちらにつきましては制定から過去３年間、利用の実績は現在のところございません。 

   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した。 

   施設園芸というと、なかなかこれは手はかかったりなんかするんですが、利用者が

なかったというふうな答弁ですので、これはいざ仕方がないのかなと思います。 

   それでは、次の質問に入ります。 

   これらの施設整備により、どのような利用効果があったのか、また数値等を示して

具体的に伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   施設園芸等整備事業につきましては、利用の実績ございませんので、効果というも

のについてもお示しすることは、ここではできません。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） あると思って、これ質問事項に加えましたので、失礼しました。 

   それでは、次です。６番ですね。 

   これら２つの事業は、農業従事者があってのことで、高齢化が進んでいく中で、本

村にとって重要で、また難しい課題は後継者であります。農業は、自分の代で終わる

という方が相当おられます。しかしながら、その農地を耕作していただける受託者、

いわゆる受け皿の整備が必要であります。地域としても真剣に考えることが大切であ

りますが、行政も議会も地域と一体となって、後継者問題を正面から考えていかなけ

ればならないと考えます。 

   村のこれまでの後継者対策と、今後の見通しについて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 
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○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。 

   村のこれまでの後継者対策と今後の見通しというふうなご質問でございますが、ま

ず後継者対策といたしまして、これまでの施策として農業後継者育成資金というふう

なことで、後継者が設備投資等の投資をする際に、原資の貸し付け、あるいは利子補

給というふうなものを行ってございました。また、長期的な後継者の育成、あるいは

意識の醸成というふうな観点から、農業についての作文コンクール、こういったもの

を実施して、児童生徒へ農業の大切さを知っていただく、そういった機会づくりを行

ってございます。 

   後継者不足対策につきましては、議会においても何度か話題となってございますが、

今後につきましては、Ｉターン、Ｊターン、Ｕターンなど、こういった就農者の受け

入れ体制の整備や、それから法人化、あるいは大規模農家への集積、集約というふう

な施策とあわせまして、現在行っております農業機械の共同利用というふうなものを

通しまして営農継続を促進していく、そういった必要がある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。 

   実を言うと、家のせがれも「おら百姓できねえぞ」というような家庭で、本当にこ

れから困ったなと、俺、あと何年できるかわからないですが、できるうちは頑張って

やりたいと思っていますが、そういうことで、やっぱり村としてもそういう後継者問

題、それをしっかりと、議会も一体となって進めていただければありがたいと思いま

す。 

   次の質問に移ります。 

   村内には、ライスセンターの設置により経営されている地域もありますが、従事者

の高齢化や生産コストの削減等から、カントリーエレベーターの設置検討はなされた

ことがあるのか伺います。また、その必要性についても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。 

   カントリーエレベーターにつきましては、村単体で検討したことはございませんが、

農協合併以前の玉井農協時代に、本宮駅の西口開発計画、これに絡んでカントリーエ

レベーターの建設を農協自体が検討されたことはございました。 

   必要性につきましては、村といたしましても十分認識をしているところでございま

すけれども、建設費、事業費がかなり高額、莫大になるということを考えますと、村

単独での建設、もしくは事業実施、こういったものは非常に難しいと考えているとこ

ろでございます。 

   今後、こういった部分につきましては、広域としての建設、あるいは農協の事業と、

こういったことも含めまして、十分に協議、検討してまいりたいというふうに考えて

ございます。 
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○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございます。 

   本当に、村単独ではカントリーエレベーターの設置とかというのは難しいので、さ

っき部長からも答弁ありましたが、玉井農協、これ合併前ですか、そういう話はあっ

たというのはちょっと耳にはしたことがあるんですが、これからはやっぱりそういう

カントリーエレベーター、ほかではそれ、ライスセンターとかやっていますけれども、

こういうこともやっぱり村として真剣に考える時期が来ているんじゃないかと思いま

すので、今後そういうことで農協といろいろ話し合いを持ちながら、そういう話題を

進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   最後になりますが、農業は常に厳しい状況にありますが、農業の担い手が意欲を持

って村の水田農業をしっかりと守っていくことのできる、そのような村であることを

ともに願って、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、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５０分といたします。 

（午後２時３２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ６番武田悦子君より通告がありました「高齢者の足の確保問題につ

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、高齢者の足の確保についてです。 

   この問題は、これまでも何回か取り上げてきました。大玉村は、他に先駆けて福祉

バスの運行や役場職員の外出支援などに取り組んできました。公共交通も、時代とと

もに課題が変わってきています。生活バスの運行本数が減り利用しづらくなったり、

今までは停留所まで歩けていた人が歩けなくなったりなど、さまざまな課題に対応す

るための一つの方策として、昨年の社会実験からデマンドタクシーが行われています。 

   このデマンドタクシーのこれまでの利用者数はどのくらいになっているのか伺いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   デマンドタクシーの利用状況につきまして、平成２９年度につきましては社会実験

としてスタートしまして、２９年中の利用者人数は２，０４２人、月平均２２７人の

方々にご利用をいただいております。 

   なお、登録者数につきましては、５３９人でございます。 

   本年４月より本格運行として、１０月までの集計でありますが、利用者数が
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２，５３６人、月平均３６１人の方にご利用いただいております。 

   なお、現在の登録者数は６０２名となってございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   前段でも述べましたが、大玉村は足の確保の問題で、これまでもさまざまな施策に

取り組んできました。デマンドタクシーが始まったことで、これまで行われてきた公

共交通、この利用実態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。 

   まず、福祉バスの運行状況についてでございますけれども、平成２８年度につきま

しては延べ２，７８７名の利用がありました。それから、平成２９年度につきまして

は、延べ２，５３６名の利用となっております。 

   また、高齢者等の外出支援でございますが、現在の登録者数は３８名、平成３０年

度につきましては１１月末現在で１００名が利用しております。 

   それで、２８年度の利用状況ですが、２８年度につきましては登録者数４４名、延

べで２２６名の利用となっております。平成２９年度につきましては登録者４３名、

延べで１８５名の利用となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   広域バスの利用状況につきまして、平成１３年度より営業してございますが、直近

の３年間、平成２７年度につきましては９，８１３人、平成２８年度につきましては

９，５７１人、平成２９年度につきましては８，３３８人、平成３０年度につきまし

ては９月分までの利用人数でありますが、３，５８９人となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 今の利用実態をお聞きする限り、特に広域バスですか、極端に減っ

ているというふうにも見えない部分もあるんですが、それにしてもやっぱり徐々に

年々、広域バスについては減ってきているという実態にあるのかなというふうにも思

います。 

   それは、それぞれのどのサービスについても、福祉バスについても同様の問題があ

るというふうに思われるところですが、それを踏まえてデマンドということになった

わけですが、これらのそれぞれの公共交通、利用されている方、さまざまな課題を抱

えていらっしゃると思います。皆さんの抱えている課題、要望、これをどのように行

政として吸い上げているのか、そしてまたその課題をどのように解決しようとされて

いるのか、これらについて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 
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○総務部長（舘下憲一） ６番議員さんに再度お答えいたします。 

   要望、課題等に関しまして、デマンドタクシーについては業者と提携をしてやって

ございますので、そちらの受付の方なりドライバーの方に、それぞれ毎月、そういっ

た要望等を村のほうに提出していただいております。 

   その一つとしまして、朝夕の時間帯をもうちょっと拡大してほしいとか、利用対象

の施設をもうちょっと拡大してほしい、それから往復の運行時間の待ち時間がちょっ

と長いというようなことでのそれぞれ課題がございます。 

   そういったものにつきましては、今後、現行１台ということでの運用でございます

ので、今後はそういった台数の問題等、それから経費の問題等、それから広域バスと

の調整、福祉バスとの調整等もございますので、それぞれ総合的に調整しながら検討

を進めていきたいというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 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、福祉バス事業でございますけれども、福祉バスにつきましては社会福祉協議

会に委託して事業を実施しておるところでございますけれども、直接的に社会福祉協

議会、または運転手さんのほうに要望等は入ってはいないということでございますが、

現在の利用状況からすれば、デマンドタクシーが開始されて、利用者数については減

少傾向にはございます。 

   村としての課題というような考え方からすれば、中型バスで運行しているというよ

うなこともありますので、道幅によっては通行できないというふうなこともございま

すので、通行ルートがある程度限られているのかなというような、そういう部分はあ

るのかなというふうに思います。 

   また、利用につきましても、病院、あるいは本宮駅というようなことで、利用の仕

方についてもある程度限定されているというような部分では、今後、車両運送法等の

関係もございますし、またそのほかについての検討も必要となりますけれども、利用

目的がふやせるかどうか、また利用しやすいような方法等については今後検討してま

いりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   それぞれに課題を抱えて、公共交通行われております。福祉バスだと、停留所まで

行けない、それを補完するデマンドであったり。ただデマンドだと乗り降りに余りに

も時間がかかって、デマンドの利用はというふうなお話も伺った経緯もあります。ま

た、先ほど課題として出された中にも、朝夕の時間帯が短くてなかなか利用できない、

朝早く出かけたい、そういうときには使えないんだよねというお話も伺った経緯もご

ざいます。 

   また、役場職員のボランティアの外出支援を利用される方にとっては、介護保険の
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認定がおりれば、もう外出支援は使えない、いろいろな方の要求に一遍に応えるとい

