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令和元年第６回大玉村議会定例会会議録 

 

第５日  令和元年９月１０日（火曜日） 
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    １番 斎 藤 信 一   ２番 渡 邉 啓 子   ３番 菊 地 厚 徳 
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   １０番 須 藤 軍 蔵  １１番 押 山 義 則  １２番 菊 地 利 勝 

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 
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会 議 の 経 過 

 

○議長（菊地利勝） 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（菊地利勝） 本日、傍聴に伊藤善三さんほか２６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

願いします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 日程第１、一般質問を行います。 

   ２番渡邉啓子君より通告ありました「学校教育における学力のさらなる向上と環境

整備を問う」外２件の質問を許します。２番。 

○２番（渡邉啓子） おはようございます。 

   ２番渡邉啓子です。 

   議長の許可を得ましたので、さきに通告してあります件について一般質問を行いま

す。 

   まず初めに、一言申し上げます。 

   私、渡邉啓子は、本日初めてこの場に立たせていただいております。住民の代表と

して、「一人一人の笑顔のために全力で」をモットーに、議員としての責務をきちん

と果たせるよう日々精進してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   それでは、最初の質問です。 

   学校教育における学力のさらなる向上と環境整備について伺います。 

   大玉村は、子育て支援などの政策により子どもの数がふえています。この豊かな自

然環境の中で育った大玉の子どもたちは、本当に素直で伸び伸びしていて、大きな可

能性を秘めていると感じております。 

   家庭との連携や教育環境の整備により子どもたちのやる気を引き出し、子どもたち

がみずから学び、みずから考える力を育成し、学力のさらなる向上を目指すことは、

村の将来を担う子どもたちの人材育成にもつながり、重要であると考えます。教育は、

すぐに結果が出るものではございませんが、より一層の学力向上を目指した取り組み

が必要であるとの思いから質問いたします。 

   本村の小・中学校の学力は全国平均と比較して、また、県内市町村の中でどのよう

な位置にあるのかを伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 
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○教育長（佐藤吉郎） ２番議員さんにお答えします。 

   初めにきょうデビュー戦というようなことで、一番最初質問されたこと中で教育の

問題について取り上げていただいて、感謝を申し上げたいと思います。 

   学力の問題ですけれども、毎年、全国学力・学習状況調査というのを行っておりま

す。ずっとここ過去何年かずっと経年調査をしました。 

   その結果ですけれども、実施年度、それから甲種、甲種というのは小学校６年と中

学校３年と甲種、それから学校間によっては多少の差はあるんですけれども、おおむ

ね国語、それから算数・数学ともに、ほぼ全国平均並みとなっております。それから、

そういったことから全国との大きな違いは、差はないというふうに捉えております。 

   また県との比較でありますけれども、県の総じていいますと、県は全国ほどではな

いという総じて実態なんですけれども、だんだんその差が縮まってきております。そ

ういったことで、県の平均と比べても同じような傾向があるのかなというふうに捉え

ております。 

   ただ県の課題としまして、それが同じ大玉の課題になっているんですけれども、算

数・数学、ここについて課題があるというようなことで、いろいろてこ入れをやって

いますけれども、大玉もそういった状況にあるというようなことで、総じてそんなこ

とが言えるのかなと、そんなふうに思っております。 

   それから全国学力・学習状況調査、今年やり方ちょっと変わったんですけれども、

毎年やっているのは意識調査というのをやっています。その意識調査も大事にして分

析しておるんですけれども、意識調査の中で見られます傾向としては、生活習慣とか、

それから学習習慣、これ非常に大事だと思っているんですけれども、その結果につい

ては、総じて全国よりも高い傾向にあるというようなこと、そんなことが言えるとい

うふうに捉えております。 

   今後でありますけれども、学力テストの分析結果、それから意識調査、これを各学

校で、それから教育委員会の事務局でそれを分析しまして、その対応策、そんなこと

を考えながら、さらに向上に向けて進めてまいりたいと、そんなふうに考えておりま

す。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 詳細にわたる答弁ありがとうございました。 

   次の質問に移ります。 

   学校教育においては学力を伸ばすことが重要であると考えます。そのためには、教

員の側から大玉村の学校でぜひ教えたいと思ってもらえるような、より積極的な教員

の確保に向けた教育環境や条件整備が大切だと思いますが、これらに関してはどのよ

うに進めているかをお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   大玉、他と比べて総じて今言えますことは、学校施設でいいますと、例えば全教室

にエアコンを設置導入いたしました。またほかのほうでまだ入っていないところある
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んですけれども、そこが非常に大きな施設面の特徴なのかなと思っています。それか

ら小学校の校庭の芝生化、これにも取り組んでおります。 

   それから設備面で申し上げますと、大型のデジタルテレビ、あるいはまた電子黒板、

そして昨年度は、話題になっていますがタブレット型のパソコンを導入しまして、こ

れを活用しております。それから昨年度取り組んだ中身としましては、これから学校

の教育の中では郷土を学ぶ、地元を学ぶという学習がふえてくるんですけれども、そ

れに合うような形で大玉の実態をデジタル教材にしまして、総合的な学習の時間とか

社会科とか、そういったことで使っていくというようなことで、いろんな方にお世話

になって昨年これを整備しまして、そういったことの活用を図っております。 

   それから、いろんな支援策としまして、外国語教育の支援というようなことに取り

組んでおります。小学校のほうにもＡＬＴが入っておりますし、中学校ももちろん入

っています。それから昨年度、小学校、これは国・県の制度なんですけれども、県内

で８名だったかな、中に英語の専科教員という方で資格を持っている先生がいました

ものですから、その先生に大山小学校、玉井小学校の３年生以上の全ての授業をやっ

ていただいて、そういったこととして充実を図っております。それから村雇用の講師、

それから特別支援員とあるんですけれども、それを手厚く配置させていただいており

まして、子どもたちの学習とか、そういった支援に当たっております。 

   さらに、いろいろな課題に対応するためにスクールソーシャルワーカー、あるいは

スクールカウンセラー、これも配置をしておりまして、いろいろなところでこういっ

た方々のお手伝いをいただいて、教育活動の充実に努めております。 

   それから、これからの教育というのは、社会に開かれた教育課程というようなこと

がキーワードになってくるんですけれども、どういうことかといいますと、教育とい

うのは学校だけでやるんではないんだというふうなことです。ですから、どんな教育

をやるか、それからそれを進めるために、地域の人たちにもいろいろお手伝いをいた

だいて、地域の人たちと一緒に考えていきましょうというような、そういう教育にな

っていくんですけれども、実は大玉村コミュニティ・スクールを導入しまして９年目

になります。ですから、地域学校協働活動本部というようなことのモデル地区に指定

されて今年３年目になるんですけれども、そういったことも通しまして、学校と地域

が組織的に継続的に連携できるような、そういう体制が構築されているというような

ことが大きな強みなのかなと、そんなふうに捉えております。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） いろいろと大玉ならではの取り組みがなされているということをお

聞きしました。 

   郷土愛に関しては、２月に行われた６年生の「未来に向かってプレゼンテーション」

というのを私も見させていただいていたんですが、大玉村について、私以上に子ども

たちがよく知っているのに驚かされましたし、６年生でありながら、あれだけのプレ

ゼンテーションやるというのは、学校教育も私たちの時代とは大分変わってきたなと

感じました。 
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   次に、教員の多忙解消に向けた本村の取り組み状況を伺います。 

   今ほどの説明で、地域との連携ということで地域学校協働本部ですか、それで、学

校の支援をしているというようなお話もありましたが、もう一度そこのところをお聞

かせください。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ご質問にありました多忙化解消というようなことにつきましては

