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令和元年第４回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  令和元年６月２０日（木曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 
総 務 部 長 
兼 総 務 課 長 押 山 正 弘 

住民福祉部長 中 沢 武 志 
産業建設部長
兼農業委員会
事 務 局 長 

菅 野 昭 裕 

教 育 部 長 作 田 純 一 政策推進課長 舘 下 憲 一 

税 務 課 長 菊 地   健 住民生活課長 安 田 春 好 

健康福祉課長 後 藤   隆 再生復興課長 伊 藤 寿 夫 

産 業 課 長 渡 辺 雅 彦 建 設 課 長 杉 原   仁 

会 計 管 理 者 
兼 出 納 室 長 中 沢 みち子 教育総務課長 橋 本 哲 夫 

生涯学習課長 溝 井 久美子   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

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

 

○議長（遠藤義夫） おはようございます。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、傍聴に渡辺左内さんほか１４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がありました「国民健康保険制度の充実と医療機関確保に

ついて」ほか２件の質問を許します。６番。 

○６番（武田悦子） ６番武田悦子です。議長の許可をいただきましたので、さきに通告

いたしました３点について一般質問を行います。 

   ６月議会は国保議会と言われるように、本年度の国民健康保険税が決定する議会で

す。国民健康保険制度は、国民皆保険の最後のとりでとして重要な役割を果たしてい

ますが、運営主体が県へ移行してからも大玉村の国保税は毎年上がっています。今年

度も１人当たりで２．１％、１世帯当たりで１．６％上がるとの説明がありました。

ますます払いたくても払えない国保税になっているのではないでしょうか。これらを

踏まえ、国民健康保険制度をよりよい方向に運営していくための考え方について伺い

ます。 

   まず、大玉村の国保加入世帯、加入人数は、議案書にも書かれていますが、改めて

数を伺います。それとともに、県内では増加率が一番となっている１４歳以下の子ど

もの加入人数を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   平成３０年度末現在の国保加入世帯は１，０２４世帯、加入人数が１，７３９名と

なっております。そのうちゼロ歳から１４歳までの年少人口は１０８名、被保険者全

体の６．２％になります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   この国保税の問題、先ほども払いたくても払えないというお話しさせていただきま

したが、滞納の問題、これはどこの自治体でも大きな課題となっていると思いますが、
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大玉村にはどれだけの滞納があるのか。件数、金額等も伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   平成３０年度末現在の国保税の滞納見込みでございますが、件数が２，８９９件、

額といたしましては７，６５９万６，６９８円となります。内訳は、現年分が

５１１件、滞納額が１，２４３万７９５円、過年度分が２，３８８件で、額が

６，４１６万５，９０３円という状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） この滞納の金額、大変な金額になっているわけですが、この国保税

が高過ぎて払い切れない、滞納が出る、まさに悪循環に陥っているのではないかと思

います。 

   今年度当初予算では２，５００万円基金から、そして今回の補正では、前年度繰越

金からとして３，３００万円補塡をして財源不足に対応しているという説明でありま

したが、大玉村では、これまで一般会計からの繰り入れという形でも財源不足補塡す

るための措置を行ってきたと思っておりますが、これらについて、今後の考え方はど

うなのか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   平成３０年度から県の運営方針によりまして、税負担の軽減、それから決算補塡目

的の一般会計からの繰り入れは行えないということでございまして、より財政運営の

適正化が求められてございます。 

   当面は、今ほどお話がありましたように基金、それから繰越金などを活用しながら、

計画的、段階的な保険税率の見直しを行うとともに、医療費の適正化、収納率の向上

などで財源の確保に努め、適正で安定的な国保運営を進めていきたいと思ってござい

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 一般会計からの繰り入れは行えないというお話ございました。県の

担当者のお話ですと、一般会計からの繰り入れは市町村独自の判断で行っても構わな

いというお話もございましたが、その点について、何かご意見ございましたら。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   若干説明的に不足しているところがございましたが、物理的には可能ですが、その

後の財政計画等々見直しがかなり厳しいものということでございますので、実質的に

行えないということでの答弁でございました。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 実質的には行えない、行わないということでございますが、この大
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玉村の国保の水準、先ほども申しましたが、かなり県内で高いほう、上から何番目と

いうような水準になっておりますが、これらの要因として、何が考えられるのか。ま

た、国保税算定には医療費が基準、それは理解しているところですが、今年度の算定

にはいつの医療費が基準となっているのか。また、今年度算定の同時期の県平均の医

療費との比較、これではどのようになっているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   医療費の算定でございますが、これにつきましては、過去３年間の医療費の平均値

をもとにして、さまざまなケースを加えること等により、見込みの医療費を算定して

ございます。 

   それから、県平均の医療費ということでございますが、これは２９年度の数字でご

ざいますけれども、県平均が３５万９７５円、１人当たりということでございますが、

大玉村の場合、４０万７０３円でございまして、差額としては４万９，７２８円、

１４．２％ほど上回っている状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 今のお話ですと、医療費が１４．２％、県平均より上回っている。

これだけが上がっている要因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） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ご存じのように、国保税算定におきましては、医療費をも

とに、それから各種、先ほども若干答弁しましたが、繰出金とか、それから前年度の

繰越金、補助等々を見込んで算定いたしますが、税の算定の中に前年所得というのが

ございまして、今年度に関しましては、前年度総所得では下がっておりますけれども、

被保険者数も下がっていると。その結果、金額的には上がるというような算定結果に

なってございまして、税に関しても、先ほどちょっと漏れましたが、県北地域の中で

はそんなに高いほうではなく、上から５番目程度の税率といいますか、１人当たりの

税額になってございます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   今回、２．１％と１．６％というのは、去年より若干低いということですが、実際、

今部長のほうで言いましたように、所得が下がり医療費が上がると、当然案分率が上

がるということで、このまま、もし、普通に上げた場合には５％を超す上昇率になっ

てしまうということがありますので、やはり急激に上がるということも大変ですので、

一応繰越金の３，０００万と、それから去年の基金の２，５００万ということで、

５，０００万を超える金額を税金を抑えるために投入していると。この額は、もとも

と村が一般財源を投入したものが原資となっておりますので、今年は表面上は一般財

源から入っていない形になりますが、実際は一般財源のほうから投入されていると。

来年以降については、あと２年ぐらいで基金がなくなってしまいますので、それにつ

いては、村の一般財源をどう繰り入れできるかということ。国のほうは、県に移管し
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たので、一般財源は繰り入れをやめなさいというのは国のほうの方針ですが、現実的

には、それをやめた場合に一気に国保税が上がってしまうという可能性がありますの

で、何らかの形で一般財源を投入できないかということについては、今検討をしてい

るところではあります。 

   徴収関係がありますが、もう何十年にもわたって積み重なってきたものがこの大き

な額になっていると。ただ、こういう小さい村では、機械的に差し押さえをしたり競

売にかけたりということができない。悪質な滞納については厳しく対応していますが、

なかなか現実的に納付が難しいという方については、分納という形で、少しずつでも

納めていただくということで、その積み重ねがこの金額になっているということです

ので、これを一気に減らすというのは、なかなか難しい状況かなというふうに考えて

おります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   国保の中でやりくりをしなくてはならないわけですので、かなり大変なことは理解

しているところでありますが、近隣の自治体では、毎年、ここ数年下がっているとい

うふうにも聞いております。 

   近隣と比較してどうなのか。比較するべき何かがあるとすればお示しいただきたい

のですが。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   平成３０年度における近隣市町村との国保税の比較でございますが、県北地域に関

してということになりますが、大玉村の場合、１人当たり１０万６，０８１円でござ

いますが、これを上回っている自治体、二本松市１１万５，４８９円、次いで、川俣

町１１万１，３０５円、その下に、国見町で１１万３８１円、次に、桑折町で１０万

９，９５７円となってございます。大玉村より下回っている自治体といたしましては、

福島市で１０万４，４０４円、次に本宮市で９万９，２１５円、伊達市で９万

３，８７１円という状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   この国保税、サラリーマン世帯では、所得に応じた保険料を負担すれば、扶養家族

も同じく医療保険を利用することができます。また、勤め先が保険料の半分を負担す

るわけですから、国保より安い保険料となります。試算によれば、中小企業の労働者

が加入する協会けんぽ保険料と国保税では、国保税が約２倍という試算もございます。 

   さらに、国民健康保険制度は、ほかの医療保険制度にはない均等割というものがあ

ります。国保世帯に属する人数に応じてかかってきますが、これは年齢や所得に関係

なく、子どもにもかかる税です。子育て世代にとって大変な負担になっているのは間

違いありません。全国知事会・市長会・町村長会では、子どもにかかる均等割の軽減
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のために、さらには、国保制度そのものを支えるために、１兆円の公費投入を求めて

います。 

   これらについての村長の考え方、また、今後の見通しについても伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんに再度お答えいたします。 

   他自治体で実施しているところも大変少ないんでありますが、国保税の考え方は、

均等割という形で世帯の人数に課税すると。生まれたばかりでも課税標準の期日にい

れば、当然１人としてカウントされて課税されるという、これはちょっと国保独特の

昔からのそういう流れでやってきたという制度でありますので、法的には課税につい

ては各市町村に任されていますので、これについて、例えば、１４歳以下の子どもに

ついては国保税を課税しないということはできないことではありません。ただ、その

子どもの分を非課税にした場合には、当然その税金分はほかの方に課税が上乗せにな

るということで、ざっと試算すると、１人２，０００円ほど均等割が上がるというこ

とになりますので、その辺のバランスというか実態は、もう少し見きわめてから、ど

ういうふうにするかということは検討したいと思います。これについては不可能では

ありませんが、次年度への課題ということで捉えさせていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 全国町村長会で求めている公費投入の件については、村長、どのよ

うに考えていらっしゃるのか、再度伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 当然、国の方針として県単位でやろうということなので、私は、早

くその県単位の統一した課税にしていただければいいなというふうに考えます。 

   その結果、高く課税されているところは、当然、平準化されれば下がります。低い

ところは、当然上がるということですので、１年や２年で実現できることではないだ

ろうというふうには思っていますが、やはりその差額は、こういう国保税という非常

に所得の低い、総体的に勤め人と違って所得の低い保険制度に対してのそういうもの

については、国がやはりきちっと応分の負担をすべきだというふうに、それが国民皆

保険の基本だろうというふうに感じております。 

   それまでの間については、やはり努力をしながら、保険税が急激に伸びないように、

他と比してできるだけ高くならないように努力はしていきたいというふうに考えてお

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   しっかり国・県に対しても声を届けていっていただきたいというふうに思っており

ます。 

   先ほど村長から、子どもの均等割について、そのままなくすということになれば、
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１人当たり２，０００円のアップになるというお話ございました。大玉村では、

１４歳以下の子どもが１０８人という数でございますが、ほかの自治体で独自の支援

策を行っているというお話もありました。 

   ここでちょっと紹介をしたいと思うんですが、岩手県の宮古市、ここでは今年度か

ら１８歳以下の子どもの均等割の全額免除というのを始めました。宮古市では、

５０１世帯、８３６人が対象になっておりまして、１，８３３万円の予算を計上して

おります。宮古市の山本市長は、子育て世代をしっかりと応援しようと子どもの均等

割を全額免除する、財源はふるさと寄附金を活用するとしています。 

   国保制度では、どこかを減らせば、その分どこかに負担してもらわなければなくな

ってしまいますが、宮古市では、子どものいない世帯に負担がかからないように、一

般会計で賄うようなことを行っているわけであります。 

   子どもの健やかな成長、これは誰もが望むことですし、国も、そして村も、もちろ

ん一番の課題としている。そういうことでございますので、大玉村でも、ぜひ、先ほ

ど次年度以降検討していくというお話ございました。この点について、しっかりと取

り組んでいただきたいということを要望したいと思います。 

   この医療保険制度、この大もとには、先ほど来医療費の問題が出てまいりました。

大玉村では、医療費の水準が高いということがありますが、医療費をいかに下げてい

くか、これは大きな課題であります。基本は、早期発見・早期治療ではないかと思っ

ております。無医村の大玉村では、近隣自治体にある病院へ通院するということにな

りますが、もっと身近なところに医療機関があれば、何より安心ですし、早期発見に

もつながるのではないでしょうか。 

   原発事故以降、福島県内では医者の数が減っています。このような現状であるなら

ばなおさら、県と一緒になり医師確保に取り組むとともに、村への医療機関の誘致を

本気で考える必要があるのではないかと思います。村長の考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   医療費の軽減策というのは、当然、これは必要になってきますので、その大きな目

的の一つが、大玉村健康長寿の村づくりということで、早期発見・早期治療というこ

とで、当然健康長寿の村づくりが進んでいけば、結果として医療費は下がるはずです、

これは。ですから、その危機感を持って、国保の税金も含めてしっかりと、当然、最

大の目的は村民の健康長寿ということですが、結果として医療費が下がっていくとい

うことにも結びつくのではないかという期待は当然しておりますので、それについて

は強力に、健康長寿の村づくりは今年のメインテーマとして掲げておりますので、こ

れは強力に進めていきたいなというふうに考えております。 

   医療機関につきましては、もう谷病院の診療所がなくなってから、２０年も何十年

もかけて医師の確保に努めてきたわけですが、見つからないと。それから、原発の事

故以来、医師不足が非常に深刻で、こういう診療所のみならず過疎地の医療も確保で

きない、大病院も医師が確保できないという医師不足の中で、大玉村が今、医師を確
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保することも非常に困難だというふうに考えておりますが、確保できない状態が続く

のであればということで、足の確保を。近隣に医療機関が集中しております。３０分

圏内に大きな病院、医大も含めて３０分圏内に全ての大きな病院が存在しますので、

福祉バスの継続運行、それからデマンドタクシーでの高齢者を含めての、障害者等を

含めての足の確保、それから職員による送迎、生活バスというふうに、当面は医療機

関へのバスの足の確保を最優先でやっていきたいということで実施をしてまいりまし

た。 

   医療機関の誘致については、諦めたわけではありませんので、これについては、引

き続き検討してまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   足の確保、一定程度進んでおりますが、これらについては、また別な機会で取り上

げてまいりたいと思いますが、医療機関の誘致、諦めているわけではないというお話

ございました。諦めずにしっかりとこれからも継続して取り組んでいってほしいとい

うふうに思います。 

   次の質問に移ります。 

   高齢者の居場所づくりについて伺います。 

   今年度、村で進める健康長寿の村づくりでは、元気で健やかな高齢期を送るために

何ができるのか、何が必要なのかということだと思います。 

   笑い話ではありませんが、「キョウヨウとキョウイクが大切」という話をよく聞き

ます。きょう用事がある、きょう行くところがある、このことが重要だということで

す。外出する期間がふえること、いろいろな人と交流することができる、そのための

居場所があるということが大切ではないでしょうか。地域での交流や社会活動をして

いる人は、認知症の発症リスクも低いとの調査結果もあるようです。 

   これらの活動を支援する取り組みについて伺います。 

   村内では、各地でサロン活動が行われていますが、村としてどのような支援が行わ

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（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   現在、村内には１９のサロンがございまして、これは村が社会福祉協議会に委託し

て事業を実施していただいております。委託はしておりますが、その中でも支援とい

うことで、職員等が直接サロンの会場に赴いて、血圧測定を行ったり、体力測定を行

ったりとか、そのような形での支援を、毎回ではございませんが、かなりの頻度で支

援をしてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） このサロンでございますが、これはそれぞれの地域で行われており
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ますので、地域の皆さん、参加をしやすい環境にあると思いますが、大体月１回程度

の活動、このようになっているのではないかと思います。 

   いつでも、誰でもが、行きたいときに行けるような場所、本宮市ですと「えぽか」

のような場所、さらには、駅前にできました交流センター、あそこだと、夜遅くまで

やっているので、高校生が学校帰りに親を待つ時間、あそこを活用できるというよう

な話もございます。さらに、高齢者が集える場所ということになると、プラントにあ

る大玉サロン、あのような場所を活用されているとも聞いております。 

   これらの場所を活用することももちろん大切でありますが、しかし、もう少し小さ

い範囲、このような居場所、あればいいなというふうに思っております。 

   村内では、商店がその役割を担っているところ、多いのではないかなというふうに

思っております。しかし、その一方で、村内に空き店舗もできております。店舗です

から、人の集まりやすい場所にあります。これらを活用して、高齢者がいつでもお茶

飲みに行けるような「キョウヨウとキョウイク」を実践できる場所として活用できな

いかと思っております。 

   これらについての考えを伺いますとともに、居場所づくりには場所を提供するだけ

ではなくて、高齢者を支援していく人の配置、これも重要になるのではないかと思い

ます。これらについてもあわせて伺います。 

○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。 

   空き店舗は、当然、ご存じのとおり、かなりの商店が閉じているということですの

で、その活用については前々から考えていたところではありますが、やはり空き店舗

になるまでにはかなりの老朽化をしているということで、そのまま使うのがかなり難

しいということと、実際、住居と一緒に店がありますので、それを改修して、あと自

由に使っていただくということになると、なかなか持ち主の方の了解というのも難し

いのかなというふうに思っていますが、前々から、それをサロン等の地域の集まる場

所として使えないかということは考えておりましたので、それについては進めていき

たいとは考えていますが、やり方としては、商工会との兼ね合いというよりは、商工

会をもうやめてしまいますので、健康長寿の村づくりの中での高齢者の生きがいづく

りの場所づくりという観点で検討していただこうかというふうに考えております。 

   その場所に近隣の方が行って、そこに移動スーパーとか、誰かがかわりに買い物を

してそこに届けるとか、いろんな方法が考えられますので、そういう地域の場として

活用を考えられないかというふうに思っています。 

   昔は、そこでお茶を飲みながら一日お店で過ごしたというような地域のサロンとし

ての場所でもありましたので、足を確保して遠くに買い物にお連れするというだけで

はなくて、地元で集まって買い物ができる、用が足せるということのほうが、高齢化

社会にとっては重要な場所になるのではないかというふうに感じていますので、これ

はしっかりと検討していきたいと思います。 

   それから、高齢者の集いの場所ということがありますが、村にはいろんな施設があ
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りますので、これから建設するような施設については、整理をしながら、考えながら、

高齢者が集えるような場所の確保ということも今後検討していきたいと。自由に集え

る場所の確保ということも、そういう公共施設の設置計画の中で、新たにつくるので

はなくて、既存の施設を利用して設置できないかということも今検討しているところ

でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 場所については、いろいろお答えをいただきました。人の配置とい

う点はどのように考えていらっしゃるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   人については、健康長寿の村づくりの中でお願いするのは、やはり高齢者の社会参

加。ですから、地域のボランティアの方にそこの運営をお願いするのが一番かなと。 

   それ自体も生きがいづくりの一環というふうになると思いますが、この元締めにつ

いては社会福祉協議会のほうのサロンの延長ということで、社会福祉協議会のほうに

お願いをし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。 

   誰もが安心して気軽に立ち寄れるような場所、そこで買い物もできるということに

なれば、一石二鳥、三鳥にもつながるのではないかなというふうに思いますので、ぜ

ひとも早い時期に実現していただきたいというふうに思っております。 

   最後の質問に入ります。 

   働き方改革と非正規雇用労働者の待遇改善についてです。 

   大玉村では、さまざまな形で正職員以外に働いている方がいらっしゃいますが、こ

の方々の実態はどうなっているのか。職種、所属ごとに伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   正規職員以外の非常勤職員の方々の内訳でございますけれども、村長部局、教育部