うのは難しいことではありますが、それぞれ大変な思いをされて外に出るという、そ

の際の公共交通でありますので、本当に寄り添った形、特にはざまでいろいろ問題を

抱えていらっしゃる方が多いと思います。普通にデマンドを利用できれば、それにこ

したことはありませんし、停留所まで行って福祉バスが利用できれば、それにこした

ことはありません。ただ、それが利用できない方も現実にはいらっしゃるというよう

な問題がありますので、利用者に寄り添う、どのようにすれば一番利用しやすいのか

なという部分をしっかりと考えるべきかなと思いますが、これらについての考えを伺

います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   今ほど質問のあったように、デマンドタクシーの場合は乗り合い型ということなの

で、利用者の方からしてみればタクシーと同じなんだというような感覚もありまして、

さまざまな要望、先ほども申し上げましたが、待ち時間が長いとか、時間どおりに来

てもらえないとかと、いろいろなそういったお話承っておりますけれども、今ほどご

質問あったように、デマンドはデマンドで許可をいただくときに制限がございますし、

広域バスも当然同じような制約を受けているということで、そういった公共交通網の

はざまになって利用ができないというような方をできるだけなくすということで、今、

議員さんがおっしゃったとおり、利用する人が利用しやすいような公共交通網を、そ

れぞれ関係機関と協議しながら検討して進めていきたいと思います。 

   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） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   福祉バス等についても、先ほどお話し申し上げたとおりでございますけれども、外

出支援につきましては、これも介護保険が適用になれば利用はできない原則となって

おりますが、それらにつきましても利用者の要望、実態等を踏まえながら検討してま

いりたいというふうには考えておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   それぞれに誰もが使いやすいものにしていっていただきたいと思います。 

   この最初の質問でありますが、今回はこの質問、あえて高齢者を中心とした問題と

して取り上げてきたわけではありますが、これは高齢者が１人で外出する、この機会

をいかに多くしていくか。健康な高齢者をふやしていくためには、外に出ていただく

こと、これが一番大切なことではないかというふうに考えるわけです。 

   大玉村は、１００歳を超えた方がたくさんいらっしゃいます長生きの村であります。

しかし、その一方で、健康寿命の点から考えればどうでしょうか。介護状態で、長年

苦労されている方もいらっしゃいます。元気で長生きする、これこそが大玉村が目指

すところではないかと思います。 
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   そこで、公共交通をもう一歩進めて、高齢者の公共交通利用料の無料化について伺

います。 

   埼玉県蕨市では平成２４年９月から、福島市では平成２２年１０月から無料化が行

われております。さらに、二本松市では来年４月から、公共交通利用料の無料化が行

われます。これは、お金の点からだけ事業を見るのではなく、無料化を行うことで高

齢者が外出する機会がふえれば、介護予防、健康寿命の延伸など、元気な高齢者をつ

くり出すことにつながるのではないかと考えるわけです。これが、ひいては医療費の

削減、介護保険利用の減少につながることになるのではないかと思います。これらに

ついての考えを村長に伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今まで福祉バスしかなかったものにデマンドタクシーを導入して、格段に高齢者、

デマンドタクシーは全村民を対象にしていますが、これは法律上の問題であって、実

際は高齢者、それからあと障害者等の足の確保というのが主目的でやらせていただい

たわけですが、３００円という料金設定は、無料でもそれほど変わらないんですが、

やはり節度ある利用というのもありますので、一応片道３００円ということを打ち出

しておりますけれども、介護者は無料、それからあと幼児も無料ということで、これ

を拡大することはそう難しいことではないし、財源でもそう難しいことではありませ

んが、とりあえずはもう少しこの状態で模様を見てみたいなと考えております。 

   あとは、二本松等の状況もよく勘案しながらやっていきたいと思います。 

   それから、ひとり暮らしの高齢者の外出というのは、足を確保したから出るかとい

う現実的な問題があるんですね。だから、１人で出られますよという、じゃ飛躍的に

皆さん出るかというと、それを後押しする施策がやっぱりかえって大切だというふう

に考えていますので、陸運のほうの法律では、住民相乗りというんですかね、住民の

方が地域の方を乗せて、病院に行ったり集会に行ったりすること、それで幾ばくかの

ガソリン代等をもらうということも、今、許容しておりますので、地域での相乗りと

いうようなものも、やはり考えなきゃならないのかなというふうに考えていますので、

総合的に足の確保については、しっかりと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） ６番。 

○６番（武田悦子） 高齢者が外に出る機会をふやす、もちろん足の問題でないことだけ

は確かでございますが、足が確保される、このことも重要だと思いますので、ぜひ取

り組んでいっていただきたいというふうに思います。 

   次の質問に入ります。労働環境の問題です。 

   教員の長時間労働が問題になって、随分たちます。昨年１２月の議会でもこの問題

を取り上げてきましたが、村内の小中学校の先生方も、長時間労働にさらされている

実態があったと思います。これまで、労働環境改善に向けて具体的に取り組まれてき
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たこと、どのようなことなのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番委員さんにお答えいたします。 

   この問題、非常に複雑でありまして、国を挙げて大きな問題になっております。と

申しますのは、今、学習指導要領が改訂になりまして、授業時数がふえたという中、

そんな中で多忙化解消をどう図っていくかというようなこと。つまり多忙化解消とい

うことと、子どもたちの豊かな学びをどうバランスをとりながらこの問題に向かって

いくかというようなことが一番大事だなというふうに考えております。 

   こういった中で、今年度、具体的に取り組んだ中身についてお答えしたいと思いま

す。 

   まず１つは、夏休み、夏季休業を３日減らしました。これは、大玉だけじゃなくて、

安達地区です。二本松、本宮あって、夏休みを減らすことによって授業時数が確保さ

れまして、子どもたちが６校時の日が毎日になるとか、そういったことを避けるとい

うようなことで、これは効果があったのかなと、そんなふうに思っております。先生

方も夏休み、勤務日でございますので、こういったことも一つの解決策になったのか

なというふうに捉えております。 

   それから、県のほうでも多忙化解消アクションプランというのをさらに１８年度か

ら２０年度まで、時間外勤務を３０％減らしましょうというようなことで数値目標を

出して、これに対してさまざまな取り組みを行っております。そういったことを受け

まして、これも二本松市、本宮市さんと一緒にやったんですけれども、部活動の休養

日というようなことを設定しました。２学期から実施したんですけれども、１週間の

平日１日以上、それから土日に休養日を設定すること、それから活動時間を平日は

２時間、それから休みの日は３時間以内というようなことで上限を設定しまして、こ

れは今、守っていただいております。特に、中学校の校長会等と連携を図りまして、

これをやっていきましょうというようなことで、これを実施しております。 

   それから、大玉というか、これは国の事業、県の事業と連動させたもので、幾つか

取り組んでおります。１つは、部活動指導員という制度が新しくできました。部活動、

学校の教育活動でありまして、先生方が今まで指導に当たっておったんですけれども、

それを外部の人にも一定の条件をクリアできれば配置していいというようなことで、

これは費用、予算が絡むんですけれども、国が３分の１、県が３分の１、村が３分の

１というようなことで、これに対してこの制度を導入しました。今、大玉中学校で

１人の方にこういった形で指導に当たっていただいております。これも、多忙化解消

の一助になっているなと思っております。 

   ちなみに、県内では今年度、１５名の方がこの制度を使っているというようなこと

についての報告をいただいております。 

   それからもう一つ、小学校のほうに外国語活動、これが今度は来年度からさらに教

科になってくるんですけれども、これが非常に難しいという状況なんですけれども、

これも専門の先生に外国語を持っていただくことによって、学級担任の負担解消にな
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るだろうというようなことで、これについても取り組みをいたしました。これにつき

ましては、県内で９名の先生方なんですけれども、うちのほうは玉井小、大山小、そ

れぞれ３年生、４年生が年間１５時間、それから５年生、６年生が５０時間なんです

けれども、この制度を使っておりまして、これも多忙化解消の一つの取り組みなのか

なという意味で紹介させていただきます。 

   それから、これから今、取り組んでいる中身なんですけれども、県のほうで統合型

校務支援ソフトというのが今、ありまして、福島県は導入、ちょっと遅いんですけれ

ども、こういったことを導入することによって、非常に多忙化解消が図られるんじゃ

ないかというようなことで、県のほうに要望しておったんですけれども、県のほうで

これについて取り組みましょうというようなことでやっています。１１月に１回目の

会議があったんですけれども、これを自治体ごとにいろんな資料、機種をやってしま

うと、非常に煩わしくなってしまって、異動のたびに先生方がまた苦労をする、多忙

化に拍車をかけるという状況を避けるためにというようなことで、これについて取り

組んでおります。できるだけ早く結論を出してというようなことになっていますけれ

ども、この動向を見ながら、統合型校務支援ソフトにつきまして、積極的にうちのほ

うも取り組んでいきたいなと、そんなふうに思っております。 

   それから、多忙化解消、もう一つは学校現場でどんなことをしていったらいいかと

いうようなことも一つの方向性として出されているんですけれども、先生方にいろい

ろとお話をしている中で、非常に時間を意識するようになったというようなことにつ

いて報告をいただいています。例えば、会議に先立って、事前に資料をお渡しすると

か、ペーパーレスで会議をするとか、それから先生方、非常に大事な仕事に、授業研

究ってあるんですけれども、それも時間を区切って効率よくやる方法、そんなことを

しながら時間を意識して、時間の短縮につながっているというようなこと、それから

ノー残業デーというようなこと、今までもあったんですけれども、それを意識しても

らって徹底していくというようなことが大事なんだろうというようなことで、そんな

取り組みもしていただいて効果を上げているところでございます。 

   それから、もう一つ、ここでお答えというかお話ししてみたいと思ったことは、今、

大玉で取り組んでおります地域学校協働活動、放課後学校支援の活動というようなこ

とで、本当に多くの方々に学校に入っていただいて、子どもたちの学びを支えていた

だいておりますが、このことがいろんな形で、結果として多忙化解消につながってい

るのかなと、これが大玉の大きな特徴なのかなと、そんなふうに捉えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   それぞれに取り組まれているということは伺いました。 