国の課題でありますし、県の課題でありますし、それから大玉村の課題でもあります。

非常に新しい教育課程が非常に盛りだくさんになっている中で多忙化の問題が出てき

まして、実は県のほうで多忙化解消のアクションプランというようなことを起こしま

して、１８年度から２０年度までの３年間で、先生方の勤務時間を３０％削減すると

いうふうな目標を掲げて、それに向かってやっているわけですけれども、大玉村では

そういったことを受けまして、中学校の部活の問題がありまして、部活動をやらない

日、部活動をやらない日というのは子どもたちの負担過重にならないように、それか

ら先生方の多忙化解消につながるということで週１回平日の時間、それから土日も

１日休みましょうというようなことで、新しく全部でそういった取り組みをやってお

ります。 

   それから、そういった一環としまして部活動指導員というようなことで、これは先

生でない人が中学校もしくは小学校の部活動を指導してもいいという制度があったも

のですから、大玉村でもこういったことに取り組んでおります。昨年度１人、それか

ら今年途中から２人だったんですけれども、県内でいいますと、昨年度は８つの自治

体で１７名でした。今年は１８の自治体で７１名の方がそういった形でやっています。

それが子どもたちの指導というようなこと、それから多忙化解消に寄与しているとい

うことで、こういったことを積極的に進めていきたいと思います。 

   それから先ほど申し上げました小学校の英語専科の先生方、これも子どもたちの英

語力の向上というようなことにかかわっているんですけれども、もう一つの視点とし

まして、多忙化解消というようなことにもつながっているというふうなことで、こん

なことにも取り組んでおります。 

   それから、ご質問がありました地域学校協働活動事業ですね、これは本当に今まで

やっていました放課後こども教室の支援とか学校支援とか、そういったことを統合し

てやって、そして地域と一体となった教育を進めていきましょうというようなことの

趣旨で、うちのほうもそういった計画をつくって、それで多くの人たちにお力をいた

だいて、いろいろ学校の支援に当たっていただいております。そういったことが地域

挙げて子どもたちを教えるというようなこととかかわってくるんですけれども、それ

が結果として多忙化解消というようなことにもつながっていくのかなというふうに思

っています。 

   実は県のほう、国のほうでもスクールサポートスタッフがおりまして、例えば印刷

をする人とか、それから給食の担当をする人とか、先生以外にもできる仕事をやると

いうようなことで、そういう制度を行っているんですけれども、大規模校これやって
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いて、ですからなかなか大玉にはその動きがないんですけれども、それと同じような

活動を地域の方々にやっていただくというようなことが、結果として多忙化解消につ

ながっていくのかなと、そんなふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 先生方が気持ちに余裕を持って授業に集中できるよう、今後も多忙

解消に向けた学校支援をよろしくお願いいたします。 

   次に、学力を向上させるためには学校任せではうまくいきません。学力日本一、秋

田県の事例などを見ますと、授業のやり方自体もいろいろと工夫を凝らしているよう

ですが、その中で特に注目されているのが家庭学習ノートというのがあります。 

   子どものやる気を引き出す親のかかわり方として、家庭学習ノートが重要な役割を

果たしており、学習したページには保護者や先生のコメントが記入してあります。子

どもをその気にさせるには、何よりも褒めることが効果的で、ちゃんと見ているよ、

頑張っているのを知っているよというメッセージが伝われば、やる気スイッチがオン

になるといいます。 

   この例から、家庭との連携が非常に大事だということがわかります。また、勉強に

集中するためには早寝、早起き、朝ごはんという生活のリズムが全ての基本であると

しています。 

   教育委員会の「大玉の教育」という冊子には、学力向上推進事業というものが載っ

ています。そこには、家庭と連携し、主体的な学習態度の育成につながる、家庭学習

（大玉版）学びのスタンダードの活用とうたってあります。 

   この、学びのスタンダードというものはどのようなものなのでしょうか。家庭学習

ノートのようなものなのでしょうか。また、家庭との連携による主体的な学習態度の

育成や、規則正しい生活習慣に関しては、どのような指導がなされているのかをお伺

いします。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   今、ご指摘いただきましたように、家庭との連携というか、家庭学習と学校の授業

をどう組み合わせるかというようなことが大きな課題だというふうに捉えております。

私も秋田に行って、秋田の東成瀬の学校を見せてもらいました。本当にノートの、何

というか指導が行き届いているなと思っています。 

   大玉でいいますと、おおたま学園というのがありまして、幼小中の一貫的教育をや

りましょうというようなことで進めておりまして、その中に７つの委員会があります。

その中に学習習慣検討委員会というのがありまして、その学習習慣検討委員会が中心

になって、今、ご質問にありましたように、大玉の家庭学習の習慣を身につけようと

いう、そういったプリントをつくっていただいております。これは県のほうで出して

おります県版の家庭学習スタンダードというなこととリンクさせまして、それを大玉

らしさというなことに合わせてつくったんですけれども、一番大事にしたいのは、幼

稚園のときの幼稚園ならではの学習、それから小学校低学年、中学年、高学年、そし
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て中学校それぞれ違ってくると思うんですけれども、そういった中でステップを踏み

ながら家庭学習の習慣を身につけさせていただきたいというふうなことでやっており

ます。 

   キーワードは、今盛んに言われております自己マネジメントというか、自分で自分

をコントロールする力、そういったことが大事だというようなことで、そんなことを

重視しながらやりましょうというようなことであります。これは当然学校だけでの取

り組みでありませんので、４月の初めに毎年というか、昨年度から全ての子どもたち

にそのプリントを配付しまして、そしてそれを今度は年度初めの授業参観等で保護者

にもその話をお願いしながら進めているところです。 

   先ほどちょっとお話申し上げましたけれども、学習習慣、全国学力・学習状況調査

等々で、その学習習慣が非常に高い評価になっています。ですから、そういったもの

がこういったものの取り組みかなと思っています。ただ当然個人差等々ありますので、

そういったことに配慮しながら、これからさらにその家庭との連携を図って、家庭学

習、それから生活習慣の定着、そんなことに努めてまいりたいと、そのように考えて

おります。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 学習習慣検討委員会などを設置して、それぞれ頑張っていらっしゃ

るというお話をお聞きして安心しました。 

   今後も学力向上に向けて、より一層の取り組みがなされることを期待して、２件目

の質問に移ります。 

   今年度、本村が進める重点事業の一つである健康長寿の村づくりについて、現在ま

での取り組み状況をお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   村民がいつまでも健康で、日常生活が制限されることなく生活できる期間の延伸が

重要となっております。県においても健康長寿に関する取り組みが進められておりま

すが、本村においても今年度は健康長寿の村づくりを重点施策として、各種事業を進

めております。 

   まず初めに、今年４月に健康福祉課内に健康長寿推進係を新設いたしまして、これ

に関しては横断的な事業を進めるということで、政策推進課を核として事務局を設置

してございます。事務局員１３名を、職員１３名ですが、併任辞令を発令いたしまし

て、庁内で推進体制を整えて検討を進めてまいりました。 

   また、８月２９日に各種団体有識者等で組織をします大玉村健康長寿推進村民会議

を開催し、村民会議の役割、それから健康長寿推進計画案、あとは行政ポイントと言

われている大玉村健康ポイント事業案について委員に説明し、ご意見をいただいてい

るところでございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 
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○２番（渡邉啓子） ありがとうございました。 

   健康長寿のためには、若いうちから健康に対する意識を持って生活することが大切

だと思います。先日の福島民友新聞に、大玉村が健康づくり村民会議を設置したとい

う記事が掲載されていました。村長を会長に委員２３名で構成と書いてありましたが、

この方たちはどういった対象者で、どのような役割を担っていくのでしょうか。また、

この構成委員の中には若い人も含まれているのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   委員２３名の構成でございますが、村長を会長ということで、議会議長、農業委員

会会長、教育委員会、行政区長会、商工会、老人クラブ連合会、体育協会、婦人会、

食生活改善推進委員会、生活研究グループ連絡協議会、保健推進員、かあちゃん弁当

の会、社会福祉協議会、民生児童委員連絡協議会、おおたま学園、これは学校関係で

ございます、おおたまスポーツクラブ、それからふくしま未来農業協同組合大玉支店、

村ＰＴＡ連絡協議会、安達医師会をそれぞれ代表する方々に委員になっていただきま

したので、若いという観点でいえばＰＴＡ連絡協議会とか商工会も比較的若い部類に

入るかと思いますが、こういったメンバーで組織してございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ただいまのご説明で、全体像はつかむことができました。 

   ポイント制度などもお聞きしておりますが、今後どのような事業展開を考えている

のか、わかる範囲で具体的に説明をお願いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   今後の事業ということでございますが、これ改めて進める事業もございますが、従

来からそれぞれの部局で進めている事業もございますので、そういったものをあわせ

ながら、調整をとって複合的に進めていくものとなってございます。したがいまして、

食であったり、運動であったり、社会参加と言われているものが事業のメインを、骨

格をつくるようなものとして考えてございます。 

   それから、あと健康ポイント事業につきましては、村民会議のほうに一旦提示をし

てございます。また今後、村民会議を開催予定でございまして、その上で、ある程度

決定をいたしまして進めていくかなというものと考えてございます。 

   現在はボランティアとか、そういった社会参加、それから各種事業で、行政側で今

のところ確認をできるものにポイントを付与しようかという内容で進んでいるところ

でございます。 

   新たに進める事業といたしましては、元気づくりシステムと言われているものがご

ざいまして、先行例でいいますと、伊達で開催している地域ごとに運動していく事業

がございます。これは当初、伊達の例ですが、数カ所、五、六カ所から始まって現在

１２０を超える、そういったサークルで進めているということで、これが大玉にうま
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く取り入れられるかどうかというところもまたございますが、うまく伊達のようにい

けば、かなり大きな推進力になるものと考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 運動ということで元気づくりシステム、伊達のような取り組みをと