局に分けて答弁をさせていただきます。 

   初めに、村長部局におきましては、保育所の保育業務で４４名、調理業務で３名で

ございます。その他の部署関係でございますけれども、事務補助職員で９名、施設管

理で１４名、運転業務で２名、作業員等で７名、そのほか協力隊員で１名、村長部局

の合計が８０名でございます。 

   次に、教育委員会部局でございますけれども、指導主事が１名、英語指導助手その

他講師で２名、支援員等で１１名、事務補助員で１名、協力隊員が１名、用務員３名、

預かり保育等で１８名、その他施設管理等で２４名、最後にスクールバス運転手６名、

総合計で申し上げますと１４７名でございます。 
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   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 全体で１４７名の非正規雇用労働されている方がいらっしゃると。

本当にそれぞれの自治体で非正規雇用で働く皆さん、この皆さんの力がなければ自治

体の仕事は成り立たない現状にあるというのを、この数字を見て改めて感じたところ

でありますが、この皆さんの処遇をどのように改善していくのか、これがとても重要

になってくるというふうに思っております。 

   同一労働同一賃金という考えを、どのように実践していくのか。特に保育所であり

ますと４４人の方がいらっしゃる、預かり保育でも１８人の方がいらっしゃる。この

保育所や幼稚園の預かり保育、これは正職員とどれほどの仕事に差があるのか。この

ような点から見ても、皆さんの処遇をどう改善していくのか。これは保育の質の確保

という点からも大変重要なことではないかというふうに思いますが、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（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   現在、保育所でございますが、委託職員につきまして、月給制の導入、それから通

勤手当相当額、それから加給委託料、いわゆるボーナス的なもの、それから有給休暇

の付与ということで、正職員と全く同等というわけにまいりませんが、処遇改善には

努めてございます。 

   これからも制度等も変わるということになりますので、それらも踏まえながら検討

していくような形になろうかなと思ってございます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   制度的な今後の任用関係でございますので、私のほうからご説明をさせていただき

たいと思います。 

   今、中沢部長のほうから現状について申し上げましたけれども、今後の制度の改正

がございます。地方公務員法の臨時職員の皆さんにおかれましては、一般事務はもと

より、教育、子育てなどでさまざまな分野で今活躍をいただいておりますけれども、

このような中、臨時・非常勤職員の適正な任用と勤務条件を確保する目的から、地方

公務員法と地方自治法の一部改正が行われました。 

   これにつきまして、令和２年４月１日から一般職の会計年度任用職員制度が施行さ

れることとなります。この制度の概要につきましては、非常勤・特別職の任用を厳格

化した上で、その特別職以外の職員の方々につきましては、全て一般職の会計年度任

用職員ということになってまいります。改正後の地方公務員法におきましては、一般

職に適用される各規定が適用されることとなります。さらに、具体的には、秘密を守

る義務でありましたり、職務に専念する義務、こういった義務も当然課されてまいり

ます。そのほか給与関係につきましては、基本的には一般職の給与法を使用するよう

な形になろうかと思いますけれども、さらに一般職の地方公務員に定められました勤

務要件に該当するに至った場合、この場合につきましては、市町村職員共済組合、私
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たちが今加入している組合でございますけれども、その組合への加入、そして地方公

務員災害補償法、並びに退職手当制度が適用されることとなります。 

   この制度の移行に当たりましては、以前、予算のほうで計上しておりました洗い出

し作業、これを昨年度から始めさせていただいております。この作業におきましては、

この対象となる非常勤職員の法令上の位置づけ、こういった作業も進めておるところ

でございます。 

   今後につきましては、早ければ８月までに作業を終了しまして、令和２年４月１日

の制度移行に向けて、適切に運用が図られるよう対応をしてまいりたいと思っており

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。 

   同じ職場で同じ仕事をしながら働いている人でございますので、しっかりとした処

遇を確保していただいて、会計年度任用職員、新しい仕組みでございますので、適切

な、そしてしっかりとした取り組みを進めていっていただきたいというふうに思いま

す。 

   さらに、今年２月に子ども・子育て支援法、これが閣議決定をされました。５月に

改正法が成立をし、この法律によりますと、３歳から５歳までの保育所や幼稚園に通

う子どもの保育料、全額無償になり、ゼロから２歳児も住民税非課税の世帯のみが無

償化となりますが、これらの措置によりまして、村の財政負担、どうなっていくので

しょうか。 

   これまで単独で行ってきた保育所、第２子目以降の無料化、これらの財政負担が軽

減されるならば、その財源こそが保育所や幼稚園に勤務する委託職員などの待遇改善

に充てるべきだと思っておりますが、その考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんに再度お答えいたします。 

   ゼロ歳から２歳までの保育所については非課税世帯ですので、もう既に村は一般財

源でやっていますから、保育所に関しては、ほとんど財源としては来ないと。実際や

っていますので、ゼロと。非課税世帯の分だけは来ます、無償にした場合。ただ、金

額的にまだ確定をしておりません。 

   それから、３歳から５歳までのものについては、大玉の場合には全員が幼稚園のほ

うに入っております。保育所に入っていないので、３歳から５歳は幼稚園の授業料が

無償化されると。ただ、今４，０００円しかいただいていないのです、大玉は。です

からこの辺が、１万２，０００円上限なんですね、大体その辺が。ですから１万

２，０００円取っているところは、その１万２，０００円がそっくり来るのか。大玉

は４，０００円しか取っていないので、１万２，０００円いただけるのかということ

だと、今の現時点ではまだそこまでは具体的には来ていませんが、４，０００円だと

すると、ほんのわずかの額しか来ないと。大玉にとってはそれほど大きな財源にはな
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らないと。ただ、それをどこに振りむけるべきかということについては、今言われた

ような、当然これは同一労働同一賃金で改善にはなりますので、財源は大幅な財源が

必要になってきます。ですから、その一部としてそれが使われるのが当然になると思

いますが、それだけでは充当は、完全には、不十分だということになりますので、一

般財源は人件費としてかなり大幅に上がるということで、ただ、その分を一般職で採

用した場合には、今の役場職員を３０人、４０人減らさないと雇用できないと。現実

的には非常に厳しいものがありますので、改善は当然進めてまいりますが、その辺に

ついては、今洗い出しをして、数値的にはまだはっきりしないということでございま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 来年４月以降の会計年度任用職員、しっかりとしたものに改善する

ためのお金というのは、また別の方が聞きますのでここでは聞きませんが、たとえ

１人４，０００円であっても、それなりの金額、トータルすれば。幼稚園の子どもの

数、計算できるわけですから、その部分をしっかりとしたところに使っていただくと

いうことを改めてお願いをするところです。 

   この大玉村では、ほかの自治体と比べて保育所などの委託職員の処遇の改善に努め

てきていること、これは一定程度評価するところであります。しかし、現状は決して

公務労働などと胸を張れるものではありません。まして、６５歳までに２，０００万

円の資金を確保するなど、ゆめゆめ実現できるものではありません。この方々が置か

れている現状を真正面から受けとめ、抜本的対策を県・国に強く求めると同時に、子

育て日本一を標榜する村にふさわしい施策を今後とも推進していただくことを強く求

め、私の一般質問を終わります。 

   ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、６番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時といたします。 

（午前１０時４５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「持続・発展する村をめざし

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、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、持続・発展する村づくりについてであります。 

   大玉村の人口増加というのは、今県内でも明るい話題の一つとして、どこに行って

も、「ああ、大玉村ね」ということで、大変自分が何かなったようなというようなこ
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とで話題になっているところであります。とりわけ年少人口というのは県内でもトッ

プだというようなお話もありますが、まず、今、年少人口を初め、人口の増加、そう

いう今の状況について、最初にお伺いをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   平成３０年度末時点でございますが、大玉村の総人口８，７８５人となっており、

前年度より１１５人増加してございます。世帯については、前年度よりも９１世帯増

加して２，８９１世帯となってございます。 

   また、年少人口、ゼロ歳から１４歳まででございますが、１，２９９人となってご

ざいまして、前年度よりも５６名増加しております。総人口に占める年少人口の割合

については１４．８％という数字でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今お話ありましたように、そういう今大きな問題になっている中

で、これだけの増加ということであります。 

   これらの増加の要因というのはさまざまあろうと思いますけれども、特に挙げると

したらどういうことがあるか、お伺いをいたしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   人口の要因、数々ございますが、まず、言えることは、総合的な要因だと。１つの、

２つの要因で人口がふえているということではないというふうに認識をしております。 

   まずは、過去長年にわたる定住化政策、住宅造成に対する助成等が非常に最初の企

画としては大きかったのかなというふうに感じております。 

   それから、もう一つは、この大玉村の位置ですね。福島、郡山、二本松、本宮が通

勤・通学圏内であるというこの場所の優位性というのも非常に大きいというふうに考

えております。それから、もう一つは、やはり村ですので、近隣の市と比べると比較

的に土地が安いということも、これは大きな要因だろうというふうに感じております。

それから、もう一つは、子育て支援がしっかりしているということ。内容については

省略させていただきますが、子育て支援が大変いいということは村外から評価を受け

ているということと、それから、コミュニティ・スクールを初めとする教育制度等が

しっかりしているということもあります。それから、もう一つは、海外交流、マチュ

ピチュ村との交流関係は、もう全日本に、全世界と言っていいぐらい大玉村の名前を

広く知っていただいて、物すごい効果がございましたので、マチュピチュ村との交流

とか、台湾との中学生の交流とか、三浦村、茨城町の国内外の交流というのも非常に

話題になっておりますので、それで大玉村に興味を持っていただいて、大玉村に目を

向けていただいて、そして、その結果、どういうことをやっているのかという評価を

いただいてふえてきているんだというふうに考えております。 

   そのほかにも、直売所が非常に、どこへ行っても「すごいね」とお褒めをいただい

ている。そして「お米がおいしい」とか、そして名倉山からの大玉の眺望、今、
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３６０度見えるように木を切りましたので郡山のほうも全部見えますので、郡山から

かなりの方が来ているというふうに管理をしている方からもお話を聞いておりますが、

ポケットパークとか、日本で最も美しい村連合に加盟しているとか、そういうものが、

やはりそこから大玉に興味を持っていただいて、外から大玉、まずは大玉を知ってい

ただくと。そして、いろいろホームページとか、住んでいる方に聞いてみたら、今言

ったようないろんな施策をやっていると。じゃ家をつくろうか、アパートでも住もう

かと思ったときに、大玉を選んでいただいて住んでいただいているんだというふうに

考えております。 

   課題はやはり、来た方が、来てよかったと思えるような村づくりを進めていけば、

この人口増傾向というのは継続するのかなというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今それぞれ住宅政策なり、定住化促進の政策というものから６点、

７点ほどそれぞれ、そういうものが要因ではないかというお話ありました。 

   そういうことと相まって、今、日本全体が抱える大きな課題である人口減少問題に

ついて、さまざま減っている中での、人数はともかく増加になるということは、これ

は極めて大事な、１人ふえたのと減ったのでは行った来たの違いでありますので、そ

こに住んでいる人そのものも、勇気あるいは希望にもつながるし、誇りにもなるのか

なというふうに私も思っておりますし、非常に喜ばしいなというふうに思っておりま

す。 

   これらのことに、率直に村長がどう考えているか、感想を持っているか、お伺いい

たします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   県知事も県民プライドという言い方をしておりますが、やはりプライドを持って住

めるような地域をつくっていくというのが、やっぱり行政のみならず、村民も一緒に

一体となって考えるべきことだというふうに考えております。 

   大玉村に住んでいる皆さんにも、やはり村を愛していただいて、村民プライドとい

うことで、自分の村を外に行ったときにしっかりと頑張っているよと言えるような村

であってしかるべきだなというふうに考えています。そのためには、やはり行政のみ

ならず住民と一体となって村づくりを進めていくということが非常に大切だというふ

うに考えています。 

   日本全体が減少傾向にある中で、どこまでこれが増加ということで継続していくの

かということは未知数ですが、やっぱり努力をすることによって、１年でもこれを先

に延ばしていくということ、非常に大切なことだなというふうに考えています。 

   住んでいる方の満足度を高めることが最大の要因だと、命題だというふうに考えて

おります。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれお答えありがとうございました。 

   こういう中で、今まではどちらかというとプラスの面についてお尋ねしましたが、

こういう中でのさまざまな今後に向けての課題という点で、幾つかお尋ねをしたいと

思います。 

   別資料という形でこの人口の動きについて配らせていただきました。これを眺めて、

いろいろあると思いますけれども、これについては、時間もあるので、それぞれが考

えを持って、それぞれにいろいろあると思いますので、今後に譲りたいと思いますが、

いずれにしてもこの丸印ついている行政区がふえて、あとはやっぱり減っているとい

う状況の中で、じゃ大玉村を引き続き維持・発展させていくという自治体としての役

割というのが、やはり村当局を初め、我々議会議員にも課せられた課題の一つではな

いのかなと。今後、引き続きこれを維持・発展させるということについての基本的な

村としての考え方なり進め方について、何点かあればお尋ねをしておきたいと思いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   村としての課題に対する基本的な対応ということでございますが、今いただいた資

料を見ますと、増加している行政区、新しく家が建っているところ、減少傾向にある

地域というふうに分かれるわけですが、村全体として考えた場合には、増加する地域

も減少する地域も課題は同じだというふうに考えております。やはりひとり暮らし高

齢者、それから老老世帯等、それから認知症対策とか、介護の関係とかいうことは、

人口増加しているところでも、当然に同様の課題を抱えているというふうに考えてお

りますが、各行政区では行政区の特有の課題というのがあります。中山間に住まわれ

ている方たちの居住環境とか、集落環境とか、それから、まち部と言われている２区

とか、この辺の住宅密集地で抱える課題というものも、やはりそれぞれ地区によって

異なりますので、それぞれ異なる課題については、個別に役場としては検討をしてい

かなければならないんじゃないかと。全体的な先ほど言ったような課題と地域課題と

いうふうに、２つの異なる課題に対応する方策は必要だ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） 今、いろいろお話はいただきました。 

   今の状況を踏まえるならば、この農林畜産業の今の状況というものからすれば、今

までも大玉村でさまざまな手だて、施策、応援をしてきたわけでありますが、それも

しっかりとやりつつも、やはり自然環境や条件を生かした交流人口、あるいは大玉村

との何らかのかかわりを持つような、そういう人口をふやす方法というのも一つの手

法かなというふうに思っております。広い意味での活性化の一つではないのかなとい

うふうに思います。実際、私の住む地域でも、非常に多くの地方から来られている方

が今現在住まわれております。群馬県、神奈川県、大阪、九州は天草、あるいは元富
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岡の副町長さんも住まわれているということで、非常に広い意味で来られております

し、これは高速道路のインターがないからだとか、駅がないから来ないという話では

もうない。やはりこの条件、先ほど村長も言ったけれども、そうした住む条件がやっ

ぱりあったのかなと。 

   我々いつもほかの地域に行くと、村の紹介は、枕言葉あるように、福島県のほぼ中

央し云々という話をしますが、本当に我がでそう思っているかということなんですね。

幾ら、すぐ近くに山もあるし、町にも行けるし、非常にそういうよさというのをもう

一回再認識する必要があるというふうに思いますし、そういう交流人口の増加、いわ

ゆる昔から言われているＵターン・Ｉターン・Ｊターン、さまざまなこういう活動を

積極的に進めるというのも一つの手法だと思いますが、それから、地域おこし協力隊

とか、さまざまな方にも協力をいただいておりますけれども、こうした方々との連携

というものも大事だと思いますけれども、これらについての考え方について、村の考

え方をお尋ねしておきたいと思います。 

○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。 

   先ほど言いましたように、課題は各地域ごとに異なるということ。逆に言うと、利

点も各地域ごとに異なるということだと思います。その地域特有の売り物というので

すか、これが特徴だよ、これはいいところだよというところも当然ありますので、そ

れはやはり十分に活用しなければいけないというふうに考えています。中山間で言え

ば、今言われたように、村内には余り遠くからの移住者がいないという中で、あそこ

の地帯に遠方の方々たちが移住してきているというのは、やはり地域の特性としての

よさというのがあるんだろうというふうに考えております。 

   やはり自然環境の中で生活したいとか、あの上から見た景観が非常に美しいとか、

いろんなものがありますので、これからの大玉村、地域おこし協力隊を産業課に配置

した大きな一つの理由は、Ｉターン・Ｊターン・Ｕターンの受け入れ体制を整えると

いうことが、今度入った地域おこし協力隊の主目的、主事業でありますので、その事

業を進めるためにも、やはり受け皿の体制をつくっていかないと、一生懸命ＰＲして

入ってこようとしても受け皿がないのでは困りますので、そういう意味では、各エリ

アごとの、地域ごとのいいところというのは、しっかりとピックアップをして、こう

いうところありますよというふうに対応できるような形にできればいいなというふう

に考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） いろいろとお答えをいただきました。 

   今言うように、そうした地域の特徴なり環境というものでありますが、その一つと

して、もう一つの大事な観点は、村民の住環境のやっぱり快適性ですね。これについ

て、今度の議会の初日の議題としても上げられた大規模太陽光発電との大玉村の自然

環境保全を、調和したことについての宣言、きょうの民友新聞にも早速出ていまして、
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この大規模な太陽光発電を望まない宣言というようなことで、云々とずっと書かれて、

押山村長はということで、「重要な資源である自然環境や景観を将来にも継承してい

く必要がある」というふうに話しているというようなことが書いているのです。 

   全くそのとおりだと思いますし、だとするならば、そういうことを含めて、今まで

もずっと歴史的にはさまざまなこういう景観が大変になるという時代がありました。

西のほうの自衛隊の演習場をつくるという話もあったり、それから、大規模墓地公園、

これの構想もあったり、それぞれいろんな業者、いろんな関係がその都度住民の、あ

るいは議会なり、長、それぞれさまざまな観点から、それらをやめさせてきたという

結果があるわけであります。 

   こういう中で、大事な水、大玉村の水資源である、そういう地域についての住環境

がじゃいいのかというと、これ今、せっかくこういうことを宣言したということを考

えれば、あの９区の例えば大型畜産農場の今も長引く課題の問題、これについてもや

っぱり、この観点からすれば厳しく問われなければならない。それから、百日川上流

の養鱒場の、これもさまざまな住民との関係で、水利権あるいは水が汚染される。は

かってみると、何もそれは社会に問題になるような内容にはなっていないという、そ

ういうことの繰り返しでずっと来たわけです。 

   それは、許可権限は土地改良区の理事長だということになりますけれども、実は、

当時の理事長というのは、それは村長が兼ねていたんですね。それからもう一つ、大

玉村ではどうか知りませんが、農業委員会会長というのを町村長がやっていたときも

あるんですね。こういう確かにコンパクトでバッタバッタ決めるには楽だけれども、

これは一回誤るととんでもないことになるということで、今はそれぞれにやってある

と思うんですけれども、大玉村のあの百日川については、当時土地改良区の理事長で

あった村長の許可権限のもとに決まったわけで、１回許可したものをどうだこうだと

いうのは、なかなかこれ大変なことで、やっぱり住民との、やっぱり営業をやってか

らは、やった人なりのこういういろいろな生活ということも考えれば、住民も言って

ばかりいられないというジレンマに今陥っているというのは、今年の春先もそういう

課題があったんですけれども、住民の方がさまざま耐え忍んでいるというのが実態だ

と思うんです。 

   こういうことについても、やっぱりきちっとしなければ、先ほど村長がうんと詳し

くるる意見を上げて言ったことに対する失望、あるいは今までいた人全員も、こんな

ところにいられない、とんでもない話だということで、実際移住している方もいるん

ですね、逆に言うと。 

   だから、そういうことに対する、それぞれさまざまな取り組みはされて改善にも努

力はされていると思いますけれども、さらにもっとしっかりとしたこういう取り組み

を、そうした自然環境を守るという、あるいは住環境を守るという観点からすると、

今度のこういう宣言に基づいた、やっぱりきちっとしたさらなる取り組みをこの機会

に進めるんだということについての村長の決意のほどを、この際、お伺いしておきた

いと思います。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   村全体としては、やはり景観を保全すると。太陽光の自然環境と調和しないような