   先生方自身がしっかりと時間を意識する、ノー残業デーということも感じていくと。

先生というと、いつも学校にいるというようなイメージがありますので、先生自身も

もちろんしっかりと考えていただくことは重要ですが、やっぱり環境をしっかりと整
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えていくということが、より重要になってくるのではないかなと。労働環境がしっか

りと改善されること、このことが子どもたちの健やかな成長に直接結びつくことなの

ではないかなというふうに思っているわけです。 

   やはり、抜本的な対策としては、先生の数をふやして、それぞれの負担を減らすと

いうことが本当に抜本的な対策になるのかなとは思いますが、これはきょう、あすに

できることではもちろんありませんし、村、県でできることでもないということは十

分承知をしております。しかし、そこであえて村としてできる取り組みは何なのか。

今まで村内のそれぞれの学校の現場では、さまざま行事も行われてきました。これら

の行事が、子どもたちはもちろんですが、先生方に対してすごく大変なんだというお

話も先生方から伺ってきた経緯もございます。このように、村としてできる、今すぐ

にでもとは言いませんが、いろんな行事を統合して、１つのものにまとめていくとか、

ここは長年やってきた行事ではあるが、思い切ってなくすとか、そういうことは考え

られないのかということで伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   冒頭に申し上げましたように、この問題を考えるときに、多忙化解消という視点と、

それから子どもたちの豊かな学びというようなことの、どうバランスをとりながら、

そこを調合を図っていくかというようなことがすごく大事だというようなことでお答

えしたんですけれども、実は小学校、中学校の授業日数といいますか時間数といいま

すか、これは非常に、おわかりだとは思いますけれども、例えば教科の授業時数は決

まっています、数字で出されています。ところが、学校行事とか児童会活動、クラブ

活動というのは、それが示されていないんですよね。だから、多くの人たちは、やっ

ぱり学校行事の削減だというようなことで、そこからいくんですけれども、よくよく

考えてみますと、体験活動がこれだけ大事だと言われている中で、本当にあれもこれ

も削減していいのかどうかというようなこと、そこは非常に頭の痛いところでござい

まして、例えば具体的に申し上げますと、来年度の行事の見直しについては、今、行

いました。そういった中で、おおたまオータムフェスタって、これはおおたま学園挙

げて、大玉を挙げてやっているこの行事は非常に意義があるだろうというようなこと

で、これは継続したいと。それから、あだたら健康マラソンというのがありまして、

これも行事にしたことによっていろんな成果があったというようなこと、これも校長

会等でお話ししていただいておりますので、この２つは何とかしていきたいと。あと

は削減できるもの、見直しを図っていくものについては、その都度、後先を見越して

見直しを図っていきましょうというようなことで、そういったことを図っていますの

で、全部行事をカットしてしまって、本当もう学習塾みたく、そういうことは避けた

いと思いますので、その辺のバランスを考えながら、先ほど申し上げましたように、

県内でも先行的なやつの、例えば部活の指導員であったりとか、それから英語の専科

教員、そういったことも含めて、それから先ほど申し上げました統合型の校務支援ソ

フトですが、これはぜひ早く取り組んでいきたいなと、そんなふうに考えているとこ
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ろでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   全ての行事を一遍になくしてほしいというふうな要望ではございませんので、子ど

もたちにしっかりと経験を積ませた上での、その上での軽減措置をとっていただきた

いというふうに思うわけです。 

   労働環境、これは悪化しているのは学校現場ばかりではないと思います。村の職員

にも、長時間労働を強いられている部署があると聞いております。実態を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   時間外勤務等が続いている部署は見受けられます。ただし、そのほとんどが、大き

なイベントや期間的な調査や報告業務等に従事する職員でございます。 

   このような業務に従事する場合は、１カ月当たりの時間外勤務が８０時間超や

１００時間超となる実態もありますが、そういった業務が一段落つけば通常業務に戻

るというようなことでございますので、恒久的にこれが続くというような状況ではご

ざいません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 恒久的に続くわけではないというお話ございましたが、なかなか職

員からすればそうばっかりも言っていられない状況も見受けられるようでありますが、

意欲を持って働く、やりがいを持って働く、これは働く上でとても大切なことだとい

うふうに思っております。しかし、日々仕事に追われ、次第にやりがいを感じなくな

っていく、このようなこともあるのではないかなというふうに思っているわけです。 

   教職員や行政職員の中には、ストレスを抱えている人、体調を崩されている人、こ

のような方も多いというふうにも聞いています。これらの皆さんのメンタルケアの部

分については、どのように対応されているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ６番議員さんに再度お答えいたします。 

   本村の取り組みとしましては、１年に１回、ストレスチェックを実施しております。

この取り組みは、特別職である三役を除き、臨時職員、委託職員、教職員を含めた全

職員を対象に実施しております。本年も１０月にチェック表の回収を終えております。 

   回収したチェック表はシステムにより判断し、調査時点における個人ごとの状況が

判断されます。この判断により、高ストレスと判断された場合には、臨床心理士によ

る個人面談を行い、悩みや心身の状況を聞き取り、臨床心理士によるアドバイスが行

われます。この面談は１回に限るものではなく、臨床心理士により年間６回開催する

心の健康相談に移行し、職員に寄り添った対応を行っているものであります。 

   また、日ごろ、部課長による職員の状況チェック等も行っており、業務状態に異変

が見られた場合は、臨床心理士による心の健康相談、先ほど申しました年６回開催し
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ておりますので、それらの受診を勧めているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 年に１回のストレスチェックでは、なかなか把握し切れない部分も

多いのかなというふうに思います。いわゆるアンケート形式のチェックしていくもの

かなというふうに思いますが、意識してチェックを入れないというような場合もなき

にしもあらずではないかなというふうにも思うわけです。特に、一緒に仕事をされて

いる皆さんが、日々の変化についてはよくわかるわけでございますから、そういう点

では周りの皆さんがしっかりといろいろと判断をしていただく、これも必要なことな

のかなというふうに思っております。 

   さらに、仕事をしていく上で、適材適所で人材を派遣する、配置する、このことが

やはりやりがいを持って仕事に取り組んでいくという上では大切なのかなというふう

に思います。学校現場では、将来を担う子どもたちをしっかりと育てる、この大切な

役割、行政の現場では、それぞれの立場でこの大玉村を担っていく、つくり上げてい

くんだという、そういう思いで仕事に取り組んでこられている皆さん、その皆さんが

より高い理想を持って仕事に取り組んでいくためには何が必要なのか。もちろん、仕

事をされている個人、それぞれの皆さんの考えでしっかりと行動されること、それは

もちろんでありますが、やはり職場を統括する、管理する側の責任というものも大き

いのではないかというふうに思うわけです。これらについて、村長、教育長の考えを

伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   今、議員さんが言われたように、１回のストレスチェックというものだけではなく

て、やっぱり常日ごろのコミュニケーションなり、部課長がしっかり見るとか、我々

もしっかり状況を見るということ、これは当然、非常に大切なことだなというふうに

深く感じておりますので、ただ定数が非常に、１１６定数に対して、今、１００人ぐ

らいしかいないということ、これは国の行政改革で職員を減らせということのペナル

ティーが来るということで、そういう今、厳しい職員人数の状況もあると。業務はも

う何割もふえているという状況の中で、本当に職員に苦労をかけているなということ

は常日ごろから感じているところでございますので、適材適所、それも含めてしっか

りと業務に当たれるように、職員と話し合いをしながら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） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   本当に今、さまざまな課題に立ち向かっているわけですけれども、先生方におかれ

ましては、やはり複眼的な見方で物事を見ていくことがすごく大事なのかと思ってい

ます。複眼といいますのは、１つはまず目の前の子どもたちの現実を見るというよう
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なこと、それから将来、これからの教育がどうなっていくのかといったことの、そう

いうビジョンをしっかり持っていくというようなことで、そういったことを持ってい

ただきながら、特に管理職の先生方にはマネジメント力というようなことに尽きるの

かなというふうに思っております。 

   それを持っていただくために、教育委員会と連携を図っていくわけでありますけれ

ども、教育ビジョンをつくったり、あるいはまた年度ごとの指導の重点をつくったり

と、これは一方的じゃなくて、先生方と、あるいは管理職の先生方といっしょになっ

てつくっていって、大玉のこれからの教育をどうするかというようなことについて考

えていくことが大事だというふうに思っております。 

   ＰＤＣＡサイクルというようなことでよく言われるんですけれども、プラン、ドゥ

ー、チェック、アクションと言われるんですけれども、もっと大事なことがあるんじ

ゃないかなと、私、最近思っております。何かというと、ＲＶがあってＰＤＣＡと、

Ｒというのはリサーチです、現状をしっかり捉えていって、そしてそれを見ていって、

その先にもう１回ビジョンをどうするのかと、そしてそれに基づいてＰＤＣＡサイク

ルをしていくというようなことによって、マネジメント力というようなことがより一

層高まっていくのかなというふうに思っておりますので、そんなことを大事にしなが

ら大玉の教育に当たっていきたいなと、そんなふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） しっかりとした職場管理を進める中で、働く環境の改善をより一層