いうお話でした。 

   近年ですね、全国各地でいきいき百歳体操というのを行っている地域がふえており

ます。これは映像を見ながら体操するもので、筋力をつけることで動きやすい体をつ

くり、いつまでも元気で暮らせることを目的とした体操です。本宮市や郡山市でも

「いきいき百歳体操」、二本松市では「ほんとの空体操」というのを取り入れており

ます。 

   本宮市在住の９０歳の私の知人は、水曜日はこちらの教室、金曜日はあちらの教室

というふうに、週に２回いきいき百歳体操に通っております。体操した後で、お茶を

飲みながら仲間とおしゃべりするのが楽しいと話してくれました。 

   参加者が何人か集まれば、市がＤＶＤを貸し出し、それを見ながら自分たちで体操

するという住民主体の活動です。この活動は楽しみながら続けることで、介護予防や

健康長寿だけでなく、高齢者の居場所づくりや仲間づくりにもつながる意味ある活動

だと思います。 

   今後の事業展開の中で、このような体操などもぜひ検討していただいて、楽しく健

康づくりを進める村民が１人でもふえることを願っております。 

   最後に、中学校の環境整備に関する質問です。 

   毎年、春先には私たちの目を楽しませ、心を癒やしてくれる美しい桜ですが、近隣

の住民にとって桜はただ美しいだけのものではないようです。 

   花が終われば、その散った花びら、秋になれば落ち葉の処理に悩まされているよう

でございます。中には、みずから可燃ごみの袋に詰めて、ごみ回収に出している方も

おられます。その時期だけの問題ではありますが、それが長期にわたって毎年繰り返

されるので、せめてここに捨ててくださいという場所を設置してもらえれば助かるの

ですがという声があります。前はリヤカーが置いてあって、そこに集めた落ち葉を入

れていた時代もあったそうなのですが、近年ではそれもなくなってしまったとのこと

です。 

   住民の話によれば、中学校でもある程度は対応してくださっているようなのですが、

落ち葉の量が大量なので、間に合わないということです。質問の内容としては小さな

ことかもしれませんが、小さな問題であっても、一つ一つ解決していくことで村全体

がよくなっていくと思います。現在行われている対応と、今後の対応策をお伺いいた

します。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   議員さんおっしゃるとおり、現在、中学生が教育活動の一環として、主に生徒会活
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動を通して春と秋に花びら、落ち葉、その清掃活動というのは実施しております。ま

た、ご質問のとおり、地域の方々に大変ご協力いただいているということも認識して

ございます。 

   今後につきましては、本定例会に補正予算を計上させていただきましたが、中学校

東側駐輪場のところの桜の枝を一部伐採したいというふうに考えてございます。それ

によって花びらや落ち葉の処理が大分軽減されるのではないかというふうに考えてご

ざいます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 早速善処してくださるとのこと、うれしく思います。 

   学校と地域がお互いに協力できる中で、最もよい策を考えられればという観点から

質問させていただきました。 

   以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、２番渡邉啓子君の一般質問を打ち切ります。 

   １１番押山義則君より通告がありました「防災意識社会の構築に向けて」外１件の

質問を許します。１１番。 

○１１番（押山義則） １１番押山義則であります。 

   議長の許しをいただきまして、９月定例会一般質問通告内容に従い行います。 

   初めに、防災に関して伺います。 

   先日、防災訓練が実施されたばかりでありますが、訓練の成果など伺うとともに、

これまでとは違った角度から改めて質問申し上げたいと思います。 

   きのうの台風１５号、我が村大きな被害もなく安堵いたしましたが、先日の北九州

の豪雨被害、かつて経験したことのない危険な状況と気象庁から発表があるなど、自

然のいたずらでは、とても片づけられない恐怖感を感じました。 

   改めて被災者、被災地に対して、心からのお見舞いを申し上げるとともに、どこで

でも起こり得るといった認識に、防災対策の必要性・重要性を、改めて強く感じたと

ころであります。 

   さて、災害大国、災害のデパートと呼ばれるこの我が国で、それぞれの地方自治体、

行政は、さまざまな事柄に対してさまざまな角度から、しっかり備える必要がありま

す。防災対策基本法のもと、防災と緊急時の対応で、中心的な役割が求められます。

その観点から改めて防災計画のありよう、防災意識の問題点、それらの住民との共有、

さらには議会、そして議員の役割などについて検証してまいりたい、その基本的な考

え方について、もろもろ伺ってまいります。 

   これまで大玉村、防災訓練を初め、災害危険地域の設定や防災マップの作成など、

防災に向けての周知徹底に努めておられます。防災意識を高める努力、行政としての

公助の充実に不断の努力をされていると理解するところでありますが、最近の地球温

暖化に伴うと言われる気象状況の激化に対して、高齢化社会における支援の必要性や、

特に我が村においては新住民の増加や、グローバル化がもたらす地域のさまざまな状
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況変化などにより、これまでの既存の防災施設などのハード対策や、行政指導のソフ

ト対策のみで、突発的に発生する激甚な災害に対して防ぎ切ることは困難であると感

じております。 

   そこで願いたいことは、行政を主体とした取り組みだけでなく、住民全体の共通理

解のもと、住民による自助・共助を主体とする防災対策に転化していくことが求めら

れる急務と捉えております。 

   そこでまず伺います。 

   そのために災害対策基本法のもと、制度化された地区防災計画制度、この制度に対

する大玉村行政の理解と進捗状況について、大玉村がどのような状況にあるのか、ま

ず説明願います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １１番議員さんにお答えいたします。 

   平成２６年４月に施行されました地区防災計画制度につきましては、地区住民等が

主体となって、地区の特性に応じた防災活動を計画として策定し、行政と連携しなが

ら地域の活性化と防災力の向上を目指すもので、本村においては、地域の母体となる

自治会や、既存の防災組織をベースに取り組みを願うところでございますが、現時点

におきましては、村内に地区防災計画に基づく防災組織というのは、私設消防組と言

われているものがありますが、総合的な防災という観点からの組織は今のところござ

いません。 

   以前に同様の質問がなされましたが、組織化を進めたいということでの答弁をして

ございますが、なかなかこれに関しては、地区の皆さんから持ち上がらないと、上か

ら持ってくる話でもちょっと違うような感じもいたします。ただし今後でございます

が、それぞれ働きかけをして、地区でそういった活動をできるような進め方はしたい

というふうに考えてございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   地区の盛り上がりが必要、それは当然でございます。ただ先ほども申し上げました

大玉村の今の抱える状況、新しい住民がふえて地域となかなか連携がうまくいかない、

そういうふうな状況もございます。そういった意味で、重ねて質問申し上げますが、

立派な防災のハザードマップも今回できました。防災情報もそういった意味ではきめ

細かな対応がなされてはおるんでありますが、それを生かす工夫ですか、生かす手段

というものが確立されていないと、そういうふうに私は認識をしております。地域の

防災力を高めるには、住人がふだんから地域のリスク、それを把握して、対応をみず

から備えて考えておく必要が求められます。そこで、私の住む地域の抱える防災の問

題点についてお話し申し上げたいと思います。 

   私の住む地域には名倉山、そして又兵衛山という土砂流出のおそれがある、このた

び配布されたハザードマップにも示された危険な地域を抱えております。地域の長い

歴史の中で、たびたび土砂流出の被害があったところであります。それぞれの地域場
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所で工夫を重ね、防災の努力をしてきた形がありました。言葉にすれば、いわゆる自

助の類いでございますが、例えば、地域の中で瀬戸という地名がございます。急峻な

間をあらわす言葉でありますが、「山口瀬戸」という地名があります。瀬戸の底地に

は家を建てない、これが鉄則でありました。 

   それから、鎌研沢とか牛子沢などの傾斜地には、要所要所には竹林を設けて土砂流

出を防ぐ、水の出る山際には空井戸を設けて、長雨や豪雨の際、井戸の水位が上がっ

たら、地域のころから聞く話では、近くに危険を知らせる半鐘がありまして危険を知

らせた、そのような言い伝えがありました。 

   ところが近年、建築技術、そして土木技術の発展、発達もありましょうが、瀬戸の

底地にも家が建てられ、さらには竹林が切り崩されて宅地化され、それも団地化され

る状況にあります。私の３代前の祖先はそういうふうな竹林の傍らに住んでおりまし

た。たびたび水害に見舞われて、現在のところに移ったと聞いております。 

   私も議員活動の一環として、少し雨が多く降った場合とか、そういうときには地域

の消防や職員も一緒でございますが、この地域を見守ることにしております。たかが

２０ミリ、３０ミリの雨でも道路が川状になるのは、職員の皆さんもご存じだと思い

ます。 

   そのような地域に、竹林が崩されて、家が建ち並ぶさまに、過日の広島の豪雨災害

と重なりまして大変不安を感じております。世代がかわって、地域の歴史や自然の営

みが理解されないまま開発がされます。また、農地の改良と称して、残土処理状況の

山が築かれている状況もあります。やりようでこのような状況が許されてしまいます。 

   私は改めて訴えたいんであります。防災意識社会の構築に向けて、この行政のあり

ようも含めて、担当する職員や管理する方々に改めてしっかり検討していただきたい。

人を守るといった大きな視点で、防災対策の専門部署を設置するぐらいの対応を願い

たい。防災意識社会の構築に向けて、そういった意味で方向性を含めて、改めて考え

方を伺いたいんであります。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   日曜日に大玉村防災訓練をさせていただきました。１人も取り残さないでというこ

