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平成３１年第３回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  平成３１年３月６日（水曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 舘 下 憲 一 

住民福祉部長 菊 地 平一郎 
産業建設部長 
兼農業委員会 
事 務 局 長 

菅 野 昭 裕 

教 育 部 長 菊 地   健 総 務 課 長 押 山 正 弘 

政策推進課長 作 田 純 一 税 務 課 長 中 沢 武 志 

住民生活課長 安 田 春 好 健康福祉課長 後 藤   隆 

再生復興課長 伊 藤 寿 夫 産 業 課 長 渡 辺 雅 彦 

建 設 課 長 杉 原   仁 
会 計 管 理 者 
兼 出 納 室 長 中 沢 みち子 

教育総務課長 橋 本 哲 夫 生涯学習課長 溝 井 久美子 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 矢崎由美、書記 菊地拓也、鈴木真一、安田敏 
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会 議 の 経 過 

 

○議長（遠藤義夫） おはようございます。 

   出席ご苦労さまでございます。ただいまの出席議員は１２名全員であります。定足

数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日、傍聴に菊地卯一さんほか４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。 

   なお、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、ご承知お

きを願います。 

◇          ◇          ◇ 

○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、一般質問を行います。 

   ６番武田悦子君より通告ありました「子ども達を中心とした施策の充実について」

ほか３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

いたしました一般質問を行います。 

   まず、子どもたちを中心とした施策の充実について質問を行います。 

   子育て世代への支援をめぐる状況は、ライフスタイルや経済社会の変化の中で、子

どもを専ら家庭に委ねるのでは子育てそのものが大きな困難に直面する。かつて、日

本の含み資産とも呼ばれた家族は、今は就業や家事、子育てや介護に日々追われてい

る。地域の互助・共助の力は大きなばらつきがあり、特に乳幼児期は親の負荷が高ま

りやすい。また、インターネットの情報に振り回される親たちもおり、混乱や誤解、

あるいは基本的な知識や情報の欠落のために、子育てのつまずきのリスクも高まりが

ちである。これは子育て世代包括支援センター業務のガイドラインに掲載されている

文章です。まさに、子育てをめぐる課題は年々大きくなっていると感じています。 

   さらに、ガイドラインでは子育ての日々は子どもだけでなく、親自身も成長する喜

びの体験が凝縮された貴重な時間であり、こうした子育ての理想が多様な背景や状況

のもとにある母子やその家族にとっても実現に至るためには、子育て世代への支援の

質的、量的な向上が必要であるとしています。子どもだけでなく、親をどのようにし

て支援していくのかが大切な時代になってきています。 

   大玉村でも今年度から子育て世代包括支援センターが設置されています。包括支援

センターの役割として、妊産婦、乳幼児等の状況を継続的、包括的に把握し、妊産婦

や保護者の相談に専門家が対応するとともに、必要な支援の調整や関係機関との連絡

調整を行い、切れ目のない支援を提供するとされていますが、大玉村ではどのような

活動が行われているのか伺います。 
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○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   子育て世代包括支援センターにつきましては、妊産期から子育て期にわたる切れ目

のない支援の強化と育児不安の軽減、あるいは虐待予防などを目的として設置してい

るところでございます。 

   なお、主な相談としましては、子どもの発育、発達に関する相談、これが２１９名

と一番多くなっております。次いで、予防接種に関する相談ということで１６２名。

平成３１年１月末現在、延べで６７２名が相談利用しております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ただいまの答弁では、かなりの数が相談に訪れているというお話もございました。

この子育て世代包括支援センター、これが本当の意味で機能していけば、子育て世代

の悩み、これは解決するわけであります。この仕事大変重要であり、かかわる職員の

専門性がより重要になってくるのではないかとも思っております。もちろん、これま

での業務をこなしながらできるような仕事ではないとも思います。 

   職員の配置についてはどのように考えておられるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   職員の配置ということでございますけれども、現在は主に保健師が対応に当たって

いるというところでございますが、相談の内容によっては専門の臨床心理士さんにお

願いしているということもございますので、中身によってそういった専任の方にお願

いするというような状況で対応しているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   現在の保健師の数ではなかなかそこを専門的に担うというふうな状況にはないのか

なとも思っているわけですが、ぜひともこの保健師なり、臨床心理士なり、そこの部

分だけを担うそういう方も必要なのかなというふうに思うわけです。 

   さらに、この子育てを支える拠点としての子育て支援センター、これの建設の計画

があります。今年度も概要についての検討が行われ、先日の全員協議会でも建物の概

要についての説明もいただきました。 

   では、子育て支援センターそのものの建設、これはどのような見通しになっている

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。 

   子育て支援センターの建設についてということでございますけれども、昨年１２月

補正予算に建設にかかわる基本構想図の作成業務委託に係る予算の計上をさせていた

だいております。構想図の作成に当たりましては、利用対象者から意見をいただくと
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いうようなことで、まず、在宅子育て応援奨励金の受給されている方、それから、さ

くらカフェを利用されている方について、１月８日に懇談会、情報交換会を開催いた

しました。また、２月９日には３１年度から保育所を利用されるようなそういった方

たちに説明会を開催しまして、建物の概要ですか、そういう概要図を示しまして、そ

れで意見を聞く機会を設けまして、アンケート調査等を実施したところであります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） さまざまな形で皆さんのご意見をいただいて、先ほど示された概要

の設計図に至ったという経緯はわかりますが、建設そのものの見通しは全然立ってい

ないということでよろしいでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   建設につきましては、国の補助金、これが有利な補助金が該当する部分を待つとい

うような状況にはなるわけですけれども、金額等についてもかなり高額が予想される

というようなこともございますので、そういった補助金、これを有効に利用して建設

時期を待つというような状況にはなっております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 子育て支援センター建設、随分前から言われていて、皆さんの期待

も大きいところでありますので、一日も早くこのアンテナを高くしていただいて、有

利な補助金を見つけていただいて、建設を進めていただく。このことをお願いいたし

ます。 

   次に、この保護者の皆さんの子どもを遊ばせながら、いろいろなところに今行って

いるわけですが、保護者の皆さんにとっては、子どもを遊ばせながら、いろんな情報

を収集して、友達をつくって、さらには相談もできる。そういう場所が今特に求めら

れているのかなというふうに思っています。大玉村で子育て支援センターができれば、

大玉村のそういう部分は子育て支援センターが担うのかなというふうにも思うわけで

すが、この保護者の皆さんは大玉村だけではなくて、本宮市や二本松市のさまざまな

施設を利用しながら、子どもたちの年齢、月齢に合った場所を選んで、遊ばせたりし

ているわけでありますので、そういう大玉村の人は大玉村でしか相談できないではな

く、広域的などこへいっても相談できる、さらにはその場所で相談したことが地元の

ところに返ってくる。 

   なかなか近くでは相談できなくても、ちょっと離れた場所なら気軽に相談できると

いう部分もあるようですので、そういうところを広域的な支援体制がつくれればより

有意義なこの場所になっていくのかなと思うわけですが、これらについての考えを伺

います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今、議員さんお話ありましたように、私もそういう広域的な相談の場というのは理

想だというふうに思っております。近隣はもとよりですが、県の機関においても相談
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できる機関があるというような中で、できれば近隣で、大玉村ではなかなか相談しづ

らいけれども本宮とか二本松であれば相談しやすいという、そういう内容等もあるの

ではないかというふうに考えられますので、そういった部分については、近隣、市含

めながら検討してまいりたい、協議してまいりたい、いうふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ファミリーサポート事業というのもございます。これも大玉の中だけではなくて、

近隣と広域的に、お互いにやりくりをするという形もつくれると思いますので、その

あたりも含めて、ぜひ近い将来にそういう支援体制ができればいいなと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

   次に、子どもたちを取り巻く問題に、いじめや虐待の問題があります。平成２９年

度の全国児童相談所での児童虐待相談対応件数は１３万３，７７８件、前年対比で

１万１，２０３件増加しているとの報道があります。さらに、虐待により亡くなった

子どもの数は４９人もいます。本当に悲しく悔しい実態です。虐待は子どもたちには

何の責任もありません。大人の身勝手な行為です。 

   いじめの実態も年々増加しています。平成２９年度の認知件数が４１万

４，３７８件、前年度から９万件以上も増加しています。特に、小学校でのいじめが

増加しているとの報道です。 

   まず、虐待、いじめの大玉村での実態を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   本村の児童虐待につきましては、平成２９年度福祉行政報告例におきまして、３件

の事例がありました。内訳につきましては、身体的虐待が１件、心理的虐待が２件で

あります。なお、平成３０年度につきましては、２月１日現在で、相談件数は数件あ

りましたけれども、虐待として認定した件数はゼロ件であります。 

   また、児童虐待の防止システムということで、それらについては各種協議会等ござ

いますが、防止、早期発見の協議会ということで設置はされております。 

○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をいたします。 

   大玉村におけるいじめの件数なんですけれども、平成２９年度小学校で１１件、そ

れから中学校で３件です。これ前の年、２８年度と比べますと、２８年度は小学校が

ゼロ件、中学校が３件でした。ですから、先ほど全国の傾向のお話ありましたように、

２８から２９年度にかけて大幅にふえております。この要因といたしましては、国の

ほう、文科省のほうでいじめの数が多いほど目が行き届いていると、そういう認識を

持ってくださいということがありまして、そういった目で見ていったと捉えておりま

す。事実、前の年、小学校がゼロ件だったんですけれども、小学校が１１件という数

がそれをあらわしている。中学校は同じです。ちなみに、本年度ですけれども、本日

現在、小学校で５件、それから中学校で２件の報告をいただいております。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   教育長がおっしゃったいじめの数が多いほど目が行き届いているというのは、それ

だけ先生方が細かい部分まで目配りをしているという意味なんでしょうかね。２８年

から２９年に移行した調査の中身では、この調査の対象が拡大されたという話もある

のでこういう件数なのかなというふうにも思いますが、ちょっとそういうことかなと

思いますが。 

   このいじめや虐待、これらが認められれば、どのような対応をとっていらっしゃる

のか、先ほど部長のほうからは、虐待では早期発見の協議会があるというお話があり

ましたが、それぞれに違うと思うんです。どのような方がかかわって、それらに対応

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。 

   先ほど少し触れましたけれども、協議会としては大玉村虐待等防止地域協議会とい

う協議会でございます。メンバーとしましては、民生児童委員さん、それから児童相

談所、それから施設としましては、虐待にもいろいろ高齢者も含まれているという協

議会ですので、陽だまりの里、それから安達地方地域相談センター、それから法務局、

警察署、消防署、老人クラブ、社協、それから医師会、安達医師会になりますけれど

も、それから県北保健福祉事務所、それから村関係では教育委員会、校長会という、

そういったメンバーの協議会になります。 

○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。 

   いじめの問題、その重大性ということ、教育委員会でも深く捉えておりまして、平

成２９年４月１日に大玉村のいじめ防止基本方針というのを策定いたしました。それ

に基づきまして、平成３０年２月、ここにいじめ防止等対策委員会というのを設置し

まして、会合を行っております。 

   メンバーは大学の教授、それから弁護士、それから臨床心理士、それから社会福祉

士、それから村の担当課長等で構成されております。こういった形でいじめの防止と

いうことについて、この基本方針に基づきまして、学校挙げて努めております。 

   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。 

   それぞれに虐待やいじめが発見されれば、このような皆さんがそれぞれに対応策を

講じるのかなというふうに思うわけですが、特に虐待の問題では保護者への対応、こ

れが大変重要になってくるのではないかというふうに思っております。先ほどもあり

ましたが、この身体的虐待だけではなくて、ネグレクトや心理的虐待と言われる子ど

もへの直接的な暴力ではなくて、子どもの前で行われるこの暴力や暴言、こういうも
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のはなかなか周囲には見えない部分、そういう虐待なのかなというふうに思っている

ところです。 

   虐待までいかない段階での相談件数が今年度はあったというお話でございましたが、

このような皆さんの相談支援、これがどこで行われているのか。子育て支援センター

がつくられれば、この役割をここの子育て支援センターが担うのかなというふうに思

っているわけですが、このセンターができるまではまだ時間もありますし、そういう

皆さんが気軽相談できる場所、この大山公民館で現在行われているさくらカフェ、こ

れもそういう相談できる場所の１つだというふうには思っておりますが、いかんせん

平日の日中しか行われない。仕事を持っている皆さん、平日の日中休んでまではなか

なか行くことができません。仕事を持っている人、忙しい人も行けるような土日、あ

るいはこの夕方、ちょっと遅い時間まで行える。このような事業ができないのかなと

いうふうに思うわけですが、これらについて考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   保護者に対する支援というようなことで、先ほども話がありましたように、子育て

支援センターという部分では、建物もそうですけれども、そういう中での相談という

ことは当然窓口としてあるわけですけれども、そこで全てが完結するというふうには

思っておりませんので、それぞれ関係するさくらカフェであったり、また担当課、そ

れから保健師等、そのほか臨床心理士等いろんな方がかかわらなくてはならない事例

がありますので、その事例事例に応じて、誰がかかわる、どういった方たちがかかわ

るのが一番いいのかということで、検討した中で対応していくという形になろうかと

思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 対応策としてはそのとおりでございますが、気軽に相談をできる場

所の提供としてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   気軽に相談できる場所というようなことでございますけれども、先ほどもお話しあ

りましたさくらカフェ等については日中、自宅におられるような保護者さんが来られ

ると。そしてまた、保育所等につきましては、お勤めされていて保育所に預けるよう

な方が相談するという、そういう相談の場は設置はしておりますけれども、なかなか

気軽に相談できるかというとこれもまた難しいというか、保護者さんによってはどう

いうところが気軽なのかなと考えますと、難しいところはあるわけですけれども、で

きるだけ気兼ねなく相談できるような機会、妊婦健診でありますとか、乳幼児健診で

ありますとか、そういった保護者さんが必ず来るような機会があるわけですので、そ

ういったときに気軽に声をかけて、何かこう悩みがありませんかとか、そういったも

のというのは取っかかりは保健師、そういった方たちが対応するようになるのかなと

いうふうに思っております。 



 

- 48 - 

 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   先ほどお話ししました広域的な形での相談の受け付け、あとは、それもそういうの

があれば土日やっている施設に行って相談ということももちろんできますし、例えば、

子ども祭りみたいな、そういう催しを村として検討されて、年に何回か、日曜日行う

とかという形をとられてはどうかなというふうに思います。やっぱり保育所とかです

と、子どもを受け取るのが精いっぱいでなかなか細かい相談までいかないのかなと。

そういう部分ができれば、遊びながらちょっとした相談ができるかなというふうに思

いますので、検討をお願いいたします。 

   子どもたちの問題、最後になります。子どもたちの貧困の問題です。子どもの貧困

率は少し改善の傾向にあると言われています。それでも、７人に１人の子供は貧困で

あるという数字があります。数字的には改善しているものの、生活が苦しいという人

はたくさんいるという実態があるのではないでしょうか。 

   特に、子どもたちにとっては貧困により学ぶ機会が与えられない現実もあります。

県内ではさまざまな形で奨学金制度をつくっている自治体があります。学ぶ意欲を持

つ子どもたちへ学ぶ機会を支援する。これも自治体の大きな役割ではないかと思いま

す。ぜひ大玉村でも奨学金制度をつくるべきと思いますが、考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ６番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   子どもの将来、その生まれ育った環境によりまして左右されることがないように、

貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会

均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的としまして、子ど

もの貧困対策の推進に関する法律、これが平成２６年１月１７日に施行されました。

国を挙げて、総合的な対策が推進されているところでございます。 

   その一環としまして、国においても奨学金制度の充実が図られるなど、国・県及び

民間の奨学金制度などにつきまして、福島県こども未来局、こども・青少年政策課が

作成しました将来の夢応援ガイドブック、これらを中学生に配布するとともに、進路

指導等などにおいて周知を図っているところでございます。 

   なお、市町村におきましても、奨学金制度を設けていますのは、近隣では本宮市が

実施しております。県内のその他の市町村でも、主に貸与型の奨学金を実施している

ことは把握しております。基本的には、国や県、民間も含めた奨学金制度の利用推進

してまいりたいと考えておりますけれども、今後の国・県の総合的な対策を見据え、

各自治体の取り組み状況とかニーズの把握にも努めながら、本村における奨学金制度

の創設につきましては検討してまいりたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ大玉村でも奨学金制度をつくっていただきたい、そのように要望をいたします。 
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   次の質問に入ります。 

   高齢者への施策についてです。大玉村はさまざまな形で高齢者への施策を行ってお

り、特に、足の確保の課題ではデマンドタクシーの運行を行うなど、まだまだ課題は

あるものの高齢者の外出の機会がふえていることは介護予防にもつながっているので

はないかと思っております。 

   さらに、誰もが住みなれた場所で安心して暮らしたいと願っていると思っておりま

す。国はその安心した生活をつくるための施策として、地域包括ケアシステムの構築

を進めています。大玉村ではどのような進捗状況にあるのか伺います。 

○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。 

   地域包括ケアシステムの進捗状況ということで、在宅医療、それから介護連携とい

うことでスムーズな在宅に移行するためということで、現在、県北医療圏域で退院調

整ルールを策定して介護施設とか医療機関と連携調整を図るような形で運用をしてお

ります。また、高齢者に対する支援の充実のために地域包括支援センターを中心とし

まして、医療、介護等多職種が構成して、問題解決について話し合う地域ケア会議を

開催しているところでございます。 

   今年度については、多職種の専門的な助言のもとで要支援者の生活課題の解決とか、

状態の改善に向けての検討ということで、県のモデル事業というようなことで、現在、

自立支援型地域ケア会議を開催しているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 地域包括ケアを進めていく上で、さまざまな取り組みを行われてい

るわけですが、大玉村に住む高齢者の皆さんが安心して暮らすことができるためのシ

ステムをどうやってつくっていくか。これらの中では、この協議体が果たす役割とい

うのが大変重要になってくるのではないかというふうに思っております。毎月協議体

が開催されているところですが、この協議体の方向性、これをどのように考えておら

れるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   協議体ということで、本村では今年度から百笑元気の会ということで、毎月１回程

度活動をしていただいております。会議の中では、地域の課題を話し合うだけの集ま

りではなくて、住民同士の助け合いの活動をつくり出す仕組みをつくるというような

ことで、住民同士の活動を知って、地域のあったらいいねという、そういうものを提

案するなど、自分たちでできることについて話し合っていただいているということで

すが、今後につきましては、村全体の中でそういった意見を出してもらっているわけ

ですけれども、それをそれぞれの地域で、地域によっては課題もこう変わってくるの

かなと思いますし、行政区でも違うと思いますし、部落とかそういう地域によっても

課題が変わってくるのかなというふうに思いますので、そういった部分で全体から地

域に入っていくというような部分で、活動ができないかというふうに考えておるとこ
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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。 

   協議体の方向性、なかなか定まらないのかなと思っているところでありましたので、

しっかりとした方向性を誰がイニシアチブを持って行っていくのか、その部分にも課

題があると思っております。村としても、そこら辺の支援を強めていっていただきた

いなというふうに思うところです。 

   次に、健康で長生きする健康寿命を伸ばすこと。これはだれもが望むことでありま

す。大玉村でも３１年度の重点事業として取り組んでいくことというふうに思ってお

ります。これらの事業を進めていく上で何より重要なことは、この事業を進めていく

人材の問題です。 

   先月行われました議会研修で訪れました沖縄県の北中城村では、女性の平均寿命が

３期連続日本一の村でした。ここでは、それぞれの地域ごとに健康体操などの取り組

みが行われており、週１回開催されるこの事業に毎回楽しみに参加する人がたくさん

いらっしゃいます。この地域での取り組みには、村の理学療法士がしっかりかかわる

とともに、養成講座を受講したボランティアが運営にかかわっています。体を動かす

ことばかりでなく、みんなで集まっておしゃべりを楽しむことが健康の秘訣とも伺い

ました。さらに、使用するさまざまな資材も村で準備するということです。 

   福島県内でもそれぞれの自治体で、健康体操などの取り組みが進められています。

ここでも運営する人材の確保が重要になっています。専門的立場からしっかりした指

導のできる人材、さらには、ボランティアなどの立場で運営にかかわる人材、これら

の人材を確保、育成していくことが健康長寿の村づくりにつながっていくと考えます

が、これらについての考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、村で行っております、社協で行っておりますデイサービスとかサロン関係で