進めていっていただきたいと思います。 

   最後の質問に入ります。 

   社会的弱者を支える地域をどのようにつくっていくのか、このことについて質問を

行います。 

   日常生活を送る上で、何が普通なのか考えることがよくあります。私には何でもな

くできることが、誰かの手をかりなければできないという方もたくさんいらっしゃい

ます。また、私も誰かの手をかりなくてはできないこと、これもたくさんあります。 

   このように、いろいろな人がいて当たり前だと思いますが、見ること、聞くこと、

歩くこと、さらには食べることや着がえや入浴など、日常生活の根本に支援を必要と

している人がいらっしゃることも事実です。村内には、このような皆さんがどのぐら

いいらっしゃるのか、まず伺います。 

○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、介護認定者数につきましては、行政報告のとおりですので省略させていただ

きます。 

   障害者数につきましては、身体、それから知的と重複した障害のある方もおります

ので、それぞれ延べ人数でお答えをしたいと思います。 

   まず、身体に障害のある身体障害者手帳の所持者につきましては、平成３０年

１１月末現在で３３５名、その内訳ですけれども、視覚障害１６名、聴覚、平衡機能
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障害３４名、音声、言語、そしゃく機能障害６名、肢体不自由が１８７名、内部機能

障害が８９名となっております。 

   次に、知的障害のある療育手帳所持者、同じく３０年１１月末現在ですが、９９名

となっております。 

   次に、精神等に障害のある精神保健福祉手帳所持者、これにつきましては５２名。 

   それから、生活困窮者につきましては、生活保護受給者、これも１１月末現在です

が、１６世帯２０名となっております。 

   次に、ひとり暮らし高齢者につきましては、１１月末現在で１８０名、老老世帯の

高齢者につきましては１８５世帯３８０名となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   人数にすると、すごい数に上ると思います。障害の部分では、両方にまたがってい

らっしゃる方ももちろんいらっしゃるわけですが、本当にこれだけの数の皆さんが何

かしらの支援を必要としていると、こういう実態にあるわけですが、この支援を必要

としている方の要望、さまざまだと思います。それぞれの障害によって支援が異なる

わけですので、本当にさまざまではありますが、村として、皆さんの要望というのは

どのように把握され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。 

   村では、健康福祉課の窓口におきまして、日ごろから村民の皆さんの各種相談を実

施しております。その中で、村で実施している事業の活用、国・県を含めた各種事業

を紹介するなど、日々、要望の把握に努めているところでございます。 

   また、平成３０年度には村政懇談会を開催しまして、地域住民の皆さんの意見、要

望等を把握する機会を設けております。 

   さらに、去る１１月２２日には、二本松聴力障害者会の主催によります懇談会を保

健センターで開催いたしまして、情報交換を実施したところでございます。 

   また、福島県の生活困窮者自立相談支援事業というのがございまして、これは県の

社会福祉協議会と村の社会福祉協議会、ハローワーク等、関係機関が連携を図りなが

ら実施しておるところですが、生活困窮者の自立に向けた就職等の相談活動、そうい

ったものを実施しているところでございます。 

   それから、日常的にということからいえば、民生委員さん、それから区長さん、あ

るいはヘルパーさんが訪問したとき、そういったときにこういった要望があったとい

うような、そういう部分ではそれらの情報を得て対応をしているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   さまざまな相談支援活動を行われているわけですが、なかなかそこまでつながらな
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いという方も多いのではないかなというふうにも思います。今後もしっかりとした相

談活動に、またその要求の実現に向けて取り組まれるよう求めるものであります。 

   日常的に支援を必要とされている方々、この皆さんを支えるためには、まず皆さん

を知るということが必要ではないかというふうに思います。特に、子どもたちにはい

ろんな人がいるということ、いろんな人がいて当たり前なんだということを知ってほ

しいと思っています。これらについて、学校ではどのように取り組まれているのか伺

います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   教育が果たす役割というのはすごく大事だというふうに捉えております。特に大玉

村では、目指す人間像、５つほどあるんですけれども、その一つに「共生の心を持っ

た人」、そういったことを掲げておりまして、毎年つくっております指導の重点の中

に、自分と他人のお互いのよさを認め合う心の育成というようなことを重点課題に掲

げまして、さまざまな取り組みを行っております。 

   まず、今のご質問の中身なんですけれども、１つは制度的に、知識的にどういうこ

とで体系的にやっているかという座学の部分と言ったらいいんでしょうか、そこで申

し上げますと、中学校３年生の社会科、これは公民の領域なんですけれども、人権と

共生社会という単元がございまして、人々が互いに助け合い、誰もが自分らしく安心

して暮らすことができる社会について、いろんな資料等々を使いながら、そこで学習

しています。単に知識として理解するだけではなくて、そういった社会の中で自分は

どうしたらいいかというようなことにまで掘り下げた、そんな学習をしております。 

   それから、特徴的なのは、総合的な学習の時間、これは多分、平成１０年度にでき

た中身なんですけれども、その中で目標があって、内容はその学校の実態に応じてつ

くっていいですよというようなことで、非常に大玉は大事にしている領域なんですけ

れども、６年生の総合的な学習の時間の単元の中に、大山小学校、それから玉井小学

校、どちらも福祉の分野を取り上げています。福祉について、さまざまな、子どもた

ちなりにいろいろ調べて、問題意識を持って、そして何をするかというと、実際に体

験しているんですね。例えば、老人ホームを訪問していって、そこで老人の人たちと

いろいろかかわっていったり、それからまた介護体験等々を行っていく中で、その問

題に気づいていって、じゃ自分はどうしたらいいか、何をしたらいいかという、それ

からそういう困っている人たち、不自由な人たちがいるというようなことについて体

験を通して学びながら、そういった心を、あるいは態度を育てていくというようなこ

とを大事にしております。 

   それから、学校の指導の重点の中に、今度は教科になったんですけれども、道徳科

というのがある、これは年間３５時間の時間なんですけれども、その時間の中で、特

に重点的に大玉村でというようなことで、思いやり、親切というようなことを重点の

内容にしています。そして、そういったことを授業を通しながら、他者を思いやる心

の育成というようなこと、そんなことについて今、取り組んでいるというようなこと
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です。 

   それから、もう一つ紹介させていただきたいんですけれども、障害のあるお子さん

がいまして、通常学級にもいますし、それから支援学級というのがありまして、そこ

で学ぶ子どもたちもいます、最も適したところで学ぶと。特徴的なのは、支援学級と

通常学級の子どもたちが、可能な中で交流し合う場というようなことを大切にしまし

て、そういったところで学習することによって、違いに気づいたり、障害のある子た

ちと仲よくしていくにはどうしたらいいかというようなこと、そんなことにも今、取

り組んでいます。 

   それから、おおたま学園では、小学校と中学校の支援学級同士の交流活動もやって

いまして、そういったことでさまざまなかかわりを持って、まさに体験的に学んでい

くというようなことを大事にしているというのが学校の取り組みでございます。 

   それからもう一つ、大玉で３年前からだったと思いますけれども、小さな親切運動

というのがありまして、全国規模のものです、提唱者は東京大学の学長であった茅誠

司先生と、昭和３８年か３９年ごろだったと思うんですけれども、そのときに立ち上

げた事業で、これに大玉も取り組んでいまして、昨年度は３０名近くの子どもと１つ

の団体が小さな親切全校賞というようなことをいただきました。それから、作文コン

クールもありまして、去年２人、今年も１人入選していますけれども、そういった活

動を通しながら、今、ご指摘のあったようなことで応えていって、子どもたちを育て

ていきたいなと、そんなふうに思っております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   先日行われました人権フォーラムでしたか、あの中でも作文、いろいろと読ませて

いただきました。とてもすばらしい内容だったなというふうに思っております。子ど

もたちの感性は、やはりすごいなというふうに思ったところですが、先ほど部長から

もありましたように、先日、聴力障害の皆さんとの懇談会というのに私も同席をさせ

ていただきました。その中で皆さんから、子どもたちに自分たちの存在であるとか、

手話というものがこういうものなんだという、そういうのを教える機会、触れ合う機

会、そういうのをつくれないかというお話がございました。やはり、皆さんからすれ

ば、手話というもの自体をよく知っていただきたい。玉井小学校の学習発表会に行き

ますと、毎年、最後の全校生徒でやる合唱は、手話が入っているというふうに思って

おりますので、学校の中ではそれぞれに取り組んではいただいていると思いますが、

先ほどの教育長さんからのお話にありました体験を通してという分野からすれば、や

はり直接そういう、実際、自分が手話を使っている皆さんと触れ合うことで、皆さん

が思っていること、子どもたちにどういうことを伝えたいのかなというようなことも

しっかりと伝わるのではないかというふうに思います。 

   ぜひ、学校の分野で、これらのことに取り組んでいただけるとありがたいなという

ふうに、皆さんからの要望も、ぜひその分野で自分たちが役に立てることはないかと
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いうようなお話もありましたので、その部分について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   教育課程を組むのは学校ですので、あれをしてください、これをしてくださいとい

うのは私のほうから言うのは避けたいと思いますけれども、ご指摘、ご提言があった

ことは本当に大事なことだと思いますので、お伝えして検討していただくようにした

いと思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 何が普通、何が普通でないのか、この普通という概念が最近は崩れ