ものについては、再生可能エネルギーをだめだ、太陽光を受け入れないということで

はなくて、自然環境を破壊したり、それと調和しないものについては、やはり望まな

いということの宣言でありますので、太陽光発電を一切受け入れないというふうにち

ょっと誤解されるような部分がありますが、そういうことではないということだけも

う一度確認をしておきたいと思います。 

   それと農場関係、これはこれ以上、村として、行政としては、立ち入ることができ

ないぐらい強く指導して、６，０００羽ふやしたいというような話もありましたが、

とんでもないと。やめてほしいんだから、ふやすとは何事だということでやめていた

だいたというような経過もありますし、今、県のほうにも、もう少し強くやってくれ

ないかと。行政との限界というのがありまして、なかなか厳しいところがありまして、

強制的に撤去させるということが、これは不可能です。もう何十年もこれをやってき

ている。ただ、大分改善はされてきているというふうには言っていますが、まだ。 

   雨のときに流出するような監視員を委託して調べてもらっているんですが、委託員

配置以来、全然そういうゲリラ豪雨がなくて、なかなか現場を押さえることができな

いというようなことも、これはいいのか悪いのかわかりませんが、あるわけですけれ

ども。やはり今お願いしたのは、この前区長さんたちに行っていただきました、議会

も行っていただきました、住民も行っていただいた。やっぱり行政だけでやることに

は限界がありますので、村全体として、住民も巻き込んで、やはり圧力をかけていく

ということで、國分農場には、攪拌のものをドームで覆うか、それともほかに移して

くれと。自分の自宅のすぐ近くに持っていってくれというまで、社長に直接お願いを

しているような状況でございますので、これについては引き続き強く要望していきた

いと思いますが、住民の皆さんのご協力も、ぜひお願いをしたいというふうに考えて

おります。 

   それから、養鱒場については、百日川の水をほぼ１００％、当初はとっておりまし

たが、今から２０年以上前ですか、３０年ぐらい前ですか、話し合いをして、半分だ

けにしていただいたというのが今現状の中ですので、その辺についても、やはり支障

あるということであれば、取水量を減らすとか、そういうことは対応していかなけれ

ばいけないなと。きちっと毎度調べていますので、その辺について、これからもきっ

ちりと対応していきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今、村長からお話ありましたように、先日、区長の全体の集まり

の中でも課題にしていただいて、区長会としても見ていただいたということは非常に、

いまだかつてそういうことでというのはなかったのかなと。大変重要に見ていただい

たということについては、区長の皆さんにも感謝を申し上げたいと思いますし、さら
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に行政としての取り組みを強くこの問題では求めておきたいと思います。 

   それから、次に、今までのこうした話と同時にもう一つ大きなことは、先ほど村長

からも若干話がありましたが、この地域での連携、地域での活性化の方策というのも、

一つの大事な取り組みだというふうに思いますので、今議会の私の質問の大きなテー

マの一つであります地域連携を深めるための、いわば一つの方策としての（仮称）地

域活性化センターの設置についてということで、３月議会でも７・８・９・１０区の

区長さんからの陳情で設置のお願いがありまして、３月には全会一致でこれが採択さ

れたところでありまして、大玉村での立地というものについて、山麓一帯の活性化に

とって極めて意義あるものだというふうに思います。 

   この建物については、今までも県の事業として取り組まれ、村が助成をしてつくっ

て、５０年が経過したと。極めて東部にあるべ、南部にあるべなどという性質のもの

とは、もう一回り、二回り役割が変わった大きな役割を今までも果たしたし、これか

らも果たすのかなというふうに思いますので、これらの活性化センターというのは、

今までるるその内容については、村当局にもお願いしたし、議会でも議論をいただい

て、今年、災害時の避難場所を初め、先ほど来質問にありましたさまざまな取り組み

をする場合の一つの場としての役割もあるということでありますので、ぜひ一日も早

いこうした建設をお願いしたいところでありますので、この点についてお伺いをいた

したいと思います。 

○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。 

   これについては、前にも答弁をさせていただきましたが、あそこの婦人ホームの建

設系、歴史的な過程というのは、国・県、それから村で、あそこの地域の活性化、地

域振興を目的として建設をされたという、他の施設とは、今言われたように歴史的な

経過が異なるということですので、村としても中山間の利点・特性を生かした産業振

興、やはり中山間がこれから放棄地とかいろいろ出る可能性ありますけれども、牧草

の草地とか何かが広がっておりますが、なかなかそれも将来的に厳しいということも

ございますので、あそこの、逆に言うと、大玉での安達太良山の中山間の特性・利点

というのも当然あります。平地にない農産物関係においても、中山間の高原野菜とか

そういうものも含めて利点もありますので、産業面でのそういう利点とか、それから

山間部ですので、災害等の心配も平地よりも多いということもありますから、今言わ

れたように、避難所としての部分とか、それから今、産業振興をやるためのその研修

の拠点としてとか、それから地域のコミュニケーションの場ということ、それから高

齢化が進んでおりますので、そういう高齢者の身近にある施設としてのものとか、こ

の施設の必要性というのは十分に認識をしておりますので、できるだけ早く建設をし

たいというふうに考えておりますが、今まで言っていますように、公共施設をつくる

場合には、財源の確保を最優先にしたいと。財源を確保して、そして建設の可否につ

いて検討するということでまいりましたので、今職員のほうには、財源、該当するそ

ういう補助・支援等がないかどうかの調査を指示しておりますので、その辺の結果を
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受けながらこの事業に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   この件に関しては、当初、私の想定では、部長が答弁して、財源は今探しています

という話で終わりということかなと。それは、部長はそこまでしか、公式見解は、そ

うだね。でも、これ２年も３年もかかっていられないんですね、この問題は。そうい

う意味で、いろいろとやりとり、今までも村政懇談会でのそうした懇談も通して、そ

の必要性というのは、あるいはその理解度、これは村長初め村当局も十分わかってい

ると思うんですね、皆さんおいでになったから。 

   そういうことからすれば、これ、政策的課題の部分もありますので、ただ通り一遍

の何かつくるということではないので、もう一歩突っ込んで、村長の答弁を求めます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 必要性は十分に認識しておりますので、本当に来年度につくります

というふうに答弁をしたいところですが、やはり、今大玉村の基本的な政策の考え方

というのは、事業を実施する場合には必ず財源を見つけなさいと。これは職員のほう

にお願いをして、どうしても見つからない、そして最優先として実施しなければいけ

ないものについては、やはり一般財源を投じても実施をするということですが、今は

その財源を何とか、ないかどうかの確保の調査をしている段階でございますので、今

ここでつくりますということを、一般財源を投じてやりますということは、なかなか

私の立場としても言いにくいところでございますので、もうしばらくその財源確保の

努力を続けたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれご答弁ありがとうございます。 

   いずれにしても、引き続きこの件については、９月、１２月、ずっとやりますので、

同じ答えではないようにひとつお願いをしたい。 

   次に、大玉村の財政とその見通しについてということで、お伺いをいたします。 

   今年の大玉村の一般会計予算は、今度の補正予算を含めても５０億足らずというつ

つましい中身だね。戦闘機１機百数十億するやつの１機で３年も４年も大玉村が運営

できる。こういう中身で、本当につつましく頑張っているというのがこの村の財政で

あると思うところである。 

   そこで、その中で幾つかお尋ねします。 

   この大玉村の３１年度の事業と予算ということについては、広報紙４月号では、執

行基本政策について、考え方、進め方、そして５月号では、その中身ということで、

具体的にずっと書かれております。 

   みんなで支えみんなでつくる云々と、こういうことで基本執行方針に、５月はその

中身ということで、その使い道、それから入出について説明がありました。 



 

- 46 - 

 

   これを読んでもらえばわかるんだと言えばそれまでなんですが、やはり言葉で言う

ということは大事で、見ればわかるべ、１回説明したべということではなくて、やっ

ぱりそれはできるだけ、私は機械というかパソコンとか余りできないから余りそうい

うものを信用しないのと同じで、直接言葉で聞くということを一番信用しているので、

改めて財政、大きないろんな意味での心配した声が私のところに、いい意味でも悪い

意味でも寄せられているので、そういう意味では、村の財政、とりわけ、いわゆる地

方債の中身、総金額における、私どもは一定程度、余りわからないんだけれどもわか

っているつもりですが、借金したと言ったって、その中身はこういうことですという

ことをやっぱりわかるということ。それから、じゃそのお金はどういうところに使わ

れて、この中にもどこに使っているのかは書いてあるんですけれども、もっと具体的

に、例えばここだというような、そういうことについてお知らせすることが、やっぱ

り安心・安全の一つの財政の面でもあるのかなということなので、簡単で結構ですの

で、その柱について、あとその見通し、返済の見通し大丈夫なんだ、こういうわけで

大丈夫なんだということについてお願いをしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   初めに、地方債の見込み、それと臨時財政対策債の説明関係から申し上げたいと思

います。 

   本年度の当初予算時におけます地方債、借入金でございますけれども、この年度末

現在の見込み高につきましては、前年度末より２億４，５６３万円減となりまして、

総額で４３億９，１７８万円程度になってございます。 

   また、臨時財政対策債の意味でございますけれども、これにつきましては、国が地

方公共団体に配分をします地方交付税、これが足りないために、その不足する金額を

一旦国にかわって村が肩がわりをして借り入れをします。それによって賄っておくた

めに発行します村債のことを指しますが、これについては、通常の村の借金ではなく、

実質的には国の借金といえるものでございます。 

   臨時財政対策債の返済につきましては、返済する年度に返済金額の１００％が国か

ら交付税として戻されるような仕組みとなっております。また、当初予算時における

臨時財政対策債の年度末現在高見込額につきましては、地方債残高合計の４６．１％

に当たります２０億２，６１９万７，０００円程度となっておりまして、実質、村の

起債であります村の借金につきましては、約半分の２３億６，０００万程度となって

いるところでございます。 

   後段でご質問のありました村債の意味と今後の具体例関係でございますけれども、

村債につきましては、村が多額の費用を要する建設事業等を行う場合などに歳入の不

足を補うために借り入れることによる債務、借金でございまして、先ほど１０番議員

さんおっしゃいましたとおり、広報５月号のほうに掲載をそれぞれさせていただいて

おります。 

   なお、本年度借り入れをしました具体的な対象事業名につきまして申し上げますと、
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防風や豪雨等の自然災害により住居や家財に被害を受けた世帯を対象とした災害援護

資金貸付事業で２５０万円、外出支援福祉車両購入事業で１５０万円、さらに宮下・

高久線や住吉・樋下線などの道路改良事業で１，８６０万円、本揃橋ほか道路橋梁補

修事業で１，１８０万円、さらに六分団１方部消防屯所建設事業や消防積載車購入事

業などで１，７９０万円、最後に、国の交付税不足により村が肩がわりする起債、借

金である臨時財政対策債で１億円というふうな内容になっております。 

   さらに、今後でございますけれども、地方債の借り入れに当たりましては、消防積

載車の先ほどの購入事業がございましたが、これは緊急防災減債事業債で、償還期間

が５年、交付税として国により借り入れの７０％が逆に交付されてきます。そして、

アットホームおおたまやあだたらの里直売所改修事業等を対象としました一般補助施

設整備等事業債、これにつきましては、償還期間が２０年となっておりますが、毎年、

国からいただきます交付税により返済額が交付されることになりますが、結果的に借

入の１００％全額が交付されるというふうな内容となっております。 

   このように、財政上有利な借り入れの選択と据え置き期間の調整を行うことにより

まして、償還額の平準化と後年度負担を抑える取り組みを行っているところでござい

ます。 

   なお、地方債残高、借金の残高は、県内町村の平均額を下回っておりますし、少な

いほうの借り入れとなっ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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ説明いただきました。 

   臨時財政対策債が全体のひとくくりにしてある中での約半数に近い数字になってい

るんだというこれらについては、やはり機会があるごとにお話ししていくということ

が大事かなというふうに思っております。 

   次に、先ほどの質問者からも最後のほうでありました来年度からの地方公務員法の、

あるいは地方自治法の改正による臨時で働いている方の職員を対象とした待遇改善、

こうしたことでの会計年度任用職員制度というようなことの名称でありますが、結論

からすると人件費がふえるんだということであります。 

   これらについても、前の村長も盛んに言われていましたが、人件費そのものが行政

なんだと。しっかりやるかやらないか、与えるものを与えて、そしてやってもらうこ

とはきちんとやるんだというのが口癖だったと。私もそうだというふうに思っており

ます。 

   １０日、１５日ぐらい前か、南三陸町というところにちょっと行く機会がありまし

て、あそこの旧庁舎の鉄骨だけ見てきましたが、あそこで津波が来たのに最後まで頑

張って、そこまでしろということはどうかと思いますが、避難するようにと言って亡

くなったという方のところ、そばまでは行けなかったんですけれども、見てきました。 

   そういう意味で、職員の公僕ですか、そういう働きというものは、やっぱり崇高だ

し、それに対する対価だというふうに思いますので、村民のみなさんの受けとめは、
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正直言ってさまざまです。役場の体はというのはありますから、はっきり言って。そ

れにやっぱりしっかりと仕事をしていただくと。 

   私は、先ほどお話ありましたように、当然、お金はきっちり、やっぱり払うものは

払うということが必要だと思います。同時に、これによってどのくらい必要になるか、

試算はおおよそしていると思いますけれども、今までどおりそれで同じくほかの仕事

ができるかというと、これはできないですね。やっぱり痛みがともなって、どこかこ

れ減らさなかねというのが迫られる。さっきおまえ語った話と矛盾すると言うかもし

れないけれども、やっぱりそういう切るところは切るというか、そういうことという

のも迫られるのかなと思いますので、そういう待遇改善に伴っての一体どのくらい必

要で、そしてそれについての手当てあるいは今後の進め方としては、こうせざるを得

ないとか、そういうことについての大まかな点についてお尋ねしておきたいと思いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   今言われたとおり、人件費がかなり飛躍的に伸びるだろうというふうに感じます。

一般企業の場合には、純利益、もうけという部分で、２０億あればそのうちの１０億

を人件費に振り向けることは、会社としては、事業としては可能になりますし、その

ことによってモチベーションが上がって、またさらに営業利益がふえるといういい循

環が期待できるんですが、ところが、役場の行政の場合には、入る金額がもう決まっ

ておりますので、国のほうでも若干手当てをするようなニュアンスは言っていますが、

多分今までの例で言うと、交付税に乗ったものはどこかに消えてしまうというのは、

頭を切られてしまいますので、余り期待できないという部分を考えますと、純粋に人

件費がふえるということになりますので、ふえた分はどうするんだとなると、やはり

経常経費を削ることは難しいですね。ですから、年次的経費、事業経費を削って対応

していくということになろうというふうに考えています。 

   指定管理者制度等を実施しています。これからも進めていきますが、役場の業務の

中で外部に委託できるものについては委託をして、役場の業務をスリム化して、人で

なければできない業務に重点的に、住民福祉向上に努めていくというのが一つの方針

ではあるんですが、そこに至るまでには、少しやはり時間がかかるという部分も含め

ると、来年度以降について、どういうふうに予算編成をするかということについては、

少し苦慮しているところではあります。 

   金額の見通しについては、部長のほうから答弁をさせます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   会計年度任用職員、この移行に当たっての金額はという問い合わせでございますけ

れども、現時点におきましては、新制度の設計中でございます。これにより対象とな

る職種でありましたり、その人数、給料表の設定などが今現在確定はしておりません。

このため、制度改正に伴う必要額につきましては、現時点では積算ができない状態で
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ございます。 

   ただ、丸々ふえるということでは当然ございません。先ほどの臨時・委託職員の

方々の総人数１４７人というふうに前の質問者の方には申し上げました。このうち、

既に社会保険の加入が実は９８人ほどいらっしゃいます。こういったふうに事業主負

担が既に発生しているもの、こういったものもございますので、この方々が任用職員

のほうに移りましても、１００％その分が増加するということではなく、既に負担を

している部分があるということはご理解をいただければと思います。 

   また、今後の方針につきましては、村長も申し上げましたとおり、今現在、保育

所・幼稚園、そういった子育て支援に従事している方々を重点的に、重要性を勘案し

た上での制度移行のほうに持っていければというふうに担当のほうでは考えておりま

す。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ答弁ありがとうございました。 

   今のところ概要もまだつかめる状況ではないということでありますが、いずれ人件

費としてかかっていくことには間違いないわけでありますので、それに伴って、どこ

かやっぱり厳しくしなければならないということも発生するんだということでありま

すので、やっぱりそういう中身について、やはり、最初に質問したこの持続・発展を

する村づくりを目指すための取り組み、そして今度お金の流れ、こういうふうなお金

でこういうふうになっているんだというようなことがわかることによって、じゃわか

ったということで、一丸となってこの村政についても、それぞれの角度から参加し、

あるいはその中で取り組んでいくということにつながるのかなと思いますので、そう

した透明性をさらに強められるようにお願いを申し上げまして、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４７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「健康長寿の村づくりへの取組

状況を伺う」ほか１件の質問を許します。５番。 

○５番（押山義則） ５番押山義則であります。議長の許可をいただきまして、令和元年

６月議会の一般質問を行います。 

   冒頭、議長より開会前に、通告に従い質問してくださいとの通達が私個人にありま

した。私は、大玉村議会基本条例にのっとり、監視・評価・提案の基本にのっとりま

して一問一答式の質問をしております。逸脱の質問がございましたら、どうぞご遠慮

なくとめていただきたいと思いますので、冒頭申し上げておきます。 
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   それでは、質問に入ります。 