すけれども、こういう中で活動はいただいておりまして、保健師なども行って講師と

して話をしたり、それから専門の方も行っていただいているということで、中には講

師として医師会あたりからも先生が行って、お話をしていただいているということも

ございます。 

   そういう中で、取っかかりとしてはやっぱりその専門家に行っていただくというの

がまず重要かなというふうに思いますけれども、その地域の中でリーダーをどう育て

るかというところもなかなか大変だというふうに思いますけれども、そういう活動に

出てきていただいている方の中で、ある程度意欲のある方、そういう方たちに専門職

からそういった技術とか継承できるような、そういうことを考えていくしかないかな

と。なかなか次期リーダーとか、そういう後継者、難しい中ではあると思いますが、

取っかかりとしてはそういうところから進めていくしかないかなというふうに考えて

いるところでございます。 
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○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） やはり大玉村で現在行われているサロンは月１回であります。生き

がいデイサービスに行っていらっしゃる方は週１回ですが、お元気と言えばお元気で

すが、もう一つレベルが上なのかな、地域のサロンよりはというふうにも考えている

わけですので、この回数の問題。体を動かす、月に１回の開催ではなかなか現実的な

実績につながっていかないのかなという部分もございますので、それらも含めて、い

かに本気度を示すか、村がという部分も大切だと思いますので、リーダーの確保、人

材の確保、これらについてもしっかりと取り組んでいっていただきたいなというふう

に思うわけです。これらについて、村長の見解を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   高齢者の問題はこれからますます高齢化率が高まってまいりますので、とにかく重

点的に取り組むべき事業だと考えております。専門職をそれぞれ理学療法士とかいろ

いろ必要な専門職を村で単独で配置するというのは、なかなか人員の関係、財源の関

係で難しいということもありますので、そういう場合には、外部のそういう人材を定

期的に来ていただいて活用していくという方法で、考えていくという方向だと思いま

す。 

   それからあと、人材の確保については今言ったように外部の人材を活用することと、

保健師もしくは担当職員等の専門研修に派遣をしてスキルを上げていただくというこ

とも、これから大切だろうと考えていますので、３１年度の大きなテーマとしては、

職員の研修参加を促進するということも内部的には指示をしておりますので、できる

だけそういう専門的な研修に派遣すると。既に、ＧＡＰの取得については職員２名を

ＧＡＰの指導者としての専門研修に派遣をしてやっていくと。さらに上を目指して派

遣するということでおりますので、この分野においても、そのような形で人員を確保

して、もしくは外部の人員を活用するという方向で行きたいと。 

   それから、場所の問題につきましては、社会福祉協議会との連携をさらに深めると

いうことで、さくらの活用というものも大きく視野に入るだろうというふうに考えて

おります。いろいろ今改修等についても内部では検討中ですが、まだどうするという

お話をできる段階ではありませんが、さくらの活用、それから、あと公共施設を整理

して高齢者の憩いの家的なもの、高齢者がその施設を中心として使えるような施設の

確保をしたいというふうに今考えております。いずれにしても、高齢者問題はしっか

りと取り組んでいきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   次の質問に移ります。 

   障がい者に対する支援体制の問題について伺います。平成３１年度は防災訓練が予

定されておりますが、どのような内容で行われる予定か伺います。 
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○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   防災訓練につきましては、２年に一回というようなことで、今年９月、現在のとこ

ろは８日に予定したいということで進めておるところでございますけれども、前回も

前々回においても要支援者避難訓練というようなことで障がいのある方も参加いただ

いて、そういった中で防災訓練を実施してきたということでございますので、昨年度

につきましては、聴覚障がい者の方に参加していただきまして、防災訓練を実施した

ところでございます。 

   防災訓練のときに、障がい者の方が、反省会の中では障がい者を理解できるような

そういったブースを設けてくれないかというようなお話もございました。今年度につ

きましては、そういった部分でもその地域の皆さんが理解していただけるような、そ

ういうものもちょっと検討したいなということで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。 

   前回行われました防災訓練では、部長からもありました聴覚障がい者の皆さんにも

参加をいただきました。災害のときに、具体的にどのように避難をしていくか、そう

いう訓練にはもちろんなるわけもなく、大規模な避難訓練、防災訓練となれば、なか

なかそういうことにはならないわけでありますが、それぞれの障がいをお持ちの方の

障がいの特性を皆さんに理解していただくという障がいのブースを設けるというお話

がございました。これは大変いいことだなというふうに思うわけですが、障がいには

それぞれの形があって、どういうところに注意をすれば皆さんと同じように訓練にも

参加し、日ごろの生活もできていくのかなというふうに思うわけですので、この辺の

部分をより障がい者の皆さんの声を聞きながら、皆さんが望む形に少しでも近づけら

れるような防災訓練にしていくことも重要なのかなというふうに思うわけです。 

   さらに、この防災訓練の狙いそのものは、避難しなければならない理由。この災害

の発生時の情報の伝達、この部分がやはり大変難しい部分なのかなというふうに思っ

ているわけです。さらに、この情報がこなければ災害という認識もないわけですので、

避難というわけにもつながっていかないというわけですので、情報伝達の仕組み。こ

の具体的な課題を解決できるような訓練を重ねていくことで、いざというときにいち

早く非難ができるということだというふうに思っておりますが、この情報伝達のこう

いう仕組みをどのようにつくっていくのか。今もさまざまな形あるわけですが、やは

りすべてを網羅するというのは難しいわけですが、最大公約数、いかに多くの皆さん

が情報を素早く受け取ることができるのか。それを村民全てが共有していくというこ

とも必要なのかなというふうに思っております。この辺についての考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   情報伝達という部分、かなり難しいところもあると思います。一般の方たちについ

ては、通常防災無線、あとはテレビとかラジオとかそういう部分で情報が得られると
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いうことがございます。防災無線と同時に、災害によってはエリアメールというよう

なことでお知らせすることもございますし、耳の不自由な方についてはデジタルで文

字においてお知らせするというような戸別受信機もお配りしておるところでございま

すけれども。 

   やっぱりその災害、あとはその障がいの状態によってはなかなか伝わらないという

のが現実としてあるのかなというふうに思いますので、やはり日ごろ隣近所、日中い

ないというようなところもあるわけですけれども、そういう部分も含めて、近所のつ

き合いとか、あるいはその消防団とか、民生委員さんとか、そういった常に注意をし

ていていただくと。どういう方が近隣にいるのかなというような、そういう認識を持

っていただかないと、情報伝達手段は多いほうがいいと思いますので、そういった部

分については、今後検討しながら啓発をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   部長のおっしゃるとおりで、やはり何といっても、隣近所の皆さんがしっかりとし

た支えになっていただくことが一番いいわけですが、なかなかそういうふうにいかな

い場合もありますし、家にいないということもございますので、そのあたりのことも

含めながら、取り組んで行っていただきたいと思います。 

   この項目最後になります。聴覚障がい者団体から手話言語条例の制定を求める声が

挙がっております。福島県においても手話言語条例が制定され、この４月１日から施

行されます。また、この条例に先立ち、福島県は障害者の権利に関する条約、障害者

基本法及び障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、共生

社会の実現を目指し、障がいのある人もない人もともに暮らしやすい福島県づくり条

例を制定し、これも４月１日から施行されます。これらの動きを踏まえ、具体的に障

がい者の日常生活を支える施策を進める取り組みの１つとして、手話言語条例の制定

を進めていくべきと思いますが、この条例制定についてどのように考えておられるの

か伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   手話言語条例につきましては、聴覚障がい団体との懇談会等でも言語条例を策定し

てほしいというお話はいただいております。近隣の市と県においても制定し、施行さ

れるというような状況にあるわけでございますけれども、村としても、条例の内容等、

なかなか村としては対応が難しいという部分もございますので、今後検討しながら、

一応、制定する方向で検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 一日も早く手話言語条例が制定されることを望んで、次の質問に移

ります。 

   松くい虫対策についてです。平成３０年度においても松くい虫防除対策として、被

害に遭っているアカマツの伐採などが行われてきました。３１年度の施政方針でも、
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人家等への危険箇所を優先に進めると述べられておりますが、これまでの対策の実績

とその効果について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   今ほどご質問がありましたように、松くい虫対策といたしましては、現在、保全松

林健全化事業、いわゆるアカマツの衛生伐、さらには、危険木の伐倒駆除、そして薬

剤の地上散布という３つの事業によって対策を行っているところでございます。 

   衛生伐につきましては、現地を確認し、被害木が集中しているなど必要性の高いと

ころから実施をしているところでございまして、危険木の伐採につきましても、今ほ

どお話がございました家屋や道路、電線など人的被害を及ぼすような危険性の高いも

のから実施をしているところでございます。また、薬剤散布につきましては、松林が

ございます八坂神社、さらにはさくら公園において実施をしているところでございま

す。 

   効果についてでございますけれども、松くい虫の発生が取り沙汰されました３０年

前、当時につきましては蔓延防止という観点から伐倒駆除を行いまして、森林内で薬

剤を散布してビニール被覆をするという形で松くい虫の被害拡大を現在まで行ってい

るところでございますが、被害の拡大は予想を超えた範囲で広がっておりまして、今

ほとんど村内全域で確認できるような状態でございます。このような中で、３１年度

の施政方針でも挙げさせていただきましたが、特に、人的被害、これらが及ぶような

部分について、特に重要施策として進めてまいりたいということで挙げさせていただ

きました。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この松くい虫の問題に限らず、木くい虫、ナラ枯れ、この森林の被

害というのは広範囲に広がっております。抜本的な対策というのはないんでしょうか。 

○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） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   松くい虫あるいはナラ枯れ等の広葉樹に関しましても、被害が報告をされていると

ころでございますが、現在のところ抜本的に全てが解決できるという方法は、林野庁

等々の研究機関においても、まだ県、市町村単位までは指導を受けていないというふ

うな状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この抜本的な対策がない中で、後追い的に、対処療法的にこの伐採

が行われている。これが現実だということだと思いますが、やはりこれらの大もとの

原因はどこにあるのかということを考えたときに、森林の荒廃、これによるところが

大きいのかなというふうに思っております。 

   森林の荒廃の原因、これはやはり森林、林業施策が何もないと、無策であるという

ことの証明ではないかなというふうにも思うところです。里山再生や森林林業の再生
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などの政策とも関連づけた病虫害対策を進めるべきだというふうに思っておりますが、

今後の計画がありましたらお答えを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） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   福島県におきましては、平成２５年度から福島森林再生事業という事業で、間伐等

の森林整備、さらには放射性物質の動態に応じました表土流出防止策などの対策を一

体的に行う事業を実施しているところでございます。 

   これらにつきましては、適切な森林整備、間伐、除伐、下刈り、植栽等を行う。さ

らには、これらの活動を行うために必要な森林作業道の新設や改良、これらを行うこ

とによりまして、森林が本来持ちます水源涵養機能、さらには山地災害の防止機能、

こういったことを高めながら、全体的な森林の再生に努めていくという事業。こちら

につきましても、村におきましても、取り組んでいるところでございまして、３０年

度繰越事業あるいは３１年度におきましても、このような森林再生事業に取り組むこ

とによって、森林の機能維持、さらには対処療法ということにはなりますが、松くい

虫の対策にも力を注いでまいり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） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   最後に村長に伺います。この森林林業施策、これらについて、県の森林再生事業と

いうお話がございました。そのほかに考えられていること、何かあるのかどうか、そ

れしかないのかどうか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   今一番有効なのは、今部長の言った森林再生事業だと。これは民有林２，０００町

歩を最終的には全部やるということですので何年かかるかわかりませんが、それが終

了した時点ではしっかりと民有林についてはそういう事業が有効に行われると考えて

います。国有林については国が実施をするということですので、直接やるということ

です。 

   松くい虫については、もうやはりこれは地球温暖化とか環境の悪化とかという要因

ですので、我々行政がどうのこうのと予防できるものではないと考えております。や

はり対処療法以外にないと。 

   それから、ナラ枯れ病についてはそもそもの原因が、昔は、ナラは伸びる前に伐採

して炭にしたり、活用していたと。もともとナラ枯れ病の原因菌というのは昔からナ

ラに入っていましたので、それが大きくなって枯れる前に材料として使用していた。

それが今、そのまま放置されているので枯れてしまうということですので、特別、近

年新たに発生したものではなくて、もともとあったものだと。林業の機能活用につい

ての違いが少し出てきたということだと思います。 

   それと、国産材の値段は輸入材とそれほど遜色なくなってきたということで、国産
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材の活用が非常に進められている。これからはもう外材よりも国産材が有利になって

くるだろうという時代に今、ちょうど検討しているような状態になっています。残念

ながら、福島県は原発の影響で、福島県の材料は、木材は使われないということもあ

りますので、財産区４００町歩についてはしっかりと間伐をするとか、という形で施

業をしていくと。ですから、それぞれの分野で劇的にという部分については難しいで

すが、地道に努力をしていくしかないなというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 以上で、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、６番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時１５分といたします。 

（午前１０時５７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） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「大玉村の農業の現状と方向

付けについて」ほか１件の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 議長の許可のもとに通告いたしております２件について質問を行

います。 

   初めに、大玉村農業の現状とこれからの方向づけについてということにかかわって、

お尋ねをいたします。 

   初めに、国連は２０１４年の家族農業年に続いて、今年から向こう１０年間、「家

族農業の１０年」としてスタートしました。大玉村としてはその意義づけについて、

どのように村政、農政に位置づけられているか、されようとしているか、まず最初に

お伺いをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   ご質問の国連が提唱いたします家族農業の１０年につきましては、２０１９年から

２８年までの１０年間におきまして、家族農業が持つ伝統や文化の継承力あるいは環

境や生物多様性の保全力、経営の持続力などを評価し、改めて家族農業に目を向け、

家族農業に関する施策を推進するように求めているものでございます。 

   この家族農業を守ることは食糧生産の担い手を確保する、飢餓や貧困をなくす、地

域社会の安定に寄与するというふうなことを期待されているものでありまして、国内

におきましても、家族農業の割合は９７．６％を占めておりまして、本村におきまし

ても、家族経営での農業経営が主体となっており、このような現状から食糧生産の基

盤となっているところでございます。 
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   家族農業につきましては、家族から成る家族経営と組織化・共同化による地域の

方々が一体となって取り組む農業経営もまた家族農業の１つであると考えておりまし

て、このような家族農業を支援していきますことは、持続可能な農業経営と安定的な

食糧生産を守り、また後継者不足など解消にもつながると考えておりまして、村の農

政の方向と全く重なるものであるというふうに考えてございます。 

   今後とも農業機械等の共同利用整備事業など、これらの事業を継続することにより

まして、引き続き農業経営を維持、継続できるように支援を続けてまいりたいという

ふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   まさにそのとおり。そういうことでの趣旨での家族農業の１０年ということであり

ます。今、実際は、世界の農畜産物市場というのは一握りの大多国籍企業なり、穀物

メジャーあるいはモンサントなどの巨大なそうしたメーカーというものが、実際はこ

の輸出入の関係の大規模化あるいは企業農業というものを担って推進しているという

のが実態であります。一方、残された、先ほどお話にあったような世界においても、

圧倒的多数はそうした小規模の農業の方が実際は食糧を担っているという状況にある

というふうに聞いております。 

   こういう中で、ＦＡＯ、いわゆる国連食糧農業機関ですね。これがまさにそうした

巨大な相手と対峙するという形で、並々ならぬ形でＦＡＯがこれを打ち出してきてい

るというのが実態だろうというふうに思います。日本政府もこうしたことについては、

実は賛成をしているんですね、形だけは。 

   実際にやっているのはどうだというと、今のＦＡＯなり、日米の両国間の協定なり、

あるいはＴＰＰ１１のようなさまざまな、いわゆる企業が世界で最も活躍しやすい農

業・日本というものを打ち出して、農畜産物の輸入の大幅な増大に進んでいるという

ことが実態ではないかと。今、言われたような国連の趣旨、あるいは日本政府もそれ

を賛成しているということと、日本が今とろうとしていることと両立するのかどうな

のか、村長さんの個人のご意見で結構ですので、どのように思われるかお答えをいた

だきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   家族農業と。大玉村、法人も含めてどちらかというと大規模法人というものがない

わけですから、家族農業が大玉の農業を支えているというふうに感じております。 

   ＥＰＡとかＦＴＡについては国の政策ですので、これは締結されれば、受け入れざ

るを得ないということですが、その中でも、やはり両立するかどうかということにつ

いては、両立しなければならないことだというふうに考えております。それは、村土

の保存でもありますし、この大玉村の地域づくりの中心でもありますので、やはり農

業をしっかりと守っていくということで、支援をしっかりとそれに向けて強化をして
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いきたいというふうに考えております。日本のわざがありますので、和牛とかおいし

い米とか、安心・安全な食糧の生産とかそういう面をしっかりと進めていって、強い

農業というのを育成していかなければいけないんではないかというふうに感じており

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） まず、そういうような話でありますが、実際はなかなか両立はし

ないと私は思っているんですけれども、できないんですね、それは。 

   国連の今言った趣旨からすると、やはり一番大きな柱のもう一つは種ですね、種子。

これ全部メジャー、そういうところが押さえている。勝手につくれない。今、日本で

はさまざまな形で種子が守られているというのが、市町村でも、県でも、どこでも、

そういう一定のガードの中で守られてきているんですけれども、これがもうそのメー

カーの許可がないとできないということになり得るし、あるいはまた、大規模の生産

の中で農薬を使って収穫するのに、楽なようにするという方法も進められている。こ

れでは人体に大変だと、環境が大変だということの１つの警鐘で出てきたというふう

にも言われているわけであります。そういう世界的なあるいは国際的な流れの中で、

一転して大玉村ということになるわけでありますが、先ほど部長からもお話がありま

したけれども、今までとってきたさまざまなそういう政策とともに、今後ともそうい

う中での改めてどういう政策をそういうことを含めて展開されようとしているかとい

うことについて、ダブるところはあると思いますけれどもお尋ねしておきたいと思い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   今までとってきた政策と、さらにこれからというふうなところでございますけれど

も、今まで農業機械の共同利用というふうな形で、家族農業経営安定的な持続に向け

て行ってきた部分でございます。さらに、農薬というふうなことで今ほどございまし

たけれども、水稲に対する農薬の使用、これらを別なものにかえられないか、あるい

は生態系に配慮したようなものにかえられないかというふうな件と、そういった栽培

方法、そういったものに対して十分な支援を行っていくことによりまして、さらに、

その家族農業が持続可能なもの、そういったものになるように収益面等も含めながら、

その環境にも配慮したような、そういうふうな政策も進めてまいりたいというふうに

考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） もう一つの観点は、村でも一定程度進めようとしている担い手の

集積・集約、大規模化というようなことについての、あるいは法人についても言われ

ているわけでありますけれども、農業者の経営形態というものはさまざまあって当然
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でありますし、それぞれ選ぶ、それは自由に選ぶことだというふうに思いますが、私