てきているのかなと。いろんな形があって、それが当たり前、いろんな普通があって

当たり前なんじゃないかなというふうに思っていることですが、最近、特に発達障害

という分野がクローズアップされてきていて、テレビ等々でもいろいろと発達障害の

皆さんを紹介する場面というのがいっぱいあります。皆さんの中には本当に、学校の

分野では読むこと、書くこと、計算がすごく苦手だったけれども、社会に出てすばら

しい能力を発揮されて、その分野ではすごい人になっていると、このような方もいっ

ぱいいらっしゃるというようなお話も聞いています。全てにおいて、全てが普通なん

だとか、あなただけが別なのではなくて、それも普通でいいんだよというような、そ

ういう思いやりのある、そういうことが認められる大玉村になればいいなというふう

に思っているところであります。それは、やはり子どもたちの小さいときからの積み

重ねが一番大事なのかなというふうに思います。 

   ぜひ、学校現場でも、この分野に特に力を入れていただければと思い、質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、６番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで、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） 異議なしと認めます。会議時間を延長することにいたします。 

   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４４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） ８番佐々木市夫君より通告がありました「国道４号線沿線及び東部

地区の開発計画は」ほか２件の質問を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 議長の許可を得ましたので、さきに通告しておきました３件につ

いて、順次質問をいたしてまいります。 
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   本日最後の質問者でございます。皆さんお疲れでしょうけれども、丁寧なるご答弁

をよろしくお願いしたいと思います。 

   最初に、国道４号線沿線及び東部地区の開発計画の問題であります。 

   既に当局では作業が進められておりまして、国土利用計画、さらに都市計画マスタ

ープランの進捗状況について、何点かお伺いしたいと思います。 

   まず、既に計画図面はでき上がっているとお聞きしておりますが、本当にでき上が

っているのか否かについてであります。また、青写真もでき上がっていると聞いてお

りますが、その点について確認をさせていただきたいと思います。 

   何年か前、私は、まだしっかりとした図面でありませんけれども、４号線沿線の開

発の図面を見せてもらった経過があります。その図面との今回整合性を図りながら進

めてきたのか、それを全く無視して進めてきたのか、その辺についてもお尋ねしたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   国土利用計画、それから都市計画マスタープランの計画図面、それから青写真とい

うふうなお尋ねでございますが、まず国土利用計画につきましては、国土利用計画法

に基づきまして、平成２３年３月に１０年間の計画ということで、目標年次を３２年

としての計画でございます。この計画図面につきましては、村土、いわゆる村の土地

の改廃推計、これらに基づきまして、農地、道路、水路、宅地などを地目ごとに区分

けした構想図という形でこれは作成されているものでございます。 

   さらに、国土利用計画大玉村計画を上位計画として定めます大玉村都市計画マスタ

ープランにつきましては、平成１３年８月に策定いたしておりまして、こちらの計画

は２０年の計画で、目標年次は３２年ということとしてございます。こちらの計画図

面でございますけれども、大玉村の将来像を具体的に示した都市計画全体整備構想図

という形で、こちらの計画につきましては図面を作成しているところでございます。 

   さらに昨年度、４号線沿線に企業がスムーズに進出できるよう目的として、土地利

用の基本的な青写真、これらについて作成をしたわけですが、当然これらを定める場

合には、今ほどの国土利用計画法の考え方、さらには都市計画マスタープラン、これ

らを参酌しながら、従来のものとそごのないような形で青写真を作成したところでご

ざいます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） どちらも到着年度が平成３２年度と、今、お聞きしましたけれど

も、既に間近に迫っているなという感がします。産業厚生常任委員会でも、何か青写

真ができているのを見せていただきたいということで言ったけれども、まだ見せてい

ただけないようですけれども、いずれにしましてもそのような進捗をしているんだな

ということで理解させていただきます。 

   隣の本宮市との兼ね合いもありますから、いろいろと難しい問題もあると聞いてお
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ります。具体的なそれとの問題点、もしここで公表できれば、その辺を含めて、本宮

市との関係での面積の問題とか、どんな現時点での面積、このくらいしか開発できな

いとか、その辺のことについても具体的にあればお示しいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   大玉村の都市計画区域、本宮市と同一の都市計画区域に入ってございます。したが

いまして、こちらの都市計画区域の中で、例えば４号線沿線、用途指定の手法を使っ

てというふうなことも検討はしたわけですが、そうなると人口的な部分からして、多

くの面積がその対象に当たることができないというふうなこともございまして、現時

点でどういった課題があるかということでございますと、この沿線、ご承知のように

農業振興地域というふうな部分でございますので、一番高いハードルが農振地域だと

いうふうなことになります。 

   村といたしましては、こちらのこのような現状に鑑みまして、４号線沿線、企業が

どのようにスムーズに進出できるかどうか、農振除外の要件の緩和等について、関係

機関に働きかけを強めていきたいというふうな現状でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   いろんな問題を抱えながら、今、進捗状況を整理しているんだなというようなこと

でお聞きしましたので、そのように伺っておきます。 

   次に、直売所周辺の道路整備についてお伺いします。 

   おかげさまで、昨年の私の１２月の一般質問、工事着手のお願いをしましたけれど

も、特に南側、住吉・樋下線というところの見通しが立ったというようなことで、進

言した私としても大変感謝しておるところでございます。 

   ところで、宮下・高久線の整備については、要望的には最終的には当然宮下までな

んですけれども、代替案とすれば住吉・樋下線まで、これらについても整備するとい

うお答えをいただきましたけれども、次年度に繰り越しなるのかなという情報であり

ます。いずれにしましても、今、申したとおり、その先までずっとまだまだ距離があ

ります。一般買い物客も含めて、一般通行者は大変狭い道路なので不便を来しており

ます。事故などなければいいかなと、そういう思いで実際懸念しておるところでござ

います。 

   未整備部分の早期着工が期待されておるわけでございますが、ＰＬＡＮＴ－５、あ

るいはコンビニエンスストア、ローソンなどの進出の際、村道整備も工事を一緒にし

た経過があります。当時の村の考えですと、その進出企業に村道も一緒に整備しても

らうというような形の大変いいところの話でございましたけれども、現在でも村当局

は、特に沿線の村道の整備については進出企業にお願いしたい、まだその考えを踏襲

しているのか、その考え方についてもお伺いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 
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○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   村道宮下・高久線についてでございますけれども、今後の整備の方針として、現在

の直売所の南側の道路に当たります、ご指摘のありました村道住吉・樋下線までの区

間、さらには北側になります神原田・馬尽線から村道上ノ台・象目田線までの区間、

こちらの区間につきまして国の交付金事業等を活用いたしながら整備を図っていきた

いというふうに考えてございます。 

   来年度につきましては、今ほど申し上げました区間の測量調査設計というふうなこ

とで、交付金事業要望を行いたいというふうな進め方で考えてございます。 

   さらに、企業進出者への道路整備というふうな部分のお尋ねでございますけれども、

村の道路整備よりも企業進出のほうが早いというふうな部分につきましては、アクセ

ス道の考え方につきましては、原則、開発者の原因者負担というふうなことで道路整

備をするというふうに原則的な部分では考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） どちらが先か、待っていられなくて整備が先か、進出企業がうま

く当てはまればいいですけれども、それはまたそのことも含めてちゃんと理解して工

事を始めればいいですけれども、当時、私どものファミリーマートの西側、非常に進

出者と、実際、役場との話し合いとの中で、非常に不満たらたらで、非常に私も骨を

折った経過がありますので、その辺はしっかりと村道まで整備するんだよという形、

事前にちゃんと協議してやっていただければなと思っております。 

   さて、いずれにしましても、４号線沿線の開発整備計画といいますか、残念ながら

長い間、実際的な具体的な計画が進まないできたんだなと。今、申したとおり、農振

地域ですから、実際着工まで、開発許可、農転、約１年以上かかっちゃうと。そうい

う長い期間を要するために、進出したいという企業は残念ながら途中であきらめて帰

ると、そのような実例もあったかに思われます。 

   また、先ほど出ましたけれども、現在、沿道に進出できる企業も、その業種が限ら

れていると聞いております。大体わかっていますけれども、この際、どんな業種が進

出可能なのか、現在でどんな業種が進出可能なのかについても改めてお聞きしますと

ともに、当然のことながら早期に都市計画マスタープランの実行が求められますが、

実際問題として、今、行政の担当者がお骨折りいただいておりますけれども、実際的

にその計画を実行に移すことが可能な時期、目途が平成３２年という言葉が出ました

けれども、もっと早く可能なのかどうかも含めて、改めて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） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   どのような業種が、現在、立地が可能といいますか、農振除外が可能なのかという

ふうな部分になります。 

   こちらにつきましては、現行では原則、倉庫業、あるいは沿道サービス業に限定さ
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れたものでございます。沿道サービス業といいますのは、道路を通行する際に必要な

サービスというふうなことで、例えばガソリンスタンドでありますとか、そういった

ものを指すということで、倉庫業、あるいは沿道サービスというふうな部分で農振除

外の要件というふうな内容でございます。 

   さらに、お尋ねでございますが、計画の目標年度、３２年というふうなことでござ

いますけれども、先ほど申し上げました現状、農振地域の除外というふうな部分が非

常に大きなハードルというふうなことでございますので、こちら計画の目標年次は

３２年度、これは一定の村の土地がこのようになっていくというふうな計画の目標年

次が３２年ということで、３２年度までにこれらの部分の土地利用が進む、あるいは

道路が全てそこで網羅されるというふうな目標年次ではございませんので、しかるべ

く早急に事務、あるいは事業として構想を進めてはまいりますけれども、これらの年

次にというふうなことでの意味ではございませんので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） できるだけ早期に、あの辺一帯が企業進出がしやすいような、私