とをテーマにしてやらせていただきましたが、かなり従来の災害訓練というのは形式

的というのが大変多かったんで、今回については実質的な土砂災害の危険性のある地

域の方、それからあと耳の不自由な方とかですね、そういう俗に言う社会的弱者の方

の対応をどうするかということ、テーマをはっきりとしてやらせていただきました。 

   今言われたように、地区の防災というのは場所によって全部違いますね。平らなと

ころ、山間部、地形、土壌関係も含めて、大変それぞれ場所ごとに対策が異なるとい

うことがありますので、このハザードマップにつきましては、県の専門家がこの地形

とか土質を調べて、ここは危険だと、危険というか警戒しなさいというようなものが

表として、地図として表示をされておりますので、これができましたので、これを今

度使わせていただいて、地区計画のほうに順次持っていきたいなというふうに考えて
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おります。 

   やはり住民と行政、災害に対する意識を共有することがまず一番最初大切ですから、

それに向けて今やっている全村的な防災訓練の間に、地区防災訓練を実施したいとい

うことで消防団のほうと調整をしております。 

   例えば、来年は椚山地区のほうにもそういう警戒地域が長く存在しますので、椚山

地区の地区防災訓練というような形、それからあと、次の年は防災訓練の大がかりな

ものがない場合には、例えば５区とかですね、今言われた３区のほうの地区の防災訓

練と、そういうきめ細かな地区の防災訓練をやれば、住民の皆さんとの共通認識を持

つことができるのではないかと、それが最終的には自主防災組織に結びついて、地区

防災計画に進んでいくというふうに感じておりますので、こちらから、さあやりまし

ょうというふうに機械的につくるんではなくて、住民と行政のほうと自発性と、それ

からあと、しっかりとサポートするという形でつくっていけば実質化するんじゃない

かというふうに考えておりますので、今、全県下でも５市町村のみこの計画をつくっ

ているということですので、まだまだ専門性、専門家のいない市町村では、すぐにと

いうわけにいきませんので、今言ったように順次しっかりと共通認識を持ちながら進

めていきたいというふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   防災意識社会の構築、簡単に口にしますが、これ大変難しい問題であることは私自

身も承知しております。地域の歴史や危険性、私もごく親しい地域の人とは、このよ

うな状況を話題とします。既に建っている家の当事者にはとても話せない、そういう

状況であります。 

   余談でありますが、最近、山のにおいの話が話題になりました、その話し合いの中

で。雨が続くと、その場所は山のにおいが変わります。私、なぜかその理由がわかり

ませんでした。最近、この前愛媛のミカン農家の被害に遭ったことで、その中で話が

出て、雨が降り続いたら、その表面にミミズがいっぱい出てきたと。結局においが変

わるというのは、そういうもののことが全体的に来て、ミミズだけではないですが、

いろんな虫のにおいとか、そういうものがすごく極端に変わってくるんだそうです。

それで山のにおいが変わる、あと危険な状態になる、そういうような話を初めてしっ

かり聞いて、なるほどなと思ったところでありました。私、いつもこの場所に行くと

少し山に入ります。最近しなくなりました。なぜか。除草剤がまかれております。で

も、これは大変危険なことなんだそうです。山を根こそぎ変えてしまう。だから、そ

ういうものの問題点も改めて感じたところであります。 

   先ほどから申し上げました、地域で脈々とつくられた自助の精神、これが薄れてい

ってしまう。前々回の防災の質問でも私申し上げました、玉井の油渕、瀬戸原、西ノ

内にかけての石積みの棚田のことも、それも同様でございます。せっかく先人が守っ

てきたそういうものが薄れていってしまう。これは誰の力で防げればいいのか、みん
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なで考えなければならない問題だと思っております。 

   そこで、行政のありようを検討されたいと申し上げた次第でございます。もう少し

重ねて申し上げますが、余り言いたくはないんですが、今の現実の安達太良南団地な

ども典型的な例えであります。 

   過去のことではありますが、二つの沢の合流点に団地が形成されております。幸い

に大災害に至らず、河川の整備や砂防ダムの設置が行政の手でなされてまいりました。

それでも１００ミリ、２００ミリの雨が降ったら安心なのか、検証する必要はあるの

かなと思っております。 

   団地の造成前、私ども子どものころでありますが、万里の長城のような石積みの山

でした。その山を、それは災害で流れてきた石の山だったそうであります。それを利

用して村は採石というのを始めて、今のアジア開発の前身と聞いております。 

   そのような地域に、いわば不毛の地と言ったらよいのでしょうか。そういう不毛の

地ゆえに、結局、行政の手で団地計画が当然されました。いろんな利権が伴う、その

ような方も来てしまうと考えております。 

   現在は、そのようなことは決してないと信じておりますが、今さら当然の行政否定

するつもりはございません。ただ、現実には同じようなことが見過ごされてしまうん

でないか。そこに防災意識の共有、その難しさ、私自身も感じております。竹林の宅

地化、もともと下に住む住民からは宅地化されたことで、排水の一極集中に対して大

変不安がっておられます。まともな排水路が整備されていないのに上に家が建つ。彼

は小さいころからのそういう教訓とかそういうものから、最近家を新築したんですが、

今の住宅の位置から２メートルかさ上げして家を建てました。あれ、何でこんなに階

段を上がるのが大変な家、水出るんだよ、昔から家作るときは２メートルくらいはか

さ上げしてつくれよと、親からの言い伝えであったそうであります。そして、かさ上

げした状態で今つくっております。そういう過去の教訓とか、そういうこと、水の恐

ろしさ、自然の怖さを理解しておられる、立派だなと思いました。 

   ただ、彼から言われました、どうしてあのような場所に住宅造成の許可がおりるん

だと。排水の整備もないのに行政は何を考えているんだ。地域づくりの難しさ、極端

な例を申し上げました。危機感とか、他人事とか教訓、ささまざまな角度から申し上

げましたが、開発努力の蓄積や人口増の施策も、災害が発生すれば一瞬にして無に帰

すという教訓を、行政も我々も、それから携わる職員も、そして住民も共有しないと

いけないと、今回特に感じた次第でございます。 

   ちなみに、このお話しする竹林の場所はハザードマップからは外れております、残

念ながら。だからこのハザードマップマップのありよう、持っていったらいきなり彼

から電話が来ました。何でここは入っていないんだ。確かに我々もそれをチェックす

る機会がございませんでした。だから、地域としてはずっと昔から危険と感じてきた

場所がハザードマップに配置されていない、彼からはまた新たな疑問を突きつけられ

まして、大変心痛い思いでございます。 

   私も時々申し上げます。最近、百日川沿いにもいっぱい家が建ちます。でも、あそ
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こに家を建てた方々、かつて大規模な地すべり、土石流があったことを理解していら

っしゃるのか。そういうこと、その辺をつくづく感じた次第でございます、これはざ

れごとでございますが。 

   いろんなことを申し上げました。そのためにも冒頭申し上げました地域防災計画制

度の推進、これは大事であります。計画の対象範囲、活動体制、それから地域独自の

避難計画や要配慮者対応、それから避難所の運営など具体的な取り組み、防災活動に

結びつくと考えております。ぜひとも、この取り組み強化を願いたいんであります。

改めてお話しした内容の感想含めまして、考え方、再度伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   過去にはいろんな開発がございました。まだハザードマップもできていない状態で

すし、全村的に全ての地域の昔からの言い伝え等ですね、しっかりと把握して、ハザ

ードマップに把握するなり、家を建てるときに指導するようになるというのは現実的

にはかなり難しいことがありますが、ただ言い伝えというのは非常に有効な場合も多

いですので、これからそういうものについても、業者が開発をするときには、その辺

のことも含めながら検討するようにということは伝えたいというふうに感じます。 

   この前の地震のときに、やはり列で瓦が落ちたり落ちなかったりというのがありま

すので、大玉村内にも断層がありましたし、そういうことについては、仕入れたもの

は知見として、しっかりと今後の計画にも生かしていきたいと、あとハザードマップ

は固定ではありませんので、その後追加削除というのは当然これは可能ですので、今

の情報についても係のほうは聞いておりますので、その辺も含めながら、今後の本当

に有効なハザードマップを修正しながらつくっていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   この地区防災計画制度、先ほど説明ございました２６年からスタート、なかなか進