は持続可能な農業という先ほどの観点からすると、そういう推進するために一体法人

化あるいは集積というのが、果たして持続可能につながるのかなといささか実は心配

しております。 

   今までも、集約、大規模化は言われなくてもやる人はどんどんやっているんですね。

先々見越して、制度にあらゆる資金というのはしっかり確保すると、ぎょろぎょろし

てやって、見てみればわかるわけですね。真剣にやっているわけでありますから、特

別、その村が笛太鼓で募集してやらせるものでもないのかなと。むしろそこの一段そ

うでない、今皆さん方の請け合ってやってくれたり、あるいは機械の支援をやってい

るのはまさにそういう方を中心にやっていると思うんですけれども、そういう部分の

支援こそむしろ家族経営なり、あるいは地域の成り立つということに寄与するのかな

というふうに思います。 

   言うことは大規模化、集積、結構ですけれども、では、そういう人は生産と生活の

場が一緒になるのかと私は思うんですね。あるいは地域の課題と自分の課題が一致す

るのかというふうに思います。言ってみれば、経営者は一人勝ちして、地域はどうで

もいいというふうにならざるを得ない。例えば、台風や水害のとき、お年寄りが田ん

ぼを見に行ったとか、川見に行ったとか、何も今行ってっことではないだろうという

んだけれども、それはなしてかというと、やっぱり自分の大事な所有地、これ、とめ

なければいけないと。村でも、堰が３０、４０ありますけれども、先ほど土地改良区

で聞いたら、もっと細かいところも見たらいっぱいあると。そういうものをちゃんと

雨が降ったときとか、風が吹いたときにあけたり、閉めたりと。これは地域の人たち

がみんな担って、今日まで維持してきたんです。そういう関係が法人になって果たし

てそこに雇われた人が行くかというと、経営者と頼まれて稼いでいる人では感覚的に

違うのでそういうことにはならない。それでは、一体、地域の持続可能な農業になる

のかなと私はうんと心配しているんです。 

   そういう意味での今までのかかわり方、行事なり、さまざまな地域の課題のかかわ

り方について、果たして主体的にできるのかという心配もあるわけでありますけれど

も、こういう水路の管理あるいは農道の草刈り、そうしたこと等々含めて一体持続可

能なものになっていくのかという心配であります。 

   それから、もう一つ同じ意味では、持続可能のもう一つでは、みんなが同じ方向で

一緒にやっていくということも１つの大事な方法でありますけれども、そういう取り

組みも大事でありますが、あらゆる角度で別な方法も必要ではないかと思うんです。

その１つには、県の農林水産部とＪＡ中央会が出した新聞広告があります。前に出し

たんです。今までの米づくりはリセットしましょう。今までのは全部チャラだよと。

そだことやっているなよと。一生懸命コシだ、うまい米だ、どうだのこうだのとやっ

てきて、リセットしましょうって。だから、さまざまな形でやってくれば安全的にで

きるのかなと、こういう一片の紙で、これ何するんだということになるわけで、やっ

ぱりそれは客観的に見れば食う人も減っているんだし、そういうことを見れば、当然
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それをやらざるを得ないんですけれども、ただ、そういうことをする場合、さまざま

な角度でやっていくことが大事なんだということを私は申し上げたいので、法人だ、

集積だ、集約化だ、だけではだめだというふうに、そういうやる人はかなりやってい

るんです、実際。それやって、なじょしてやっているのかとうんと心配して、俺もま

ざってるけどもちっともわからないという人も結構いるんです。それは会社に聞いて

くんちぇというしかないんですけれども。そういうことで全く経営者と農業者個人と

は違くなっている。対峙しているということが心配されているわけでありますので、

そういった点での問題。 

   村長もやっぱり大玉村の産業は農業だということでありますが、その中でも、特に

今度改めてこの米についても光を当てていくんだと言われているわけでありますけれ

ども、そうしたことについて新たな何かこの重点政策としてのブランド米というのを

打ち出されておりますが、そのさわりになる部分ですか、どういうふうなこと、詳し

くは言うことありませんが、ちょっとだけでお願いします。 

○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。 

   おっしゃるとおりだと思っております。大玉村法人化で全て面積を賄って農業が成

立するかと。土地改良の問題、水の確保の問題、水路の整備の問題等々も含めて、今

後もやはり家族農業、兼業農家、小規模農家といういろんな言い方がありますが、そ

ういう人たちがやはり大玉村の農業の中心としてこれからも続いていくんだろうとい

うふうに考えておりますので、そういう意味でビニールハウスの補助を出したり、共

同で農機具を買ってできるだけ負担を減らして継続してやっていただくという政策を

とらせていただいていると。 

   ただ、やはり法人化、集積化というのも国の方針でありますし、それに対する支援

もございますので、そちらに向かう方についてはやはり行政としても調整をしていか

なければいけないと感じておりますので、農業の経営の複線化という形で、小さい農

業から大きい農業までしっかりと村の米づくり、農業を支えていっていただくという

ことをこれからも村の方針としてやっていきたいと考えております。急速に法人化が

進んで、村の半分が法人化の会社が経営を担っていくというようなことについては、

本当に近未来的にもかなり難しいんではないかというように考えておりますので、家

族農業の考え方というのは大玉村にしっかりと根づいていくんだろうというふうに考

えております。 

   新たな取り組みとしてのブランド化については、やはり大玉の米はうまいというの

は、中通りを中心としてどこへ行っても、大玉は米うまいもんねと言っていただける

んですが、今、農協自体が、ふくしま未来自体が、米の食味計で数値を皆さんにお知

らせをしていて平均値が出たりなんかしていますので、かなり高い数値を出している

地域もありますから、やはり大玉の米はうまいよというのが米づくりの大玉のブラン

ドとしてのものがありましたが、それをしっかりと数値の上からも食味の上からも、

大玉の米はうまいよと言えるような米の生産、底上げというのはやはり必要だろうと。
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大玉は、これから農業の中心は米だと言っていくためには、やはり底上げが必要だろ

うと。ですから、ブランド化について栽培の統一化とか、これから関係者に集まって

いただいて、すぐにできる話ではありませんが、しっかりと制度設計をして取り組ん

でいきたいなと考えております。 

   それからあと、農業振興公社についての検討も今年行いたいと。どういうことに取

り組むかというのは二本松に公社がありますので、農協のほうからも農業振興公社を

立ち上げていただけませんかというような話も来ております。ただ、はい、そうです

かというわけにもいきませんで、調査・研究をしっかりとしてどういうふうに取り組

むかを検討してまいりたいと。それも結果的には、振興公社は農業の支援のための組

織というふうに考えております。総合的に大玉農業農政を進めてまいりたいというふ

うに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   そういう形の中で、さまざまな分野を含めて全体としてしっかりと位置づけていく

んだというお話であります。そのようにお願いをしたいと思います。 

   この質問の最後ですけれども、直売所ですね。さまざまな形で取り組んでこられま

した。大きく発展したわけでありますが、当初は、保養センターの玄関先でやりまし

た。その後、大して人も来なかったんですけれども、ふれあい広場のテントでやった

り、フォレストパークに行って出張販売したりということで、私も参加した経験もあ

りますが、先生のお話をずっと聞いて終わったなんていうときもあったんですね。 

   そういうことで、今日広がって、さらに大きく発展するためには、これは会社にお

願いしたんですから、あるいはまた直売会という組織があるので、いろいろあれこれ

言うのは余計なお世話でありますんで、そこははっきり相談してということを前提に

して、いろいろ相談、協議してさらに発展するためには一体どうしたらいいかという

ことが、これから考えるべきもう一つの段階に入っているんではないかというふうに

思うわけでありまして、それらについて、今後取り組むべき一歩ステージを上げると

いう立場での考え方なり、推進すべきことなどについてあればお尋ねをしておきたい

と思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   特色を生かしました家族農業を中心とした農業形態、こちらを創出していくために

は、まず１つ、前から言われていることでありますけれども、地域にある資源を使い

まして、生産と消費を循環させる地産地消という考え方。もう一つは地域の資源産物、

これらを組み合わせまして付加価値のあるもの、付加価値を高めていくというふうな

ことで販売網を拡大するというふうな、そういった重層的な取り組みが必要となって

くるというふうに考えてございます。 
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   そういった意味で、現在の直売所あるいは隣接しますお食事処たまちゃん、さらに、

３月１日から指定管理となりましたアットホームおおたま、そういったところについ

ては、村内における重要なこういった農業の舞台となり得るものだというふうに考え

ておりまして、先ほど１０番議員さんもおっしゃいました村づくり株式会社運営であ

りますので、村から直接にということではありませんけれども、これら会社、それか

ら直売会、さらには生産者の方々とその運営方法、あるいは販売方法等十分に協議さ

せていただきながら、その施策展開を支援してまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

   現在も行っておりますビニールハウスの設置補助、こういったものを通じまして、

端境期等の商品の数の確保でありますとか、それから、直売会等の組織を通じました

営農指導、そういったものを通じまして商品構成の強化を図る。さらには、３１年度

重点として検討進めてまいります米のブランド化、そういったものを通じて、米全体

の底上げを図っていく。また、直売所そのものの販路の多様化、そういったものも村

として取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういう直売所の発展方向と。 

   １つ、私は村長と雑談で話をしたことがあるんですが、高齢化だんだんする中で、

輸送手段というものについての懸念が出てくるであろうと。お隣のプラントにもそう

した方法でやられている方もおるわけでありまして、今後のさらなる発展を目指すた

めには、１つの方法として今後先ほど言ったように、よく相談してということが前提

になるわけでありますが、その輸送についても村としても一定程度の方向づけという

のが、新しい段階で必要ではないかなと思いますので、村長、何か案があるとすれば

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。 

   やはり農業にも高齢化の波が押し寄せてきておりますので、直売所の売り上げが

２億を越したということですが、やはりその直売会の方が野菜を生産していただかな

いと、出荷していただかないと基本的には難しいということですので、近い将来にな

ろうと思いますが、既に株式会社のほうにはすぐにということではないんですけれど

も、時期を見て、生産者のところに野菜を集めに行って、そして、販売をするという

ような方法も検討してくれませんかというお願いはしておりますので、やはり直売所

まで持っていって、そして、余った野菜をまたとりに行くとかというのが、だんだん

高齢者にとっては苦痛になってくると。ですから、生産はできると、そういう方法が

とれないかどうか検討していただきたいということでお願いをしているところでござ

います。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） いろいろと建設的なお答えをいただきまして、ありがとうござい
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ました。 

   もっといっぱいあったんですけれども、いわゆる家族農業にかかわって、さまざま

あるんです。１０年か２０年前ごろには消滅する集落とかなんて言われたんだけれど

も、本当に消滅しているかというとしていないです。そういう意味で、しっかりそれ

は何でかというと、便利さとか何か追及するだけならそんなところに住んでいること

はないんだと、都市に行けばいいわけです。スマートインターとか何だかんだと言っ

てなくなるんだったらそれでいいんだけれども、そこに住むかというとそうではない

ということからすると、きちっと意思を持った未来に伝えるそういう何かを持った住

民こそが、さらに引き続き地域を守っていくんだというようなことが、これ私が言っ

たことではなくて福大の行政政策学類の先生の話でありまして、そういう意味で、さ

らに引き続き取り組みを強めていただきたいというふうに思います。 

   次に、健康長寿の村づくりという大きな今回のテーマにということで、村長も早く

から言って、まさにそうだなというふうに思っておりますが、ここで、そういう思い

に至った、まず最初にどうしてそういうふうな考えになったんだということについて、

簡単に村長にお尋ねします。 

○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、今１０人の１００歳がおられます。これは、国・県の約倍の数です。です

から、大玉村長寿の村と高々と宣言をすることはできる状態ではありますが、健康長

寿を考えたときに大玉村の健康長寿の数値は全国平均もしくは若干低いというような

状況にもあります。福島県の中でもやっぱり中位ですから、長寿の村と高々と掲げる

のも、その前にやはり健康で長生きということが必要だろうと。今までも、各担当部

課一生懸命努力をして、健診率を上げるとか、スポーツに取り組んでいただいて総合

スポーツクラブとかいろんな努力をしてきているのですが、なかなかその健康寿命が

伸びないと。ですから、組織横断的に全村をもって取り組むべきであろうということ

で、３１年度前半で制度設計をして、後半実施という形で、早ければ後半に実施でき

るようにということで考えたところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   福島県でもこれまでもさまざまな取り組みというのをずっとやってきたわけであり

ますが、例えば、昨日まで福島県の健康検定に挑戦しましょうということで、パソコ

ンなりスマートフォンでできて、それで７０点以上取ると認定するとかという、そう

いうこともやっておりましたし、あるいは、新聞等々でも何回かに分けて、この健康

改善に悩む自治体とかさまざまなキャンペーンが繰り広げられてきたので、そのばら

ばら出てくるから、わからないからその何かまとまったもの、資料はないかと。それ

と、大玉村で今やろうとしていることをやったときに、統一できるものはないかとい

うことであったんですけれども、そういうものはないんだという話だったものですか
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らそれは結構です。 

   先ほど言ったように、具体的にはこれからだということですけれども、どんな形で

進めるのかというイメージだけでも、今言ったように前半ではこういうふうにして、

後半で実質的に進めるんだと言われたんですけれども、イメージ的にどういうことで

考えているんだということについて、短くでいいですからお願いします。午前中で終

わる段取りで。 

○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。 

   健康長寿を目指すというような中で、具体的にというようなことでございますけれ

ども、例えば、県で今やっております健康ポイント制度という制度でやっておるわけ

でございますけれども、当然、県と連携を図りながらというような中で進めていきた

いというふうには思っておりますけれども、村独自のやっぱり考え方、方向性を持っ

ていかなくてはならないということで、それぞれ村で例えば、そのポイントをためて

村でだったならば利用できる。そういうふうなポイント制を検討していきたいという

ふうに考えておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 先ほど、村長が村で、あるいは県で、全国でどの地域に行くかと

いうことがあれだということでありましたが、確かに、高齢化率の意味でも大玉村は

県内では２位だというようなことで、非常に誇るべきものもありますが、一方におい

て、実は先日、同僚議員が会長をやっているライオンズクラブの糖尿病の予防啓発セ

ミナーというのに参加したんですけれども、今までの概念が全く違ったんだなとびっ

くりして、さらにはまた、脳卒中とかそういうのが実は全国１位なんだということで

ありまして、これもまたびっくりしたんですけれども。何でも１番だからいいという

ことにはならないと思うんです。やっぱりそれを下げていく努力が必要で、そういう

ものにもさまざまな取り組みもすると同時に、１つは老若男女外に出る、人々が集う、

学ぶ、実践するという、このインパクトのある取り組みと、住民が主人公になるよう

な取り組みというのが求められると思うんです。したがって、そういう取り組みにぜ

ひお願いをしたいというふうに思います。そこら辺についての考え方をお聞かせいた

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。 

   ポイントに焦点が当たりますが、ポイントはあくまでも手段と考えていただいて、

本来は自分のお金を出しても自分の健康は自分で守るというのが基本的な考え方だろ

うと思っていますが、現実にはなかなかそうもいきませんし、あらゆる方法を使って

村民の寿命を１年でも２年でも健康寿命を伸ばすということが主目的になります。手

段としてポイントをつけて。 

   健診率を上げるということになりますと、健診を受けた場合にそれもポイントにな

るとか、それからプールに行った場合とか、スポーツクラブに入った場合とか、それ
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からサロンに参加、老人クラブに参加とか、いろんな事業に参加した場合とか自宅に

こもるんではなくて、高齢者はできるだけ外に出ていって社会活動をしていただくと。

ボランティアの場合にはどうするとか、どういうふうにそれを位置づけるかというこ

とについては、村民会議の中できっちりと制度設計をしていくと。 

   一番早く下郷町とかもう既に福島県では何カ所か健康ポイント制度をやっています

ので、そういうところも視察をしながら、参考にしながら、大玉独自のもの、そして

県との連携を視野に入れながら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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   まさに今村長からお話がありましたように、そのポイントがどうのこうのでなくて、

要はその健康づくりが眼目なんだ。まさにそのとおりだと思うんです。先ほどちょっ

と話もありました沖縄の女性の長寿の日本一の北中城村の関係で、それをずっと言う

気はありませんが、要するにそこで６つの取り組み、目標を掲げている。その３つ目

がそうやることによって医療関係費の健全化、あるいは予防、早期発見によって健全

になると。まさに一石二鳥で、これ２つできるということでの取り組みも大玉村でも、

それはまさに同じことかなと思ったわけであります。 

   そこで、それとあわせて国保の問題になるわけであります。前後したけれども、前

の質問を逆にしたわけですけれども、そういう中で国保の問題が出てくるんだという

ことでありまして、さきの議会でも全会一致で国に国庫負担の投入を求める意見書と

いうのが議会として国に挙げました。また、町村会でも県知事会でも全国知事会でも

挙げたということでありまして、そういうことについてを引き続き、村長も一定の安

定化のための財源を入れていくし、引き続き国に求めていくんだというお話もありま

したので、そのように引き続きお願いしたいと思います。 

   同時にまた、制度そのものの欠陥といいますか、構造上の問題、国保関係ですけれ

ども、保険制度には約６つあります。いろいろさまざまな皆さん入っているような共

済年金とか、あるいはそれに入っていないその他の人は国民健康保険とか。その中で、

人がふえればふえるほど税金が上がるというのが国保税だけなんです。人頭税と言い

ますかね。子育て支援を高々とうたっていながら、人がふえると税金が上がるという

のがこれ国保の仕組みで、矛盾しているんです。そういうものをやっぱりだんだん制

度として、今ここで直せるかというと直せないけれども、そういうものと一体に取り

組んでいくことが必要ではないのかなと。 

   何で全国知事会が１兆円置いていってくださいと言ったかというと、その差額はい

ろいろあります。後期高齢とか介護分とか言ってしまうとごちゃごちゃになるけれど

も、それ単純に比較して、国保と他の保険制度との差、税金の差は約１兆円だという

ことで、全国知事会ではその１兆円を入っちくいよと。そうすると平らになっぺとい

うざっくりした要望ですから、実際そういう要望もこれしていくということと、村も

住民も一緒になって健康づくりをしていくんだということを一体的に取り組まねばな
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らないと思いますけれども、それらについての村長の決意をお伺いいたします。 

○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。 

   国・県に対する、県も運営を主体としてやっているわけですので、国・県に対する

要望は今言われたように町村会を通して、強力に今要望しているということでござい

ます。 

   当然、この健康長寿の村づくりは、結果として寿命が延び、早期発見、早期治療に

基づいて、結果として医療費の軽減を図ることができるんではないかということで、

またその結果として保険税が軽減するのではないかという期待はありますが、あんま

りそこを強調しますと、ちょっと健康づくりと離れてしまう部分もありますので、結

果の結果としてはそういうことも可能ではないのかなというふうにも考えているとこ

ろでございます。 

   あとは、国保は非常に収入の弱い部分での特殊な保険だというふうには認識はして

おります。国民皆保険の中での最後のとりでということになるんでしょうけれども、

財源、財政基盤の弱いところを国にしっかりと補塡をしていただきたいということで、

これからも要求していきたいと思います。急激な税金の上昇にならないように激変緩

和を考えながら国保運営をしてまいりたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   それぞれ丁寧なご答弁いただきました。質問あちこちとはしょって申しわけなかっ

たと思うんですけれども、十分そこは酌んでいただいて、しっかりと取り組みをこの

地域、家族農業なり、地域の農業、それは健康、財政というものについても十分検討

されるようよろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

   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５４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） ５番押山義則君より通告ありました「地方創生事業を検証する｣ほ

か２件の質問を許します。５番。 

○５番（押山義則） ５番押山義則でございます。議長の許可をいただきまして、一般質

問を行います。 

   今回の一般質問、安倍総理大臣の施政方針演説の地方自治に直結する項目から、地

方創生に関すること、それから、全世代型社会保障への施策転換に向けての２点から

質問を設定いたしました。そして、追加質問として押山利一村長の施政方針とあわせ
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て、それぞれの担当課で取り組まれる施策の内容について。以上、質問申し上げます。 