の地元でもあの辺は水田として残すべきだなんていう方も当然おりました。でも、大

玉村の将来を考える場合に、やはりあの辺は商業地域として、工業地域としての発展

可能な地域として計画すべきなのかなと思っておりますので、改めて要望したいと思

います。 

   さて、次の質問に入ります。 

   ＪＲ東日本の駅設置という観点からお伺いしたいと思います。 

   本宮市では、現在、本宮駅周辺の整備計画が完成し、いよいよ具体的な工事着工も

間近であると聞いております。ここに、私のいとこが検討委員会の委員になっている

ものだから、こんな分厚いの持ってきて、ここに全部マニュアルを持ってきておりま

すけれども、すばらしい内容の構想ができつつあります。特に、駅の西側の開発計画

では、我々大玉村の道路や通勤や通学などの利用客には一段と利便性が図られる大き

な期待が寄せられていると思います。また、駅の東西の連絡通路、これなんかもちょ

っと鳥瞰図なんて見せてもらいましたが、すばらしい感じです。あと、交流センター

もできるんですね、西側に。いろんな意味で、駅周辺が大きくさま変わりして、本宮

市としての一部、顔としての風貌も兼ね備えたすばらしい魅力的な駅周辺になるのか

なと期待しております。 

   そういうことでありながら、また大玉にも駅が欲しいということが、我々の要望は

もちろんですけれども、これは恐らく、私が聞き及んでおりますと、長い間、我々の

先輩が一生懸命になってそういう要求をしてきたと、先輩からも直接言われています、

私ね。そういう経過があるにもかかわらず、遅々として何ら進んでいないというのが

現況かなと思います。もし、大玉村のあの地区に駅舎が完成されれば、地域発展に大

きな効果が期待されるのでありまして、ましてやその周辺の、今、皆さんが計画して
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おられる４号線の沿線の整備計画にも大きな波及効果があると予想されるわけであり

ます。このことは、先ほど申しましたけれども、先輩議員の悲願でもあったとお聞き

しているわけですから、我々もただこのまま引き下がるわけにはいかないと、何らか

の形でやっぱり要望しながら、実現に向けて努力すべきかなと、私自身はそう思いな

がら今回、この質問を取り上げた次第であります。 

   実際問題として、誘致運動をかけた割には、今まで進展が少ないわけでございます

けれども、当局として、過去にそれらの議員の皆さんも含めて、そういう要望があっ

た時点で、実際問題としてＪＲに働きかけて、陳情活動した経験、経過があるのかど

うか、要望活動の実績などについてもお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   駅設置の要望につきましては、平成２６年６月議会の際に、一般質問においておた

だしがございました。内容については、新駅についてどのような考えを持っているの

かということであり、それに対しまして、以前は駅の建築費だけ負担みたいな状況だ

ったものが、２６年の時点では全国の駅から切符が買えるようにシステムを改修しな

くちゃならないと、そういったソフト改修や時刻表の書きかえなどで多額の経費がか

かるということで、現実的には難しいというような答弁になっております。 

   また、要望活動、今までやってきた実績ということでございますが、平成２６年の

議会の答弁でもありましたが、村で駅をつくって、それをＪＲに寄附しても構わない、

運営も村でやるというようなことをＪＲに相談しましたが、ＪＲはこの当時、要望は

受理できないと。当時、ＪＲ東日本仙台支社に確認した中身では、建設候補地におい

ては、その周辺で大規模な住宅地の造成とか、野球場やサッカー場など集客施設の建

設予定があると、そういった事前協議の確認事項として求められ、地元自治体が要望

して建設する駅は請願駅というような名目となり、当然建設に係る費用、ソフト面の

改修費用、その他の金額が全て負担と。現在においても、こういった大規模な住宅の

造成とかそういった集客施設の建設というのが予定されてございませんので、ＪＲの

求める乗客数を確保できる見込みが今のところないということで、残念ながら要望活

動は行っておりません。 

   参考までに申し上げますと、郡山富田駅ですか、最近できました。あれは単線なの

で、全部で１８億ぐらいはかかっているそうです。安達駅も今、改修してございます

が、安達駅の場合は周辺改修も、道路改修なり広場改修なりも含めて２７億ほどかか

っている、それの半分ぐらいは自治体で負担しなくちゃならない。補助金もあるよう

ですが、その半分ぐらいは自治体単独での負担という形になりますので、陳情、要望

活動については十分検討して進めていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   私の考えからすれば、もっと以前から、いろんな方々の声でいろんな運動をしてき
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たのかなと、そのように受けとめて先輩からの話は聞いておりましたけれども、現実

的には平成２０年、さらには平成２６年度の我々の一般質問の中で出てきた声に対し

てお答えしたということで、実際的には残念ながらＪＲのほうの反応が非常にハード

ルが高くて、これはなかなか大変だわいという形で遅々として進んでいないんだなと、

そのようなことに印象づけられております。 

   でも、せっかくですので、この際、今の４号線の沿線の、これから私が申し上げま

す東部地区開発のことも踏まえて、やはり開発の構想とか計画をきちっとした形で示

しながら、実際に行動も徐々にしながらＪＲにぶち当たっていくという、そのような

強い意思でやっていかないと、ましてやこういう問題は、国の政治家も含めてやって

いかないと、そんな簡単にできる問題ではありません。でも、やっぱり願いが終わっ

たらそれで終わりですよね、皆さん。願いがあるうちは、やっぱり人間は動きますよ

ね。ですから、あきらめないで、やっぱり何らかの形で頑張っていくんだという形の

意思を、ここで改めて確認させていただければありが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。 

   次に、先ほど申しました東部地区の開発計画のお尋ねであります。 

   特にその中でも私は、今回あだたらドリームライン沿線の開発計画という構想を当

局に提案したいと思って、このような問題を取り上げさせていただきました。 

   先ほど聞いたからね、平成１５年度に完成したあだたらドリームラインで、通行可

能となってから、はや５年くらい経過しておりますが、現在特に東部地区の白沢のほ

うの方々からの交通の利便性に大きな効果を発揮しておりまして、あの道路は最終的

には福島空港まで行く近道ですから、非常に利便性があるということでして、ＰＬＡ

ＮＴ－５の集客とか、多大な貢献をしておるんだなと理解しております。 

   また、皆さんご存じのとおり、その沿線、ごらんになった当時、あの辺にいろんな

処理場の問題が出てくるとか、いろんなことで物議を醸した地区でもありますけれど

も、反対側も含めて非常に樹木が多くて、あの辺の里山の多くは山林、雑地でありま

すが、周辺の里山の自然の景観を壊さずに、可能な限り樹木を残して、景観に配慮し

た開発構想の立案を今ここですべきじゃないかという、そんなことを申し上げますけ

れども、そのようなことについてこれからただしていきたいと思います。 

   最初は、こんなことは夢物語かなと言われるかもしれません。私も実際、そう思っ

て、この問題を取り上げております。ただ、手法としては、時間をかけて、行政が主

導するのでなくて、子どもたちからお年寄りまで、多くの村民が参加の中での立案、

そういうような夢のある計画構想を期待したいわけであります。先日のＮＨＫのテレ

ビで、今の、長野県のところかな、公園を整備するのに、子どもたち、小学生に何人

か公園大臣と任命して考えさせたんですね。そうしたら、何とユニークな公園ができ

上がりました。そして、それが非常に皆さん喜んで使っていて、その近くに当然学校

がありますから、そんな発想です。ですから、行政が全て考えるのでなくて、あの地

区をどうするかなということから始まれば、最初は漫画だと思います。でも、それを

何回も積み上げながら、最終的には専門家など交えて、具体的な実現可能な実施設計
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に移行すると、そういう段階を踏んでいけばおもしろい発想が出てくるんだなと、私

は常々、いろんな視点で見ていますので、今回、もしよければそのような、私のよう

なばかな考えを少し前に進めるような、手法とすれば大体そういうことです、教育長、

わかりますかね、そんなことです。子どもたちの発想です。これが非常にユニークな

発想が出るかもしれません。私が今、考えている構想は通告書に記載しましたが、住

宅団地とか工業団地とか、そして運動公園とか野鳥の森だとかを兼ね備えた自然公園

とか、そんなことをちょっと夢見ておりますので、一緒に考えようではありませんか、

皆さん。そんなことを少し検討していただきたいと思っております。 

   多くの村民が参画した提案型の構想を望みますが、まずここで、その先は、一言も

しゃべっていない村長さんの考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   あの地域は、国土利用計画上は住宅地ゾーンということで設定をしておりますので、

住宅地の誘導については民間誘導で実施するというのが村の今の基本的な構想ですの

で、民間のほうであそこを開発してくるとすれば、村としては大変後押しができるの

ではないかというふうに考えておりますので、ただ村であそこ全体を購入して開発し

てというのは、財政的にも計画的にも無理なものがありますので、従来どおり国土利

用計画上の住宅地ゾーンとしては、大変景観もいいですし、そういう期待はしている

ところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 既に、土地利用計画の中で、あの辺は住宅地というようなことも

一部存じ上げていました。 

   でも、住宅地だけでなくて、何でもかんでも行政が全て買い取ってやるのでなくて、

いろんなことの手法を考えてやってほしいということでの発想でありますから、絶対

その計画が曲げられないといえば、これはいたし方ないですよね。でも、だからいろ

んな角度から発想を転換して、そしていろんな方法論を議論してほしいなと思ってい

るわけです。 

   ところで、実際問題として、そういうことになるかならないかはともかく、陸上自

衛隊では時々山林を伐採したり、その用途に合った造成工事を隊員の訓練や演習によ

ってただでやってくれるようなことを聞いておりました。でも、現在はわかりません。

もし現在、そのような情報があればお聞かせいただきたいと思いますけれども、いず

れにしましても陸上自衛隊なんていうのはどんなものでしょうか、何か情報あります

でしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   陸上自衛隊福島駐屯地に確認をいたしました。以前は、外部工事として山崩しと下