   今回の質問は、村長が今年度の重点事業・施策として掲げておられる大玉村健康長

寿の村づくり、そして大玉産米ブランド化に向けての取り組みの状況について、そう

いうことで伺ってまいります。 

   今の時代、少子高齢化の波をどう乗り切るのか、対応できる地域づくりができるの

か、国・県はもとより、それぞれの自治体・行政に課せられた一番のテーマであると

考えております。そして、大玉村、人口増、子どもの数がふえているといった状況の

中、健康長寿の村づくりを重点施策として取り組もうとしております。子育て支援・

子育て施策がある程度充実している今、いいタイミングの施策展開であると私は思っ

ております。 

   それぞれの自治体、一人一人が元気で暮らせる環境づくりを重要課題に捉え、競い

合うように特色のある健康事業を推進しております。目標とするところは一緒であり

ますが、国・県と足並みをそろえながらも、いかに効率のよい発想で取り組むかによ

って成果は変わってまいります。 

   大玉村、私は、子どもが多いことを生かした地域づくりに転化する事業展開で、特

色のある地域づくり、特性のある地域づくり、特色のある健康長寿の村づくりが可能

であると考えております。その上で、事業目的、内容について伺ってまいります。 

   まず、大玉村の現状、特性をどう捉えておられるのか、認識を伺います。 

   平均寿命、それから高齢化率、医療費の状況など、統計上の数値を。さらに基幹産

業の農業に携わっておられる人の割合と、データがあれば健康率。また、ライフスタ

イル、食事の状況、心の問題など、現状をどのように認識されていらっしゃるのか、

わかっている範囲で結構ですので、お答えください。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ご質問にあります平均寿命につきましては、大玉村、男性が８０．１歳、女性が

８６．１歳、６５歳以上の方の人口に占める割合、いわゆる高齢化率は２６．６％。

これら、まず平均寿命ですが、県のほうと比較いたしますと、県が、男性８０．１歳、

女性８６．４歳でございます。ほぼほぼ同じかなというところでございます。 

   それから、医療費につきましては、前のご質問にもありましたが、国保の数値とな

りますが、１人当たり４０万７０３円となっており、これは県のほうの平均が３５万

９７５円でございますので、４万９，７２８円高い状態になってございます。 

   ２点目、農業に携わっている人の割合でございますが、１０．３８％と推計してご

ざいます。ただ、これらの方々の寿命や医療費などの数値についての調査は実施して

ございませんので、数値は持ってございません。 

   それから、３点目のライフスタイル、食事の状況、心の問題ということでございま

すが、これはアンケートの結果が中心となりますが、休養や睡眠をとることを意識し、

食生活にも注意しておられる方が約半数ございます。それから、心の問題に関してで

すが、心の健康相談ということを毎月実施してございますが、平成３０年度につきま
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しては３６名、延べ９４名になりますが、この方々が利用している状況でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ただいまお答えいただいた状況の中で、健康長寿の地域づくりに向

けて、何をどのように改善したいのか、そのチャレンジする内容について伺ってまい

ります。 

   平均寿命の延伸や医療費の抑制については、食生活の改善、また、定期健診の充実

などで変わっていくのだと思います。また、ライフスタイルや心の問題などは、さま

ざまなサークルの充実、また、スポーツや運動を通じて改善を図っているなど、さま

ざまな取り組みが考えられますが、過日の村長の談話でも、さまざまな分野に取り組

み、健康で穏やかな里づくりの実現とおっしゃっておられます。 

   大玉村健康長寿推進村民会議の設置や大玉村独自の健康ポイント制度の創設などを

考えておられますが、改めて基本構想についてお聞かせ願いたいんでございます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ５番議員さんにお答えいたします。 

   健康長寿につきましては、ご存じのとおり、係が新設され、それから庁内にも横断

的なプロジェクトチームということで現在進めてございます。 

   今後ですが、既にご承知かと思いますが、村民会議、全村挙げての政策を推進する

ための村民会議を今後設立して、それらと同時並行に事業を展開していくということ

になろうかと思います。 

   中身につきましては、当然医療面の健康であったり、それから身体的健康でのスポ

ーツ面であったり、それから各種社会参加といったものから、その社会参加を促すた

めにポイント制ということを現在、まだ形にはなってございませんが、それらを核と

して、それらをどう肉づけしていくかということを検討中でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   今新聞報道で、県内５９市町村連携健康プロジェクトということが、それぞれの市

町のメッセージが掲載されております。それぞれ工夫が、内容を読みますと感じられ

ます。 

   かつて村長との談話で、私からピロリ菌検査を取り入れてがんと生活習慣病予防教

化に向けて実施しませんかとお話ししたことがございましたが、早速取り組む自治体

もあらわれまして、健康長寿に向けての活動の広がり、そういった意味で大変心強く

思っているところでございます。 

   冒頭申し上げましたが、子どもの多いことで生かした地域づくり。実は、私の関係

している地域のサロンで、先月、福島県の高齢者支え合いコミュニティ支援事業、そ

れにチャレンジ、応募いたしました。 

   私どものサロンでは高齢者対象だけではなかなか活動が広がらず、固定化してしま

うことをおそれまして、地域の子ども、または子供会と連携し、夏祭りやクリスマス
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会などを企画してまいりました。交流を深めることで、子どもたちはもちろん、保護

者の方の参加も得られ、老老世帯やひとり暮らしの方への支援、また、状況を理解し

ていただく努力、さらに、現在苦労している子育て世代の悩みなど、地域住民みんな

で支え合うことで地域づくりを進めていこうと企画しております。また、ふだんから

登校時の見守り活動などを通じまして、お互いの信頼関係を構築してまいりたいと事

業化を願ったところでございます。 

   県からの採択結果は、先日採択と連絡がありました。ぜひとも村としてもご理解と

ご支援、ご協力を願いたいところでございます。 

   そういうことで、改めて、子どもが多いことを生かした地域づくり、健康づくりへ

の転化は考えられないでしょうかということの設問でございます。 

   大玉村ならではの大玉村でしかできないシステムづくりは考えられないでしょうか、

改めてお伺い申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ５番議員さんにお答えいたします。 

   質問の中で高齢者支え合いコミュニティ支援事業、当たったということで、まさに

今５番議員さんがやられていることが、一つのいい先行例になるのかなと思っており

ます。あと、先ほど質問の中にもありました首長のアンケートの中で、いろいろ参考

になる事例、例えばですけれどもお助け隊なんて言われているものもありました。そ

ういったものも参考にしつつ、これは改めて健康長寿推進村民会議の中での議論にな

るかとは思いますが、いろんな形を提案して、その中で議論して、中身を精査してい

くと。むろん議員各位からもご意見等頂戴できればと考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   いずれにしても、私どももそうなんですが、考えてばかりいてはだめなので、実践

することが大事だと思って行動に移しております。 

   今答弁いただきました部長にも、地域の一員として、地域での太鼓台の運行など、

子どもたちを取り込んだコミュニティ事業に積極的なご協力をいただいております。

改めて感謝するところでもございます。さらに発展させて、太鼓台が今村の風物詩な

どとして大変定着しております。そういうものの活用を狙った地域づくり、健康づく

りなども１つの案かと思います。さらに発展させて、これ、通告外と言われるかもし

れないんですが、青少年交流センターのような施設等の充実を図って、地域の核とし

ての、そういうふれあいセンターの充実も含めまして、目を向けていただきたいと願

うところでございます。 

   次の質問に入ります。 

   生涯現役、活躍の村に向けての推進策ということで設問いたしました。 

   地域産業の農業、特に直売所を通じた生産農家としての役割、これを健康長寿にい

かに結びつけていくか。この産業の発展は、健康長寿の地域づくり、村づくりに向け
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ての一つの鍵であると私は思っております。 

   生産農家としての仲間づくり、一部定着しつつあります。さらなる進化、発展を望

むものでありますが、こういうことについて、どうお考えでしょうか。 

   お互いが競い合い切磋琢磨することでできる関係を有効活用する方策を、例えばさ

まざまな勉強会や視察などを通じて可能と私は考えております。営農指導のできる人

材の確保や６次化を伴った研究開発、これは最近しっかり進化しつつありますが、さ

らなる強化を求めるところであります。 

   この健康長寿の地域づくり、オール職員で取り組むと伺っております。そういった

意味から、直売所に関連する担当部長の見解、どのような進化を考えておられるのか、

考えがありましたら伺いたいんでございますが。 

○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。 

   生涯現役、活躍の村に向けての主に営農分野、そういった部分での取り組みはとい

うふうなお尋ねでございますが、議員ご指摘のように、現在の直売所の直売会、そう

いった方々を拝見いたしますと、本当に生きがいを持って、生き生きと生活をされて

いるなというふうに感じてございます。 

   今回の健康長寿の村づくり、この庁内横断のプロジェクトには、当然産業課のほう

も入っておりますので、そういったところから健康長寿の村づくりに向けて、産業振

興、あるいは営農指導、そういった部分も含めて関与できればなというふうに考えて

ございます。 

   また、営農指導、そういった部分に関しましては、村づくり株式会社、直売所と十

分に協議をしながら、村としても積極的にかかわりを持ち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） 突然ですみませんでした。ありがとうございました。 

   直売所については、ちょっと後でも触れますが、あの活性化は目を見張るものがご

ざいます。やはりあの勢いを健康づくりに生かさない手はないと。私はそういった意

味で一つの鍵と申し上げました。しっかりその辺を、いろんな方面から確認いただい

て、生かしていただきたいと思います。 

   次に、地域支え合いのための人材の養成について伺います。 

   このことは、健康長寿の村づくりにおいて最も重要な位置を占める項目でございま

す。さまざまな形での人材養成・育成が考えられます。 

   私のかつての質問で、民生委員の地域協力員の必要性を訴えたことがございます。

地域の指導者の確保に向け、これは制度化の必要があると私は考えております。 

   改めて、このことについてどのように考えるか、村長、できればお答え願いたいん

でございます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   地域支え合いの人材の育成というのは、今言われたように健康長寿の村づくりの最

重要課題であります。 

   保健師とか職員がかかわっても村民全部に意識づけというのはかなり難しいという

ふうに考えておるので、各エリアエリア、できれば各組にそういう指導者、意識の高

い方を設置できればいいなということで、２日前かな、保健推進員の会議がありまし

たので、少し時間をいただいてお話をさせていただきました。あれは各行政区から

１０８人でしたね、全部で。随分組がふえたなと思っていたんですが、その方たちに

お願いしたのは、今までは春と秋の会議で文書を配布してもらうだけだったんですけ

れども、その合間にやはり２回程度研修会を開いて、健康長寿に関する学習をしてい

ただきたいということをお願いしました。 

   そして、しかるべき講師をお願いして、健康長寿に向けてどういうふうにすればい

いのかということの研修をしていただいて、できれば、区長さんにお願いをして、任

期２年ではなくて、各地域地域に長く知識を蓄積して指導できるそういう制度に移行

させていただければ大変ありがたいんだということはお願いをしました。 

   これは、保健推進員の皆さんにというよりも、区長さんなりの会議でそういうお願

いをしていきたいなと考えておりますが、一遍に全部の行政組というのは難しいかも

しれませんが、まず、地域にそういう知識を持って、そういう健康長寿に対してしっ

かりと理解を持って進んでいただける、そういう方をやはり設置することが、基本的

には、ベースとしては大切だと。それに対して、行政のほう、それからいろんな機関、

国・県も含めて総合的に対応していければいいなというふうに考えています。 

   いずれにしても、村民会議の中で、住民代表も入っていますので、そのことについ

て、しっかりと制度化をしていきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   なぜこのようなことを申し上げますかといいますと、私もサロンを実際活動し始ま

りまして３年になります。それで、地域の問題、いろいろ皆さんで、いかにしてどの

ように発展させていくか勉強会をしております。何とかしなきゃならない家庭とかも

ございます。ところが、私どもの地域、大変広うございます。それでも、民生委員は

２人です。北部と南部分けてやっていますが、１人でいろんなことをやる、絶対無理

です。そうすると、いろいろ手を差し伸べたいところもあるんですが、何のあれもな

いと。立ち入ることもできない、踏み込むこともできない。現実そのジレンマで大変

悩んでおります。 

   そういった意味から、先ほど民生委員の地域協力員という言葉を使いました。郡山

市あたりは一部そのような形で、ひとり暮らしの方とか何か支えるような方法、方策

をとっております。 

   私どもの地域も大変よそから入ってきた方とか何かおられまして、地域のつながり
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をいかに充実していくか、保っていくかが一番問題であります。たった今もすごく悩

んでいる問題もございまして、民生委員に相談したらいいのか、はたまた行政にお願

いに来なければならないのか、そういうシステムが今大玉村はございません。やはり

そういうシステムづくりは、健康長寿云々にかかわらず急いでつくるべきだと思って

おりますので、その点、よろしくお願いします。 

   また、この人材の育成でございますが、私どものサロンの中でも、老人会でも、そ

れぞれ郷土料理や漬物の得意な方々や、縄細工の器用な人、また、野菜づくりに本当

に天才と思われるような人がございます。私なんかは、まだ地域の健康チェックのた

め、カラオケ教室などを通じて多種多彩なつながり、話し合う機会を大事にしており

ます。ある意味で支え合いに結びつくと考えております。さまざまな角度から、それ

ぞれのスペシャリストのような認定などもおもしろいかなと考えております。また、

新聞のニュースで知ったんでありますが、健康大学の設立なども、中身の多様性が期

待できるような方法かと思っております。そういった意味で、健康長寿推進係の発想、

活動に大いに期待申し上げたいのでありますが、改めて感想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） 再度お答え申し上げます。 

   高齢者の地域の支え合い、見守りというのは、前からそういう実施をしたいと、な

かなかその実現に至らなかったというのは、時間がかかってしまいましたが、そうい

うことの積み重ねで、今回、健康長寿村民会議を立ち上げて、しっかりと道筋をつけ

ようということで、各部から横断的に事務局を入れて、今ある係の中だけでそれをや

っていくのは、実際、時間の問題とか、人員の問題でかなり難しいということも現実

にありますので、村を挙げてそれに取り組むような体制をとったということなので、

健康長寿にかかわらず、やはり高齢者の方の活躍というのはこれから不可欠になると。

元気高齢者、地域の中でしっかり頑張っていただく。もしくは、先ほど農業関係の話

がありましたが、そういう形でも、体は動かなくても口は動く、頭はしっかりしてい

ると。Ｉターン・Ｊターン・Ｕターンなんかで来られた方に対しては、作業ではなく

て、指導したりということも当然できますので、いろんな分野で活躍していただける

んだろうというふうに考えています。 

   大玉村の特徴として、ＮＰＯ等の地域づくりの団体が非常にないに等しい、地域づ

くりに対して。ですから、そういう面についても、高齢者の活躍を期待するところで

す。 

   これは、長年大玉村、勤めを外に出ていったということで、日常的に地域にいなか

ったという方が非常に多いという地域特性がありますが、退職した時点で、やはり村

内に目を向けていただいて、協力をいろいろとお願いして、シルバー人材センターも

そうですが、そういう形でこれからしっかりと社会参加していただけるように方策と

かを、あと村民会議の中でもしっかりと話し合いをして道筋をつけていきたいという

ふうに感じています。 
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   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。 

   村長からもお話ございました、人材育成がいかに大事かということ。これは現実の

その立場になってみると、本当に気がつくんでありますが、いろんな方面から、いろ

んな角度から捉え方がございます。その辺、推進会議の中でしっかり取り組んでいた

だきたいと思っております。 

   次の質問に入ります。 

   元気な高齢者の社会参加への具体策について、質問いたしました。 

   私どもの老人会では、組織の存続を模索する中で、老人会の枠にとらわれない組織

として、サロンなども含めまして、年齢による義務的な組織への参加を検討したとこ

ろであります。少なくとも６５歳になったらサロンか老人会には入りましょう、入っ

てください。ある意味で、そういうものの存続を考えて義務的なことまで検討してお

ります。 

   賛否両論あるところでありますが、こういった問題について、行政としてどのよう

に捉えられるか、ちょっと伺っておきたいんでございます。 

   この健康長寿の村づくりの事業化から、それを利用してというか、有効活用して老

人会への補助制度の見直しを含め、新たなシステムづくり、これ検討する機会かな、

チャンスかなと思っております。 

   そういった意味で、この事業、健康長寿の村づくりの是非左右するその要点なのか

なと考えるところでもあります。いかに多くの方に参加していただくかということが

やっぱりテーマでございますので、その辺の捉え方、考え方を、改めて伺いたいんで

ありますが。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   高齢者の社会参加という面では、先ほどからお話しさせていただいているように、

その技能等を生かしてやっていただくということだと思いますが、これからの超高齢

化社会というような言い方を今までやってきましたが、もう既に高齢化社会に突入を

しておりますので、その方たちにいかに活躍していただくかということ、繰り返しに

なりますけれども、やはりいろんな企業に勤めたり、いろんな職種にいたりという、

その高齢に至るまでの職業とかそういうものも含めると、そういうスキルを持った人

は本当にいっぱいいるだろうということですので、まずは、活用も当然ですが、その

前に、どういう方が村にいるのかというようなこともやはり。過去に一度、資格のあ

る方いませんかということで、全村的にやったことがあるんですけれども、そういう

形で、やはり基礎的な高齢者の、どういう資格を持っているとか、どういうあれとか、

かなりの人材が村内にもおられますので、そういうことを調べることも、ひとつ今後

の活用についていいのかなというふうにも考えています。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） いろいろ老人会とか何か、あちこちない地域もございます。そうい

った意味からの質問なんでございますが、きょうは私どものサロンで、グラウンドゴ

ルフを楽しむ会というものを実施してまいりました。老人会に入会していない方、ま

た、サロンがない地域やサロンに参加していない方を招待して、一緒にプレーを楽し

んでいただいています。私も早朝、コースづくりをしてまいりましたが、和気あいあ

いの雰囲気に、企画してよかったなと感じたところであります。 

   ただ、私は、そういった意味では、スタッフに恵まれておりまして、近くにそうい

う方を一生懸命やってくださる人材が多くいらっしゃいます。一生懸命コースづくり

も手伝っていただいて、送り迎えもしていただいて、そしてきちんとお帰りまで安

心・安全保ったやり方で。今回は初めてグラウンドゴルフをやった方、何名かおられ

ました。お昼帰って感想を聞きましたら、大変喜んでいたと。またやってくださいと。

それで、それじゃよかったなと思っております。 

   これは、県の事業の一環として始めたことなんでありますが、そういう形で充実し

ていくことが、あちこちの老人会のない地域や、サロンのない地域のところに新しく

サロンをつくるとか、そういうきっかけづくりになるのかなと思っておりますので、

今後とも頑張ってまいりたいと思っているところであります。 

   結局、何度も申し上げますが、やることなんですね。実践しないと何事も、机上で

は何でも考えられますが、実際やってみると、さまざまな問題なんかも出てきますし、

今まで送り迎えとかそこまで頭になかったんですが、やっぱり始めるとそういうのも

必要になってくるんです。そういう形、本当に奥の深いというか、やってみると、ど

こまでやったらいいのかすごく悩むところでありますが、頑張ってやっていきたいと

思っております。 

   いろいろさまざまな角度から伺ってまいりました。そこで、改めて健康長寿の村づ

くりに向けての仕組みづくりについて、具体的に、もうスタートしたわけでございま

すから、今年度は何をするのか、スケジュールを含め説明いただきたいと思っており

ます。さらに、大玉村独自の健康ポイント制度とおっしゃっておられます。どのよう

な考えなのか説明を願いたいんでございます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ５番議員さんにお答えいたします。 