   さて、４年前、地方創生に向けての提言を申し上げ、行政と住民が一体の意識のも

と、明確な目標を設定し、効果と方向性を見きわめ、地方創生総合戦略の実現に向け、

それぞれの担当のコミュニティーデザイナーとしての活躍を期待すると結びました。 

   大震災からの復興とあわせて、大玉村もさまざまな取り組みを通じて内外ともに頑

張ってこられたなと大いに評価するものであります。 

   それでは、地方創生を評価、検証するといった内容で何点かこれまでの成果と課題、

今後の方向性を伺ってまいります。 

   まず、安倍総理の施政方針、これは地方創生、農林水産新時代への取り組みという

ことで、改めて大玉村の農業、それから農家の経営安定化に向けての施策の展開につ

いて、この４年余りの成果と、さらに今回施政方針でも述べられましたが、今考えて

おられる課題について、先ほどの議員質問者と重なる事案でもありますが、それぞれ

担当に伺ってまいります。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   地方創生に向けての提言から４年を経過した段階での現在の大玉村の取り組みとい

うお尋ねでございますが、全国町村会が２９年１１月に出されました提言によります

と、なりわいをふやす中では、農業を強くする、あるいは林業再生、水産業の復活と

同時に農林畜業の連携によって物産の付加価値を高めていくというふうな項目でござ

います。 

   村といたしましては、畜産関係につきましては、予防接種に対する補助であります

とか、優良肉用家畜の雄牛助成、優良家畜の導入補助などを行ってきたところでござ

います。 

   また、水稲関係につきましては、機械整備等につきまして、あるいは施設について、

国・県の補助事業が、どちらかといいますと認定農業者、あるいは集落営農、法人化

等の規模拡大、あるいは集約に向けた補助に重視されている中で、中小規模の兼業農

家等に向けた機械等の共同利用整備事業によりまして、持続可能な農業経営にするた

めの機械導入の助成を行ってまいったところでございます。 

   園芸作物につきましては、直売所等への出荷を条件といたしましたビニールハウス

の設置補助によりまして、ビニールハウスを利用した栽培を行いまして、時期をずら

した、あるいは端境期等における園芸作物の生産、販売拡大に取り組んでまいったと

ころでございます。 

   来年度以降につきましては、大玉米のブランド化によりまして米全体の底上げ、そ

ういったものと同時に、多面的機能支払交付金事業の広域化にも土地改良区と連携し

ながら取り組んでいくことによりまして、施設の長寿命化、こういったことに取り組

んでまいりまして、村内農家の持続可能で経営の安定化に向けた施策の展開を図って

まいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 



 

- 68 - 

 

○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。 

   いろいろ説明いただきました。大規模な農業法人の実現、これは大玉村の基幹産業

としての農業を支える一つの柱が立てられる、そう評価しております。 

   そういう形が実現できることが大事でございます。改めて伺いたいんでありますが、

このような大きな組織、大玉村の農業を支えるためにあと幾つぐらいあったら何とか

なるのか、それぞれいろんな形で家族農業も支えていかなくてはならないんでありま

すが、ただ、柱として農業を支える、そういう環境づくりが一番求められているんで

はないかと思っております。そういう関係で、実現の可能性も含めまして、そういう

考えを伺っておきます。 

○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。 

   大規模経営あるいは農地集約化ということでございますけれども、現実的な村の水

稲の作付面積、９００ヘクタール弱というふうな規模、総体で考えますと、大規模に

行ったとして、例えば一事業体が５０ヘクタール程度が可能かなということであれば、

それを割り返した数字が理論上の数字というふうな形にはなろうかなと存じます。 

   大玉村の農業の将来にわたる安定的な継続というものを考えた場合に、今ほどご指

摘のありましたような大規模化、あるいは集約化というものも当然避けては通れない

道ではございますけれども、また、それを支えるのもまた家族を中心とした農家であ

るというふうなことを考えますと、先ほど村長のほうからさきの質問者の方への答弁

にもありましたように、農政の複線化、そういったものでどちらもやはり重要視して

いくと、そういうふうな農政の展開、こちらについても重要であるなというふうに考

えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   なかなか難しい答弁だとは考えておりますが、国の補助、該当続く限り、また村と

して村単独での助成金、農業機械の共同利用購入の支援などでありますが、持続可能

な農業を支える意味ではそれも大きな要素だと思っております。 

   改めて伺いたいんでありますが、これらの事業について、単独の助成金も含めまし

てどのように結論として評価されておられるのか。村民とか農家の皆さんの反応も含

めまして、今後の方向性とあわせて、事業の展開の方向性もあわせまして、村長の感

想を、この今の制度について感想を求めたいんでありますが、どのように村民の反応

を捉えておられるか。 

○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。 

   農業形態の多様化というのは、当然、今、部長が述べたように考えていかなくては

いけないというふうに考えています。法人の育成、それからあと家族農業の推進とい



 

- 69 - 

 

うのがありますが、それに対して、今の機械が壊れたならば農業、米づくりをやめる

んだという世帯もかなり前からお聞きしていましたので、それをなるべく持続してい

ただくためにということで、共同での機械購入、それからビニールハウス等への補助、

それから直売所の販路の確保等施策をやってきたわけでありますが、これについては、

補助等についてはとりあえず３年間実施をし、その後、率を少し下げさせていただい

て３分の１から４分の１、そして５年間は続けるということで、今年、３１年度が

５年目になりますので、３２年度以降についてはどうするかということで検討してま

いりましたが、これを５分の１にして継続していきたいと。５年たったから終わりだ

ということではなくて、５分の１でも２０％の助成ということになりますので、続け

ていきたいと。これは非常に有効だったというふうに考えておりますし、支援として

は、方法としては。ただ、残念ながら田んぼとか農地を使った一般ビニールハウス、

直売所以外のビニールハウスの利用が使っていただけないということ、施設園芸につ

いての推進についてはもう少し活用していただければありがたいなというふうに感じ

ております。 

   それから、法人に対する助成というのは、立ち上げの助成、それからあと、大法人

については機械設備の一部助成をさせていただきました。これからもしっかりと村と

しても農業経営については持続的に支援をし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） 前向きな答弁、ありがとうございます。 

   現実に、農業機械利用、これもいろんな話を伺いました。ただ、やはり制度的には

農家の皆さん、続けてほしいというような考えが強いようであります。今後ともそう

いう方向性でいっていただきたいと思います。 

   この農業関係については、先ほどの質問者からもいろいろございました。細かいこ

とは申し上げませんが、この地方創生で農業を支えるというようなことで、私は、大

玉村、この東西南北４つの区域に分けた地域づくりを申し上げた経緯がございます。

大玉村、それぞれの地域に特質がありまして、農業などの産業、それから野菜づくり

なども含め、それぞれの環境、条件を生かした取り組みが大事だと思っております。

今後ともそれぞれの地域で、まち・ひと・しごと創生戦略として、いろんな補助も含

めまして、きめ細かな対応を願うところでございます。 

   次の質問に入ります。この地方創生の２つ目、国土強靱化について伺ってまいりま

す。 

   これも前質問者からあったことでございますが、このことは防災に尽きるわけでご

ざいますが、このことは私の議員活動のライフワークとして取り組んでまいりました。

不安定な環境変化が感じられる時代、自分の身は自分で守ることが鉄則であります。

総理大臣の施政方針で特化されている項目でありますので、あえて質問項目に挙げま

したが、端的に伺っていきたいんですが、政府が、国が言っている国土強靱化に向け
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て大玉村としてどのような取り組みをなされてきたか。また、今後どのような取り組

みが必要と考えておられるのか、端的に伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   国土強靱化を図るための社会的なインフラ整備、これにつきましては、本村にとっ

ても極めて重要な施策と位置づけて推進をしてまいってございます。 

   まず、橋梁の耐震長寿命化でございますけれども、１次点検の診断結果から早期に

改修措置を図らなければならない橋梁が村内に１１橋ございます。現在、順次改修を

行っているところでございますが、３０年度につきましては４橋、３１年度につきま

しては３橋、３２年度には４橋の改修を行うということを予定してございます。 

   また、土砂災害に対するハード対策でございますけれども、県営の砂防・治山事業

といたしまして、平成２８年１２月に又兵衛山２号筋の砂防施設が完成いたしました。

また、平成３０年５月には龍ケ崎地区の山腹工が完成しておりまして、３１年から復

旧・治山事業といたしまして曲藤地区の谷どめ工の工事が始まりまして、３２年度完

成を予定しているところでございます。 

   また、土砂災害に対するソフト事業といたしましては、村民の皆様が地域の危険箇

所を知り、認識することが何より重要でございますから、平成３１年度におきまして

土砂災害のハザードマップ、こちらの作成に取り組んでまいりたいと予定してござい

ます。このハザードマップ、災害の危険が想定される地域、それから避難経路等々も

網羅しながら作成をしまして、こちらのハザードマップをもとにしまして、防災訓練

等についても生かしてまいりたいというふうに考えてございます。 

   また、水道管の更新につきましては、平成２７年度から老朽の石綿セメント管約

９キロの耐震化を順次行っているところでございまして、事業完了を平成３６年度を

目指して、現在、進行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） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。 

   私は土砂災害とかそういう関連の答弁だと思っておりましたんで、橋梁とか、それ

から水道管の交換、そういうものまで説明いただきましてありがとうございました。

いろいろされているんだなというようなことを感じております。 

   防災上のことでありますが、不安な箇所は不安な箇所として、先ほどの答弁にもご

ざいましたが、住民に周知する必要があると私も深く思っております。そのことはあ

る意味で行政の使命ではないのかなと感じております。既に特別警戒区域などの指定

は一応の対応と理解しておりますが、住民の安心・安全の確保はそれらの対策の強化、

そして進化にあると思っております。 

   国も異次元の対策と申しておりますが、異次元、ちょっと理解に苦しむんでありま

すが、大玉村としても防災訓練などを通じて対応されるものと理解しておりますが、

今年あたりも予算化されておりますが、具体的にどのような目的意識なのか。私自身
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の考えとしては、地域を特定というか危険な箇所、限定された地域での訓練とか周知

の必要性を深く感じております。 

   冒頭に申し上げましたが、自分の身は自分で守る、改めてその必要性とか取り組み

の考え方、伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   防災関係のことでございますけれども、昨年度行われました防災訓練、これにおき

ましては、火山が噴火した場合の避難態勢、それから危険がどこまで及ぶかというよ

うな中での防災訓練を行ったということで、これは冬山の雪がかなり積雪のある中で

の噴火ということで、それに伴う濁流とかということについては、この土砂災害に通

じる部分があるということで、そういう危険区域については特にその区域の方たちに

説明をいたしまして、防災計画上はこういった危険区域に入っているというような中

での訓練を実施した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） 防災訓練については後の質問にも項目でのせておいたんであります

が、やはり一番我々が懸念するのは、本当に危険な箇所というものは、村内歩きます

とある程度感じられます。皆さんもそうだと思いますが、その辺に重点を置いた施策

展開を願いたいと思っております。 

   先日、村長との談話で、玉井の油渕、瀬戸原の石積みの棚田について話をする機会

がありました。防災に向けての先人の知恵と申しますか、石積みの棚田が砂防ダムの

役割を担っている、その風景、立派な農業遺産であるとともに、そういった役割認識

を深くしたところでございますが、地域の防災意識とかそういうものはもとより、地

域共存共栄の崇高な精神でありますか、防災の観点からこのような歴史遺産が大玉村

にあるんだということも職員の皆さんにも理解していただいて、そして、ぜひこうい

う防災の考え方に生かしてほしいなと願っております。村長、改めてその辺のこと、

どういうふうに考えますか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 引き続き答弁を申し上げます。 

   今言われたその棚田、石積みについては、多分あそこは袋になっていますから、か

なり大雨が降れば昔から土砂災害が起きた場所かなという感じもしますが、しっかり

と石積みをして、そして田んぼを守っていると。ですから、昔の人たちは防災に対す

る備えは歴史的にしっかりと長い歴史の中で対応してきたということなので、それは

非常に参考になるというふうに思います。あそこはやはり大雨が降ればそういう危険

性がある場所だなというふうに認識をしていますが、ただ、近年の雨という、ゲリラ

豪雨というのは、どうも過去の歴史に照らしてもなかなか当てはまらないような大き

な災害があちこちで起きておりますので、村としても想定外と言って済ますことので

きない、しっかりと想定をして、そして対応していきたいというふうに考えておりま

すので、防災訓練も形式的なものじゃなくて実質的な形での防災訓練にしたいという
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ふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 力強い答弁、ありがとうございました。 

   棚田、先日の広島とか岡山の被害でも、自宅の裏に棚田があってそれが整備されて

いる場所は被害が起きなかった、そういう事例がしっかり検証されてございます。せ

っかくある棚田、最近、遊休農地になってございます。そういう意味で、せっかくの

そういう施設も守る算段もよろしくお願いしたいと思います。ぜひ、美しい村として、

大玉村の美しい村の１ページに加えていただければと思っております。 

   次の質問に入ります。安倍首相の地方創生の取り組みの３番目が、観光立国が国の

方針とございます。観光とは観点が少し違いますが、人集めの観点からそれぞれ通告

した何点について伺ってまいります。 

   まず、アットホームおおたま、そしてあだたらの里直売所について、ともに指定管

理制度でのスタートをいたしました。方向性は認めるところでありまして、うまく運

営されることを願っております。ただ、心配するのはリスクでございます。運営につ

いては既に議会から手が離れた案件ではございますが、この委託先については村民の

理解が大事であります。指定管理が成功に結びつくことを願うばかりでありますが、

何事にも欠点というか落とし穴はつきものでございます。改めて村長に、この指定管

理に対する方針を伺いたいんでございますが。 

○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。 

   指定管理については、各種収益的な施設については、全国を見渡しても直営でやっ

ているところはほとんどないということ、全てデメリット・メリットがありますので、

直営でやった場合の運営の柔軟さ、なかなか難しいというようなこともありますので、

メリットをさらに生かして、デメリットを少なくするという方向で、これから十分に

協議をしながら進めていきたいなと。これは今新たに各市町村で立ち上がっている施

設は全て指定管理で行われているということですので、メリット・デメリット考えた

場合には、メリットのほうがはるかに多いというふうに考えておりますので、これか

らも公設民営化については進めてまいりたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ぜひメリットを多く利用して、デメリットの少ないような、そうい

う指定管理の運営をお願いしたいと思います。 

   それから、あだたらの直売所について、これは順調な運営状況と思っております。

時代の要求を的確に捉えた運営を望むものでありますが、懸念されるのは生産者の確

保、先ほどの質問者からもございました継続性のある生産農家の発掘が大切と考えて

おります。営農指導の充実、６次化に向けての研究グループの養成や指定管理先との

調整機関としての行政の役割、その辺の考え方を改めて伺いたいんでありますが。 
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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） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   あだたらの里直売所に関します生産者の確保、それから営農指導の重要性について

は十分に認識をしているところでございます。指定管理の運用として、直売所につき

ましても村づくり株式会社が運営をするということでございますが、村といたしまし

ても、農政進展の観点からも、こちら営農指導による産品の充実、そういったものに

も当然取り組んでまいりますし、生産者の確保というものにも取り組んでいかなけれ

ばならないということで、支援には全面的に直売会組織等を通じて支援をしてまいり

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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございます。 

   最近、直売所でも農業に大変知識を持つ職員が入りまして、会員が大変助かってお

ります。肥料の扱い方とかつくり方まできめ細かな指導をしているようで、大変いい

ことだと思っております。ぜひ、途絶えることのないようにお願いしたいと思います。 

   次に、ふるさと納税について伺います。端的に伺いますが、総務省の言われる条件

ついて、担当の考え方を伺います。ふるさと納税に対する社会の捉え方、多分変化が

生まれると思っております。ふるさと納税制度が生かせるか、また自然消滅してしま

うのか、これは正念場だと思っております。プロジェクトチームのような研究機関を

通じて、過去にもあったようでございますが、さらなる工夫を願いたいと思っており

ます。改めて取り組み状況、今後の考え方を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   ふるさと納税制度につきましてでございますけれども、昨年、総務省から返礼品に

対する考え方が示されました。これにつきましては、寄附額の３割以下、返礼品の調

達価格を３割以下とするようにというふうなことで、一部に過度な返礼品の競争等に

よりまして、ふるさと納税本来の趣旨が失われているんではないかというふうな趣旨

でございました。村といたしましても、この総務省の指示を受けまして、現在、全て

の項目について、返礼品調達価格３割以下というふうにしたところでございます。 

   そもそも論でいきますと、ではふるさと納税というのは返礼品が主なのかというふ

うなところの議論というふうなものも一部ではございますけれども、村といたしまし

ては、寄附をいただいた方に対して返礼をすることによって村のよさを知っていただ

く、あるいは村の産品、そういったものの拡大にもつなげていく、そういったものと

して継続してきた経過がございます。 

   今後につきましても、国の示した枠の中でより魅力的な、より見ていただけるよう

な、そういった産品について庁内でも検討を重ねてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。先ほども申し上げましたが、産品を競争するものではないということでは

ございますけれども、実際、現在ホームページ等を見ますと、やはり目立つところの
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ホームページはやはり強いなというふうなところを感じることも多々ございますので、

そういったところにも十分に目を当て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） ５番。 

○５番（押山義則） おっしゃるとおり大変だと思います。ただ、せっかくの制度ですの

で、うまく生かせるような知恵を出して取り組んでいっていただきたいと思います。 

   次に、日本で最も美しい村について伺います。 

   端的に事業としてのこれまでの成果について、どのように捉えておられるのか伺い

たいと思います。また、いぐね保存などを考えておられますが、方向性としていかが

なものか。私が懸念するのは行政のひとり歩きを心配するんであります。村民の理解

がどのように理解されていくか、進展していくか心配であります。その辺も含めまし

て改めて伺います。 

○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をいたします。 

   日本で最も美しい村連合の成果の関係でございますが、連合へは平成２６年１０月

に加盟が認められまして、本年１０月で５年を迎えるということでございます。これ

までの取り組みとしましては、美しい村の認知醸成と村で行うイベント、チラシ等に

ロゴマークを表示するなど、あるいはポケットパーク、それからふれあい広場の看板

の設置など住民への認知を周知してきたところでございます。 

   加盟に関する地域資源につきましては、以前からご説明しているとおり民俗芸能、

村には２つ、本揃の田植え踊り、神原田神社の十二神楽ということで、その保存の伝

承・継承という重要な役割がございます。これに関しましては、２つの小学校、玉井、

大山両小学校の児童による継承が現在も行われているというところでございます。昨

年１１月７日から８日にかけての東北ブロック総会が本村で開催されまして、それぞ

れ参加された東北ブロックの皆様に本村の魅力について触れていただいたというとこ

ろでございます。 

   それから、平成２７年７月に、日本で最も美しい村づくり推進協議会を設立しまし

て、各階層団体の方々にそれぞれ委員になっていただきまして、それぞれの団体にお

いてのごみ拾い、環境保全の活動など、それぞれお願いして実施しているところでご

ざいます。 

   ５年目を迎えますので、これら取り組んできたことを住民の皆さんとともにさらに

継続・発展させていきたいというふうに考えております。 

   それから、２番目のいぐねの保存の方法についてでございますが、これに関しまし

ては、景観保全調査としまして平成２８年度に実施しております。この調査によりま

すと、いぐねの用途や役に立っているという関係につきまして、やはり防風という面

が一番回答が多かったと。このいぐねの余りよくないところとしましては、落ち葉、

倒木、雨どいの掃除が大変であるというような、これに関しましてはやはり歴史的に
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建築方式が変わりまして、大分前にはわら屋根であって、今は瓦屋根になり、近代化

されて雨どいもつき、そういった部分では建物の建築様式が歴史的に変わってきて、

そういったいぐねの余りよくない部分がちょっと目につく部分が多いのかなと。 

   また、美しい景観を継承するために、村による指導及び費用の助成という声等も、

そういったアンケートの中にありましたので、村といたしましては、日本で最も美し

い村連合の加盟に際し評価された重要な点でございますので、今後、保全管理に係る

費用の助成などについて、十分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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   この日本で最も美しい村が大玉村の環境保全に役に立つことはいいことだと思いま