ならしまでの作業を行っていたということでございますが、民間事業者がすべきこと
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であるということで、現在は行っていないという回答でございました。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   そうですよね、民間事業者に対して出てこないよね。だから、村が主催してやるよ

うなふりをして、それは全く冗談ですけれども、いずれにしましても手法ですよ、あ

くまでも。ですから、その辺の役割分担しながら、やっぱり来ていただけるような、

そのようなきちっとした構想ができれば、これは可能かもしれないと、今、聞いてそ

う思ったんですけれども。ですから、その辺のすみ分けをきちっと、縦割りとかそう

いうふうでなくて、もっと横断的にいろんな角度から検討していただければ、そうい

う困難な問題も突破できるかもしれない、そんなことを少し考えました。 

   さて、きょうの本題でありますスマートインターチェンジであります。この誘致を

積極的に働きかけをすべきと考えるがどうでしょうかという問題であります。 

   以前、皆さんご存じのとおり、大玉村の上高野地区にバスストップがあって、今、

ちょっと閉鎖していますけれどもありますよね。あの復活も、本当は何らかの形でし

てほしい、したいと願っていますけれども、あの周辺が私たち地元の住民も含めて候

補地になりそうだよなというような考えでおります。ですから、そのような観点から、

ぜひあの周辺にスマートインターの設置を積極的に運動してほしいと、そのように考

える一人であります。 

   政府与党の自民党では、以前、私、高速道路通過の市町村にそれぞれインターチェ

ンジなどの設置をする考えを示した経緯があります。そういうことからすれば、この

大玉村、我々そういう観点からすれば非常に有望な設置可能な地域になり得るという

ことでありますから、現在どのような形で当局が考えているか知りませんけれども、

その点について進めていきたいと思いますが、まず最初に、スマートインター、村長

さん、どのような見解をお持ちかお話しいただければありがたいと思います。いかが

でしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   スマートインターチェンジの整備でございますけれども、原則的に各市町村が主体

となりまして、設置の必要性の検討を行いまして、その上で国から必要性が認められ

るというふうなところで事業化されるというふうなものでございます。 

   したがいまして、現在の状況から、この設置の必要性、さらにはそれらのもたらす

効果等々を多面的にしっかりと検討していくことが、まず第一義的な部分かなという

ふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 当然のことながら、今、産業建設部長が話したとおりのことだと

思います。行動を起こす前にやるべきこと、いろんな形の、下地の調査をしたり、そ
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ういうことからすると、後で出てきますけれども、当局でも既に調査しているという

経過もあるようです。 

   実際、今の状況からして、設置となると、先ほど駅の問題でもウン十億とかという

話が出てきましたけれども、スマートインターはそこまではかからないにしても、か

なりの土地買収や工事費、あるいはどのくらい見込まれるのかなと、それについても

当然のことながら助成金や負担金、村負担の割合との兼ね合いも含めた検討がなされ

るべきなんでしょうけれども、その辺について実際検討した経過があるんでしょうか、

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   スマートインターチェンジの整備に係る費用の検討を行ったかということでござい

ますけれども、これらにつきまして、村として現時点においての費用面ということで

の検討は、具体的にまだできる状態ではありませんが、他のインターの状況から考え

てこのぐらいはというふうな試算をしてございます。 

   スマートインターチェンジの整備の負担につきましては、高速道路本線から料金徴

収施設、いわゆる料金所まで、これらにつきましては東日本高速道路株式会社が負担

をいたしまして、料金徴収施設の外側から接続道路まで、これらについては村の負担

というふうなことになります。また、スマートインター設置後の管理運営経費につき

ましては、全て東日本高速道路株式会社が負担というふうな原則でございます。 

   事業費の一例といたしましては、現在進んでおります田村中央スマートインター、

こちらについてでございますけれども、これはホームページに公開されているもので

ありますが、これはサービスエリアからの接続ではなくて、高速道路本線から直結型

の工事として行われておりますけれども、これらの概算事業費が約３６億程度という

ふうな内容でございます。 

   内訳といたしましては、東日本高速道路株式会社が約３２億円、田村市が４億円の

負担というふうなところで、こちらにつきましては先ほど申し上げました公開をされ

ている情報ということで参酌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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   以前、２年前でしたか３年前でしたか、こんな話を当局に持ちかけたときに、既に

当局では会津の新鶴スマートインター、あそこのところのいろんな形を勉強したいん

だということでした経過があるようですけれども、今、直近の情報が一番でしょうか

ら、田村のそんな形で、造成費、工事費、いろんな形でかかるんだけれども、思った

よりは村負担は少なくて済むかもしれないということの情報を得ました。 

   さきの県議補選、この間行われまして、当選しました佐藤県議は、公約の中に大玉

村へのスマートインターの誘致を掲げておるのね。ですから、そういう方々とも手を

組んで、そしてこの際、力強い、これから先のことになりますけれども、要望活動を



 

- 79 - 

 

展開してほしいなと思っております。 

   ところで、ある村民の一部の人たちが、工事資金の調達を民間に働きかけをしてい

るなどとの情報があります。これ私、間違った情報なのか、あります。ですから、当

局ではそのことを把握しているのかどうか否かについて、まずお聞きしたいと思いま

す。 

   いずれにしましても、各自おのおのが、俺が俺がという形でばらばらな運動を展開

していたのでは、成功するものもできません。ですので、大同団結して、やはり連携

して、同じ目的に皆さんで一緒に進むよと、そういう意思統一をしながらやってほし

いなと私は思っております。そういうことからすれば、今、言った情報も含めて、ま

たここに村長さんにと書かれているんだよね、村長さんにその考え方をお伺いしたい

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   スマートインター誘致について、村内での誘致の動きというふうな部分のお尋ねで

ございますけれども、このような動きがあるのは承知をいたしているところでござい

ます。 

   しかしながら、その詳細について把握はしてございませんので、その状況について

は推移を見守ってまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   我々村民というのは、思い立ったら命がけで、やっぱり行動を起こすとか、そうい

う順序とか法律とかいろんなことを加味しながらということまでいかないで行動を起

こす、そういう危険性もありますし、そのことがかえっていい方向に進んで、物事が

解決することにもなるかもしれない。私、わかりません、どちらがいいとか悪いとか

でなくて、そういう動きがあるのを周知徹底しているのであれば、この際、誰がまと

めるかはともかく、我々も一緒に汗をかきたいと思いますけれども、やっぱり大同団

結して、そして一致協力して、方向性はずっと実現に向けて頑張っていくようなこと

を考えてほしいなと思っております。 

   その意味でも、最後に……その前にちょっと、当然のことながら岳温泉関係とか、

隣の自治体とも連携してこの運動の効果を上げてほしいなと。総体的には、当然のこ

とながら、官民が一体となった大きな力の結集、組織が必要だと思っておりますので、

この問題の最後になりますけれども、やっぱり県議も言っていますけれども、ぜひ期

成同盟会なるものをつくってほしいんだと言っております。これ、誰がつくるかとい

うのも含めて、今みたいな問題をどうクリアしていくのかはまだ未知数ですけれども、

ぜひ私とすれば、当然のことながら期成同盟会、これらの誘致運動の名前はともかく、

スマートインターチェンジ誘致期成同盟会、まあ何でもいいですけれども、そんなも

のを立ち上げてほしい、それらのことの組織の結成を望むものですけれども、それら
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についても、またここで村長さんの考えをお伺いしますとここに書かれていますけれ

ども、いかがでしょうか。また部長でもいいですよ。 

○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） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   期成同盟会等、積極的な推進を望むというふうなお尋ねでございますが、当然のこ

とながら、地域の振興発展に大きな役割を果たすというふうに考えられますスマート

インターでありますので、これらについて先ほども申し上げましたその必要性、ある

いは効果、費用等について多面的な検討が必要であるというふうに考えてございます。

まずは、これらしっかり検討を進めさせていただいて、その上でそれらを進めていく

ということであれば、各方面との連携、そういったものも当然必要になってくるので

はないか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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   それぞれの思いには、いろんな複雑な思いがあるんでしょうけれども、それを形に

変えていくのには、まだまだいろんな問題があり大変になると思いますけれども、こ

こでぜひ、その誘致に向けて頑張っていこうというような意思統一をしていただけれ

ばありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

   さて、最後の質問になりますかね、村の活性化のための観光の振興、交流事業など

の積極的な展開というようなことであります。 

   私は、以前から一般質問でも申したと思いますけれども、観光ボランティア、いわ

ゆる案内人、この養成が必要だなと言っていたけれども、恐らく観光協会などでもい

まだに動いていないと思います。この間、研修に行ってきましたけれども、既にやっ

ぱりそういう案内人に案内してもらったりしていますけれども、それなぜなのかなと

思っております。 

   周辺の自治体、二本松、本宮もそうですけれども、そのような人材が確保されてい

ると思います。もし、二本松市や本宮市の実態について、観光ボランティアなるもの、

案内人なるもの、その実数的なものを把握しておればお示しいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   近隣自治体の観光ボランティアの数等につきましては、申しわけございません、現