まない。これやっぱり旗を振る必要があると思います。そういった意味で、その点も

含めまして次の質問に入りますが、防災担当の部署、充実を求めると通告いたしまし

た。これまでもいろいろ申し上げましたが、人の命を守るという視点から、また公助、

そして自助・共助の充実に向けて専門的に取り組んで、村民の安心・安全、それのた

めに活動してほしいと願っております。 

   決して今の状況を不満とは言っておりませんが、先ほども触れましたが、誰もが不

安がる盛り土の放置状況や、それから山麓の状況のチェックなど、地域を守るといっ

た観点から責任ある対応、これを願いたいところなんであります。できればすぐやる

課並みの対応を求めたいと考えております。これは住民の声とお受け取りください。

改めて村長の考え方ありましたら伺いたいです。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 
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   今、関係部署、非常に職員数を十数名減らしている中で、仕事は３割４割５割とい

うふうにふえておりますので、事務量はもう膨大なものになってきておりますので、

なかなか、ある１カ所１カ所全ての場所に専門職を置きたいということは、これは当

然必要なことですが、なかなか増員をしたり、専門家をそこに張りつけるというのも

現実的には難しいところですが、今、防災訓練を重ねたり、常日ごろから消防と一緒

に役場職員は災害のときでも何でも全部出動し、経験を積んでおりますので、その専

門部署だけではなくて、役場職員全体の災害等に対するスキルは上がっておりますの

で、総合力で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（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   ぜひともそういう方向性で願います。 

   それから、この前の質問でも申し上げました、それぞれの地域に防災士とか、そう

いう関連の方々もいらっしゃいます。そういう方々の協力を願って、地域の防災に根

差した、そういう体制づくりを改めて願っておきます。 

   さて、防災訓練が実施されました。目的、テーマは理解するところでありますが、

端的に伺いたいんでありますが、地域防災力の向上、これ今回の訓練を通しましてど

う評価されますか、これ担当で結構ですので、お伺い申し上げます。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １１番議員さんにお答えいたします。 

   村長の答弁と若干かぶる部分もあるかもしれませんが、過日の防災訓練で現実的に

根差したものということで、よりリアルを想定したものとしてございます。ただ、大

玉村安全と表裏一体ということで、若干意識が薄い傾向もあるように見受けられる部

分もありますので、そういったところを改めて再度勧告なり注意喚起、日ごろの防災

意識の意識づけを重点的にといいますか、この辺をもう口酸っぱくなるぐらい皆さん

に知っていただくということでの訓練の成果を継続しながら、先ほども村長も申しま

したように、地区の防災訓練等も実現可能となるよう努力してまいりたいと考えてご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   今の部長の説明で安全と表裏一体、まさに村民の感覚がそういうものになるおそれ

が一番怖いと私は思っております。私も村長が申し上げたとおり、あの訓練が単なる

年間行事イベントで終わってほしくない、そう考えております。むしろ小規模でいい

から実利のある訓練に特化してほしい、そう考えております。 

   災害時に自分の身は自分で守る自助は当然でありますが、近所の人と助け合う共助

としての取り組み、これを地域で構築する。そして公助と連携してこそ、真の意味で

の防災対策と言えると考えております。 
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   平時から住民それぞれが住んでいる地域の特性やリスク、これを十分に把握してい

ただいて、近所の人々との信頼関係を構築しておくことが大切であります。村長はも

とより、職員の皆さんも、そして我々議員の仲間も力を合わせて、災害に強い大玉村

を目指されること願い、この項目の質問終わります。 

   さて、次の質問に入ります。 

   大玉村の役場の環境整備を願うと通告申し上げました。これは実は８月の改選前の

最後の全員協議会で、前議長にかつての共済組合事務所のぼろカーテンの撤去を含め

た環境整備を申し入れてくださいますよう願いました。また、同僚議員からは、あわ

せて議会の際の議員の駐車場スペースの確保に、かつての富岡町役場跡の利用の提案

もありました。カーテンも取りかえられ、駐車場も早速実現され、草も刈られました、

多少は。 

   これ質問を進める前にまず伺いたいんであります。村の顔としての役場の存在意識、

これ、どのように考えておられるのか。これ端的な答弁で結構ですので、お聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   質問が禅問答のような大変答弁しにくい質問でありますが、やはり立派な役場、豪

華な役場という市町村もございますし、大玉のようにこういう質素な役場というのが

ございますが、私は視察に来られたときには、耐震の問題もありますが、自慢の役場

ですというふうに言わせていただいています。この役場のありようが、村の財政的な

運用のあり方だというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） まことに端的な答弁でございました、ありがとうございました。 

   この質問を設定したのは、実は村民からの要望でございます。彼いわく、草伸び放

題の役場、ぼろカーテン、クドフジが絡まっている情景、それだけでも働いている職

員の質が問われる、議員も同様だ、自分が言われているような感がいたしまして恥ず

かしかった思いであります。 

   重ねて言われました、庁内の故障とされた自販機何とかしろよと、それぐらい言え

ないのかとも指摘されました。自分の家は花で飾っているのに、役場は作業現場並み、

殺伐として余裕が感じられない、そういった印象で職員と接すると、職員の態度も同

じように感じてしまいます、そんなものじゃないですかと、厳しい指摘でした。 

   役場の存在意識、たしかこれ曖昧な表現ではございます。確かに村長言われました

古い建物です。古い割には先ほど人間も感じられないが、現状でいこうと我々も同意

いたしました。ただし、やっぱり役場は村の顔であります。今の状況何かが足りない

と思っております。決して村長、職員を責めるつもりもございません。我々議員も同

じ立場と思っております。 

   先日、こんなことがございました。馬場ザクラの虚空蔵様の境内に、県の事業と思
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いますが、スタンプラリーのためのポケモンスタンプが何カ月前から設置されており

ます。このところ長雨で境内の草が繁茂してスタンプが見えない状態でありました。

会津ナンバーの車で来られた方に、話をちょうどお聞きしまして、大玉村って日本で

最も美しい村だよね、観光課に言ってください、皮肉と指摘をされました。少し雨が

降っていましたが、急いで草刈りをいたしました。私自身、馬場ザクラ保存会の一員

でもありますから、配慮が足りなかったなと反省をいたしました。 

   せっかく遠くからスタンプを求めて訪ねてくる、土曜日・日曜日には大玉村に多く

の方が訪れます。せっかく大玉村を訪れた皆さん、を気持ちよく迎えてあげたい。彼

の忠告に改めて恥ずかしながら感謝した、そんな次第でございます。 

   村の顔としての存在意識、結局同じようなことだと私は思っております。初めて大

玉村役場を訪ねる方もおられます。そういうことを念頭に置いて、そういう思いを込

めて環境整備をともにしていきたいと思いますが、改めて感想を伺うとともに、どう

いう考えか伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えを申し上げます。 

   大変厳しいご指摘を賜りました。今現在、正直申し上げまして、外注をしますれば、

外ですね、仕事として発注をしますれば、当然草刈り等小まめに実施をすることはで

きます。ただ今現在、私の財政を担当させていただいております職員に対しまして、

節約意識を持つように常に話をしております。 

   そこで草刈り等につきましては、職員みずからの手でということで、私も朝１時間、

２時間早出をして草刈り等をさせていただいておりますけれども、今、議員さんおっ

しゃるとおり、今年ちょっと草の伸びがかなり激しくなっております。 

   こういった点、今後、こういった草刈り等につきましては、小まめに対応させてい

ただきまして、役場環境の整備につきましては、今後も十分取り組んでまいりたいと

思いますので、ご理解をいただければと思います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） やかましい質問で大変申しわけございません。 

   ただ、やはり我々が働く職場であります。気持ちよく働けるような状況にしておく

べきなのかなとは私も感じます。 

   環境整備に向けて花壇づくりや駐車場の整備を提案すると申し上げました。そんな

大規模な考えでなく、フラワーボックスの設置や、例えば地域の老人クラブの皆さん

に整備を願うとか、資金面、節約が大変なら玉井財産区といった奥の手もございます

ので、その辺を考えていただきたいんでありますが、改めてどうでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えを申し上げます。 

   大変申しわけございませんが、一般質問の通告をいただきましてから、役場の駐車

場の入り口ですか、２カ所の花壇につきまして事前に整備をさせていただきました。
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心ばかりではございますけれども、花の植栽２カ所、今、既に取り組みをさせていた