す。ただ、いぐねについては決して無理のないような施策展開を願っておきます。 

   それから、ペルーホストタウン、これ、通告書にホームタウンと間違いがありまし

たので、訂正願います。このペルーホストタウンについては、今年度は準備の年と伺

っております。はて、具体的にホストタウンとしての、どのような計画か、スケジュ

ールなども含めまして、オリンピックはすぐ目の前でございますので、その辺の準備

について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   ペルーのホストタウンの取り組み関係でございますが、現在、ホストタウンの登録

申請に向けて手続をとっているところでございます。大玉村としては友好都市締結し

ておりますペルー国を対象として現在進めておりますが、来る２０２０年のオリンピ

ックの開催時に、ペルー国を応援すると。あと、前後して今の計画ですが、マチュピ

チュのほうから関係者を招致して交流を図ると、大きくはその２点でございます。あ

とは、２０２０年のオリンピックに向けた機運醸成のためのサイン、いわゆる標示関

係ですか、そういったもの。あと、夏祭りなんかでの、今までも国際交流協会等でブ

ース等を設けておりましたが、そういった部分を活用しながら、大玉村とペルーの関

係、あと、オリンピックの機運醸成を図っていきたいというような中身となっており

ます。 

   なお、申請書につきましては、３月末までに提出をする予定で今のところ進んでお

ります。すんなり手続がいけば、５月末に登録になろうかなというふうに考えており

ます。 

   なお、当該ホストタウンに係る費用につきましては２分の１が特別交付税措置され

るということでして、登録に向けて現在手続を進めているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） このホストタウンについては、日本でオリンピックが行われるわけ

ですから、やはり参加することに意義があるのかなと、私は考えております。やはり
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せっかくマチュピチュを生かせる機会でございますので、ペルーとの友好、それで大

きな意味でペルーのみならず大玉村のコマーシャルにもなりますので、そのような捉

え方、しっかりお願い申し上げます。 

   それから、名倉山登山道について伺います。これまでも地元住民とのかかわりが大

切と申し上げてまいりました。それについてどのように今捉えておられるのか。登山

道の整備の際、これは村長とのお話なんですが、財産区の基金から繰り出す際に、村

長の話から、大震災に向けての鎮魂の事業として取り組むというようなことで賛成し

た思いがございます。私が申し上げたいのは、当初の目的を忘れないで、どうか３・

１１に山開きなどするとか、真の意味で鎮魂の行事に向けての体制づくりを願うんで

ありますが、改めて、これは村長に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、お答え申し上げます。 

   名倉山については、頂上からの景観、登った方については十分認識をいただけると

思いますが、本当に我々から見れば絶景、日本一の景観だと、安達太良山の景観とい

うふうに感じておりますので、できるだけ多くの方に登っていただいて、村の美しさ、

村のよさを感じていただいて、その結果やはりいぐねも大切だ、何も大切だというこ

とで、自然景観まで含めて、そういう機運を盛り上げたいということも当然あります。 

   今言った、鎮魂のというのは、できれば、小野町みたいに五百羅漢像のような、あ

あいうものを設置できないかと。できないかというよりは設置したいということの希

望を持っておりましたが、やはり登山道としての整備がまず優先だろうということで、

安全確保のために手すりをつけさせていただきました。今度はやはりそこに至る道路

がかなりひどいということなので、道路の整備も逐次、随時やっていかなければいけ

ないだろうと。それからあと、あそこを花木で飾るという前々からの計画がございま

したので、今年も当初予算に上げさせていただきました。花木を植えて少しずつ整備

をして、ある程度の形になったところで、それは諦めてはおりませんので、ぜひふる

さと納税の目玉にしたというふうにその当時は思っていました、全国から募集すると。

ただ、その体制がかなり準備が必要なので、今言いましたように、ある程度整備が進

んで恥ずかしくない登山道整備となった時点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） ５番。 

○５番（押山義則） ぜひとも初志を忘れないで、そういう崇高な考えだと思います。あ

あいう福島県の真ん中で、やはりそういう意味の意思表示は大事だと思っております

ので、今後ともよろしくお願いします。 

   海外交流について伺います。台湾との交流、中学生を通じてのホームステイなど、

村づくり、環境づくりとして意義あることと感じております。今年は村民も参加でき

るツアーなども計画されていると伺いました。国内市町村との交流も含めまして、こ

の意義と成果、それから今後の方向性を伺ってまいります。よろしくお願いします。 
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○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。 

   国内外交流の意義と方向性の関係ということでございます。まずは、国外の交流の

関係でございますが、マチュピチュ村との交流につきましては従来どおり進めている

ところでございますが、現在はチャリティーゴルフの関係で募金をいただきまして、

それらをマチュピチュ村の子どもたちに文房具等を贈りたいということで、今期、

３月議会のほうにそれらの予算も計上させていただきましたので、これが可決いただ

ければ手はずを整えて、そういった事務も進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

   それから、台湾の交流につきましては、先月の末、台湾の大竹国民中学の生徒さん

２６名を大玉中学校のほうで迎え入れまして、その夜ホームステイをさせていただき

まして、非常に子どもたちも喜んでいるところでございます。また、交流の中には、

大竹中学校のほうで内緒で大玉中の校歌を練習して披露し、非常に大玉中の生徒も感

銘を受けていたということで、交流事業、非常にうまくいっているなというような実

感を持っているところでございます。 

   また、先ほども質問の中に出ましたが、今年、福島空港を利用して「村民の翼」を

実施したいということで、今調整をしているところでございます。これにつきまして

は、玉川村さん、北塩原村さんのほうとの調整を図りながら、ぜひ年度後半のほうに

実施していきたいと。本来であれば早急にという考えもありましたが、やはり台湾は

観光立国で人気ございますので、福島県のほうでチャーター便を飛ばすというような

チラシが出たときには、もう既に半年分ぐらいの予約が埋まっているというような状

況でございますので、村としましては、その後の調整をしながら実施をしたいという

ふうに考えてございます。 

   それから、国内につきましては、今ほどお話しした北塩原村、それから小国町、茨

城県の美浦村、茨城町とそれぞれ災害相互応援協定を締結してございます。そういっ

た中でも、茨城県の茨城町と美浦村につきましては、友好交流都市も締結していると

いうことで、さらなるそれぞれの人・物・情報の交流等を進め、村民の皆さんととも

にお互いに交流を深めていきたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） それぞれ努力されていること、よくわかりました。大玉村、観光で

成り立つほど自然も文化も豊かではございませんが、人と人との交流を盛んにして、

村の活性化を図っていく狙いは正しいと思っております。地方創生の推進、村長の施

政方針でも伺いました。進展に期待申し上げまして、次の質問に入ります。 

   次に、全世代型社会保障への転換に向けてといった内容で伺います。このことは大

変範囲の広い問題でありますが、何点か端的に伺います。 

   まず、教育無償化について。これは同僚議員との質問設定が重なりましたが、私か

らはまず、待機児童ゼロ、これを保育行政で実現可能なのか､受け入れ態勢は万全な
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のか、その辺を確認し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。 

   保育所に係る待機児童解消というようなことでございますけれども、現在保育所に

おいては、残念ながらゼロ歳児については待機児童があると。それに伴って、ゼロ歳

児と兄弟の児童については待機いただいているというような状況でございますが、こ

れは、年度当初には待機児童は解消する見込みでございます。ただ、途中から転入さ

れるような方、そういった方がふえてくるということで、なかなか途中から待機児童

というふうなことで、今年度待機児童が出ているというような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） まず、完全には防げないというのは、これはやむを得ないのかなと

思っておりますが、できるだけゼロになれるような体制づくりをお願いしたいと思い

ます。 

   次に、村として高等教育、大学生などに給付型奨学金制度の拡充、これは端的に考

えられないかということで伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   今年の１０月から幼児教育の無償化が実施されることになっております。さらに政

府におきましては、来年度、高等教育の無償化に向けた方針が策定されております。

この方針の中で、支援が必要な低所得者世帯に対しまして、授業料等の減免制度の創

設、給付型奨学金の支給の拡充が盛り込まれております。今後の国の動向について注

視しまして、本村においても今後の国・県の総合的な対策を見据え、各自治体の取り

組み状況やニーズの把握に努めながら教育環境の充実を図ってまいりたいというふう

に考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） これは、無理は申せませんので理解しておきます。 

   次に、先ほどの質問者と重なりますが、児童虐待の根絶に向けて、その対応状況を

伺います。これは今、国会でも盛んに議論がなされていることで、結局は地域で子ど

もを守るというのが結論のような状況でございます。 

   ただ、現実はたやすいことではありません。私なども子どもの見守りを通して、こ

こ１０年来、地域の仲間５人と見守りを続けてまいりました。また、サロンとか何か

で、半年に一度ぐらいは地域の子どもたちとサロンで一緒に夏祭りとかクリスマス会

とかを通して子どもを見守ってきたわけでありますが、ただ、現実には、朝、見守り

の中で、朝御飯を食べない子、いつも励ましの声をかけながらも、とうとう登校拒否

してしまう子、いろんな状況は理解しているんですが、結局、家庭への干渉は不可能

なんでございます。正直申し上げまして、関係機関に伝えるすべがない。それが実態

であります。子は親を選べないというのも実情でございまして、悲しい現実がござい
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ます。 

   虐待等防止地域協議会など、これ設定されておられますが、私どもから言いますと

実態が見えません。後の質問に関係機関との連携状況を伺うなどとも設けておったん

ですが、住民にやっぱり理解される、誰もがわかる、子どもを守れる、そういう環境

づくりが肝要ではないかと思っております。民生児童委員とか、そういう形がござい

ますが、先ごろも民生児童委員の協力員とか設けてはとか、そういうことも申し上げ

てまいりましたが、現実にいろんな状況を把握していても、それを伝えるすべがない

というのが村民の現状でないかと思います。その辺も含めまして、改めて対応につい

て、難しい答弁かもしれませんが、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今、議員さんお話しいただきましたように、本当に難しい問題だというふうに認識

しております。保育所とか幼稚園、学校等、生徒自身に対して目を配るということは、

当然これ必要なことだというふうに思っているわけですが、そういう子どもの様子を

通じて、虐待があるかどうか、そういう判断も一つの材料だと、大切な部分だという

ふうには思うわけですが、やっぱり地域で、結局どうなのかな、大丈夫かなというよ

うな、そういう情報をいかにつかむかということが、かなり難しい部分かなというふ

うには思っております。 

   民生委員さん、確かに各区、行政区単位でお願いしているわけですが、民生委員さ

んだけで対応できるという話では確かにないと思います。地域の活動の中で、例えば

議員さんおっしゃるように、子どもたちとのふれあい、そういう中で感じた部分につ

いてお話をいただく、情報をいただくというような部分もとても重要になってくるの

かなと。今、虐待といっても、昔は虐待として認識して通報されなかった部分が、か

なり虐待件数がふえているというのは、やっぱり皆さんの認識が変わってきたという

ことで、虐待件数もかなりふえてきているというような部分もございますので、どう

か話しづらいということでなくて、行政なり民生委員さんなりに情報を寄せていただ

ければというふうに考えているところございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 理想は理解するんであります。ただ、毎朝私たち気にかけているの

は、子どもの挨拶で、最近、おはようでなくて、御飯食べてきたよ、そういう挨拶も

ございます。悲しくなります。ああ、こういう思いしているんだなと。だから、そう

いう思いの中で見守りを続けています。 

   ただ、先ほど申し上げました。伝えるすべがない。昔、１０年ぐらい前は、学校の

校長とか何か、時々見回り、見守りのところに顔出ししてくれました。最近、先生方

の多忙化もありまして、そういうこともございません。だから、そういう機会もまた

なくなってしまいました。ただ、現実には見守りも、後継者もいませんが、やめられ

ないというのはそういうことなんです。毎日１００人ぐらいの子どもを毎朝見ていま

す。１００人１００様です。しっかりした親もいるし、この冬、とうとうコートも着
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ないで歩いた子どももいます。寒いです。でも、何とも家庭に踏み込むわけにはいか

ないというのが、５人で話し合いはしますが、ただ、正直言っていろいろ制度はあり

ますが、伝えるすべが、村民誰もが持っていないということ。それをやっぱり充実さ

せていただきたい。これは強く願っておきます。 

   次の質問に入ります。消費税率１０％、これ実現するでしょうか。端的に伺います。

軽減税率の導入、それからプレミアム付商品券の発行、キャッシュレス決済普及のた

めのポイント還元、これ具体的な理解がありましたら説明願い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。 

   消費税１０％引き上げに伴う政府の消費税の増税対策といたしましては、報道等で

もご存じかと存じますが、飲食料品や新聞の消費税を８％に据え置く軽減税率の適用、

さらには低所得者やゼロ歳から２歳の子どもがいる世帯に対するプレミアム付商品券、

また、中小小売店でのキャッシュレス決済に対応してポイントを還元、５％分を現在

検討されているところでございますが、そのようなポイントの還元と。そのほか何点

かあるようでございますけれども、報道等で取り上げられておりますのは、このよう

な点かと存じます。 

   これにつきましては、対応策といたしまして軽減税率、複数税率の対応のレジを例

えば導入したいというふうな中小の小売店の方がいらっしゃった場合、経済産業省に

おきまして軽減税率の対策補助金というふうなメニューが用意されてございます。こ

れにつきましては、４分の３を国が補助し、４分の１が設置者の負担というふうな概

要のようでございます。 

   また、プレミアム付商品券につきましては、政府の方針によりまして、村といたし

ましても適切な発行、それから運用について行ってまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

   キャッシュレス決済への対応につきましては、これに対応するポイントの付与の期

間が、消費税の１０％導入からオリンピックまでの約９カ月間というふうなことが現

在取り沙汰されてございまして、この９カ月間ということから、現在の状況から、村

内の商店等におきましては、ぜひ導入したいという意欲は余り高くないかなというふ

うな印象を持ってございます。 

   ただし、こういったキャッシュレス決済の導入につきましても、先ほどと同じよう

に、経済産業省におきましてキャッシュレス消費者還元事業に対する補助金というふ

うなものも用意されておりまして、機器導入につきましては、国が３分の２、それか

ら決済事業者が３分の１負担ということで、導入する中小の小売業者につきましては

負担なしで導入することができるというふうな制度設計がなされているところでござ

います。 

   村といたしましては、こういったことをきちんと商工会等を通じまして情報を提供

することによって、適切な運用を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

   また、これとは別の村としての振興策というふうなことでございますけれども、こ
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れにつきましては、現在行っておりますポイントカード、これらに対する割り増し券

に対する助成等を行いまして、より身近なところでの、消費税とは連動はしないわけ

ですけれども、そういったところでより村内での購買活動、そういった意欲を高めて

いただけるような、そういった施策についても、商工会あるいは商業振興協同組合等

と協議をさせていただき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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   財政は大変なんでしょうが、こういう煩わしい制度、できれば実現してほしくない

と考えております。これはあくまでも意見でございます。 

   追加質問で、施政方針の内容について伺ってまいります。 

   まず、村長に重点政策として掲げられた大玉産米のブランド化、そして健康長寿の

村づくりについて、この動機と目標と基本的な考え方、改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   ブランド化については前の質問で詳しく述べましたので、簡単にご説明しますが、

実質的に大玉村の米がうまいと言っていただけるような、やはり底上げを図らないと、

今どこの米もおいしくなっています。生産技術も上がっていますし、気候変動もあり

ます。いろいろありますので、大玉の米はうまいよという形だけでなくて、すっかり

と数値なり食味なりでそれをアピールできるようなものをとなると、やはり大玉の米

のブランド化というものに取り組んで、底上げを図っていきたいというふうに考えて

おります。これについては農協とタイアップしながら栽培方法等を検討して、そして

農家の皆さんの意見等を踏まえながら進めていきたいなと考えています。時間がかか

ります、これは、ブランド化は。 

   それからあと、健康長寿の村づくりについては、やはり大玉村の元気で長寿、長生

きというものを１歳でも２歳でも伸ばしていきたいということ。これが、各行政はや

はり縦割りになってしまいますので、これを完全に横断的に事業推進をしていきたい

ということで、健康長寿の村づくりということを３１年度のメインとして考えていき

たいと。言いましたように、健康長寿の年齢は福島県でも日本でも大玉村は決して高

くないと。それからあと、お話もありましたが、脳溢血とか脳疾患は日本の国で

４７番目と、最悪だということもありますので、その辺も含めてしっかりと元気で長

生きということについて取り組んでまいりたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。基本的な考え、伺いました。 

   次に、それぞれの担当課の内容から伺ってまいります。まず、総務課の内容から、

職員の研修などについて、多様化する社会状況のもと、職員の資質が問われる状況に

ございます。昨年は悲しい現実がありました。そういう反省点も含めまして、健康管

理を含め、具体的な対応を伺います。 
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○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。 

   最も大切なことは、社会人として、地方公務員として職員みずから自己研さんに努

める、資質の向上を図ることではないかというふうに考えております。しかしながら、

日々の業務を遂行しつつスキルアップすることはたやすいことではありません。この

ため、現在派遣を行っているふくしま自治研修センターへの研修参加により、求めら

れる能力の開発に向けて、必要となる知識の習得を図っているところであります。 

   また、こおりやま広域連携中枢都市圏におきましても、職員を対象とした研修プロ

グラムを作成する計画となっております。具体的なメニューづくりにつきましては新

年度になりますが、積極的に全職員を参加させたいというふうに考えております。 

   具体的な対策としましては、それぞれの職員、採用された場合は新採用職員の前期、

後期の研修なり、４年目を迎えた場合は基礎力アップ、８年目を迎えた場合は応用力

アップ、１２年目を迎えた職員は実行力アップ、初めて部下を持つ係長については新

任係長、新たに管理職についたものは新任管理職、次に課長職に就いたものは新任課

長研修ということで、それぞれ研修を行っておるところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。よく理解いたしました。 

   次に、政策推進課について伺います。１つ目は、地域おこし協力隊の活用による情

報発信についてとおっしゃっておられます。これは専門的技術を生かすと理解してい

いのか、その辺伺います。 

   それから、２つ目に、公共交通システムの充実について、デマンドタクシーが好評

と伺っておりますが、この公共交通システムの理想とする到達点、どのように捉えて

おられるか伺います。 

   それから、３つ目、防火指導について、これは担当が違うかもしれませんが、具体

的に火災報知機の義務化は現状どのように捉えておられるか、これを確認しておきま

す。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   地域おこし協力隊につきましては、今回予定してございますのは、そういったホー

ムページなりＳＮＳ等に精通している方ということで、今専門的な知識を持っている

方をお願いしたいなということでございます。これにつきまして、さまざま、今、教

育委員会なり産業課で採用される方と協力しながら、村のよさを発信できるよう、活

躍していただきたいというふうに考えております。 

   次に、２番目の公共システムの関係でございますが、これ今、デマンドタクシー、

非常に好評でございます。１台でかなり大変な状況になってございまして、今後この

活用状況を踏まえれば、台数の増加も必要なのかなというふうな状況でございます。 

   理想とする到達点ということでございますが、これにつきましては、やはり交通弱
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者、高齢者の足の確保をしていくということが最終的な理想の到達点かなというふう

に考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   住宅用火災警報器についてでございますけれども、現状ということで、消防法の改

正によりまして、新築住宅につきましては平成１８年６月から設置が義務づけられて

おると。また、平成２３年６月からは、既存住宅、既にあった住宅を含めた全ての住

宅に設置が義務づけられておりますが、未設置に対する罰則規定がないというような

ところで、全家庭が設置されているということではございませんが、県全体では設置

率は７４．６％ということで、安達地方広域行政組合消防本部管内では８２％という

ことで、条例に適合しているかどうかというのはまた別になるわけですけれども、設

置はされていると。ただ、法に適合するように全部に設置されているかというと、ま

だそこまではいっていないというような状況もございまして、現状としては、全国で

は福島県のレベルとしては４３位ぐらいですので、決して高い状況ではないというよ

うなところです。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ３番目の防火指導については、住民の安心・安全を守るということ