   健康長寿推進村民会議につきましては、骨子につきましては、先ほどの答弁で申し

上げたとおり、健康、運動、社会参加等々がございます。それとプラスアルファとい

うことで、健康ポイントということを先ほど申し上げました。 

   これらにつきましては、村民会議については、遅くとも来月、再来月あたりぐらい

には設立したいなと現在進めているところでございます。 

   現在、事務局の職員のほうで、あちらこちら視察をしてございます。そういった中

で、ポイントだったり、それから健康長寿の取り組み、先ほど議員さんがおっしゃっ

たような健康づくり大学、伊達市で展開しているようでございますが、そういったも
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のも研修して、ある程度学んでまいりました。今後、会議の中で、その会議のメンバ

ーの方にも同様のところ、こちらがお勧めしたい、そういった研修を積んでいただい

て深めていただくということと、それから、先ほど来も複数回申し上げましたが、全

庁横断してございます。現在、事業実施しているものも、既に健康づくりにつながっ

ているものもございますので、それらの整理もしていきつつ、改めて推進体制をとり、

実施しているものもございますが、していくということになります。 

   今年については、制度設計と実施が同時並行的に進むのかなと思っているところで

ございます。 

   続きまして、健康ポイント制度ということでございますが、現在考えられるものと

して、紙ベース、今、福島県がやっているポイント制度、「ふくしま健民カード」と

いうものがございまして、それらに附随して、加盟を市町村が相乗り、乗っかった形

で、市町村の事業でポイントをつけているそういう紙ベースのもの、それからアプリ、

いわゆるスマートフォンで取り入れて自分でやっている県民アプリというものもござ

います。そういったものも当然、現在大玉村も入っておりますので、残しつつではあ

りますが、新たなポイント制度を考えなければいけないなと思ってございます。 

   それらにつきましても、来週ですが、事務局のほうで視察に参る予定でございます。 

   これはあくまでも一例ですけれども、現在ある商業振興協同組合のさくらカードの

ポイントと併用もどうかなというところで、内々の話で恐縮ですが、そういったもの

もベースになるのかなと選択肢の一つとして捉えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   この健康ポイント制度、私は冒頭、子どもの多いことを利用した健康づくりと自分

でお話し申し上げました。 

   私は毎朝子どもの見守りをやっています。このところ、子どものおはようの挨拶を

交わした数、これ、曜日ごとにカウンターチェックをはかって、子どもの健康度とか、

心の健康度のためのデータ集めを始めました。 

   私自身も見守りの楽しみのはずみなんでございますが、小学生約７０名、中学生

２０名弱、十数名、毎朝の顔合わせなんでございますが、月曜日と火曜日と金曜日、

それぞれ微妙に変わります。挨拶率７０％超すとやっぱりうれしいんでありますが、

５０％以下の日になると、次の日頑張ろうと。次の日は大きい声で逆にこちらから誘

導するような形になります。 

   健康ポイント制度、健康とは何ぞやということになんでございますが、昨今、子ど

もたちの安心・安全が問われております。地域それぞれが子どもを見守る環境と。私

は、いろんな考えがございますが、ポイント制度の中にそういったことを含めて導入

できないものかと考えております。 

   健康ポイント制度、言葉では健康で幸せ、そういうもののを充実させることであり

ますが、今部長さんからも説明がございました、紙ベースで。確かにこの制度を充実



 

- 59 - 

 

させていくと、必ず地域健康ステーションの設立、どうするか、どこにするか、どこ

にお世話になるか、そこに行き着きます。私は、できれば大玉村づくり株式会社など

を活用した直売所、それから、できればポイントを使えるプラントさんあたりの企業

等に協力いただいて、もう少ししっかりした大きな地域健康ステーションづくりに取

り組んでいただきたい、そのような考えもございます。その辺含めまして、その取り

組みが可能かどうか、両部長に伺っておきたいんでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ５番議員さんにお答えいたします。 

   健康ポイントでステーションという話、終着点になろうかと思いますが、現時点で

は、健康ポイントを付与する、それから、そういったことを行う拠点としては、保健

センターを想定してございます。といいますのは、保健センターに今まで用事がなか

った人が来られて、直接顔を合わせられる。保健師等が顔を合わせて、ついでに血圧

はかっていきませんかぐらいのそういったことも可能なのかなと思ってございます。 

   それらがだんだん盛んになって、いずれ手狭になったとか、そんな場合には、議員

のおっしゃったステーションが新たに必要なのかどうかは、今後の盛り上がり次第に

なるのかなと思ってございます。 

   私のほうから、以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   健康ポイント制度でございますけれども、当然の質問ですが、私、今思うに、ポイ

ント制度というのは入り口と出口の関係だと思うんです。それと、入り口と申します

のは、どうするとポイントがたまってということと、もう一つは、ポイントの出口と

いうのが、どうすればそれが使えるのか、反映できるのかというふうなところかと存

じます。ただいまの質問、まさしくそのとおりで、入り口のほうと出口のほうという

ふうなご質問ではないかというふうに私は判断をさせていただきました。 

   そういったところから考えますと、ポイントの例えば出口、どういうふうに使える

のかということに関しましては、やっぱり直売所等でも、もうポイントも付与できま

すし、それから使えるという点では、例えば商業振興協同組合のさくらカードですと

か、そういったものに反映させるとか、そういう視点も加味しながら検討を進めてい

くということも肝要ではないのかなというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） これはやってみなきゃいけない。当然実施してみなきゃ成果のほど

はわからないんでありますが、他自治体のこれまでの例だと、健康センターとか役場

の保健室利用のやつは低調に終わっています。やはりデパートとかそういうところを

活用した、都会ではありますが、そういうところはちゃんと有効活用して、有効にお

願いされているようでございますので、私は、直売所とかプラントさんを例えば巻き

込んだらどうかと申し上げました。会議の中でしっかり議論をしていただきたいと思
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います。 

   健康長寿の村づくりの取り組みについて、事業目的、それから事業内容、事業展開

について、それぞれ伺いました。 

   私は、子どもを巻き込んだ形の健康長寿の村づくりのきょうはその提案でございま

すので、そういう形から言いたいんでありますが、端的に、子どもには、命を大切に

する、それから健康で自立すること、それからふるさとに誇りを持つこと、社会に貢

献できること、これをしっかり認識していただきたい。それから、大人の方、これ、

壮年、高年いらっしゃいますが、やっぱり生き続ける力の育成と地域に対する誇りの

醸成といいますか、これは後で述べますが、大玉のブランド化というか、そういうも

のも含めまして、さまざまな形での、いろんな意味でのブランド化、それから地域自

治自主組織の育成、これはやっぱり根っこでございますので、そういうものにしっか

り取り組んでいただきたい。 

   これらの項目、まとめることで大玉村独自の健康長寿の村づくりの設計を考えてみ

た提案を申し上げたところでございます。 

   私は、地域の中で実践してまいりますが、まずは、そういった意味で。県の事業ど

れだけ難しいかわかりませんが、ご理解とご協力を願って、この項目の質問を終わり

ます。 

   次の質問に入ります。 

   大玉産米のブランド化についてということで質問申し上げます。 

   改めて、ブランド化の目的、ブランド化の可能性、ブランド化に向けての戦略、具

体策を伺ってまいります。 

   昨今、各地で米のブランド化を目指す産地がふえております。ご存じのとおり、米

の消費量が減少する中、販売競争が激化、それぞれ味覚にすぐれた品質の開発が進ん

で、山形県の「つや姫」などは米のブランド戦略の成功例と考えております。また、

近隣の郡山市の「ＡＳＡＫＡＭＡＩ８８７」、日本一の厳しい７つの基準をクリアし

た安全でおいしい最高級の米として売り出しておりますが、これも２１人の生産者グ

ループ、頑張っておるようでございます。今は順調のようでございます。 

   さて、大玉産米のブランド化でございます。どのような形でブランド化を目指すの

か。先ほどから申し上げている直売所、販売所の可能性にかけるのか、はたまた営農

グループの活性化のもとに大玉産米としての位置づけを狙う戦略なのか。ブランド化

の目的とブランド化の可能性。大玉村はコシヒカリ、はたまたひとめぼれ、それから

天のつぶの類いで勝負できるのか。そういった意味で、どのような夢を描いておられ

るのか、ブランド化に向けての根源なるものをお聞かせ願います。 

○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） ５番議員さんにお答えを申し上げま

す。 

   大玉産米のブランド化に向けた戦略ということでございますけれども、まず、大玉

産米につきましては、以前から県内においておいしいというふうなお話がございまし
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たが、いわゆる水がいい、土地がいいというふうなことはございましたけれども、そ

のおいしいという根拠について明確ではなかったというところでございます。 

   近年、いわゆる米どころではない地区においてのおいしい米ですとか、それから今

ほど議員からございましたように、さまざまなブランド米というふうなことがされて

いる中で、栽培方法、あるいは食味、粒厚というふうな基準値を設定して、あくまで

新しい品種ということではなくて、現在村で生産されているものに一定の栽培方法、

あるいは基準というものをつけながら、その数値的な根拠に基づく裏づけをすること

で、大玉のおいしい米だというこのブランド化を推進しまして、付加価値をつける方

法によって、大玉産米全体の底上げを図っていきたいというふうなことでございます。 

   販売方法につきましては、今後、準備委員会の中で協議をすることとなりますが、

現在のところ、農協からも全面的に協力したいというふうなこともございます。また、

生産者の中では、現在直売所で直販を行っているところでもございますので、そうい

ったところを全て含みながら、ブランド化に向けた協議を今後進めていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ご丁寧にありがとうございました。 

   今おっしゃられたとおり、このブランド化に向けては、食味でございます。食味の

ランキングで最高特Ａの獲得、これがブランド米としてのステータスになってござい

ます。品質、食味、安全の三位一体の米づくりが可能なのか、定着できるのか、大玉

ならではの特色のある米づくりが可能なのかということでございます。 

   改めて１点だけ、大玉の食味の状況を理解しておられるのか伺いたいんでございま

すが、私は、ブランド化については、米に限ったことではございませんが、物が売れ

るんではなく、売れたと、商売の結果についてブランドは形成されるものと理解して

おります。すなわちお米の場合でございますが、生産者の努力と日々の積み重ねの上

に成り立つと思っております。大玉村の農業の皆さん、おいしい米のつくり方、皆さ

んご存じでございます。ただ、それができるかどうかにかかっているんでございます。 

   水差すようなこととは捉えないでいただきたいんでございますが、行政のリードで

単に補助金につかったブランド化で一発満塁ホームランなんて、そのような都合のい

い話は私はないと思っております。まず、生産者とその関係者、これは行政も含めま

してでございますが、積極的に時代の変化に対応する工夫、いわゆる戦略、これ大切

なんでございます。 

   最近、村の事業について、何かとコンサルなど頼み感がございます。私は、それで

は十把一絡げのブランド化しか生まれないと考えております。 

   改めて、そういったことも含めまして、端的に、ブランド化に向けてのスケジュー

ルをお聞かせ願います。 

○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） ５番議員さんにお答えをいたします。 
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   ブランド化に向けての考え方ということでございますけれども、いわゆるコンサル

等に委託をするということではなくて、予定いたしておりますのは、今月の末に第

１回目の推進準備会を開催し、今後の進め方について協議を申し上げるというところ

でございます。 

   これらについては、県あるいはＪＡ、それから村内の生産者、法人、認定農業者の

方々にお集まりをいただきながら、今後どのように進めていくか、どのように協議を

していくかというふうなことで進めていきたいなというふうに考えてございます。 

   この中で、しからばどのような形で栽培をしていくのか、現状はどうなのか、そう

いった分析を含めながら、来年度の作付につなげ、さらにまたそれを分析し、栽培方

法、そういったものを繰り返すことによって、大玉産米のブランド化、ブランド米、

おいしい米というものを磨き上げていきたいなという考えでございます。 

   新聞報道では３年というふうな数字がひとり歩きしたようでございますので申し上

げますけれども、３年をめどにというふうなことで、今申し上げた、磨き上げ、ブラ

ッシュアップの部分が、もうちょっとかかるとすれば、それを超すようなことも、当

然これは考えなくてはいけないんですが、そのようなことを目途にして進めていきた

いというふうなことでございます。 

   その中で、販売方法等についても、先ほど申し上げたような、そういった形で販売

方法等についても検討をしていきながら、さらには、並行して生産に参加していただ

ける農家の方を募集していく、そういった形で準備委員会が、最終的には大玉産米の

ブランド化推進委員会というふうな形で推進の母体となるような、そういった皆さん

に参加いただけるような、そういった形でのブランド化を目指していきたいなという

ふうに考えてございます。 

   以上であります。 

（「食味」という声あり） 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） 食味ですね。 

   食味の考え方につきましては、いわゆる一般的に今、食味の協議会なり何なりとい

うふうな部分では、食味値が８５以上というふうなことが１つの基準。「ＡＳＡＫＡ

ＭＡＩ８８７」ですと８８というふうな、かなり高めのハードルをつくっているとこ

ろでございます。 

   しかしながら、考え方ですけれども、いわゆる特Ａという米が全ておいしいのか、

Ａが全ておいしくないのかというふうなことは、いわゆる機械と、それから人間の官

能というふうな部分という考え方もございますので、これらの部分につきましては、

現在まだ協議中でございますけれども、福島大学の食農学類の先生方にもお願いをし

ながら、そういった分析、官能にかかわる部分のそういった食味の分析等もできれば

お願いしながら進めていくような体制をとっていきたいなというふうに考えてござい

ます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 
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○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   ちょっと話は変わるんでございますが、最近のニュースで、県オリジナル高級米

「福島４０号」なるものが最近ニュースで流れました。これはもうスケジュールがで

きていまして、２０１９年の夏には品種名の公募とか、それから生産販売方針、それ

から生産者登録制度の開始とか、２０年の３月には品種名が公表、それから先行販売

を始めるとか、この４月からは先行栽培始める。２０２１年には本格栽培を開始する

ということでございます。 

   この新しい県の取り組みに大玉村の土地が合うかどうかが、この「福島４０号」に

対して合うのか、これが一番ネックなんでございますが、そういうものに大玉村が乗

っかかる手段、これ、現状の大玉村の状況から鑑みて、ございましょうか。感想でも

結構ですが。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えします。 

   まず、「福島４０号」については、県のほうで銘柄米として、ブランド米として、

長年研究をしてきたということで、やっとめどがついたということです。 

   先週、知事との懇談会がありまして、アットホームに来ていただいてお話をさせて

いただきました。 

   その中で、大玉のブランド米についての説明もさせていただいて、そして、登録制

なので、手を挙げたからといって登録されるかどうかわからないということの新聞報

道でしたが、知事に対しては、大玉の米のおいしさと取り組みの高さを説明して、

「大玉が手を挙げたときには、知事、優先的に指定してくださいよ」というお願いを

したら、「わかりました。大丈夫です」というふうにその時点では。並行してやって

いきたいというふうに考えています。県の「福島４０号」のブランド化は、県のつく

り方がありますので、そのつくり方に従って進めながら、同時にコシヒカリならコシ

ヒカリのブランド化についての作付方法を検討しながら進めていきたいと。 

   そうしたら、知事のほうでは、「もしあれだったら、福島４０号、村独自のブラン

ド化の中で、手法を変えてやっていただいてもいいんですけれどもね」というような

話もちょっといただきましたので、その辺は指定された段階で、農家が手を挙げてい

ただかないと、これは村のブランド化も福島４０号も進みませんので、手を挙げてい

ただいた時点で、県とは十分に協議をしながら並行して進めていきたいというふうに

考えています。その大玉のブランド米の中で、福島４０号を取り入れてやっていきた

いと考えています。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） うれしい答弁でございます。 

   ぜひ、大玉村、立派な営農組織もできました。やっぱり彼らが立派に企業化してい

くためにも、そういうものの行政の協力というのも絶対大事だと思っております。そ

の辺しっかりやって、そういう意味で農業の発展のための大玉村というものも一つの

脚光を浴びてみたいなと、そう思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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   今年度掲げられた重点施策２点について質問申し上げました。どちらも世の流れを

的確に捉えた施策展開と思っております。 

   健康長寿の村づくり、これ、簡単に結果のあらわれる事業ではありませんが、地道

に着実に地域のできることから、我々も努力していこうと考えております。 

   そしてブランド化、農業、私も農業に取り組んで１０年なんです。議員になってか

ら農業というのを始めてみました。農業の楽しさ、もう今はしっかりはまっています。

農業はこういうすばらしいものがあるんだなと今は実感してございます。ブランド化、

ある意味で大玉村の農業の将来像がかかっております。しっかり研究されまして、ぜ

ひ実現に向けて取り組んでいただきたいと思います。 

   これで、押山義則の今期の一般質問を全て終わります。ありがとうございました。

機会あれば、また相見えたいと思っております。よろしく。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２時４０分といたします。 

（午後２時２４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

(午後２時４０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １番佐原佐百合君より通告がありました「美しい村づくりと環境教

育」の質問を許します。１番。 

○１番（佐原佐百合） １番佐原佐百合です。議長の許可をいただきましたので、さきに

通告しました「美しい村づくりと環境教育」１件について一般質問を行います。 

   ６月５日は世界環境デーでした。また、６月の１カ月間を環境月間として、全国、

もしくは今、福島県内でもさまざまな行事が行われています。本村では、毎年６月の

広報おおたまで環境月間のお知らせと、食用油の回収のお願いをしていますよね。そ

のせいか最近はプラスチックごみの問題やレジ袋の有料化など、私たちの身近な問題

として全国のニュースで取り上げていることが多くなっています。 

   実は、私たち議員にも５月に配付されました議員の研修誌、地方議会人５月号にも

特集として、ごみの減量化とリサイクルの実践循環型社会の形成ということで、

２５ページにわたり紹介されていました。いろんな実践している自治体の取り組みで

あったりとか、とても参考になりました。ごみの問題は深刻になっているんだなとい

うことを改めて痛感いたしました。 

   そこで、本村の状況はどうなっているのかと思いまして調べました。福島県の一般

廃棄物処理の状況、２８年度の実績しか載っていなかったんですが、福島県内の市町

村別１人１日当たりのごみの排出量は、第１１位で７６７グラム、人口５，０００人

から１万５，０００人未満の１５町村では７位、リサイクル率は２１．４％で、市町

村ランキングは第３位、先ほどと同じく、人口５，０００人から１万５，０００人未

満の村では第１位という大変よい状況です。 
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   大玉村環境基本条例が定める環境型社会が村民の皆さんの協力で実現されつつある

のではないでしょうか。この一般廃棄物の対策をより具体的に推進することで、村民

の皆さんの意識がさらに高くなれば、もっと住みやすく、よりよく美しい大玉村にな

るのではと考え、次の質問をいたします。 

   一般廃棄物の減量化とリサイクルについてです。 

   先ほども言いましたが、２８年度の実績は県でも公表していたので調べられたので

すが、２８年度以降、つまり２９年、３０年の１人１日当たりのごみの排出量とリサ

イクル率が気になりました。もしわかれば教えてください。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   県で公表されておりますのは確定値ということで、ちょっと時間がたってございま