だきました。 

   そのほか玄関に置きますフラワーボックスという、これ植木鉢に花を植えまして繁

茂するのをちょっと待っております。それらの準備でき次第、玄関両脇のほうに設置

をさせていただければと思います。 

   あと、質問項目のほうに駐車場の整備という１項目ございます。これにつきまして

は、当然白線が大分見づらい状況は私たちも認識をしております。今回の補正予算の

ほうに役場前の駐車場、それと西側の職員駐車場、この２カ所につきまして白線を引

き直す予算の計上させていただいております。議決後に速やかにそれらは着手をさせ

ていただきたいと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 早速取り組んでいただきまして、ありがとうございました。 

   やはりいろんな形で、今回副議長に就任しまして、よそのあちこちの役場とか、そ

ういうところを訪れました。新しいこともありました。見事に飾っておられます。や

はり少し大玉村、そういった面で寂しいなと、議長とも話してきたところであります。

我々もそうでありますが、その辺しっかり心得て、今後進めていきたいと思っており

ます。 

   それからもう１点、バリアフリー化、降車スペースの整備等を願いました。雨の日

も役場は利用します。現状、不便きわまりないとの声があります。降車スペース、そ

れから壊れたままの足洗い場、それから、できれば水飲み場の整備は必要と考えます

が、考慮願いたいんでありますが、改めて。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） 再度１１番議員さんにお答えを申し上げます。 

   ご質問の降車スペースでございます。他市町村の市役所等の例を見ますと、当然玄

関前に屋根がかかって、そこに車が入っておりられると、そういったスペースかと思

います。 

   ご存じのとおり、本村の役場の構造上の問題はご理解をいただけるかと思います、

展開できる場所がないと。役場正面玄関に、例えば屋根を設置しましても、かなり狭

いスペースしか今現在はございませんので、逆に運転される方にご不便を来す状況が

見受けられます。 

   今後につきましては、そういった庁舎の配置とか構造、屋根のかかる降車スペース、

そういった確保が可能かどうか、そういった側面から検討させていただければと思っ

ております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 私も設計屋ですので、多少の心得がございます。可能な方法もご

ざいます。十分検討していただいて、住民サービスに努めていただきたいと思います
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ので、よろしくお願い申し上げます。 

   今回の質問、小姑みたいな質問で大変申しわけありませんでした。ただ、今回、住

民目線の質問をいたしました。私今回、議会の活性化を目指す活動を心がけておりま

す。副議長という立場でございますが、一般質問は職員の職、議員の職責と捉えて、

続けていく覚悟であります。防災に向けての質問も、たしか今回１３回目かなと思い

ます。押山義則のライフワークとして問題点を指摘してまいる所存でございます。 

   今回、過去の開発についても触れました。先輩議員の皆さんが携わってきた内容で

ありますが、私もこの１２年間の経験でありますが、現実には先ほど申し上げました

盛り土の状況など、何度も申し上げても一向に改良が進まない、そんなジレンマを感

じております。 

   それから宅造への指摘も、これは住民からの不安な思いからの質問でございます。

行政のありよう、私たち議員もしっかり監視と評価をしなければならないと思ってお

ります。 

   それから、今の役場の環境整備も同様なことであります。今回、３名の新議員が誕

生しました。新しい力がぜひ生かされて、ともに頑張ること、また私自身もしっかり

役割を果たしてまいることを申し上げまして、私の一般質問を終わります。どうもあ

りがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、１１番押山義則君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時３０分といたします。 

（午前１１時１２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午前１１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） １番斎藤信一君より通告ありました「子育て支援について」の質問

を許します。１番。 

○１番（斎藤信一） １番斎藤信一です。 

   議長の許可を得ましたので、さきに通告してあります１件について、これより一般

質問を行います。 

   まず初めに、一言申し上げさせていただきます。 

   このたび、私、斎藤信一は、村民の皆様のご支援により、初めて村政に参加させて

いただくことになりました。無投票選挙の重みをしっかりかみしめ、経験豊富な先輩

議員が多数を占める中、新人、そして最年少となりますが、村民の代表として、今ま

で培ってきた経験、感動、発想、行動、そして志をしっかり立て、子どもたち、そし

て地域の未来への責任をしっかり果たしていけるよう頑張りたいと思っております。 

   それでは、質問に入らさせていただきます。 

   私からは、大玉村における子育て支援について、質問及び意見を述べさせていただ

きたいと思います。 
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   現在、大玉村は、県内でも躍進的な人口増加率を達成しておりますが、これもきめ

細かい子育て支援を早くから実施し、住みやすい村づくりへの長年の努力がしっかり

と実っているすばらしい状況であると認識しております。 

   そして、２８年度から始まった在宅子育て応援奨励金という制度におかれましても、

趣旨、制度的にも大変意味のある内容であると、私も子どもを持つ親として大いに賛

同できます。 

   しかしながら、趣旨としての制度は受け入れられても、果たしてそれが各家庭、と

りわけ、現在、在宅子育てをされている村民の方々の需要、すなわちニーズに合って

いるかどうかといいますと、素直にきめ細かいサービスに値するのかどうかというこ

とに関して、疑問に思う部分があるのが事実です。趣旨としては大いに賛同できる制

度だからこそ、もっとよりよい制度として運営されていく必要があるのではないでし

ょうか。 

   その上で、今回は大きく４つの質問と、３つの提言をさせていただきたく思います。

質問に入る前に、現在の支援制度の内容の確認を込めて述べさせていただきます。 

   在宅子育て応援奨励金、支援制度内容、大玉村の未来を託す子どもを在宅で養育し

ている保護者に対して、子育てに要する費用を支援し、子どもの健全育成と福祉の向

上を目的に、在宅子育て応援奨励金を支給します。 

   対象児童、大玉村に住所を有し、産後６カ月を経過した日から満１歳に到達するま

での子ども、平成２８年４月からの対象。対象者、保育所、認可外保育所、認定こど

も園、託児所等を利用せずに在宅で育児を行っている者、大玉村に住所を有し、対象

児童と生計を同一にする保護者、村税等を滞納していない者。奨励金の額、対象児童

１人につき月額１万円。支払い時期、満１歳に到達した月及び異動（転出や保育所等

への入所等）のあった月の翌月までに支払います。ただし、申請や届け出の状況等に

応じて変わります。申請書類等、申請はお子さんの１歳の誕生日、または異動のあっ

た月以降１カ月以内にお願いいたします。 

   以上が制度の内容となります。 

   この内容を踏まえまして、４つの質問と３つの提言を織りまぜてお伺いさせていた

だきます。 

   まず、現在の制度の支援期間並び奨励金の支給日についてです。 

   現在の支援期間は産後６カ月を経過した日から満１歳に到達するまで、そして、支

給日については満１歳に到達した月及び異動のあった月の翌月までに支払うとの内容

ですが、提言としては、産後３カ月から満１歳に到達するまでと支援期間を延長する

ことと、支給日を満１歳になってからではなく、児童手当と同じ日にできないかとい

う２点です。 

   提言としては、支援期間の延長と支給日を変更になりますが、現在の制度の内容と

してどのような意図があり、６カ月から１歳、そして支給日は１歳になってからなの

かを質問させていただきますので、提言とあわせて見解を伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 
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○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。 

   制度の説明はそのとおりでございますので、こちらで説明する必要がございません

ので、質問の中身と提言でございますが、提言については、６カ月を３カ月からの支

給ということと、支給日を児童手当と一緒の月にしていただきたいというご提言でご

ざいました。 

   あと、また質問については意図ということでございますので、これにつきましては

目的にあるとおり、支援ということでございます。あくまでも経済的負担を軽減とい

うことでございますので、所得補償的な部分ではないということをご了解いただくと

同時に、この金額については、多い少ないの高ということでございますが、これにつ

いてもいろんな意見があることは承知してございます。村からの気持ちということで、

かなり先進的に始めた事業でございますので、趣旨はご理解いただいていると思いま

すが、金額についても予算との兼ね合いということで、現在１万円で進めているとい

うことでのご理解を賜ればと存じます。 

   また、提言にありました支給期間を早めること、それからあと、支給日の変更とい

うことでございますが、これ、あと提言を賜りましたので、検討させていただくとい

うことでの答弁とさせていただきます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 説明ありがとうございます。 