の観点でございますので、これは改めてしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

   次に、税務課のことについて伺います。サービサーですか、私立探偵のようなもの

だと伺っていますが、この活用、これは必要性を、活用方法を含めどのように検討さ

れたのか、改めて伺います。 

○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。 

   サービサーという、ちょっと聞きなれない中身でございますが、これは民間業者の

名称でございまして、これらにつきましては、遠隔地の滞納者に対するさまざまな調

査について、今回委託をお願いしたいということで、納税の公平性というものがござ

います。遠隔地でありますと、どうしても現地まで赴いたりする費用、時間等が非常

に通常の業務を圧迫するということになりますので、当然、遠隔地の場合、そういっ

た業務が手薄になる状況になります。ただし、納税の公平性から、遠隔地であっても

やはり村内に居住されている方と同じく納税してもらう必要がございますので、同じ

く取り扱うためには、経費を削減して進める方法というものを模索したところ、今回、

このサービスがあるということが調査の結果わかりましたので、また他の行政もこれ

らを活用しているということで、実績もあるという中身でございますので、本村につ

きましては、今回は調査関係を委託して納税の公平性を保ちたいというふうに考えて

おりますので、非常にこの必要性があるということで検討した中身でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 
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○５番（押山義則） ぜひ有効的に活用されることを願っております。 

   次に、防災訓練について、これは住民生活課で、先ほど質問いたしましたので飛ば

します。 

   それから、健康福祉課の子育て支援、虐待予防についても、これは関係機関との連

携状況、大体理解しましたので。さらに健康長寿についても、しっかり村長から話を

伺いましたので、これも飛ばします。 

   再生復興課にいきます。仮置場の原状回復について、改めてこの件数と時期と、あ

と事業概要を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   原状回復の時期ということでございますけれども、まず来年度、３１年度の原状回

復ということで６カ所予定をしております。さらに３１年度の中で、測量設計も含め

まして原状回復の予定ということで５カ所、３１年、３２年度で完了させたいという

ような計画でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） これは、村内に１１カ所と理解してよろしいんですね、わかりまし

た。 

   次に、産業課としての地域おこし協力隊、それぞれ地域おこし協力隊があるんです

が、その具体的な活動方針、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。 

   地域おこし協力隊につきましては、採用着任予定の青年なんですが、現在の職場と

の調整を行いながら、４月から着任いただくような方向で調整を進めているところで

ございます。 

   何度か面接を行ったところですと、本人、大玉村に住んで大玉村の資源を生かして、

半農半業というふうな言葉がありますけれども、半農、それから半業務を行いながら、

そういった生活基盤を構築しながら、そのような村での生活をインターネットあるい

はＳＮＳ等で発信することによって、大玉村の魅力やＰＲにつなげていきたいという

ふうな意向を強く持っている青年でございます。 

   このため、村といたしましても、こういったことを生かしながらＩターン、Ｊター

ンのそういった部分について、みずからの取り組みによる村のＰＲ、あるいはこれら

に共感された方を受け入れる基盤整備、それから空き家、休耕地などの情報のデータ

ベース化、それらのデータを活用しました需給のマッチング、それから、農業を始め

たい人のための研修・受け入れ態勢の整備、そういった支援体制の整備、空き家のリ

ノベーションというふうな、そういった分野に当たっていただきたいというふうに考

えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 
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○５番（押山義則） この地域おこし協力隊、さまざまな形で、最後にも生涯学習課とし

ても活用されるということでありますが、こういった制度も村民の理解がいまいち理

解されていないというように私は感じております。その辺をもう少しＰＲする方法を

捉えていってほしいと思います。 

   次に、建設課に入ります。応急仮設住宅撤去に伴う跡地の整理でございますが、こ

れは端的に、土ぼこりの被害が想定されるんでありますが、撤去工事の中で対応でき

ているのか、それを確認いたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   ご質問の点ですが、今年とそれから３１年度、あわせて撤去工事を行うわけですが、

ご指摘のように、土ぼこり等の対策として、３１年度、全ての仮設それから地下埋設

物撤去後について、整地に当たっては敷き砂利の施工というふうなことを計画してご

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） 改めて伺いますが、敷き砂利となった経緯は、要するに伺いたいの

は、この跡地の活用目的をどのように捉えておられるかということを確認しておきま

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） 応急仮設住宅撤去後の跡地管理につ

きましては、次の土地利用が決定するまで普通財産として村が管理するということに

なります。活用の方法につきましては、現在、プロジェクトチームで検討中でござい

ますので、それまでの間、議員ご指摘のように、春先の土ぼこり等々の被害を防ぐた

めに敷き砂利というふうな施工を計画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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。よく理解いたしました。 

   次に、この項目に載せた災害ハザードマップというのは、先ほど伺いましたので飛

ばします。 

   農業委員会のことを伺います。農地転用許可の指導・助言について、これは追跡調

査の必要性について伺いたいんでありますが、農地改良と称して残土処理事業の現状

がございます。現状把握はしていると思いますが、指導が徹底していないと、これは

村民の不安もございます。その辺、監督権者としてどのように捉えておられるかを伺

います。 

○議長（遠藤義夫） 農業委員会事務局長。 

○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。 

   今ほどご質問の、農地改良から引き続く農地転用でございますけれども、農地転用

につきましては、事業計画期間が完了したとき、もしくは一時転用につきましては、
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転用期間が満了したときに農業委員会に完了届を提出することが義務づけられてござ

います。今ほどご指摘の追跡調査というふうな部分でございますけれども、これら完

了時点で確実にその部分を確認をさせていただくというふうなことでございます。 

   完了届が提出されないというふうな部分につきましては、文書での督促を発出いた

します。また、完了時点で計画と差異があると認められた場合につきましては、現状

から是正を求める通知を発出する、そしてまたそれに基づいて指導を行っていくとい

うふうなことでございます。 

   したがいまして、許可から一時転用の完了まで確認、それから調査を行っていると

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） ５番。 

○５番（押山義則） このことについては、全国的にもいろんなさまざまな形でニュース

になっています。恥ずかしいんですが、私の地元にもそういう意味で残土処理の状況

が、住宅も建っていますし、危険な状況、そういう声が私のところにも届きます。 

   ただ、現実は農業委員会のちゃんと許可をいただいて、それでちゃんと事業を設定

しておられます。ただ、そういう住民の不安、やっぱり農業委員会としてしっかり取

り組んでいただきたい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、教育総務課についてであります。初めて聞く名前なんですが、統合型校務支

援システム、これは多分、先生方の多忙化など、多面的にわたる内容と理解いたしま

すが、この導入、これの具体的内容をまず改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ５番議員さんに答弁させていただきます。 

   統合型校務支援システム関係でございますけれども、このシステムにつきましては、

成績処理や出欠管理などの教務系、子どもの健康診断表などの保健系、あとは学籍管

理とか指導記録などの学績系、あとは学校事務系などの校務情報を一元管理するとと

もに集計・出力等を行う機能を有するパソコンのシステムであります。 

   これまで手書きをしていました業務を電子化することによりまして、業務の正確性

の向上と効率化、業務の平準化により業務の質の向上が図られます。また、データ集

計が容易になり、成績データ分析によるきめ細かいフォローが可能になることに加え

まして、業務時間の削減による時間確保によりまして、授業力の向上に時間を費やす

ことができると考えております。 

   ちなみに、当該システムを導入している他県の市町村におきましては、年間約

２２４時間の業務時間削減につながったというデータも示されております。さらに、

教員間での情報連携も可能となりまして、日々のコミュニケーションがスムーズとな

り、生徒指導の質の向上も期待できるところでございます。 

   現在、県内で統一したシステムの導入を図るべく、県レベルでの検討協議会が開催

され、検討が重ねられております。県内で同一のシステムを導入するということは、

教員の異動に当たっての負担軽減が図られるとともに、その有効活用が見込まれると
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考えております。 

   ちなみに、当初予算には当該費用は計上しておりませんが、現在の県の試算額とし

ては、１校当たり年税抜きで３５万６，０００円程度。ただ、初期費用としまして税

抜きで４５万程度がかかるのかなということで、試算をされているところでございま

す。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 具体的な答弁ありがとうございました。 

   年間それだけの費用で、当初は多少かかりますが、それで先生方の多忙感が少しで

も防げるなら、これはぜひしっかり導入して対応していっていただきたいと思います。

わかりました。 

   生涯学習課について伺います。先ほども申し上げましたが、生涯学習課としての地

域おこし協力隊の活動方針、改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   生涯学習課における地域おこし協力隊の具体的な活動でございますが、現在、１名

活動いただいております。地域おこし協力隊の業務概要につきましては、地域におけ

る活性化事業の支援、村の魅力を伝えるための情報発信活動であります。 

   具体的業務としましては、地元学、大玉学の編集・推進に関する業務、あとは小・

中学校における郷土学習の指導に関する業務となっております。平成３０年度におき

ましては、生活科や総合的な学習の時間に使用するデジタル版の郷土学習教材の作成

に取り組んでいただきました。平成３１年度につきましても、引き続き郷土学習教材

の追加や修正、これらを行うとともに、歴史・文化・人物・自然等の地元を学ぶ郷土

資料、大玉学、これの刊行に向けた取り組みに加えまして、建築士としての専門的知

識を生かした活動とか、小・中学校での郷土学習などの直接的指導も考えているとこ

ろでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧にありがとうございました。よく理解いたしました。 

   改めて、３１年度の施政方針に挙げられた項目について検証させていただきました。 

   平成の時代がいよいよ終わります。安倍総理大臣の施政方針の冒頭の言葉なんであ

りますが、「内平らかに外成る、地平らかに天成る」。ことわざとは裏腹に自然災害

が相次いだ平成の時代でありました。「平成は、日本人の底力と、絆がどれほどまで

にパワーを持つか、そのことを示した時代でもあった」と。また、別な言葉で、「し

きしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける」。珍しい施政方針

での言葉でもありましたが、「日本人は幾度となく困難に直面し、その後乗り越えて

きた。少子高齢化、激動する国際情勢、今を生きる私たちも立ち向かわなければなら

ない。平成の、その先の時代に向けて、あしたを切り拓いていこう」。勇ましい安倍
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総理の施政方針の冒頭の言葉であります。 

   新しい時代はどのように進むか気になるところでございますが、大玉村村長の施政

方針も、職員と一丸になってチーム大玉の雰囲気、勢いが感じられた施政方針でもご

ざいました。共感いたします。新年度に当たり、村民とともに生き、村民に愛される

大玉村をともに築き上げていくことをお誓い申し上げまして、質問を終わります。あ

りがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、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。再開は午後３時５分といたします。 

（午後２時５０分） 

 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後３時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ２番松本昇君より通告ありました「アットホームおおたま及び関連

施設の指定管理について」ほか１件の質問を許します。２番。 

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

で、これより一般質問をいたします。 

   まず、１のアットホームおおたま及び関連施設の指定管理についてでありますが、

この件に関しては、さきの臨時議会において、おおたま村民株式会社をこの施設の指

定管理者として指定する議決がなされたところであります。 

   そこで、５月下旬ごろにはリニューアルオープンに向け準備がなされていると思い

ますが、その状況などについて質問いたします。 

   まず、（１）現在の工事の進捗状況について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   現在のアットホームおおたま改修工事の進捗状況でございますけれども、３月５日、

昨日現在で、交付金事業工事につきましては約９２％の進捗状況でございます。３月

２２日の工期内完了に向けて工事が順調に進んでいるところでございます。 

   また、村単独分の工事につきましては、同じく昨日現在、３７．３％の進捗率とい

うことでございまして、４月中旬を目途に工事を完了するよう、工事を進めていると

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。 

   そうすると、進捗状況ですか、これは、前は何か５月下旬か６月初めとあるやつが、

じゃ工事は順調に進んでいるということで理解してよろしいでしょうか。 

○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。 

   工事については、基本的に現在、出来高としては、ほぼ計画どおりの実施の進捗状

況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） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございました。 

   続いて、（２）従業員の確保は計画どおり進んで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。 

   アットホームおおたまの従業員の確保、計画どおり進んでいるのかというご質問で

ございますが、アットホームおおたまの運営に関しましては、３月１日から村づくり

株式会社が指定管理者として行ってございます。従業員の確保につきましても株式会

社が計画的に行っているところでございまして、従業員の確保に向けて募集等を行っ

ているところでございます。 

   村といたしましても、リニューアルオープンに向けまして、従業員の確保と研修は

極めて重要な課題であると考えてございますので、これらについて十分に協力をして

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） 従業員の確保については、当然指定管理者であるおおたま村づくり

株式会社が行うものであり、行政側がとやかく言うものではないと思いますが、筆頭

株主でありますから、雇用に当たり何らかのお願いをした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。 

   従業員の雇用につきまして、村から村づくり株式会社のほうに何らかのお願いとい

うふうな部分については承知をしてございません。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） 聞くところによりますと、昨年から既に数名の方が採用されると聞

いておりましたが、直近に調べましたら全くそのとおりなんですね。既に何をするか

も決めてある状況であると。また一方では、元アットホーム従業員は採用しないと現

支配人に言われたそうでございます。常日ごろ、村長が村内の金は村内で回すと言っ

ていますが、職員は理解していないのではないかと思いますが、村長はどのように思

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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   従業員の雇用でございますけれども、あくまでこれは村としての意思としてではな

く、知り得た範囲でのことでございますけれども、指定管理者になりまして、現在、

２月まで村の委託職員というふうな部分でおられた方々、これらについても当然応募
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をされたというふうに伺ってございます。その上で決定をされたということで、そこ

について決め打ちをしてというふうな内容ではございません。 

   また、支配人の発言については、そのような部分であったかどうか、これについて

は承知をしてございません。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） なぜこういう質問をしましたかというと、元働いていた従業員が、

そういうことで元の人は使わないんだというようなお話もいただきましたので、あえ

て質問させていただきました。それがないということであれば、私の勘違いか何か知

りませんが、わかりました。ありがとうございます。 

   ２番目の質問は、最後になりますが、職員を村づくり株式会社に対して出向させる

考えを持っているのか伺いたいと思います。村長、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   その考えはございません。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） 今ちょっと、マイクないんで聞けないんですが、すみません。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   その考えはございません。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ただいま村長のほうからそういうことはないということでしたので、

わかりました。ありがとうございます。 

   次に、十分検討されていると思いますが、村が考えている初年度の来客数と売り上

げについてを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   村が考えているアットホームおおたま初年度の来客数及び売り上げということでご

ざいますが、リニューアルオープンを５月中旬、本格営業開始を６月からというふう

に現在計画をしているところでございます。これは、先ほど申し上げました工事完了

から各種調整あるいは従業員の教育等も含めて、万全な態勢で営業を再開したいとい

うふうなことから、村づくり株式会社と協定締結後に協議をいたしまして、このよう

な計画をもとに現在進めているところでございます。 

   初年度の来客数、売り上げというふうな部分でございますが、これにつきましては、

年度開始から２カ月後の本格オープンということとあわせまして、休業中客離れとい

うことも当然考えられますので、過大な設定をするのはかなり難しいというふうに考

えておりまして、平成２９年度の各同月と同程度の積算をしてございます。 

   ちなみに、平成２９年度の利用者数、これは１年トータルでございますけれども、

宿泊者が４，１４６名、個室休憩が９４２名、広間休憩が８，３００名、入浴者が
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３万９，４７４名というような内容になっておりまして、売り上げにつきましては、

アットホーム施設利用と売店、食堂等の収入を合わせまして約９，４００万ほどの収

入でございます。これらの内輪の数字というふうなことを初年度目標とできればとい

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） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございました。 

   新しく村民株式会社にお任せするわけですから、今まで以上での、今までより下が

ったんでは、これはしようがないですから、その点をよろしくお願いします。 

   以上の３点について質問いたしましたが、ご承知のようにアットホームおおたまは、

設置の趣旨にもありますように、住民の保養及び健康増進とあわせて一般観光客の利

用に供するための休養施設であります。この施設を民間会社であるおおたま村民株式

会社に管理を委託することで、指定管理制度の利点を大いに活用し、村の適切なる指

導のもと、従来以上のサービスの提供がなされ、村民の方々はもちろん村としても財

政的によかったと言える施設運営に大いに期待して、次の質問に移ります。 

   ２番目の農村環境改善センター視聴覚室の利用についてであります。この件につい

ては以前にも質問いたしました。マチュピチュ村との交流については、世界で初めて

友好都市の締結をきっかけに、全国的、また世界的にも有名になったことは周知のと

おりであります。そのＰＲ効果は大いに評価に値するものと思います。さらに、野内

与吉氏の常設展示を農村環境改善センター視聴覚室で行っています。 

   そこで、質問いたしますが、（１）番のマチュピチュ村の常設展示による視聴覚室

の現在までの来客数と村内、村外の内訳を把握していれば、答弁願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   資料館の入館者数につきましては、昨年の４月から本年の２月までの数字でござい

ます。７３３名でございます。村内・村外につきましては、内訳をとってございませ

んので把握してございません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございます。 

   この７３３名というのは村外ですか。村内はとっていなかったということなんです

が、それでよろしいでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） 再度、２番議員さんにお答えいたします。 

   村内・村外の内訳はとってございませんので、承知していないということで、合計

の人数で７３３名ということでご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 
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○２番（松本 昇） ありがとうございました。わかりました。 

   次に、マチュピチュ村との交流について、その効果は先ほど述べたとおりでありま

す。野内与吉氏の功績やその遺産の価値について広く村内外に周知することは、私も

意義あることだと思っております。 

   しかし、視聴覚室を年間を通して専有することについてはいささか疑問を感じる一

人であります。また、住民の方からも、専有することはどうなのかという声も耳にし

ております。 

   ちなみに、執行成果報告書によると、それまでの視聴覚室の利用者数は、平成

２７年度が１，７８０人、平成２８年度は１，８０４人であります。ちなみに２９年

度が１，８５５人。これだけの利用実績があるわけですから、住民優先を基本にすべ

きと考えますが、そこで１つの提案です。（２）の常設展示の利用期間を上半期・下

半期それぞれ１カ月程度に期間を限定していただき、それ以外の期間は従来どおり一

般村民優先で利用していただくことについての村長の見解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。 

   野内与吉資料館につきましては、平成２９年５月３日に、大玉温泉金泉閣の一間を

利用して野内与吉氏のお孫さんであります野内セサル良郎氏が会長を務める日本マチ

ュピチュ協会により開館いたしました。一般社団法人野内与吉資料館により運営され

てまいりました。運営している過程において、一般財団法人野内与吉資料館館長であ

ります野内セサル良郎氏より、家族の都合により資料館を閉館したいので、村で展示

物を預かってほしいという旨の要請があったところであります。村としましては、貴

重な資料館でございますので、継続するようお願いしていたところでございます。 

   そのときに、いろんな話の中で、分散展示などについて協議がなされたところであ

りますが、マチュピチュ村との友好都市関係や、その礎となりました本村出身であり

ます野内与吉氏の功績を、村民はもとより村外の方にもごらんいただく場所としまし

て、改善センターでの展示をするといったところになった経緯でございます。 

   展示期間を限定しての利用につきましては、行政私有財産を１年間として許可して

いるということ、また展示物をむやみに館の外に持ち出し移動したりということにな

りますと、貴重な資料が破損したり紛失するおそれも考えられるということから、期

間を限定した展示物の移動はすべきでないというふうに当局としては考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） 今の総務部長からの答弁もありましたが、貴重な資料ですから、確