すが、村で独自に計算して求めた数値がございますのでお答えいたします。 

   ２９年度の排出量７７６グラム、３０年度が７５６グラム、リサイクル率でござい

ますが、２９年度が１９．９％、３０年度が１９．４％という数値をつかんでござい

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   そうすると、公表されている数字と微妙に若干違いますが、この数字であればごみ

の排出量は変わらない気はするんですが、リサイクル率のほうがちょっと下がってい

るのかなと思うと、１位ではなくなっている可能性があるのかなとは思います。 

   １９分別、何年も前から多分、３市村は前から始まったと思うんですが、今かなり

１９分別がなれてきていて、皆さんの中で、もしかしたらマンネリ化ではないですけ

れども、大体こうだろうという思い込みでの処理であったり、あと私なんかはやっぱ

り村外の職場にいるとごみの回収が全然違うので、その勢いで捨てている可能性もあ

ったりとか、転入してきた方については、ごみの分別の仕方が違うということで、ち

ょっとリサイクル率が下がっているのかなと私なりにちょっと思いました。改めて、

やはり再確認というか、改めてもう一度伝えていく必要性があるのではないかなと感

じますが、その辺のちょっとリサイクル率が下がった要因は何だと思われますか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   リサイクル率低下の要因分析までは至っておりませんが、今ほど議員さんからご指

摘のとおり、分別方法、平成１９年度にかなり細かく現在の分別となってございます。

それ以降、新しい方の転入、これもご質問のとおりなんですが、といったこと、それ

からなれて少し手抜きの部分、そういった部分、それから、新たに当時はかなり地区

説明会なんかも行いましたけれども、その後のやっぱり意識がだんだん少しずつ低下

していったのかなというような個人的見解でございますが、感想となります。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 確かに私もアルミ缶は潰して出したりしていたんですけれども、

よく見たらアルミ缶は潰さなくていいと書いてあって、そういうところもあるので、

ぜひもう一度再確認は必要なのかなと強く思います。 

   次の質問です。 

   毎年１２月に広報紙で村民１人当たりの使われるお金が公表されています。ごみ処

理も衛生費の中に含まれているかと思うんですが、一般廃棄物に対する料金というの

はなかなか出しにくいのかもしれないんですが、もしその経費がわかれば教えてくだ

さい。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   これは安達地方広域行政組合に委託してございまして、その部分の衛生費の数値か

ら算出したものでございます。平成３０年度につきましては、１世帯３万

７，１０５円、１人当たり１万２，２１１円となってございます。平成２９年度に関

しましては、１世帯当たり４万４，１１２円、１人当たり１万４，２４６円の経費と

算定してございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 私のちょっと勉強不足かもしれないんですが、一般廃棄物の処理

に係る金額が今言われた金額でいいということでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   一般廃棄物とご理解いただいて結構です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ちょっと今手元にないんですが、いつも広報に掲載されているの

が民生費全部で３万何がしだったので、全部それが一般廃棄物の処理量になってしま

うのかなと思ってちょっと今、再度質問させていただきました。ちょっとそこは後で

私のほうも確認します。 

   こちらも村民の皆さんの大切な税金なので、ちょっと今の数字が高いか安いかとい

う問題ではないと思うんですけれども、金額ではなく村民の皆さんの環境に対する意

識を大切にする意味でも、その税金の、お金の使われ方というのも明確になっていた

らいいのかななんて思って質問させていただきました。 

   それから、広報の関係になってしまうんですが、毎月ごみの総排出量を掲載されて

いると思うんですが、村民の皆さんに、その量を伝えることで何を感じ取ってほしい

のかなと思います。それを質問させていただきます。なぜかというと、数人に聞き取

りをしましたが、全体的な増減しか書かれていないので、多かったね、少なかったね

というお話はあるんですけれども、じゃ、それを何に結びつけようかねみたいな、そ

んな話なので、どういう目的で総排出量で表示されているのかなと思ってお伺いいた

します。 
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○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   究極は排出量を極力１グラムでも減らすということでございます。増減に関しまし

ては、多かった場合にはちょっと多過ぎる、減らさなければいけないかなと、それか

らマイナスになったという場合には、なお一層のごみの排出削減意識づけを、意識し

ていただければという思いでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 全体の量を表示するよりは、やはり２８年度は村民の皆さんが頑

張ったおかげで第１位という数字もつくっていますので、村民の皆さんの頑張りを数

値化して、平均より、ああ大玉村は低いんだとか、この目標値に対して、ああこうな

んだというのが、村民の皆さんわかったほうが、もうちょっと頑張れるような気がし

て、全体を書かれても村民の皆さんの声にあるように、多いんだね、少ないんだねな

んて終わってしまうのかと思いますので、その辺どうにかちょっともう一度考えてい

ただけないかななんて思って質問させていただきました。 

   それと同時に、今度てんぷら油ということで、廃油を回収していると思うんですが、

そちらの使用目的を教えてください。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   使用済みの油、廃油の回収の目的でございますが、バイオディーゼル燃料、いわゆ

るディーゼル車、通常ですと軽油を燃やして走る車でございますが、これをてんぷら

油を精製することによってバイオディーゼル燃料ということでエコに資するという意

味での使用でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 広報によると公用車に利用されていると書かれていますが、公用

車何台あって、例えばその、やはりこちらも何十何リットルと書かれても、二酸化炭

素の排出量の換算で幾ら幾ら貢献していますよと言われても、何となくぴんとこない

んですが、まず公用車が何台あって、何リットルでどのぐらい走るという、一般村民

にちょっとわかるような感じで教えていただけると助かります。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   村の公用車、ディーゼル燃料車両、台数正確には把握してございませんが、ダンプ

１台、それからワゴン車１台、あとマイクロバス、現在村の公用車という言い方かど

うかわかりませんが、アットホームにもございまして、あとスクールバスもございま

すので、そういったものへの転化は可能でございますが、現在のところ教育委員会で

使用しておりますディーゼルワゴン車に使用してございます。 

   量につきましては、全期間、年中使っているわけではございません。冬期間はやは
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り馬力不足とか、あと寒冷地の高地にも行く目的がございますので、冬期間は通常の

軽油を使っておりますので、量は把握してございませんでした。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 数年前にはディーゼル燃料にするまでに、菊の里さん、二本松市

にある施設のほうで生産されているという広報に載っていましたが、現在もそういう

ふうなことで、施設のほうでお世話になっているんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   ご質問のとおり菊の里にある工房はっちというところで精製施設を所持してござい

ますので、こちらに回収していただいて、購入という形になりますがバイオディーゼ

ル燃料を購入してございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 地球温暖化も問題になっておりますので、そういうところで貢献

されて使っているんであればいい取り組みではないかと思います。 

   それから、次の質問です。 

   今年杉田川に大量のごみが投棄されていて、多分区長さんの申し出から、次の日に

多分役場のほうだと思うんですけれども、すぐに撤収して対応してくださったと聞い

ています。百日川なんかにもごみが捨てられているときもあると聞いているんですが、

現在の大玉村での不法投棄の状況はどんなような状況なんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） 不法投棄の現状ということでございますが、２９年度につ

きましては、家電９台、タイヤ１４４本、廃プラ８００キロ、処分費が１２万

４，５８５円かかってございます。平成３０年度につきましては、家電製品が８台、

タイヤ３２本、消火器２２本、費用については９万４，３１６円でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 金額ありがとうございます。もちろんこれも村民の税金から支払

われていると思われるのですが、特にどのような場所に、さっきは川のお話をさせて

いただいたんですが、どのような場所に多く廃棄されているんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   これは主に林道、いわゆる人目のつきにくい、しかも運搬可能なところに捨てられ

ている現状でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 村道ということで、やはり草がたくさん生えていたり、木が生え

ていたりというところなんだと思うんです。村民の方から草がたくさん生えているか
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ら不法投棄されるんだよとか、川にいっぱいあるからというお話もされるのですが、

なかなかその作業が大変だというのもわかっているので、私のほうでも返答しにくい

んですが、何か見守りとか、対策とか、そんなことはあるのでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   不法投棄の場所ですが、村道ではなく林道でございますのでご理解を賜りたいと思

います。 

   それから、あと対策でございますが、監視等も行ってございますし、それから職員、

作業で委託している方々の通報ももちろんですが、住民の皆様方からの通報もかなり

有効な手だてであると認識しておりますので、そういった形で、議員さんがお忙しい

とおっしゃってくださいましたが、それにかかわらずご連絡等を頂戴できればと考え

てございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   一般廃棄物について、今いろいろ現状を聞かせていただきました。私の今回の狙い

は、この状況もそうなんですが、大玉村環境基本条例の中に、環境のことであったり、

循環型のことが書いてあったので、そこを村民の皆さんにも知っていただいて、もう

少し関心を持っていただくことで、皆さんだけではなくて村全体でごみを少なくする

取り組みができるんではないかなと考えまして、さきの質問をさせていただきました。 

   次に、それを踏まえて、村民の皆さんが興味関心を持って、もう少しごみの作業に

取り組んでいただけるかななんて思いまして、村が計画すべき循環型社会の実現を目

指すための取り組みと、環境教育が必要だと考え、次の質問をさせていただきます。 

   まずは食品の無駄やプラスチックについてなんですけれども、もうニュースで十分

やっているので皆さんのほうもよくご存じかと思います。恵方巻の時期には大量に捨

てられていると、それに対して大玉村にあるＰＬＡＮＴ－５では、多分皆さんもお店

に行っているとわかると思いますけれども、値引きしたものを何点買うと、何々を

１個持っていっていいですよみたいな、なるべく廃棄するものをなくそうという取り

組みをしていて、それもニュースで取り上げられていました。 

   あとはプラスチックです。最近はプラスチックの問題やレジ袋の有料化などが放送

されていると思います。私たちに一番身近な問題だと思っておりますので、すごく私

自身もちょっと興味を持ち始まったら毎日のように報道されているので、すごく気に

なっています。きのうもニュース、ＮＨＫでやっていまして、マイバッグを持ってお

店に買い物に行く人の需要がかなり、九十何％と高くなっていると、ただそこから今

伸び悩んでいるので、次の施策として考えられているのかごみの有料化ではないかと

いうようなニュースをやっていました。なので、村としても私たち村民、何らかの次

アクションを起こすべきなのではないかと考えまして、次の質問に入らせていただき

ます。 

   食品ロスやプラスチックごみなど、今後の具体的な取り組みなど、もし考えていら
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っしゃれば教えていただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   行政でどうこうするという取り組みは非常に難しいものと認識しておりまして、こ

れは環境保全とか、資源循環を推進していくのには、排出者である住民一人一人が環

境に関する関心を深め、みずからが行動していただくということが必要なのかなと考

えてございます。まず広報紙等もございますので、ＰＲ等々から地道に取り組んでい

くのが今のところの取り組みかなと思ってございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） いろんなことにおいてもＰＲというのは、何回やっても関心がな

ければ目を通さないので、何回やってもいいと思いますので、取り組みを頑張ってい

ただきたいと思います。 

   それから、環境教育だけではなく、大玉村って先ほども村長がおっしゃいましたが、

景観を大事にしようとか、私もそこはすごく賛同していまして、村の中でやっぱりご

みがなかったり、きれいに分別されていたりしたらすごく気持ちがいいなと思います

し、最も美しい村連合に加盟されているので、そこもまた売りになるのかなと思って

おります。その中で、多分学校ではいろんな環境教育とか、環境学習をされていると

思うんですが、ぜひそれを地域の皆さん、もしくは地域の企業さんでもやっていただ

けたら、推進していただけたらもっともっと先ほどの数値ではないんですけれども、

上がっていって皆が誇れる村になるのではないかと思います。 

   そこで現在、学校や地域における環境教育の推進のための何か施策がありましたら

教えて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） １番議員さんにお答えいたします。 

   学校で行っている環境教育について、その概要なんですけれども、環境教育、いろ

いろな教育今あります。学校での教育というのは、教科の学習でやっていくのは一般

的なんですけれども、環境教育であったり、あるいは金銭教育であったり、そういっ

た何々教育というのは、そういう分類の教育もあって、それは教科を越して横断的に

というような形で取り組んでおります。 

   環境教育も私はそういった教育の中で、非常に大事な教育だなと思っていますし、

国のほうでもそれ重視しています。その背景には、今１番議員さんが言われたような

問題があるんだろうと思っています。 

   環境教育といったときに、まず先に頭に浮かんでくる言葉が、シンク・グローバリ

ー、アクト・ローカリーという言葉なんです。どういうことかというと、地球的規模

で物事を考えていきましょうと、環境問題というのは国の中だけ問題ではない。大き

な視点で物事を考えていって、そして、アクト・ローカリーですから、足元でできる

ところから実践していきましょうというのが環境教育を進めるときの合言葉なんです。 

   そういったことを基にしながら、目指すところは環境に対する関心を深めていって、
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物の見方とか、考え方とか、そして、環境を大事にしていこうという、そういう知識

の面とか、あるいは実践力を高める、そんなことを通して持続可能な社会の構築に向

けて環境に働きかける、環境を守る実践力を培っていきましょうというのを、幼稚園

は幼稚園の段階、小学校は小学校の段階、中学校は中学校の段階で実践しております。 

   今年度になってからなんですけれども、具体的なお話２つさせていただきたいと思

います。もとみや青年会議所さんてあるんですけれども、そこの計らいでというか、

そこの計画で、中学校で大玉未来デザイン事業というようなこと、今取り組んでおり

ます。これ私もよくわからなかったんですけれども、ＳＤＧｓという、そういう用語

があるんですけれども、どういうことかというと、Ｓはサスティナブル、これは持続

可能なという意味なんだそうです。それからＤは、デベロップメント、これ開発とい

う意味です。それからゴールのＧの中に小さな s があるんですけれども、そのゴール

というのは、全部で１７あるという、そういったことを２０１５年の国連で決めて、

それ２０３０年までに１７の目標に向かってそれを実現していきましょうという、そ

ういう国際的な取り組みなんですけれども、その一環のものを大玉中で今年度実施し

てくださっています。 

   ５月３０日に１回目、ＳＤＧｓのＧｓの１７の目標ってどういうことなのかという

理解を深めていろいろ公演をやったり、動画を見せたりして、子どもたちに課題を与

えて、今度７月３日の日に今度は対象中学２年生と３年生なんですけれども、２年生

は２年生なりの、３年生には３年生なりのグループ討議をさせていって、世界的な問

題を身近に置いて、今度は大玉の問題として捉えていって、じゃ、どういうことが課

題なのか、それに対してどういう解決策があるのかというようなことについて、そう

いう事業をすることによって子どもたちに環境に対する見方とか、あるいは実践力を

培っていきたいという、そういう取り組みがあります。 

   それから、別な団体がありまして、福島県産業資源循環協会と、これ産廃処理業者

さんでつくる組合なんだそうですけれども、そこでも大玉でこういうこといかがです

かと言ってくださったのあります。何かといいますと、次世代、次の世代に向けた持

続可能な社会の構築を目指した環境教育事業、これ最初、小学校でどうですかと言っ

てこられたんですけれども、中学校でこういうことをやっていますので、それと関連

した形で、同じ２年生、３年生を対象にしてやっていったほうが、効果が上がるんで

はないかというようなことで、中学校さんで今計画していただいて、この青年会議所

でやっている事業と、そのあと２学期以降に先ほど申しました産業資源循環協会の計

画の事業、そんなことをあわせていって、環境教育等々についてより中身を深めてい

きたいなと、そんなふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 地域の皆さんにおける何か取り組みとかは行っていないんでしょ

うか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 
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   地域における教育というのはなかなか難しい部分がございます。参考程度なんです

けれども、昨年度大玉村ボランティアネットワークが県知事表彰を受けました。これ

は地域でのごみ拾いとか、環境美化活動に対する表彰ということでの受賞でございま

す。 

   また実践例ということで、直売会、あだたらの里直売所の直売会の皆さんが月１回

定期的にやっていただいておりますし、また建設業関係の会社も数社大玉村のほうの

道路脇のごみ拾い、また、手前みそになりますが、村職員でつくっている職員互助会

でも２回ほど、これはこれからになりますけれども、ごみ拾いのボランティアを計画

してございます。そういったことをやることによってＰＲにもなりますし、意識高揚

にもつながるのかなということで、直接的な教育ではございませんが、そのような事

業で効果をある程度期待しているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   先ほど教育長のほうからＳＤＧｓの取り組みと、産業資源循環協会の取り組みとい

うことで、いろいろ教えていただきました。実は、私も先ほど言いましたこの地方議

会人の中にこの例が書かれていたのでちょっと調べさせていただきました。そして、

たまたま郡山市のほうでＳＤＧｓを学ぶためのカードゲームというのをやっていまし

て、そこに参加させていただきました。全く知らない段階でもゲームから学ぶことが

できて、何となくという、ちょっと真ん中ぐらいまでなったかななんていう、その中

に平三中の子どもたちが参加していました。グループに分かれてゲームをするので、

最後に感想を述べるときの子どもたちの、ＳＤＧｓって経済、環境、社会、それ３つ

がバランスよくうまくやるにはというゲームなんですけれども、私たちは何となくし

か感想を述べられないのに、その中学生はきちっと社会がどうのこうので、環境はど

うで、経済はという、きちんと語れるんです。多分、勉強しているんだと思うんです

が、そのときにせっかく子どもたちも勉強しているので、私たち大人も一緒に勉強し

ないとというか、学習をしないといけないのかななんて思いまして、先ほどの質問を

ぶつけさせていただきました。なので、地域の団体がいろんなごみ拾いの事業も取り

組みもされているようですけれども、ぜひ教育委員会の生涯学習課なのか、何かその

再生復興課なのか、そっちはわからないんですが、ぜひみんなで取り組めたらいいん

じゃないかなと思いますので、考えていただければなと思います。 

   また、そこを調べていくと、いろんなところに出てきてしまうんですが、実は大玉

村が地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットホーム、こちらの会員になっておられまして、

福島県では郡山市、南相馬市、大玉村、新地町、この４つが上げられています。なの

で、村の多分官民なので、村民とかはちょっと違うのかもしれないんですが、私のち

ょっと勉強不足で申しわけないんですが、会員になったことで村の主な事業なんかは

考えられているんでしょうか。ただ会員になって何をごめんなさい。会員になること

で何を。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） １番議員さんにお答えいたします。 

   ＳＤＧｓの考え方というのは、先ほど教育長が言ったように、国連総会１９３カ国

で議決された持続可能な地球環境を環境、経済、社会の面で１７目標で取り組むとい

うことですが、全ての事業、行政もそうです。企業も学校も普通の民間の団体も含め

て、全てこの１７目標を持ちながらＳＤＧｓの考え方で事業計画を実施していきまし

ょうというのがこれ事業の趣旨ですので、２０３０年までの目的を達成すると、この

ままだと地球環境が壊れてしまって、持続可能な開発ができないということで、一番

の最大の眼目は、誰一人取り残さない社会というのが一番最大の目標なんですね。端

的に言えば貧困の問題も含めて、子どもの貧困等も含めて対応しましょうということ

ですので、大玉村はこの趣旨に賛同して会のほうに入ったわけですが、まだ具体的に

この会は活動をしておりません。そのきっかけはこおりやま連携中枢都市圏の中心テ

ーマがＳＤＧｓなんです。ですから、こおりやま連携中枢都市圏の中で物事をやる場

合には、このＳＤＧｓの考えのもとに実施していきましょうという共通認識を持って

おります。 

   役場のほうでも講師を呼んで、これから職員のＳＤＧｓの講習会を実施するという

ことで、これから講師の選定とか、日程の調整に入りますので、時間があればぜひ議

員の皆さんもその講習に参加していただければと、既に先ほど教育長が言ったように、

中学校ではこのＳＤＧｓの勉強をして、具体的に始まっていますので、そのＳＤＧｓ

の考え方のもとに大玉の未来をどうデザインするかというのが今度の７月の中学生の

テーマですので、皆さんもぜひ時間を見つけていただいて、子どもたちがそのＳＤＧｓ

の考えのもと大玉の未来をどうデザインするかというのを見ていただければというふ

うに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   今月の広報おおたまを見たら、村長がＳＤＧｓについて書かれていて、もう答弁の