   次に、在宅子育てをしたくてもできない家庭もあるという事実について述べさせて

いただきます。 

   この在宅子育て応援奨励金の制度は、対象者として保育所、認可外保育所、認定こ

ども園、託児所等を利用せずに在宅で育児を行っている者とありますが、実際のとこ

ろ、保育所を利用する家庭の声として、例えば新生児が生まれた際、先に生まれた兄

弟や姉妹が保育所に在籍している状態であるとき、その新生児、すなわちゼロ歳児の

育児のために育児休暇をとると、自宅保育が可能とみなされ、待機児童の話等をされ、

それまで保育所を利用していた兄弟姉妹も自主退園を促されてしまうのです。１人の

母親が、ゼロ歳児のほかに兄弟の面倒を１日中見ることは、正直、かなり大変なこと

です。自分の場合も、妻は夕飯のおかず等の買い物にも、なかなか行ける状態であり

ませんでした。 

   仕事をしている母親が保育所に預けないで在宅で育児を行う場合、育児休暇をとら

なければならないと思いますが、在宅で育児を優先した結果、上の子が保育所を退園

させられてしまう不安、そして、いざ職場復帰しようと決意したときは、今度は自分

の子どもが待機児童になってしまうかもしれない不安から、在宅で子育てはしたいが、

育児休暇を早く切り上げたり、育児休暇をとらずにゼロ歳児の保育を利用している現

状についての見解を伺います。 

   また、支給額についても現在の制度の１万円から３万円にしてはいかがかと提言さ

せていただきます。 
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   理由としては、やはり家計の関係で在宅子育てをしたくてもできない家庭があると

いうことになりますが、例えば共働きの場合、母親の収入としてはパートなどの収入

としても約８万円から９万円。その状況で、保育料としては家庭の収入にもよります

が、共働きの場合、おおよそ４万円程度、差し引いて生活費にできるのは４万円から

５万円ほど、この状態であるときに、例えば在宅子育てなどで収入がなくなった場合、

この生活費に充てられる分として、最低限の支給としては、やはり３万円程度は必要

なのかと私は思うのですが、いかがでしょうか。 

   専業主婦においては産休も育休もありません。結婚を機に大玉村に居住された方々

はたくさんいると思います。国の試算によれば、保育所にかかる費用も、ゼロ歳児は

１人当たり月額２０万以上かかるそうです。応援奨励金だからこそ、そこまで過度な

給付はできないとはいえ、実際のところ、こうした制度が必要な家庭にこそ、しっか

りとしたきめ細かいサービス、すなわち最低限の生活がしっかりと確保され、安心し

て育児に取り組めるサポートが必要であると私は強く思っております。 

   ２つ目の質問を要約しますと、在宅育児応援と現行の保育所のシステムの矛盾点に

ついての見解をお伺いしたいのと、支給額の増額をできないかという提言になります。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えいたします。 

   先ほど部長が申し上げましたが、３カ月という話に戻りますが、これは大玉村の保

育の特徴として、ゼロ歳児が非常に多いと。これは後で一番最後の（４）のほうで質

問がありますので、できればそちらのほうで答弁しますが、ほかの市町村の保育所、

公立保育所と比べると、ゼロ歳児が極端に多いということでいるわけですが、６カ月

たってから預かると、首が据わってから保育所では預かるということですから、ゼロ

歳児になると保育所で預かる子ども、それからあと、大変なゼロ歳児を在宅で見てい

る家庭ということなので、それでは６カ月以降の１歳になるまでの間大変だというこ

とで、慰労的な意味で１万円をご苦労さまということで差し上げているのが、この制

度の発足の趣旨でありますので、先ほど部長言いましたように、所得補償的なものと

いうことではないと。 

   この１万円という数字は、やはり数が多くなりますから、毎月ということで６万円、

１人６万円というふうになりますので、かなり大きな額になってまいります。この制

度を持っているのは福島県では大玉村だけでございます。ですから、一般的に普及し

ているんであれば、この金額どうのこうのということもあろうと思いますが、石川町

が大玉のほうに視察に来られて、それをそっくり１万円でまた始まって、今のところ

５９市町村で大玉と石川町の２つだけということになりますので、ただ先ほど言いま

したように、毎月生活保障というのは、やはり行政としての実施は困難だと。基本的

には生活保護とか、完全に低所得者とか非課税世帯とか、そういうものについては、

各種補助金なり支給はこれからも進めていきたいというふうに考えていますが、完全

に生活保障の一部を行政が担うということは、かなり無理があると。予算の面からも
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制度の面からも無理がありますので、当面はこの１万円を継続していきたいと思って

いますが、内部的には増額できないかという検討はしている現状はありますが、当面、

現時点では１万円ということで進んでまいりたいと考えております。 

   それから、システムの関係については担当部長から答弁させます。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   先ほどの質問でございますが、子どもが育児休業を下の子の場合に取得したときに

は、保育をできる状態というふうにおうちに保護者、大体お母さんを想定してござい

ますが、いらっしゃるということで、保育に欠ける、要は保育所に入れる要件ではな

くなったという形での対処という形をとらざるを得ない状態でありました。 

   制度が改正されまして、既に上の子どもさんが保育所を利用している場合であって、

保育所の継続利用が必要である場合という条件になりますが、その場合には継続は可

能だということで制度上変わってございます。 

   先ほど村長の答弁にもございましたように、ゼロ歳児の保育が非常に多いというこ

とと、これも後段で質問がありますので若干触れることになりますが、年齢によって

保育士の配置人数、それから現時点の保育所の保育士の人数も潤沢にあって、いつで

も、どの世代でも受け入れられるという状態でもないという現状がございます。そう

いった中で、その保護者さんケース・バイ・ケースになりますが、保護者の方と、そ

ういった状態、要は下のお子さんが生まれた場合に今後どうするかということでは、

保育所側とも相談させていただいて、話し合いをさせていただいて、一旦保育所を退

園するケースも現時点の制度の上でもあることは現実でございますので、ご理解を賜

りたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 説明ありがとうございます。 

   先に私のほうしゃべりました、在宅子育て応援奨励金のホームページのほうの文書

だったんですけれども、今言ってもらった継続利用が可能ということが、この文面を

見た感じだと住民の人がわかりにくい、非常に、と思っております。その辺の改善等

をどう考えているか伺います。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   ホームページの表現方法、極力わかりやすいように改善したいと思いますので、再

度確認をさせていただいて、しかるべき措置をとらせていただきます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   残りの質問ですが、一つは、現在の年齢別での保育所利用者数と年齢別の保育士の

配置人数をお伺いしたいです。 
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   その上で、１０月から実施される幼保無償化によって、保育所利用者数がどう推移

していくと思われているかについての見解をお伺いします。やはり幼保無償化によっ

て保育所を利用したいという家庭がふえれば、それだけで待機児童を増す直接的な要

因になることも考えられると思います。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） １番議員さんにお答えいたします。 

   まず、保育所の児童の在籍数についてですが、行政報告でも記載しておりますが、

まず令和元年８月末現在の人数でありますと、ゼロ歳児が２２名、１歳児が５６名、

２歳児が５４名、合計１３２名となっております。 

   また、保育士の配置数につきましては、正職員と委託とおりますが、全部合計でお

答えいたします。まず、ゼロ歳児に１０名、１歳児クラスに１４名、２歳児クラスに

１２名ということで、保育士は合計３６名となっております。 

   それから１０月から始まる幼保無償化についてですが、まず３歳から５歳までの全

ての子どもということで、幼稚園、保育所、認定こども園の保育料が対象となってお

ります。ただ大玉村につきましては、幼稚園の３年保育を実施しておりますので、大

玉村の保育所につきましては、ゼロ歳児から２歳までとなっております。ゼロ歳児か

ら２歳児につきましては、住民税の非課税世帯が対象となっております、無償化のほ

うになりますが。ということで、こちらについては、現在試算したところ、対象にな

っている該当する方が１３２名のうち２名の方が無償化に該当するかなということで、

数は少ない状況となっております。 

   こちらのほう無償化によっての影響ということになりますが、こういった状態であ

りますので、無償化によって入所希望者がふえるということは、現在のところ想定し

ておりません。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   ゼロ歳児には３人に１人、１歳、２歳児には６人に１人と保育士の配置人数が決め

られているそうです。 

   そして最後に、ゼロ歳児の在宅子育てが、例えばこの制度の見直しなどにより増加

されることがあれば、待機児童問題も解消に近づき、それによって保育所の負担も軽

減され、今まで利用したくてもできなかった家庭も余すことなくサービスを享受でき

るようになるのではと考えておりますが、この点についての見解をお伺いします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   議員さんおっしゃるとおり、ゼロ歳児が在宅保育で少なくても１歳まで保育してい

ただければ、３人に１人の保育士が１歳、２歳に十分にあるということは間違いのな

いことでございますが、ただ、この大玉村のゼロ歳児が非常にほかに比べて多いとい

う理由は、それぞれ各町村によって異なるというふうに考えていますが、大玉の特徴
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だというふうに感じています。まず、２人目以降が無償になるということは、ゼロ歳