かに持ち出したり持ち運びしたら、壊れたりなんかはしますけれども、それはやっぱ

り管理する人がちゃんとしてもらえれば、そういうことはないとは思いますが、先ほ

ども申し上げました執行成果、これは２７年、２８年、２９年、約１，５００人。こ

れは単純に 1 カ月に利用者を割ると１５０人も利用しているんですよね、あそこ。そ

ういう村民の施設であるあそこを、年間を通してやるというのは、やっぱりこれはち
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ょっとおかしいんじゃないかと。契約してまたこれ、３月に書きかえるような、そう

いうあれもあんだべけれども、これだけの利用者が出て、公共施設を専有するという

のは、これ本当に村民の皆様からもそういう声があります、どうなっているんだと。

ですから、私これは質問しているわけですから、そこを何とか考えていただけないか

と思いますが、村長、いかがですか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、マチュピチュ村との交流の中で、大玉村がマチュピチュ村と交流をしたとい

うことは、先ほど言いましたように、日本国中にかかわらず、国外にも大変アピール

することができたと。 

   今、ＪＩＣＡ横浜の海外移住資料館で、３月２日から５月２６日までペルー日本人

移民１２０周年記念企画展示ということで、マチュピチュの村を開いた男、野内与吉

とペルー日本人移民の歴史という、何十万人も行っている中で、１２０周年の記念の

ときに、大玉村出身の野内与吉氏が取り上げられると、それは移民を代表して取り上

げられるという、大変なことなんですね、これは。福島民報とか民友にも大きくそれ

は紹介されました。 

   それからあと、高校の教科書に今度、１つの教科書に野内与吉の偉業ということで

掲載されることに決まりました。そういうふうに村外としても非常に脚光を浴びて評

価されている、その野内与吉の資料を大玉村で１カ月間だけとか、移動しなさいとか、

そういうことはあり得ないだろうというふうに考えております。 

   一度あの中を見ていただければわかりますが、移動できるようなものではなくて、

資料館自体は数とかが目的ではなくて、資料の保存、それからそれに関する研究・調

査そして教育、それから今言ったように大玉村のＰＲの場所、そして最後にそれを展

示で皆様に見ていただくということですから、展示の人数が、村の資料館もそうです

が、資料館にはそういう多面的な機能がございますので、先ほど部長が言ったように

あそこの１，５００人、１，６００人の利用は、私も教育長を７年とちょっとやって

いましたので、利用状況はよくわかっていますが、ほとんどは文化祭のときに入って

いただいた数がその中心でございますので、資料館を設置するときにも教育委員会の

ほうから返答ありましたように、あそこを資料館として常設する場合に、利用につい

ては支障はないということの話を聞いていただいたというふうに思いますが、それを

十分保管するだけの部屋、施設は村内にも改善センターにもあると。 

   ですから、大玉村、日本を代表するペルー移民の野内与吉氏の業績、本来ならお金

があるなら、資料館を村として新たに設置してそれをたたえたいところですが、そう

いうことができませんので、村の施設の小さな１室を提供して、やっていただいてい

るというのが実情ですので、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。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） この件については、前の一般質問でもやりました。やっぱり村長が
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今答弁されたように、確かに野内与吉さん、それは世界的にマチュピチュ村の初代村

長ということで貢献はされました。我が大玉村からもそういう先人がいたということ

は本当に感謝しております。 

   そういうことで、これはなんぼ言っても効き目はないのかなと思います。そういう

ことで、いずれにしましても、公共施設の利用については村民の利用が最優先であり、

利用に支障が出ないよう重ねてお願いして、私の質問を終わります。 

   ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、２番松本昇君の一般質問を打ち切ります。 

   続きまして、４番鈴木康広君より通告ありました「大玉村に教育の地域格差はある

のか」ほか１件の質問を許します。４番。 

○４番（鈴木康広） ４番鈴木康広です。議長の許可をいただきましたので、「大玉村に

教育の地域格差はあるのか」ほか１件の質問をいたします。 

   教育の格差、地域差などが今問題となっております。今回、私のほうは、学ぶ機会、

進学の機会などの学力面についての格差もしくは今の成果などについての質問という

形でちょっとよった形になるかもしれませんが、そういう形の質問をしたいと思って

おります。 

   大玉の教育、生きる力という、子どもたちのそういう力については十分な成果が出

ていると。今、保護者の皆様は、実際に子どもが将来社会に出ていくときに一つの目

安となる学力、学歴とかというものを無視して、やはり社会に出ていくことは難しい

と考えますと、そういうものについても大玉村で十分な機会が得られて、将来大玉の

子どもたちの将来をより望ましいものにするための方策を今考えるべきではないかと

思って、今回の質問をいたしました。 

   先に、村内の２つの小学校の間に、学力の差、学力テストなどの結果から見る差と

か、当然、総合の点数もあると思うんですが、理解とか、もしくはその内容について、

その地域にはこんな差があるとか、というものが、もしわかればそれの内容について

も。 

   また、大玉中学校、当然、大玉の中では、１つの中学校で大玉中学校と近隣のその

他のほうの学校、同じような学校について何かデータ等があれば、それをお示しいた

だきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ４番議員さんにお答えいたします。 

   小学校間の学力差の問題ですけれども、統計的にずっとやっていますのは、国が行

っています全国学力学習状況調査というのがあります。これは小学校６年生、中学校

３年生。国語の基礎的なものと応用・活用的なもの。それから算数、中学校は数学な

んですけれども、それから理科をやっていますけれども、これは大玉のほう、ずっと

追跡してみますと、まず 1 つは、毎年行っている対象者が違うということですよね。

ですから、単純な比較ができないということが一つあると思うんです。 

   それから、もう一つは、母集団というか、子どもの数がそんなに多くないものです
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から、結構そこで出入りがあります。そういったことを鑑みましても、ある年は、例

えばＡ小学校がちょっと高いとか、あるいはある年はＢ小学校が高いとか、ある教科

が高いとかという、そういう事例はあります。 

   しかし、ずっとトータルで見ていきますと、その差はないと。ほぼ全国平均並みと

いうようなデータが出ていますので、小学校間に学力差はないと、そんなふうに認識

しております。 

   それから、中学校なんですけれども、中学校は大玉中学校１校ですけれども、近隣

の自治体の学力が公表されていませんので、比較することはできません。ただし、先

ほど申し上げました全国と比べたときの、その平均値みたいなことを見ますと、やっ

ぱり小学校と同様、大体全国平均並みになっていますので、他と比べてもそんなに学

力差はないのかなと、そんなふうに捉えております。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今お話あったとおり、小学校について特段学力差があるということではないと。ま

たあと、中学校についても全国平均というものに対してほぼ同じということなので、

今、大玉村について、他地域とかに比べて学力差があるということはデータ的には示

されていないということを伺いました。 

   今、実はこのような質問をした背景には、よく中学校から高校の進学とか、もしく

は大学という場合について、特に中学校については、各市、郡山市とか福島市、本宮

だったら本宮という市のほうの第一中学校、第何中学校とかという形において、主に

主幹校という形というのか、メインになる学校についての学力が高いんじゃないかみ

たいな話をＰＴＡの役員とかのときに聞いたことがございます。そういうものについ

て、なぜそういうことが言われているのか。そういう傾向が事実あるんではないかと

いうふうにちょっと感じたところがありましたので。この大玉村については、中学校

１校しかないので、比較も何もないんですが、大玉と、この地域で言えば本宮市が地

域で一番近い形で、主幹という形になるのかなと、教育のエリアとしては。 

   実は、今回、本宮市の高校のほうが、今年のほうのカリキュラムのほうで、クラス

数とか、もしくは今後の本宮高校のほうの内容のほうについて検討するという話もち

ょっと聞きました。もしそれによって、そういうところについて縮小とか内容が変わ

ってくるとすれば、この地域、本宮とか大玉、あと二本松も同じだと思うんですが、

それについて今言った学力、要するに勉強する機会などが減っていくようなことがあ

れば心配だなと思ったものですから、そういう形で質問しました。 

   今、機会ということを言ったんですが、実は２番のほうに、学校以外での教育を受

ける機会、塾とかそういうものがすごく、どこででもやられています。あと、学力認

識の機会と、こういうふうに書いたんですが、対外模試などで実際に全国で自分たち

が、もしくは自分の学校がどういうふうな位置にいるかとか、もしくは試験を実際に

他市町村、本宮のほうの高校に行って試験を受けるとか、実際ないでしょうけれども、

じゃ福大に行って受けるとか。そうすると、そこで人と会ったときに、自分たちが置
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かれている状況とかについて、もう一度見る機会というか考える機会があるんではな

いかと。やはり学力というか、勉強するときには、そういうような意識をどの時点で

持って、あと、勉強したいと思ったときにその機会を、要するに実際にそれを利用す

る手段があるかどうか、しやすいかと考えた場合には、多分、塾などは大玉の中には

余りなかったかなと。そういう感じで指導している人はいると思うんですが、どうし

ても本宮とか、もしくは近隣市などに行ってしまうことを考えると、そういう機会自

体が近隣に比べてどうなのかと。もし、学校とか先生方のほう、そういう教育委員会

のほうで、そういう内容について情報等がもしあれば、今言った塾、あとは外部試験

などについて、あれば伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ４番議員さんにお答えいたします。 

   高校の再編成のやつは案が出ましたので、前期５年間、それから後期その後また

５年間というようなことで、何か目標をはっきり決めたみたいな形で、近隣で言いま

すと二本松工業と安達東を整理してというような案が出ました。それ以上のことはこ

ちらのほうは把握しておりません。それに対しての、大玉の子どもたちが、何という

か、不利益というか不便というか、そういったことになるとは捉えていません。絶対

数が減っていますので、子どもの数が。そういう中での県の再編というふうに捉えて

おります。 

   それから、塾の話が出ましたけれども、学校で塾に通っているかどうかという調査

は行っておりません。これはご理解いただきたいと思います。 

   ただ、業者テストというんですか、前に業者テストを学校でやって問題になったの

で、今、学校ではノータッチなんですけれども、保護者会のほうでその業者テストを

行っているというようなことで、大玉村でも年８回、当然希望者なんですけれども、

その人たちに業者テストをやって、そういう学力認識というんですか、そういったこ

とを子どもたちに返しているということ。 

   それから、もう一つ、中学校の取り組みの中で、高校とか大学とか、そういったと

ころに授業として、これはキャリア教育の一環なんですけれども、そういったことを

実際に触れさせることによって、学ぶ意欲というか入試に対する心構えとか、そうい

ったことをやっていきましょうというようなことで、ここ何年か前からそういったこ

とを始めています。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際に今、大玉中学校について、学力については平均のところという形になってい

て、今、機会についても外部のほうに出ていって、そういうものを認識する機会を設

け始めているというふうな話を聞きました。 

   私がＰＴＡの活動をしていたときに、小学校の場合だと夏休みの授業とか、夏友で

すか、そういう形の、夏友をみんなで子どもたちが集まって勉強するというか、夏の

最後の期間に、みんなでどこまでやったか確認するような機会を設けていただいたこ
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とがありました。これはＰＴＡのほうが、ラジオ体操、多分今でもあるのかなと思う

んですが、ラジオ体操の同じような班で近くの公民館とか、もしくは集会所などを使

って、子どもたちが自分たちで集まって、簡単な、私のほうの地域では村のほうから

少しお金、飲み食い代が出た形で子どもたちが集まって、要するに世代の上の人たち

とか、もしくはそのとき参加できたＰＴＡのほうから見てもらいながら、そういうよ

うな学習の機会を、夏休みの回数で言ったら１回か２回だと思うんですが、持ったと

いうことがありました。 

   そういうような機会をどういうふうに適切に持っていくのか、次のこの３番のほう

の質問にも入ってくるんですが、現在の土曜学習とか長期休業時の課外活動の実施状

況。今、そういうものが、今言った小学校でのＰＴＡ活動にそういうものがあるかど

うか、そういう認識があれば、それについても今あるのかどうかも聞きたいと思うん

ですが、今、村がやっているカリキュラム、土曜学習等課外授業については今までど

ういうような形でやってきたか。あと、それをこれからどういうふうな形で展開して

いく必要があると認識されているかを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ４番議員さんにお答えします。 

   大玉村、昨年度国というか県の新しい取り組みの中で、地域学校共同活動事業とい

うものにモデル指定を受けました。その中の活動の一環として、今４番議員さんが言

われたような、夏休みに小学生を集めて地域の方々に指導してもらう、あるいはまた

大学生に来てもらって指導したりというようなことを今年度も実施しました。中身は

これからいろいろ変えていく必要があると思うんですけれども、そういったことをさ

らに充実させていきたいなということが１つあります。 

   それから、中学生の話が出ましたけれども、ともに学ぶ大玉の教育というようなこ

とで、多分これは平成２６年度からだったと思いますけれども、これを実施しており

ます。どういうことかというと、ともに学ぶというのは、まず中学生が学んでいくと

いうようなこと、それから、福大と連携を結びましたので、福大の学生に来てもらっ

て、学生に教えてもらって、学生も教員を目指す学生なので、教えながら学んでいく

という、そういう意味でともに学ぶというような名前をつくったんですけれども、そ

ういった活動をやってきました。 

   昨年度までは、年８回だったんですけれども、今年度は、年間３年生対象です。そ

れで、中体連が終わった後ですから６月、７月からずっと冬休みまで全部で１８回実

施しました。参加した人数は、大体半数に当たります３９名の生徒が参加しまして、

それで今まで国語、数学、英語だったんですけれども、それに理科、社会を加えてロ

ーテーションで班をつくって個別指導を中心にというふうなこと、そんなことで学習

しています。 

   反応というか、アンケート調査等を見ますと、参加した生徒は、９０％以上が大変

よかった、参加してよかったというようなこと。それから、勉強の内容を教えてもら

うこともすごく意味があるんですけれども、やっぱりちょっと上の、一つの憧れ的な
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存在で、入試の心構えとか、そういったことについても折に触れて学生からお話をお

聞きすることができて、大変よかったというふうなことがあるものですから、これに

つきましては来年また工夫しながら、量的にどこまでふやせるかということもあるん

ですけれども、中身を変えながら実施していきたいなと、そんなふうに思っておりま

す。 

   なお、参加した学生、ともに学ぶの片方の学ぶなんですけれども、学生も非常によ

かったというようなこと。それから、大玉の子どもたちについての感想等もいろいろ

いただいておりまして、大変参考になったなと。保護者のほうも参加させてよかった

という、そんな感想をいただいておりますので、継続して拡充していければなと、そ

んなふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   大玉については、今言ったようないろいろな活動が実際に実施されて、今後もそれ

を継続して少しずつふやしていくという話を伺いました。 

   今私は、学力をどうするかという形だけで質問したんですが、どうしてもそうする

と塾とかそういうものの話が出てくるんですが、大玉らしい学び方と考えた場合につ

いては、宮崎駿のねこバスではないんですが、地域にバスが回ってきて子どもたちを

乗せて塾に連れていってしまう、大玉に子どもたちがいなくなってしまう、なんてい

う形になるよりは、地域で子どもたちの学習の機会をふやしていって、子どもたちが

大玉の中で勉強する機会をどんどんふやしていくこと、どうしても今言ったような事

業は、継続していくとき、特に補助金というのもありますので、継続してそれをふや

していく場合については非常に難しい部分もあると思うんですが、そこについてはい

ろいろなメニューを工夫したり、もしくは村のほうでもその費用について、どういう

形であれば可能かについてもぜひ検討いただいて、今以上に子どもたちが地元で学ん

でという形の状況を進めていくことをお願いしまして、次の質問に移りたいと思います。 

   アットホームおおたまの民間業務委託の大玉村の観光への影響という面から質問い

たします。 

   大玉村は、マチュピチュ交流や美しい村連合加盟を初め多くの観光資源に恵まれて

います。交流人口、これは当然ふやしていくということは誰でも考えているんですが、

この対策について伺います。 

   最初に、大玉村にアットホームのような宿泊施設が幾つあるか。あとまた、改修後

のアットホームおおたま及びその他の施設の宿泊可能数、どれくらい宿泊可能か。あ

と日帰り、日中のお風呂とか、もしくは広間利用などの数とかの可能数。また、これ

までの各施設で入湯税、当然その施設に人が来れば、一つは入湯税という形で必ず村

のほうに上がってくる数字があると思います。そういうものについてどういう形だっ

たかを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えをいたします。 
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   村内におけるアットホーム類似宿泊施設の数でございますけれども、温泉宿泊施設

ということで捉えますと、金泉閣、大玉カントリークラブのホテル、それからフォレ

ストパークの３施設となるんではないかと思います。 

   施設の宿泊可能数と日帰り客の受け入れ可能数でありますけれども、アットホーム

おおたまにつきましては、改修後、宿泊室が７室ということになります。各室を５人

というふうに捉えた場合、３５名の宿泊。コテージにつきましては５棟、１棟当たり

定員で５人というふうなことになります。日帰り利用につきましては、規則上

１８０人といたしているところでございます。 

   金泉閣につきましては、宿泊客室が１０室で、全館貸し切りでも定員が２０人、こ

れは日帰りについても同様とのことでございます。 

   大玉カントリークラブのホテルにつきましては、宿泊につきまして客室が３１室、

基本的には２人の定員でございますので６２名の受け入れというふうなことになりま

す。日帰りにつきましては、ゴルフ場がオープンしているときとクローズの場合で対

応も変わってきますし、その時々の状況によって運営の内容も変わってまいりますの

で、日帰りの受け入れ可能数については把握をしてございません。 

   フォレストパークにつきましては、その施設の性格上、キャンプ施設でございます

ので、コテージやトレーラーハウス、フリーサイト、そういったさまざまなサイトが

ございますので、宿泊可能数あるいは日帰りの可能数というふうなものにつきまして

も把握をしてございません。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   入湯税の関係でございます。入湯税につきましては、個別納税額につきましては地

方税法に規定されております守秘義務に抵触する場合がございますので、総額で答弁

させていただきます。歳入済、成果報告書にありますように、平成２９年度は４業者

から総額で１，２４９万２，９００円、平成２８年度は同じく４業者から総額で

１，２６９万６，７５０円の納税がありました。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ここで、議長からお諮りいたします。 

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

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。 

   続いて質問をお願いします。４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   中身については今言った守秘義務の関係があるということで、お金の総額としては

１，２００万という金額がこの４施設という形で上がっているということが、今お話

がありました。 

   実際の人数を聞いたときに、アットホームで３５名、バス１台分くらいなのかなと。
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金泉閣さんは２０名ということなので、バス１台で丸々乗ってきてしまうと全員泊ま

れないと。ちょっと私、もうちょっと泊まれるのかなと、何となくイメージしていた

んですが。あと、カントリークラブさんについては６２名と、バス２台とか複数も大

丈夫なのかなと。 

   あと、当然これについては各民間の施設なので、その目的に沿った形のやり方をし

ているであろうと。今、３つ合わせた場合についてもそれぞれ人数について、もし多

分、実際の中身のほうの宿泊のサービス等についても特色がある形で運営されていて、

今後もそういうものについてはお互いにうまく連携というかすみ分けも、かえって同

じ地域であればしてもいいのかなというふうに感じた次第です。 

   改修後のアットホームおおたまの再オープン以降に、今まで大玉のほうの、当然村

民のほうが保養などの目的で使う場合については、いろいろ補助サービス等があった

と思うんですが、これ再オープン後も継続するかどうか、もしくはそのほかに新たな

誘客のための策などを、今現在は企画されているかどうか。これは当然、今後のこと

については村づくり株式会社という形になるので、把握していない可能性もあるんで

すが、もし把握している範囲でここでお話しできる範囲があれば伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどご質問の、村民の優待サービス補助という部分でございますが、これにつき