時点で把握はしてございません。 

   他自治体におきましては、例えば観光協会でありますとか、それから観光振興会、

そういったものでありますとか、さまざまなところを事業主体として観光ボランティ

アを設置しているということではお聞きを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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 当然のことながら、二本松市は観光地、菊人形なども含めて控え
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ているわけですから、我々との背景はずっと違うので、一概に片方でやっているから

うちのほうもということにはなりません。まだまだ観光としての、またそういう実績

も含めて少ない村ですから、それらも含めて、観光マップの作成も含めて、今、あり

ますけれども、それらと連動した働きかけはもっと必要なのかなと思っております。 

   次の質問ですけれども、大玉村での観光とか交流を語るときに、アットホーム周辺

や村民の森、三ツ森池周辺などは大変重要なポイントになるのかなと思っております。

村長、若い職員に諮問して、これらの活性化についてプロジェクトチームを立ち上げ

て、既に検討した経過があって、村長に答申したとは聞いております。 

   その内容について、我々議員に対しても公表するようなことを伺っておりましたが、

いつ公表できるのか、それらも何かちょっとトラブルがあったのか、その辺について

もお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   現在、プロジェクトチームは観光レク施設アットホーム旧館等利活用、それからふ

れあい村民の森利活用、三ツ森溜池周辺利活用ということで、３つのチームが構成さ

れてございます。 

   現在の進捗状況としましては、中間報告を村長に申し上げたということで、年度末

にはそれぞれの若手職員の政策形成の研修の一環として行っておりますので、庁内で

検討チームの発表会等を開催したい。これは今、申したとおり、研修の一環でござい

ますので、これらを公表するものではございませんが、発表の際には議員様のほうに

もご案内申し上げますので、ご都合がよろしければ参加いただければと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   公表という言葉が、ちょっとまずかったなと思っております。まさに、職員の皆さ

ん方に向けて発表のときがある、そのときによければ議員もという形で、それが正式

な言葉だったなに記憶しております。 

   さて、私のほうの時間が少なくなってきたので、ちょっと早目に行きたいなと考え

ております。 

   さて、大玉村にも首都圏などから多くの移住者が存在しております。定住移住促進

という観点から、最近移住してきた村民のある方との語らいで、こんな話をしました。

その方は、現在ログハウスの住まいの近くに畑を借りて、多くの種類の畑を栽培して

おり、またその野菜を直売所にも積極的に運んで売られております。その方との話の

中で、首都圏も含めて年金暮らしでも容易でない方がいっぱいいます。移住を考える

ときに、大玉ならではの地域の特性を生かした住宅、そして暮らしの空間面積がゆっ

たりととれるような面積を確保した、そして趣味の園芸とか野菜づくりなどもあわせ

てできる土地を提供すべきであろうというのが彼の主張でした。私、全く同感です。

恐らく、ここに今、中山間地域の休耕地や耕作放棄地などの解消策になるヒント、そ
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の考え方があると直感しました。ですので、そのようなことを考えておりますことに

ついての、これはある一部の村民の考えですけれども、ここでまた村長さんの考えを

お聞きしますとなっていますけれども、いかがでしょうか村長、そんな考えもあると

いうことでどうでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えします。 

   中山間地の活用の方法としては、そういう方法もあろうかなと。実際、あそこに浜

のほうから、ゆったりとした敷地で家をつくって移住された方もおられますし、非常

に満足して住んでいただいておりますので、中山間の活用の一つの方法としてはある

のかなというふうに考えておりますが、ただ村がそれを仲介するということについて

は今のところありませんので、民間の力でやっていただければというふうに考えてお

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 一つの考え方としての方策でしょうけれども、後で述べますけれ

ども、時間があれば、いずれにしましてもそういうことです。 

   一方で、最後の質問になりましての民泊、農家民宿、農家レストランなどを始める

人たちへの支援策についてお伺いしたいと思います。 

   １月に予定されております台湾の中学生のホームステイ受け入れなど、残念ながら

希望者が極端に少なく、政策推進課でも頭を悩ましているようであります。なぜなの

でしょうか。また一方で、なぜ大玉村ではこの農家民宿やレストラン実施者が出てこ

ないんでしょうか。私は単純な疑問を感じております。答えは単純なものでないでし

ょうけれども、しかし何らかの手を打たないと、ホームステイも含めていろんなこう

いう観光交流事業が進展していかないのではないのかなと、そういう危惧感を感じて

おります。 

   ここに私、県北の農家民宿の実施者の名簿があって、二本松、本宮のこともこれに

は出ていますけれども、いずれにしましても二本松で２３カ所、本宮で１１カ所、大

玉はもちろんゼロです。いずれにしましても、余り恵まれた土地で、そういうことを

しなくたって十分生活もできるし、いろんな要素があって、一概に隣がどうのこうの

というべき問題ではありませんが、もうちょっとやっぱり自分たちの地域をよくする

ために考えて、このようなことに取り組むべきかなと、そんな発想でこの問題を取り

上げております。 

   そういうことで、隣の二本松市の例をちょっと挙げさせていただきます。ちょっと

あることで調査してまいりました。ここで事業者支援ガイドブック、創業者支援、上

限２００万です。この事業に大玉村の在住の女の方が応募して、該当になって、杉田

の昔、お菓子屋やっていたところを改修して、今、工事中で、１月にはオープンのよ

うです。皆さん、大体ご存じのとおり、アイスクリームとかジェラードをつくる彼女

です。ですので、いずれにしましても、いろんな研修とかなんかに出て、この情報を
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つかみ取ったようですけれども、これが一つの支援金の創設の実態です。 

   もう一つ、二本松市では、今、農家民宿などをやる場合に、改修工事の上限５０万、

これは隣の東和町のＮＰＯの東和ふるさとづくり協議会の理事長、武藤一夫さんの自

宅を改造して、農家民宿をやっております。いずれにしましても、この春、武藤さん、

３月でしたか２月だったですかね、出席させていただきましたけれども、地域づくり

講演会でも講師としてお世話になっている方でございますけれども、いずれにしまし

ても、そのほかにもこれいっぱいいろんなメニューがあります。 

   いずれにしたって、これをそっくりやってくださいなんて、毛頭そんな申す気持ち

はありません。でも、いずれにしても何らかの形で、今のような現状を打破するため

に何らかの手を打って、きっかけづくりをしてほしいなと、そんなことを考えており

ますので、一つの例として考えていただければありがたいなと思っております。 

   地域性や、住む人の意識の違いがあるのは当然のことですから、これがすぐ大玉村

に当てはまるとは単純には考えておりません。しかし、いずれにしても、この大玉村

に住みついた移住者が、いろんな面で積極的なのが、私が受ける彼らの、彼女らの受

け取り方で、もう少し村民がそういう点で発奮してほしいなと。なぜ移住者がそんな

ことに関心を持って積極的なのかな、我々村民はどうなのかなと、ややちょっと自問

自答することがあります。 

   ですので、改めて最後の最後の質問になりますけれども、ぜひそういう方々に対す

る支援金の創設、金額は問いません、１０万円の例の地域づくり交付金も、飯舘村の

例を挙げて、実際創設いただきました。これ金額云々ではありません、ぜひそんなこ

とのきっかけづくりをしてほしいなと思っておりますけれども、それらについてこれ

また村長さん、部長さん、どちらでもいいですけれども、考え方をお知らせください、

よろしくお願いします。 

○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。 

   大玉村は、どっちかというと歴史的に自己完結型という、非常に生活も安定してい

る、農業を中心としてやってきたということですので、外部から人が入ってくるとい

うことが長い歴史の中で余りなかったということは、交流人口の極端な少なさという

のがありましたので、今やろうとしている村政は、交流人口をいかにふやすかという

ことを一生懸命、直売所も含めて、国内外の交流も含めてやっているわけです。交流

人口をふやすことによって、村民の皆さんも何か受け入れる準備とか心の準備とか、

そういうものが準備されるんだろうというふうに感じていますので、今度台湾の中学

生が何人来るかわかりませんが、来たときに受け入れると。そういうことが２年、

３年と続いていくと、やはりそれも一つの交流人口の受け入れ体制の整備にもつなが

るであろうというふうに感じておりますので、急にさあ、私も随分いろんな方に、

８番議員さんにもお願いしました、受け入れてくれませんかと。難しいなと言われま

したが、実際、この辺で言っている「面影おっかねえ」という、どうやって受け入れ

たらいいんだと、食事は何を出したらいいんだとか、そういうことがやっぱりまだ解
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決できない問題としてありますので、まず１回受け入れていただいて、そういうもの

の積み重ねの中で行くんだろうというふうに感じていますので、少し大玉村の場合に

は時間がかかるのかなと考えています。 

   補助金等については、いつでもそういう準備はできていますので、民宿をやりたい

ということであれば、そういう補助制度についてはぜひつくって、やっていただけれ

ば大変ありがたいなというふうに感じています。 

   需要と供給と、体験型でないと民泊の意味が余りありませんので、農業体験とか、

資源はありますので、そういう形でやっていきたいと。あと、東和なんかの場合には、

関心を持って、わざわざ田舎に移住をしてきて、そういう関心の高い人たちが入って

きて民泊をやったり、農家の民宿をやったり、レストランを開いたりということです

ので、その辺もぜひそういう方たちがふえるように、行政としても努力をしていきた

いというふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 力強い将来に向けての考え方も含めてお聞かせいただきまして、

ありがとうございます。 

   これをもって、私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、８番佐々木市夫君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で、日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、

散会いたします。 

   ご苦労さまでした。 

（午後４時４６分） 

 

 