答えが出ているとか思いながら、講習会とかやられるということを書かれていたので、

あと私もこの趣旨にはとても賛同ですので、ぜひ進めていただきたいなと思います。

環境については、この１７の目標に対して１２ぐらいは当てはまっていると思ってい

て、その中でごみに関しては私がチェックしただけでも６か７ぐらいあったので、全

てのことがＳＤＧｓの考え方に基づいているんだななんて思います。発展途上国も先

進国も関係なく、世界共通の目標ですので、ぜひ皆さんで勉強して、子どもたちと一

緒に成長していけたらなと思います。 

   そのごみの問題の最後の質問なんですが、皆さんも持っていると思いますが、一般

廃棄物処理基本計画の中の多分平成３９年と書かれているので、年号に直すと

２０２７年度なのかなと思うんですが、その目標の中に家庭系のごみ、１人１日当た

り排出量を５００グラム、資源化率を２３％以上としていますと書かれています。ま

だ先ではあるのですが、一番３市村の中では大玉村がこの数値に一番近く、早く達成
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できるのではないかななんて思っております。その具体的な、もし対策なんか考えて

いれば教えていただければと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   具体的な対策ということでございますが、これはもう住民、それから事業者、行政、

３者ばかりではなく、全体的ないわゆる３Ｒと俗に言われているリデュース、リユー

ス、リサイクルの運動を推進していくということしかないのかなと思っております。

これは先ほど来からお話にあって、ＳＤＧｓの考え方も取り入れるということになれ

ば必然的にこちらにも波及効果はあるのかなと思ってございますので、こういったと

ころの展開だということをご理解いただければと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   部長が答弁されたように、行政側も住民側も事業者も、全体一緒になってここの目

標に向かって事業を進めれば、大玉村独自の何ていうんでしょう、また新たな宣言が

出るかどうかはわかりませんが、ほかにはない取り組みもいち早くできそうな気がし

ますので、ぜひいろんなところの事例などを勉強していただいて、村民、村全体で取

り組めれば、村民が誇れる美しい大玉村になるのではないかと思います。事業が計画

されることを要望して、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、１番佐原佐百合君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後３時３５分といたします。 

(午後３時１８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

(午後３時３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ここで、議長よりお諮りいたします。 

   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といたします。 

   ８番佐々木市夫君より通告ありました「子育て支援センター整備の課題（設計をプ

ロポーザル方式にできないか）」ほか３件の質問を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 議長の許可を得ましたので、順次質問をしてまいりたいと思いま

す。 

   今期定例議会最後の質問です。さらにはご案内のように、この定例議会、議員１期

４年の最後の質問でございますし、議会でございますので、俗に言うさよなら議会と

いうようなことでございます。今までいろんな角度から質問がありましたので、私の
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ほうからは、余り脱線しないように粛々と進めてまいりたいと思いますので、ご当局

の答弁方よろしくお願いしたいと思います。 

   最初に、子育て支援センター整備の課題（設計をプロポーザル方式にできないか）

ということであります。子育て支援センター整備は、大玉村が今まで他に先駆けて実

施してきました重点政策、俗に言う定住人口増加対策、中でも重要な政策の一つの子

育て支援の事業であります。ですから今回の子育て支援センターは、ある意味では大

玉村の政策の中枢の集大成かなと、そのためにもあらゆる角度から時間をかけて検討

してほしいと、結果として、現在村内にある各種の子育て関係機関や、関連施設の拠

点となり得る施設として、村民の期待に応え、末永く活用されることを希望して、こ

の質問を思いついたわけであります。 

   それでは１つとして、施設整備を検討する段階で、これまで子育て世代を含めた関

係者からのヒアリング、俗に言う意見交換会などを実施してきた経過があると思いま

すけれども、そのことについてまずお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   子育て支援センターの建設につきましては、対象となる村民からの意見を聞くため

に、まず在宅で子育てをしている在宅子育て応援奨励金の受給対象者の方、それから、

さくらカフェの利用者を対象に情報交換会を開催してございます。また、本年２月に

開催いたしました保育所入所説明会におきましても、概要設計等を説明して、利用対

象となるだろうと思われる保護者層に意見を聞くためにアンケート調査を実施してご

ざいます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 福祉部長が答弁したように、子育て世代の層からは、ある意味で

は意見を聴取したり、そういうふうなアンケート調査をしているということをお聞き

しました。その延長線として、過日、我々議員には仮設計らしきものも提案されてお

りますので、その内容もおおむね存じ上げております。 

   それはそれとして、２番目といたしまして、設計段階から住民との対話と協働でき

る可能性を適正に評価できる設計プロポーザル方式を入札に導入できないかという考

えを、その見通しについてもお伺いしたいと思います。プロポーザル方式そのものが

耳になれない言葉かもしれませんので、差し支えなければその内容や、その意義など

も含めてご答弁願えればなおありがたいと思います。 

   よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   設計プロポーザル方式関係でございますけれども、これにつきましては建設コンサ

ルタント業務等におけるプロポーザル方式運用ガイドラインというものがございます。

このガイドラインにおきましては、当該業務の内容が技術的なもの、または専門的な

技術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づいて手法を作成するほう
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がすぐれた成果を期待できる場合はプロポーザルを選定するとなっております。 

   また、今建築関係ございました。建築関係設計コンサルタント業務におきましては、

象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性などを求められる場合にもプロポーザル方

式を選定するというふうにされております。 

   また、同じ運用ガイドラインによりますと、手続の開始から契約の締結までの標準

処理期間、これが約２カ月から３カ月というふうにされております。このため競争入

札の約１０日間、これと比べますと６倍から９倍の期間が必要となるということにな

っております。 

   ご存じのとおり子育て支援センターの建設費につきましては、今現在、数億円と想

定されておりますので、国からの交付金など有利な特定財源を活用することが求めら

れますし、設計費にも交付金が充当となることが望ましいと考えております。そこで、

過去の例を見ますと、国の２次補正で交付金のメニューが提示されることが多々ござ

いますけれども、この場合には短期間での審査と本申請が必要となり、十分な検討期

間が確保されない状況でございました。このためやむを得ず村単独費用により設計業

務を発注することを想定した場合におきましては、あらかじめ村民の方々のご意見を

お聞きする機会を数多く設けた上で、それを設計に反映させることとし、村財政に負

担の少ない競争入札による発注が望ましいというふうに今現在は考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。プロポーザルそのものも含めてご答弁い

ただいました。 

   現在、村ではいろんな事業を起こす場合、特に資金面、予算の確保というのは大き

な課題で、今申し上げたとおり既に枠組みがある程度決まった上で国に申請するとか、

そういう方式が最近特に、直売所も含めて、アットホーム改修も含めてあるようでご

ざいますが、このプロポーザル方式というのは、いろんな理由で時間もかかるし、い

ろんな予算の関係で難しいんだなというようなこと、今お聞きしました。 

   それはそれとして、次に進めていきたいと思います。 

   子育て支援センターの整備では、何を支援すべきかなどを十分に検討するとともに、

若い世代を中心とした村民や近隣住民の意見、ニーズなどを適切に反映させるべく、

村民を交えた形で施設の用途や計画内容を検討する委員会を設立すべきと考える。い

ずれにしましても今の答えでも、そういうことで時間的な制約もあるし、それはそれ

として難しいことだなというようなことは今理解させてもらっておりますので、この

辺については、検討委員会という形についてはちょっと無理かもしれないということ

をまず理解した上で、次の質問です。 

   国土交通省では、このプロポーザル方式を全国的に推奨している段階なんです。後

で質問しますけれども、県内の自治体とかという問題も出てきますけれども、ある程

度それを予測して時間も早くから、もう既に検討なさっているのは承知の上ですけれ

ども、そのようなことの手法を今までの設計を云々とやかく批判するつもりはありま
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せん。でもある意味では、この従来の施設の中で優秀な設計とか、そういう方々が設

計して、それが全てよかったのかと、それはそれとしていろんなことが疑問点もある

かもしれません。ですので、新たな方向として、国も推奨しているわけですから、今

すぐというようなこともいかないとしてもやっぱり今後の課題として、この手法をも

っともっと研究しながら大玉村に合った、大玉村としての、ましてや子育て支援とい

うのは大玉村の重点政策の一つですし、このことが対外的にもそのような評価をされ

れば、あとまたこの移住をなさる方もふえることも含めてあるわけですので、改めて

その辺の見解を、今後のことについての見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今ご指摘のとおりプロポーザルですと大変時間がかかるということで、ご質問の中

にもありましたし、答弁もございました。子育て支援センターに関してでございます

が、調査、それからアンケート、それから意見聴取の会、設けましたけれども、さら

に数多くの意見を聞くということで、また再度、もしくは新たになるかもしれません

が、子育て世代の代表とか、ＰＴＡの代表、それから構造とか材質にも議論が及べる

ように、建築関係の方々、そういった方々も含めたあとは有識者も含めての子育て世

代に特化したプロジェクトチームになるか、懇談会になるかちょっとそこまでまだ決

めかねてございますが、そういった方々とまた話し合いを進めていければと考えてご

ざいます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 住民福祉部長からありがたい今後の決定する段階においてのいろ

んな手法としての村民、あるいはその関係者を巻き込んでという形の言葉が出て、大

変心強く思っております。そんなことで、新たな大玉村方式といいますか、そういう

意味も含めていろんな角度から検討していただければありがたいなと思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

   最後になりますけれども、関連して県内での自治体で、このプロポーザル方式を導

入しているその実態について、ここで改めて確認しておきたいと思います。 

   よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   ご質問の県内でプロポーザル方式を取り入れる自治体ということでございますけれ

ども、今現在まとめて公表された資料というものがございません。このため、全県的

に把握が今できない状態でございますので、近隣自治体であります本宮市と二本松市

におけます過去３年の状況についてちょっと調べさせていただきましたので、こちら

でかえさせていただきたいと思います。 

   まず二本松市の状況でございますけれども、お城山地内、城跡です。その地区にお

きまして建築物の設計においてプロポーザルの技法を実施したというふうな話をお聞

きいたしました。これにつきまして、あくまでも城跡への建造物でございますので、
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周辺にあります箕輪門や石垣、そういった景観に配慮した設計技法が求められたもの

というふうに考えられるところでございます。 

   次に、本宮市の状況でございますけれども、ここ数年もうプロポーザルの採用はあ

りませんという回答でございました。競争入札により実証されておりますけれども、

例としまして、今年オープンしました駅前の交流施設で、この建設に当たりましては、

これは駅の東西自由通路の設計とあわせまして、住民懇談会を開催した上で意見をお

聞きする機会を設けたというふうなことをお聞きしております。これはあくまでも競

争入札での実施というふうな内容でございました。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   県内での実施状況、特に近隣の今お知らせいただきました。ここで私、通告のとき

に付随して書いておきましたけれども、一例としてというようなことで、楢葉町、こ

れ平成２８年、最近では大熊町云々とか、いろいろ私の調べた範囲ではあるんですけ

れども、これが非常に私なりに共感を覚えたやり方かなというようなことで、一応読

み上げさせてもらっておきます。 

   楢葉町では平成２８年工事のならは交流館建設設計者公募型プロポーザルを実施し

ております。特にこの募集要項において、その設計者の募集要項にいろいろ細目、い

ろんな形の縛りをつけるようなんですけれども、地域住民などとの意見交換、ワーク

ショップなどを行いながら設計に当たることと条件を明示していると、この辺が一つ

のポイントで、設計者を競争で決めるんでなくて、決める段階で住民の意見とかいろ

んな意見を集約して、その延長線で選定しながら、さらにその設計者と、さらにその

内容とか、設備の金額も含めていろんな角度から検討していくと、この手法がよりや

っぱり住民に近い、住民の要望、ましてや完成したときに住民が参加すれば自分たち

の意見も取り入れられて非常に喜びになるわけですから、そういう手法を以前から私、

議員になってからこんなことばっかり、公募型のことをやっていますので、そのこと

をひとつぜひとも今後検討していただきたいというようなことでの要望として、この

質問を終わりたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   若手職員に課したこのプロジェクトが答申されまして、発表会が過日、実施されま

した。これらの実現への道筋ということで質問したいと思います。 

   村長が政策形成能力を高める手法として、若手職員に課したプロジェクトが答申さ

れまして、去る４月２５日木曜日に保健センターで発表会が実施されました。私も以

前から関心がありましたので参加いたしましたが、そして大変感銘を覚えました。そ

れぞれが発表された内容と、その努力に対して敬意を表するものでありますけれども、

日常の彼らは、若手職員が中心ですけれども、それをまとめるリーダーもここにおら

れるんですけれども、日常の業務箇所が異なるこの職員の皆様方がグループを形成し

て、しかも時間外というこの制約の中で、政策立案業務に当たったその積極的な態度
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や、あとは企画提言能力に感心されたということであります。 

   また同時にそのことが、今後ではどう生かされるかという課題からすれば、一方で

これをどう評価して、どういう形で実現への道筋を考えていくのか、こちらのほうが

より重要なことの一つかなと私自身は考えております。政策立案から、政策実施とい

うこの視点からも大変重要なことと認識しておりますので、この質問をするに至りま

した。 

   この内容、既に議員の皆さんもわかっているとおり、３チーム、３プロジェクト、

１つはこのアットホーム旧館及びあだたらの高原観光レク施設の利活用検討プロジェ

クト、２つ目のこのチームは、ふれあい村民の森ため池周辺の利活用検討プロジェク

ト、３つ目は、この三ツ森溜池周辺利活用プロジェクト、それぞれこの３つにチーム

編成をして検討したわけであります。その結果を踏まえて、当日の村長の講評があり

ましたけれども、改めてここで村長のこれらに対する、出てきた利活用のこの案に対

しての感想も含めて評価を聞ければと思います。 

   よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   前にもお話ししましたように、このプロジェクトはあくまでも庁内のプロジェクト

ということで、政策形成能力、スキルを上げるという意味での研修ですので、通常言

われている事業前提としての計画立案のためのプロジェクトでありませんので、これ

については、ただ議会のほうでも大変議員の皆さん関心を寄せていただいたので、発

表会にぜひ参加をして、若者たちの頑張りを聞いていただきたいということで参加い

ただきましたが、予想以上にきっちりと調査をしたり、住民から意見を聞いたりしな

がら、政策立案実施を前提としたものではない、スキルの研修のためとは言いながら

も、かなりいいものができたなということで評価をしております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 村長が感想を述べて、あと評価したとおり私もそのような感じで、

しかもその利活用の施策も含めて、実現への道筋の予算まで、国の予算とかも含めて

提示されている、その辺も含めて、これは本気なんだなという形で大変感心したとこ

ろです。ですので、今村長さんにお聞きしたのは、あくまでもこの庁内の職員の皆さ

んの形成、政策形成能力の開発とか、そういうような意味だと言っていますけれども、

要は、私がもし職員の立場で、あるいはまた組織でのそういう上から命令される立場

で考えれば、そのことをすぐ全部実現なんていうことはあり得ないとしても、何かや

っぱりそのようなことを検討する、次のステップは必要なのかなと思っています。 

   村長の評価と課題はということでお聞きしました。そういうことであれば、今後こ

のプロジェクトチームは、継続して活動を行っていくのか、次の質問も一緒にやっち

ゃいますけれども、現在新たに、新たなメンバーに諮問ないし課題を与えているプロ

ジェクトはあるのか、ないのか、その辺についてもお聞きしたいと思います。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   上からの命令ということのようなことではなくて、時間の仕事の範囲内でいいので

学習、研修をしてくれないかということで実施をしたということですので、ただ継続

してやっていくのかというのは、プロジェクトとして研究を継続することは可能性は

ありますが、これを実現するためのこのままプロジェクトが継続するということはあ

り得ないというふうに考えています。もし、せっかく出された中で実現可能性のある

ものについて検討する場合には、今度は管理職と庁議とかという、そういう組織がき

ちっとありますので、その中で図りながら、この部分についてはどうだろうかという

ような形になりますので、庁内の意思決定については、そういうルールがありますの

で、その中でやっていくようになるというふうに考えています。 

   それから、現在新たな諮問しているプロジェクト、同様に若手に計画立案研修でや

っているプロジェクトは、現在はありません。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   この利活用の内容を聞きながら、はっと思ったことの一つに、以前からこの旧アッ

トホームの旧館の利活用とかあの辺は、村民も巻き込んでそういう検討委員会があっ

たわけです。いろんな答申その都度なされてきていますけれども、なかなかそれは今

言った理由とは全く別な意味でしょうけれども、いまだにその実現に至っていないと

いうことでの思いがあります。ですので、何回も言いますけれども、それはそれとし

て若手の職員の形成能力、それはそれでいいんですけれども、せっかく彼らがこうい

う時間外も含めて、ましてや現地まで行って住民と対話までして、いろんな努力を、

そこまでいただきました、はいそうですか、だけではちょっと私とすればそれでは済

まないのかもしれない。ですから、今村長さんが言ったように、そのことを受けて、

それを今度どうするのかは新たな庁の課長も含めたそういう部局で話すのはもちろん

結構ですし、その中に村民も巻き込みながらやっぱり一つでも前に進める、その長の

意思とそれを示す努力はしてほしいという思いでこの質問に至ったわけでございます

ので、その辺も含めて今既に村長からはその中でいいものがあれば庁内でも別な角度

から、このプロジェクトチームがそのままやるのではなくて、それはそれとして検討

するのは当然のことのような話はありましたので、それはそれとしてお願いしたいと

思います。 

   いずれにしましても自分たちの検討したことが、私からすれば、結論からすれば最

後までやっぱり、その会議なり、そういうふうなあの場に混ざっていただいて、それ

が基本的には、その彼らがその努力に対する評価の一つに値するのかなと思っており

ますので、その辺もこれ以上のことは申しません。それ参考にしながら今後ますます

若手職員も含めた職員の皆さんのこのそういう政策に対する能力の啓発も含めて、村

長の一番私はいいところはそういうことで、自分で全て指示したり判断するんじゃな

くて、やっぱりそういう方々を村民も含めて巻き込んで、いろんな角度からいろんな
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政策やっていますけれども、そういうところが非常に多いというのは、私の一つの評