ましては、６０歳以上の住民の方を対象にした休憩料、あるいは一定の額に基づく宿

泊というふうなサービスを指すものというふうに存じます。 

   これにつきましては、先ほども申し上げましたが、アットホーム運営につきまして

は、３月１日から村づくり株式会社による運営となりましたが、これは村が行います

老人健康管理事業というもので引き続き継続してまいりたいというふうなことでござ

います。 

   誘客策ということでございますが、この施設に関する誘客というものにつきまして

は、村も協力いたしながら村づくり株式会社において検討・実施していくこととなり

ますけれども、村全体の観光振興策ともあわせて、誘客あるいは村内においでいただ

く方の増加につながるよう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） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今回の施政方針演説の産業課のほうの内容のところにもありますように、設置の趣

旨に合った形と村民の憩いの場を提供する、あと保養とか健康増進とあわせて一般観

光客の利用促進という設置の趣旨に基づきということなので、今言った手段が村でで

きることと、あと当然、村が直接ではないにしても、施設が今後頑張っていくという

のはあるのかなというふうに今考えました。 

   その今言った、今現在の老人健康管理事業のほうの目的なんですけれども、これは

端的にちょっと伺いますと、その補助は村民のための補助という趣旨なのか、それと
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も施設とかのほうの運営を安定化するためという形なのか、といえばどちらなのかを

ちょっと伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   老人の健康管理事業ということで行われておりますので、村内在住の６０歳以上の

方というのが事業の対象になっております。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   村民全員ではないんでしょうけれども、当然皆さん６０歳という年齢をそのうち迎

えますので、私はもう少し、もっと先ですか、それに該当することになりますので、

そのとき、そういう形のものを利用できると。要するにもともと村民の保養のための

事業だということを話していただきました。 

   アットホームおおたまは、今後、公設民営化を受けまして、そういう形の、民間と

いうか民営の施設になるのかと伺っております。以前にも増して村民の利用がふえて

いくんじゃないかと、今もふやしていくということがありました。あと、もともとア

ットホームおおたまはどちらかというと、村内で言うと人気があって、なかなかとり

にくいという意識があったんですが、それがもっともっとふえていくとなると、今言

ったように村民のほうのサービスをうまく使うのにどうなのかなということもあった

りすると思います。 

   村内各施設、今言った老人健康管理事業、これが今後、今現在の考えとしては使え

るようになるのか、もしくはこの状況、今後の今言ったような事業が進んでいって、

アットホームおおたまのほうの状況がまだわかりません、動き出してみないと。動い

た時点で、その状況によってはそういうものについても範囲を広げる、もしくはもっ

と違う形の村内の誘客を、アットホームおおたま以外の施設についても考えていくこ

とが今後検討できるのかなどについてもちょっと伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   今の老人健康管理事業で助成しているのは、現在、指定管理ということになりまし

たけれども、以前については、アットホームについては日帰りでも該当していたと。

そのほかの施設については条件がございまして、２泊以上３人以上でというような、

そういう中での健康管理事業を実施していたところですけれども、日帰りでも利用で

きるという、その事業については今後も継続したいというふうには考えておりますけ

れども、村内のほかの施設での利用という部分については検討させていただきたいな

というふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   検討していただけるということで、アットホームおおたま、今後、地域のリーディ

ング機能というか、直売所のほうも、これによって野菜の出荷、農家の方とか、もし
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くは地域のいろいろ販売店などにプラスの影響をもたらしていくと思います。アット

ホームおおたま自体も宿泊施設という形で地域のいろいろな企業にいい影響をもたら

して、最終的には大玉のそれぞれの力が上がっていくことが目的ではないかと考えま

すので、リーディング企業というのはそこだけがよくなればいいというわけでは当然

ありません。ほかのところについてもいい影響、もしアットホームおおたまで多くの

誘客施設の運用ができた場合については、もし可能であれば、こういうのを思いつい

たらここのほうで対応できますよとかというふうなこともやってもいいのかなと思っ

ております。 

   そこも含めて、せっかく観光という形の、今誘客をするという一つの方向性をしっ

かり出していますので、うまくその状況に合わせて事業のほうを検討して、それを実

施していくことをお願いしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、４番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後４時１５分といたします。 

（午後３時５９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後４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「長井坂地内新設村道について」

ほか１件の質問を許します。３番。 

○３番（本多保夫） ３番本多保夫です。さきに通告しておりました２件につきまして、

議長の許可を得ましたので質問していきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

   まず、１番といたしまして、長井坂地内新設村道についてでございますが、現在の

取り組み状況と地元長井坂の住居・住民、これは何軒あって何名なのかをお伺いいた

します。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   長井坂地内の新設村道につきましての現在までの取り組み状況というところでござ

いますけれども、この路線につきましては、平成２６年度に村道定場・小高倉山線か

ら県道石筵・本宮線を結ぶ区間の概略設計を行ったところでございます。この概略設

計に基づきまして、地形図、現地踏査、設計条件等に基づき４つのルート案を作成い

たしまして、それぞれ比較検討してございます。地元との協議を経まして、１路線に

最適なルート案を持ちまして、２７年度につきましては道路改良工事を行うための詳

細設計を行ってございます。基準点測量、地形測量、路線測量を行いまして、工事に

必要な図面等を作成してございます。 

   現在のところまでの取り組み状況は以上でございます。 
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   長井坂地内の戸数と住民数につきましては、申しわけございませんが、現在手持ち

にございませんので、後ほどお答えをさせていただきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 余りにも唐突で、当然、居住者何名、何軒があるかというのはわか

らなかった。当然かもしれませんが、残念ながら、役場の職員としては把握していな

いのはおかしいんではないかと思います。後日、提出願います。 

   それと、その設計段階に入ってからもう４年もたっているわけですが、工事着工が

できないと。その理由は何が主なのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   当該路線の設計延長は５８２．８メーター、約５８３メーターでございます。この

全くの新設改良ということでございまして、工事費は現在の概算で約２億

５，０００万と試算してございます。 

   そのほかに、土地購入費あるいは補償費等々も合わせますと、試算額は約３億とい

うふうに試算してございます。 

   現在、村におきましては、国土の強靱化事業といたしまして、橋梁の耐震長寿命化

を目的といたしました改修工事を他の事業に優先して行っておりまして、今後につき

ましては、広域連携道路として期待されております宮下・高久線、あるいは西部幹線

横断道路の整備も現在控えているところでございます。 

   さらには、生活道路の維持・補修につきましても早期な取り組みが必要な路線を多

く抱えておりまして、現在のところ、現時点におきましては当該路線新設に係ります

財源の確保が極めて困難な状況でございます。 

   当該路線につきましては、引き続きこの効果を反映するような補助金あるいは交付

金等の財源の調査・検討を行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） ３番。 

○３番（本多保夫） 数多くの陳情・要望等があって、なかなか手が回らないと。それは

私どもも理解はできます。幸いに今年は雪も少なく、長井坂・田代方面の方々も救わ

れた面があるのかなと思いますが、やはり生活に密着して、同じ税金を納めているか

らには、一日も早い道路改良なり新設村道をつくってやるべきではないのかなと、こ

のように考えております。時間はかかるかもしれませんが、一日も早く地区住民のた

めにも着工という方向性を見出していただければと思います。 

   そういう観点からいって、地元との協議、おくれている理由と、そういった懇談会

などは持った経緯はあるのか、持ったとすれば何回協議をしているのか、その辺をお

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。 
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   地元との協議の状況はということでございますが、これにつきましては、平成

２６年１２月に、先ほど申し上げました４案から１案に絞るための選定協議という形

での説明会、こちらを地元で開催をいたしまして、協議をし、選定に反映をさせたと

ころでございます。 

   その後につきましては、今申し上げたような状況から、説明会等々につきましては

開催をしていない状況でございます。 

   今後につきましては、その状況、必要に応じ、区長様等に説明を申し上げながら、

必要があればまた地元というふうな部分も含めてお話をさせていただきたいというふ

うに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   地元の方々にとっては、私のほうには一度の説明もない、その後どうなっているん

ですかと。私のほうも、聞かれても、さて困りましたと。私はその辺はちょっと把握

していなかったので、今度の議会において質問してみますよと、地元の方とお約束し

た経緯がございますので、今後、そういった協議の場を持って地元住民に対して親切

丁寧な説明会を持っていただければありがたいなと思いますが、その辺はどう思いま

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番議員さんに再度お答えをいたし

ます。 

   今ほど話をさせていただきましたが、現在の進捗状況と行政区長様を通じて説明を

申し上げ、その上で地元に説明が必要だということでございますれば、説明に伺うと

いうふうなことで進めてまいりたいというふうに考えております。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 重大な必要性があるから、私はあえて申し上げたわけですから、行

政区長から要請がなければやらない、そういう問題ではなく、今の経緯、そういった

ものはぜひ行政側のほうから指導なり説明会を持ってやるべきではないのかと思って

おります。その辺をよく考えていただければありがたく感じます。 

   次に、大きな２番目といたしまして、教育委員会が考える安全で安心と教育指導に

ついてでございますが、①といたしまして、現在使われておりますスクールバスの保

守点検についてお伺いしてみたいと思います。 

   まず、今回新しく新車２台を購入ということが可決されたわけでございますが、ス

クールバス、車検は何年に一回なんですか。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。 

   スクールバス、マイクロバスの車検につきましては１年に一回でございます。 
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   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。 

   スクールバス、大型車でございますから１年に一回、これは当然でございます。そ

の１年間の間に自主的な保守点検、小さなお子様たち、園児から児童まで利用してい

るわけでございますから、それに対しての保守点検は年何回ぐらい実施しているのか

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。 

   スクールバスにつきましては、運行前に必ず運転手による安全点検を実施しまして、

日々の安全運行に努めているところでございます。ご指摘のとおり、道路運送車両法

の規定には１２カ月ごとの車検のほか、点検項目数、これは少なくなるわけですけれ

ども、３カ月ごとの定期点検整備がうたわれております。 

   現在実施している点検整備でも安全は確保されているというふうに認識はしてござ

いますけれども、安全・安心のためにも点検整備のあり方につきまして、予算も含め

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。 

   お金をいただいて、大事なお子様たちをバス運送送迎に使っておるわけですから、

第一の安全・安心、これが最優先されるべきであって、その後の保守点検、これは各、

今運転手さんがやっているという答弁でございましたが、その実態を把握したときは

あるのかどうか伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ３番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   日々、点検確認しているかということでございますが、各運転手のほうで、いわゆ

るボルトの緩み、あとはライトの点灯とかウインカーとか、そういった保守点検の通

常の点検を指してお話を申し上げました。毎日運行しているというような中でありま

して、１２カ月の定期点検といいますか、いわゆる車検、これで今のところ運行して

おりますが、なお先ほど申し上げましたとおり、安全・安心の観点から点検整備のあ

り方について検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございます。 

   こういった点検、朝は飲酒関係の点検はしていますよと。それは把握してございま

す。ただ、日々行われる保守点検については何ら書類的なものの報告もないと。運転

手さん任せだというのが現状かと思いますので、その辺はやはりお金をいただいて大

事な子どもさんたちを預かっているわけですから、そういったものをしっかりと把握

して記録に残さないと、事故があった場合に大変なことになるのではないかと、そう
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いうふうに考えますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   次に、②として大玉中学校の飲料水に問題はないのかと。特に、においでございま

すが、ある生徒さんが私に言った言葉が、村会議員様は偉いから、今、中学校で飲ん

でいる水はくさくてとても飲めないと。何とか村長さんに言っていただけませんかと。

こういう言葉を発したんですね。それで、教頭先生にも言ったんですが、教育委員会

まで行って、そのままナシのつぶてなんですと。私たちはとても嫌な思いをして水を

利用していると。もしくは水筒持参で学校に行っていますという話でしたので、私は

この言葉を聞いたとき、大変ショックでございました。これ、一歩間違えば、におい

だけの問題であればまだよほど許せますが、間違えて毒系が入っていればえらい問題

になります。その辺は教育委員会としてはどのように考えているのか、なぜ今まで対

応しなかったのか、これはきのうきょうの問題ではないようなので、その辺をはっき

り答弁願います。 

○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。 

   大玉中学校の水道につきましては、生徒からにおいがすると先生に話があり、状況

を調査したところ、その水道は校庭の部室脇にある水道で配管の末端に位置している

水道であることと、利用頻度が少ない、あと冬期間は凍結防止のために閉栓するなど、

しばらく使用しない時期があることなどが原因ではなかろうかというふうに推測をし

ているところでございます。 

   こういった状況から、学校では、飲料水として使用するに当たっては、しばらく水

を出してから使用するよう生徒全員に対し指導を行っているところでございます。 

   また、学校の水道水につきましては、毎日塩素の検査を実施するなど安全管理に万

全を期してございます。当該水道につきましては、時期的なものや利用状況など、実

態をよく把握しまして、設備改修により改善が図られるのか、また、場合によっては

飲料水としての使用を制限しまして、飲料水は校舎脇を使用するような指導を行うか

など、学校、あと村の水道係等と相談しながら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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   いろいろ問題があったにもかかわらず、現在まで何も手は加えていないと、大変残

念なことでございます。配管がもし悪いんであれば、配管を交換すれば済むことです。

屋外の配管ということですから、そんなに費用はかからないと思います。これを、役

場にも水道事業所がございますが、そこの担当者なりに相談した経緯はないのか。ま

た、今現在、大玉中学校は直圧で来ているのか、受水槽なのか、お示し願います。 

○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。 

   貯水槽と直との２系統ございます。校舎並びに校舎周りにつきましては、ペントハ
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ウス、普通教室棟の４階部分の上部にタンクがありまして、そこから落としていると。

あと、グラウンドに関しましては直圧だったかというふうに記憶していますが、２系

統だったかと思っております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   今のお話ですと、２系統があるんだと。受水槽であり、あと直圧もあると。そうし

ますと、受水槽を使っているからには、２次滅菌が必要かと思いますが、その管理点

検等は業者さんがやっているのか、職員がやっているのか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ３番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   まず、毎日飲料水用として使うためには、簡易水道法の規定によりまして塩素滅菌

がされているのかどうか、それについては学校におきまして、先ほども申しましたと

おり毎日塩素の検査を実施していると。それと、あと学校の貯水槽に関しましては、

年に１回の清掃が義務づけられております。これに関しましては業者にお願いしまし

て、中を洗って消毒をしてということで対応しているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） この飲料水については最後になりますが、今使用している蛇口から

の塩素の濃度、幾らぐらいになってきているんですか。これは毎日恐らく記録とって

いるはずなんで、お願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。 

   ただいまの質問に対しての資料、手持ちちょっとございませんので、後ほど答弁さ

せていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   最後になりますが、３番として、児童に対する教職員が取り組む教育指導という題

でちょっとお聞きしてみたいと思います。 

   実は、私の知り合いの子が、この農業体験作文を学校に要請されて提出したそうで

ございます。ところが職員から、読んだ段階で、この文章は行政を批判していると。

小学５年生に対して教職員が言う言葉なのか、私もこれは何を言っているんだと。思

ったままに書くのが作文であり、例えば漢字が間違っているから、ここをこう直しな

さいというんであれば話はわかりますが、行政を批判しているからこのように書きな

さいと言って、直すのもパソコンで直して、このように書いて提出しなさいと、ここ

まで言ったそうです。こういうことはあり得るのか。教育長、どのような指導をして

いるかをお聞きしたいと思います。 
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○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 作文コンクール、私も審査させていただきました。大玉で取り組

んでいる、本当に貴重な事業だと思っています。その中に、確かに行政に対して懐疑

的な中身について書いてあった部分がありました。私は子どもが書いたやつなんで、

子どもが行政に対してどうのこうのというのは、それは子どもの考えであるので、尊

重していいんだろうと思っております。 

   ただ、その過程において、今のような指導があったかどうかということについては

把握していませんけれども、確認しましたところ、何回か書き直しをしたということ

は聞いています。 

   私は、恣意的に自分の、教師の思いを子どもの作文に書かせるというようなことは

ないと思っています。もともと学校というのは公の機関でありますし、そこに勤める

教師ももちろん公の立場にあるものですから、子どもの、まず５年生だったら５年生

の実態に即して子どもの思いをどう教師が受けとめて、そしてそれをもっとよりよい

作文にするのにどうしたらいいかなという、そういう指導はあっていいと思います。 

   ただ、直しなさいで、こうしなさいと言ったことが、もし事実だとすれば、そこは

正していきたいと思います。 

   ただ、私は教師が、担任が子どもの作文を少しでもよりよくしようという、そうい

う思いを持ってつくったものだというふうに、そんなふうに信じています。 

   したがいまして、これから大玉に勤める先生方が、やっぱり熱い思いを持って大玉

の子どもたちをもっともっとよくしていきたいんだと、そういった活動を支援してい

きたいと、そんなふうに思っております。 

○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。 

   実際、こういった話は間違いなくございました。それで、その後どうでしたかとそ

の生徒に尋ねましたところ、教員さん、校長、私に挨拶しなくなりましたと。はあと

言ったんですが、これもまた事実みたいなんですね。その先生とは、私お会いしてい

ませんが、挨拶も最近はしていただけませんと。だから私も挨拶しませんと。それで

は村が言っている挨拶日本一の村ではないんではないかと。そういったこともありま

すので、教育委員会でも月１回ぐらいの定例のそういった会議等はあるかと思います

ので、その辺はよく指導していただければと思います。 

   また、この農業体験作文、これは非常にいいことなんですが、今、村長もご存じの

ように村外から大分ちっちゃい子ども、若い人たち入ってきていますよね。そうする

と、農業体験したことのない人たちにも書かせるような実態になってきているわけで

す。大体、農業体験もこの辺で休んでもいいんではないかと思いますが、村長はどの

ように考えますか。お伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   農業体験作文の内容についてでございますが、現在のテーマにつきましては、農作
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業に係る部分ももちろんでございますけれども、直売所に行って感じたこと、あるい

は学校で農園作業を行って感じたこと、それから家庭菜園をつくってみたい、そうい

った農というものにかかわる部分、農作業にかかわらずテーマといたしてございます

ので、それぞれの発達段階あるいは子どもの状況に応じて、それぞれの農に対する思

いが、書いていただけ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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   農に関する作文、だと。そうすると、私が言った農業体験作文というのは今現在は

ないということでよろしいですか。 

○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。 

   農業体験というふうな部分を書いた作文ももちろんございます。そのほかに、先ほ

どご質問がありました、農家ではない、あるいは他の市町村からの転入をされてとい

うふうな部分もございますので、そういった方々についても無理なく書いていただけ

るような、そういうふうなテーマも含めてコンクールを実施しているという内容でご

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） 難しい、私にとっては把握しづらい答弁でございますが、直売所に

行って野菜を見て、これがキュウリだよ、トマトだよと見るのも農に関した体験だと。

そのようにおっしゃっているわけですね。その辺をもう一度わかりやすく説明願いま

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番議員さんに再度お答えをいたし

ます。 

   もちろんそれぞれの家庭で、圃場あるいは畑で体験をするのも農に関する体験であ

ろうと思いますし、それから、学校での体験の圃場、そういったもので畑作業を体験

する、こういったものについても体験の一つかというふうに考えてございます。 

   また、発達段階、小学校低学年等につきましては、直売所等の体験あるいは家庭で

家庭菜園を行ってみる、そういったものに関しましても広い意味での農に対する体験

というふうに捉えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   大変わかりやすい説明、答弁いただきまして大変ありがとうございました。 

   これをもちまして私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 
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○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） よろしいですか。先ほど議員さんから指摘がありました件、もう

一回確認します。正すべきは正します。 

   ただし、先ほどお答え申し上げましたように、大玉に勤める先生方が、先生方の意

欲、モチベーション、そういうことが下がることのないようにしっかりと支援しなが

ら指導に当たっていきたいと、そんなふうに思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございます。 

   私は何を言いたいかというと、一つの、児童に対しての精神的虐待に値してくるの

ではないかと。それは親であれ先生であれ、そういうことをしてはまずいでしょうと

いうことを申し上げたかったわけでございますので、ひとつよろしくお願い申し上げ

まして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、３番本多保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４４分） 

 