価する村長の政策の実現の、あるいは政策立案の手法として評価しているところです

ので、それはそれとして大いに立案しながら、その次に一番私としては大事な実現の

ための道筋を、あらゆる角度から合意形成を図っていっていただきたいなということ

で、そのようなことでこれを取り上げましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

   次の３番、４番の質問になりますけれども、これらにつきましては、先ほど来同僚

議員からもいろいろありましたので多くは語りません。ましてや以前の私の一般質問

やらいろんな今までの行政報告とかも含めて、村長の意思とかも含めて、ある程度は

お伺いしているつもりでございますので、必要以上にそこに質問する意図はありませ

んけれども、改めてこの政策の２つは、今年度大玉村としての事業の最優先課題の

２つでありますから、今までいろんな質問でも答弁ありましたのも含めて、今後の方

向も含めて、そしてここで総括していきたいなと思っていますので、繰り返しになっ

たら失礼ですけれども、改めてそのようなことよろしくお願いしたいと思います。 

   健康長寿の村づくりの進捗状況でありますが、それで何点かお尋ねしたいと思いま

す。推進のための組織、既に庁内総動員で体制も含めて、あるいは外部からの有識者

も含めて今体制固めをしている途中とお聞きしましたので、改めて第１点目は、庁内

の推進体制と村民との協働、村民の参加という視点での、今どういう状況になってい

るかをお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   庁内の関係でございますが、これは政策推進課を事務局といたしまして、庁内関係

各課の職員に事務局員を併任辞令でございますが、辞令を発し、庁内横断した連携体

制を整えて、４月以降定期的に村民会議の事務局会議を開催しておりまして、必要に

応じて先進地の視察研修を実施、今後も含めてですが実施してございます。 

   村民参加要請につきましては、今後設立予定の健康長寿推進村民会議において募集、

それからこちらからの指名もございますけれども、選定をしまして村民の各層から人

材を募っていくということでございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   体制については、今、まだ流動的なことがあるんだなというようなことを理解して

おります。いずれにしましても既に推進会議たるもの、事務局会議たるもの既に開催

して、いろんな角度から進めていると、それらについてのいろんな提言も含めて、先

ほどの質問にもありましたとおりでございます。 

   先ほどの質問者もありましたけれども、それに福島県はこれらを積極的に推進する

段階で、福島民報とも連携しながら、最近まで１０回にわたって、県下の市町村の首

長にいろんな形のアンケートを含めながら、うちの村長も８回目のときに、村長さん

のその村長の考えも含めてあったように記憶しております。 

   いずれにしましても、今おっしゃるとおりで、改めて繰り返しは避けたいと思いま
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すけれども、福島県、特に今いろんなポイントカードも含めて、そういう先進事例で、

あるいは報道関係とも連携して、あるいは大学とも連携してという、いろんな推進策

図っているんですけれども、これらについて改めて事務局の考えがあればご答弁お願

いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今後の推進体制といいますか、組織体制でございますが、現時点で大学教授、それ

から報道機関をメンバーにするとなかなか回数の開催時間、時期等に制約が出かねな

いのかなと思ってございますが、こちらについては報道機関に関してはプレスリリー

ス等を通じてＰＲしていくと、それからあと大学関係でございますが、これは必要に

応じてアドバイザー的な、非常勤といいますか、常時ではございませんが必要に応じ

てそういった関係性、専門性のある方々を招いて意見等を聞いたり、何だりするとい

うことを考えてございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   村民総動員あるいはいろんな知見を集めて、いろんな角度からこの大玉村方式とい

いますか、健康長寿のための推進村民会議も含めて、今後大きな期待をするところで

ございます。それにつけても以前村民プールの件もちょっとお話ししましたけれども、

事細かいことは次に置くとして、いろんな角度からこの健康長寿、大事な一つの大き

な視点ですから、長寿の村という点では常に村長おっしゃっているとおり、今１１人

から１２人ですか、この村で、人口からすれば非常にそういう優良な長寿の村という

形の実績も含めてあるわけですけれども、健康長寿といいますとなかなか平均点とか

いろんなその指数を出すのも難しい状況というは理解していますけれども、現状の健

康長寿という視点からすれば、村の現況を感じながら次に今度具体的な数値はこの辺

にしたいとか、そのようなもし目標数値があればお知らせいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   県では、お達者度と言われている指標を発表してございまして、これは要介護１ま

で、２以上ですと入りませんが、１までの状態で過ごせている健康な期間ということ

で、これは福島県の場合ですと男性が１７．１４年、大玉の場合が１８．０３年、女

性の場合が２０．３１年、福島県でございます。大玉村が２０．０９年ということで、

男性が若干県平均より上回っている状態ですが、この数値がございますので、これを

１歳でも０．１歳でも多くしたいなと思ってございます。ただし、これはお達者度と

いうのは指標になってございまして、人口１万２，０００人未満の市町村の場合には、

死亡によってかなりばらつきが出るということですので、算定値ということではなく

指標という言葉を使っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 
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○８番（佐々木市夫） 人口的なことも含めてこの指標、平均値とか出し方というのは非

常に難しいんだなということは理解しております。いずれにしましても現況の先ほど

の質問者もありましたけれども、そういう実態を踏まえて、物事ですから、願わくば

この数値目標を立てながら、そこに向かって今年はこういう形になって改善されたと

か、そういう実績も含めて検討なされながら到達目標に向かっていろんな角度で努力

して、我々村民ももちろんのことながら協力しながら、頑張っていっていただければ

なと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   最後の質問になります。 

   大玉村産米のブランド化の検討状況と課題はという点でございます。 

   １番目として、この取り組みの本気度と現在までの進捗状況と今後という視点で質

問したいと思います。 

   本気度という点からすれば、既に今後出てきますけれども、民報社にあれだけのい

ろんな内容が出て、そして村長がいろんな大学さ行ったり、いろんな農協さ行ったり

して、いろいろお願いをしているとかいうような状況もちまたに聞こえてきますので、

まさしく長は本気なんだなと私は理解しておりまして、この質問はちょっと合わない

なと思いながら改めてここに書かせていただきましたので、そのようなことでご理解

いただきたいと思います。 

   去る６月７日の福島民報社ここにありますけれども、大玉村産米のブランドにとい

う形で記事が報道されました。先ほど産業建設部長からも答弁ありましたけれども、

日本一美しい大玉の米を標榜してから数年が経過しています。これ本気度の問題です

からカットします。もしよければ改めて村長の本気度、意欲をお願いしたいと思いま

すけれども、この記事の中では準備会を結成中と聞きますけれども、改めて構成メン

バーやその人数など、さらにちょっと今これ誤解が生じたということで新聞報道から

ちょっと別な答弁もありましたけれども、３年以内に軌道に乗せたいとあるが、栽培

基準の内容や達成までの工程表など、改めてもう一度この辺についてご答弁をお願い

したいと思います。 

   よろしくお願いします。まず村長よければ本気度という形で、そんな形でよろしく

お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼産業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   改めてその本気度という点では全く本気で取り組んでまいりたいということで、今

年度村の最優先課題の一つということで取り組んでまいります。 

   現在の進め方、準備委員会でございますけれども、先ほど申し上げましたが、今月

２８日に第１回目の会合を開催したいということで考えてございます。委員のメンバ

ーにつきましては、県から安達農業普及所、それから農協からふくしま未来農協の組

合の職員、あるいは地元の大玉営農センターの営農指導員、さらには村づくり株式会

社の役員、認定農業者、農業生産法人、それから農協の稲作部会等の役員の方という

ことで、現在のところ１２名の方予定をいたしてございます。さらに委員ということ
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ではありませんが、アドバイスをいただく、あるいはさまざまな検査等を行っていた

だくということで、現在福島大学の農学群食農学類の教授の方々と打ち合わせを行っ

ているところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 今月の２８日に事務局推進会議を開くという形の予定のようでご

ざいます。いずれにしましても今申したとおり、いろんな角度から大学も含めてアド

バイザーも含めて、そしてＪＡも含めてそんな形の体制を今１２名でブランド化に向

けての推進の委員会を一つにする動きがあるようでございます。 

   ここで１つ質問で、今までこのブランド化に向けての動きは、村内でもいろいろな

方々が、あるいは個人でいろいろやることがブランドという形の認識もしている人も

あったけれども、私は違うと思って聞いていましたけれども、そのような動きがなか

ったのかどうか、もしあったとすればその問題点はどのように認識しているのか。 

   現在、この村では先駆的な米生産団体などがありまして、特に直売所などでも一生

懸命になってこの自分の知名度、これはあくまでも自分の知名度を上げながら積極的

にいろいろな販売をしているという方々がございます。ＧＡＰもとったりして、いろ

んな角度から積極的に頑張っております。この方々の当然、理解と協力を得るのは大

事なことかと思っておりますが、その辺の周知とか関与も含めてもし考えがあればお

聞かせ願いたいと思います。 

   そこまで１回お願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼産業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   今まで村内でコメのブランド化という動きはなかったのかというふうなご質問でご

ざいますけれども、それぞれの現在、例えば直売所等、それから通信販売等で販売さ

れているお米、これをブランド化ということであれば、それは個人的な部分でのブラ

ンド化というものはあったのではないかと考えております。ただ、一定の基準、ある

いは栽培方法、そういったものを決めてみんなで取り組んでいくというものは、ブラ

ンド化というふうな取り組みというのは今回初めてではないかというふうに考えてご

ざいます。今までそういったことがなかった問題点というのは、そういった基準なり、

栽培方法等を統一化を図って、それをどう栽培に移していくか、それから多くの方々

にどうやって取り組んでいただくか、この辺に１つハードルがあったんではないのか

なというふうに考えてございます。 

   現在のところ直売所等ごらんをいただければ、大玉村の米づくりの名人と言われる

方々のお米が並んでいるというふうな状況でございますけれども、もとよりブランド

化、こういった方々と全く別にということではありません。そういった方々のお知恵

等もいただきながら、栽培方法、それから出荷の基準、そういったものを定めながら、

こういったことにみんなで取り組みませんかというふうな、そういうふうな呼びかけ

をしてまいりたいということで、例えばこういった現在米を生産されている方々の、
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じゃ、一部分、例えば３反歩、２枚分はこの方法でやってみようかとか、何かという

そういうふうな参加の仕方、そういうふうなものもあるんではないのかなというふう

に考えてございますので、広く呼びかけながら、現在、直売所等で行われている販売、

あるいはＪＡ等を通じて出荷される米、そういったものについても同様に基準、ある

いは栽培方法等を行いながら大玉村産米のそれぞれの底上げ、そういったものを図り

ながら村全体の生産意欲の維持向上というものを図っていきたいなというふうに考え

ているところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 答弁ありがとうございました。 

   いずれにしましても、私も農家の一人ですけれども、やっぱり自分のつくったもの

はうまいんだとか、いいんだとかというそういう形の人が多いのは、これは当然のこ

とながら大事なことの一つかなと思っておりますし、それなりにそういう方々は努力

をしております。 

   今問題点はなかったといっても、やっぱりいろんな基準がなくて、そのことの対外

的にも訴えるその基準、あるいはそういうふうな方策が少なかったんだなというよう

なことを後悔しておりまして、今回、ブランド化というのは非常に大きな挑戦かなと

思っております。今後の農業問題考えるには非常に大事な一つのことですけれども、

なかなか村としての呼びかけ、全体的にできる団体も含めてなかったというようなこ

とでの大きな方向性としては、非常に期待の持てるブランド化かなと、事前の質問で

大玉村まるごとブランド化だなんて余計なことまで申し上げましたけれども、まずは

できるところからすれば、お米のブランド化というのは必須課題かなと、緊急的な課

題かなと、それにつけていろんな角度から、いろんな研究をしながら方法論としてや

っていくんだなということで考えております。 

   その中で、今ちょっと気がつきましたけれども、いろんな指標もあっていいんです

けれども、やっぱり意外とこの大玉村でもちょっと４号線とまた上のほうで土壌の違

いがあるわけです。ですから土壌調査というのはやっぱり大事なことの一つかなと、

それによって栽培基準とかしないと、一律でこういう肥やし、こういう堆肥入れたか

らという問題ではなくて、一番その原点というのは、今、現況からすれば土の土壌の

状態、これは的確にやっぱり判断しながら弾力性を持たせて、一遍にハードルを高く

して、こうでなきゃだめだというんではなくて、その辺も勘案して進めていただけれ

ばありがたいなと思って、そんなことを今申し上げておきたいと思います。 

   今までのこのブランド化ではありませんけれども、一つの問題点として、私が考え

るのには販売先とか、その販売先でなくてこの仲介業者（ＪＡ）と書きましたけれど

も、ＪＡだけが仲介業者でありませんけれども、主にこのＪＡというようなことでの

お願い、生産農家はそうしてきていましたけれども、あるいは実際この販売したその

金額の精算方法、いろんなことで今まで別な角度から、特栽米とか、いろいろエコフ

ァームとかやってきておりますけれども、それらの実際この農協を通して大玉の米と
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して出てくる例というのはほとんどない、ましてやそれに対する精算金もほかの地域

とプール計算したりしてやってきているのが現況だったと思います。 

   かとすれば、生産者からすれば一生懸命頑張って農協の指定された肥やし使って、

一生懸命こうやって防除もこうやって制約して、安心・安全のお米をつくっても、実

際その取り組みに対する評価、現実に言えばこれお金の問題ですけれども、その評価

がなされていない。農協のいいところは平等精神で、公平というよりは平等、これが

昔から農協の設立目標の一つにあるはずですから、それとしていいんですけれども、

もっともっと公平なやり方からすれば、このブランド化については特にこれは大事な

要素の一つかなと思っておりますので、その辺に対してのＪＡなどとの理解、協力は

既に農協からもＪＡからも推進のアドバイスなりはそれなりに入っているようですけ

れども、その辺の見通し的なこと、私が今言ったことに対しての答弁があればお願い

したいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼産業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほど申し上げましたが、ふくしま未来農業協同組合につきましては、先月に本店

を訪問いたしまして、村長のほうから組合長に協力の要請を行って、農協のほうでも

快く協力、全面的に協力をいたしますということで話をいただきました。 

   今回の準備委員会におきましても、１つは栽培という点では地元の営農指導員に入

っていただきますけれども、もう一つは販売という点では本部の営農部長と米穀課長

に参画をいただくということでご了解をいただいてございます。そういった中で、販

売、農協等を通じた販売等についてもその中で検討してまいりたいというふうに考え

てございます。 

   推計でありますけれども、大玉の主食用米の生産米の農協出荷の比率はおおむね

８割程度というふうに他と比較しても決して低くない数字というふうに考えてござい

ます。したがいまして、農協を抜きにしてこれを考えるということは、甚だ現実的で

はございませんので、今申し上げたような体制でその出荷等についても、現在安達の

米というふうな形で出荷されている現状、これを大玉の米、大玉のブランド米という

ふうなものがまた別建てになれるのかどうなのか、また、全体的な底上げが図れるの

かどうなのか、その辺を重点的に取り組んでいきたいなというふうに考えてございま

す。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   私の懸念する部分、そのことです。過日、我々議員が沖縄のほうに行って、沖縄食

糧の販売戦略の中で福島県の米を大いに販売していただいた実績も含めて感謝してお

りますけれども、その中には当然のことながら大玉の米というのは出てきません。で

すので、今後ブランド化ということであれば、最終目的なやっぱり大玉の米をどのよ

うに周知しながら、実質的に農家に入る懐具合もよくなっていくのか、さらにそのこ
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とがその地域に波及していって、農家の今までうんと首をかしげていた人たちも参画

しながら拡大していくと、これが最終的な農業振興につながっていくわけですから、

そのことなくして形だけつくって協力すればいい米ができたからということでなくて、

当然そんなことで終わるなんて考えている当局もいないでしょうから、それはそれと

して大いに期待している言葉であらわしておきたいと思いますけれども、そのことも

含めてよろしくお願いしたいと思います。 

   そんなこと懸念するよりは、既に県外も県内も先ほどのＡＳＡＫＡＭＡＩのことも

ありますけれども、そういう先進事例がありますので、既にそういうふうな先進事例

に学んでいる点があるのか、今後は当然のことながらそういうことも含めて、途中で

いろんな問題点も出てきた段階でも含めて連携調整を図っていくのか、その辺の考え

方について、最後、質問したいと思います。 

   よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼産業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   県内におきましても今ほどのご質問でもありますように、ブランド化、郡山市のＡ

ＳＡＫＡＭＡＩを初めとして、ブランド化されている地区もありまして、今ほどあり

ましたＡＳＡＫＡＭＡＩ８８７等については非常に高いハードル、食味が８８、たん

ぱく質６以下、整粒歩合、それからエコファーマー、ＧＡＰ、そういった７つの基準

をクリアすることによってというふうな非常に高い基準となっているにもかかわらず、

その高い基準を満たしてブランド化として販売されていることにつきましては、この

生産者、あるいはかかわった関係者の努力は大変なものだっただろうなというふうに

大変敬意を表しますし、参考にすべき点が極めて多いというふうに考えてございます。 

   既にブランド化されている県内外との連携という部分につきましては、現在のとこ

ろまだこちらが始まっていない現状でありますので考えておりませんが、これら推進

を図っていくに当たりまして基準値の設定、そういったものについて視察研修等を通

じて十分に参考にさせていただきたい。特に近隣の郡山市さんについては、来月に訪

問させていただいていろいろお話をお伺いする機会ができればいいなというふうに考

えているところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） いろいろ質問してまいりましたけれども、ご答弁ありがとうござ

いました。 

   まず１つは、公共的な建築の設計をプロポーザル方式と、今すぐでないにしても大

事なことの視点と捉えていただきながら、国ともよく話をしたりして、いろんな状況

を判断して今後のいろんな公共施設の建築に反映できるような道筋をつけていただけ

ればありがたいということでございます。若手職員のプロジェクトに関しましては、

せっかくつくったことがどう評価されるか、これは私のみならず、そういう実際携わ

った人の大事なことの要素かと思いますので、改めてその辺を参酌しながら次の方向
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に向かって、一歩でも二歩でも進む努力はしてほしいなということでお願いしたいと

思います。 

   健康長寿の村づくり、大玉村産米のブランド化は、今年度の大きな大玉村の目標で

ありますし、村長が常々いろんな場所で公言している部分でありますので、大いに期

待するところでございます。ちょっとハードル高く一遍にというわけにはいきません。

時間をかけていろんな角度から調整していただきながら、実現に向かってあらゆる村

民も含めた参画を得ながら頑張っていただきたいなと思っておりますので、改めてそ

のことをお願いして、今回の一般質問を終了させていただきます。 

   ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、８番佐々木市夫君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で、日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、

散会いたします。 

   ご苦労さまでした。 

(午後４時２５分） 

 