児の場合には２人目、３人目という場合が比較的多いだろうというふうに感じますの

で、２人目以降無償になるから、半年たったら預けましょうというのは、当然、これ

必然的にふえるのは当然です。 

   これは国がやっている今回の３歳児から３、４、５の無償化についても、そういう

懸念があって、待機児童が極端にふえるんじゃないかと、預ける人がふえるだろうと

いうような危惧がありますが、そういうことは既に大玉では過去から２人目無償にし

ておりますので、現象としては起きているだろうというふうに感じています。 

   それからもう一つは、この大玉の皆さんが勤めている会社、俗に言う大企業ではな

くて近隣の中小企業とか、余り福利厚生がしっかりと１年間休んでいいよとか、育休

とっていいよとか、２年間育休とっていいよとか、法律的には長期の育休は定められ

ていますが、なかなか現実的には小さい会社だと１年休み、２年休みというのは休み

にくいということで、半年たてば預けられるんだから、例えば１人身でお金がかかっ

ても預けましょうということで、この地区独特の特有の事情があるだろうというふう

に感じているのと、あと、若い人たちが大変１年に何十件という家を建てて大玉に住

んでいただいたりしていますので、そういう新築をした後、できるだけ早く働きたい

と。預けて働きたいというのは当然のことだろうというふうに感じていますので、こ

の大玉村の特有の事情がありますので、理想としては１歳まで在宅で保育していただ

くのが、これは専門家も何も言っていることですので、大変当然だと思いますが、今

言ったような事情で、やむを得ないという部分もありますので、これからも保育士の

確保、それからあと、少し手狭になっているというか、もう少し余裕を持って保育で

きるように増築も含めて検討して、保育環境を整備していきたいというふうに考えて

おります。 

   それからあと、もう一つ、先ほどから在宅保育のお話がありますが、大玉村は村外

の保育所に預けた場合の村外保育施設利用者交付金という、大玉の保育所ではなくて、

本宮、二本松、郡山の保育所とかに預けた場合には、上限を定めて２人目以降、ただ

その場合には大玉の保育所に入れたと同じように５万を上限にして支給をするとか、

そういう制度とあわせて子育て支援を今、実施しているという状況でございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   これからも、ますます子ども・子育てがしやすい環境、いろんなことを考えていっ

てもらいたいです。 

   以上、質問と提言ではございますが、県内随一の人口増加率を誇る大玉村だからこ

そ、住みやすい村、暮らしたい村、子育てがしやすい村としての育児のあり方を常に

考え、昔からの村民の皆様、そして居住を大玉村に決めてくれた次世代を担う若い世

代の方々に、大玉村での育児は本当にお勧めできるという言葉をいただきたく思って

おります。育児に関しては、大玉村で子育てをしている私だからこそ言える、そして
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実感できる内容でもありますので、大玉村の育児の制度が全国に誇れるものになるこ

とを願いまして、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、１番斎藤信一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５６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） ６番佐原佐百合君より通告ありました「交差点での交通事故をなく

すためには」外１件の質問を許します。６番。 

○６番（佐原佐百合） ６番佐原佐百合です。 

   議長の許可をいただきましたので、さきに通告いたしました２件について質問いた

します。 

   早速質問に入らせていただきます。 

   １番目の交差点での交通事故をなくすためにはということですが、本村には、見通

しがよく、車のスピードが出やすい道路がたくさんあり、交差点での事故が毎年発生

しています。近年は、特に大山地区では大型スーパーの利用者や住宅地もふえ、交通

量もふえています。村に隣接した二本松市には工業団地も計画されていると聞いてい

ます。住民の方は普段の生活道路において交通量が増加し、事故もふえるのではない

かと心配しています。生活されている住民の皆さんに安心・安全に生活していただく

ためにも対策が必要だと考えます。 

   大玉村はとても見通しのよい交差点があります。相手の車が近づいたことに気づか

なかったり、あるいはとまって見えてしまうコリジョンコース現象が起きると言われ

ています。また、交差点のある路面上には白線がなく、優先道路がわからなかったり、

白線が消えかけているところもあります。 

   住民の皆さんの安全を守るために、住民への情報提供や運転者への注意喚起も大切

なことだと考え、次の質問をいたします。 

   本宮分庁舎管内及び大玉駐在所管内の今年の交通事故の発生件数と要因を教えてく

ださい。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ６番議員さんにお答えいたします。 

   今年１月から８月末までの交通事故の発生件数でございますが、本宮分庁舎管内で

は現在のところ５０件、前年同時期に比べて３件の減。 

   また、大玉駐在所管内でございますが、こちら、現在８月末までで１３件、前年度

と比べて３件の減となっております。 

   要因といたしましては、ほとんどが脇見、それから、考え事をしながらの漫然運転

が事故の原因となっております。 
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   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 報告の中で、本宮分庁舎５０件、大玉駐在所管内１３件とありま

したが、こちらは人身事故なのでしょうか、それとも物同士の事故なのか、どちらな

んでしょうか、お伺いします。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ６番議員さんにお答えいたします。 

   本宮分庁舎管内の５０件、大玉駐在所管内の１３件につきましては、物損、人身を

含めた交通事故の件数になってございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 私のほうでもちょっと独自に調査をさせていただいているんです

が、人身事故が本宮分庁舎で５１件、物件事故が本年５０５件と聞いております。そ

こはちょっと後で調べていただきたいのですが、何を言いたいかというと、交通事故

が多い中で、人身事故というのが５０件程度に、程度と言っては本当は多いのかもし

れませんが、その件数なんだなということで理解しておりました。 

   人身事故、物損事故と言っていいんでしょうかが５０件だとする場合、物損事故の

場合、先ほど、昨年と比較すると減っているというお話なのですが、例えばその

５０件のうち、交差点もしくはどのような場所で事故が起きているのか、お伺いしま

す。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ６番議員さんにお答えいたします。 

   交通事故の発生場所でございますけれども、本宮分庁舎管内につきましては、現在、

資料がございませんので申し上げできませんが、大玉駐在所管内の１３件につきまし

ては、そのうち１１件が交差点での事故ということになってございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 確認しますと、１３件の交通事故のうち１１件が交差点で起きて

いるというふうに伺いました。誰もが交通事故は起きないことを望んでいると思いま

すが、残念ながら起きています。でも、減らす努力はできると思います。実際に行わ

れていると思いましたが、改めてお伺いします。 

   こういった危険箇所の点検及び情報収集の方法をどのように行っているのか、お伺

いします。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   村、警察、各種交通関係団体等で構成する大玉村交通対策協議会や、村、県、各小

中学校が参加し、開催する大玉村通学路安全推進会議において、定期的に危険箇所の

情報収集や、通学路の点検、効果的な交通対策について協議を行っております。 
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   また、交通安全協会大山分会、玉井両分会によるカーブミラーや標識等の点検、郵

便局と協定し、道路の損傷等による危険箇所の連絡通報体制を整えるなど、引き続き、

危険箇所等の点検と情報収集をしているところでございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 各種交通安全に関係する団体などから情報は収集して報告してい

るということですね。もちろん団体の方から情報収集することは、当たり前というか、

いいと思うんですが、村民の方から直接情報を寄せていただくということも大事だと

思います。区長さんとかそういう団体の方を知り合いでいるならばいいと思うんです

が、最近新しい人が入ってきたりして、どこに言ったらいいのかわからないなんてい

うこともあるかと思います。 

   広報紙などで、危険な箇所について役場に情報を寄せてくださいと呼びかけるとか、

何か村民とともに常に安全点検をしていく姿勢が必要なのではないかと考えます。 

   そこで、次の質問です。 

   住民の皆さんの要望で運転者への注意喚起を促す路面標示を設置できるのかお伺い

します。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   県の公安委員会が設置する速度規制、それから横断歩道関係の交通規制標示以外に

ついては、必要に応じ、道路管理者が設置することができます。住民の方からの要望

により、村道であれば村が設置いたしますが、国道、県道の場合には、それぞれ国ま

たは管理上の問題ということで県が設置することになります。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） では、現在消えかけている場所、必要だと思われる場所は何カ所

ぐらいあるのか把握しておられますか。 

○議長（菊地利勝） 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、村で補修等が必要だということでの把握箇所というのは現在持ってございま

せん。必要に応じ、先ほども答弁いたしましたが、要望等があれば、その都度確認を

して必要な判断をして、それによって補修もしくは設置をするという状況でございま

す。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 何カ所ぐらいあるか、必要だと思われている箇所、そちらをぜひ

把握していただいて、早急に対応をしていただきたいと思います。 

   もし、では要望があった場合、その工事の優先順位とかはどうなるんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   その場合の優先順位の判断でございますが、先ほど申し上げました交通対策協議会
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のほうで協議をいたしまして、順番を決め、あとは予算の関係もございますので、そ

れによっての対応ということになります。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 対策協議会のほうで順番や予算を検討しながら決めるということ

なんですが、対策協議会のほうでも交通事故のある場所は、ここは必要だからという

声が多分上がるんですよね。それを期待しております。 

   交通事故を減らすためには、道路標示だけではなく、ドライバーの皆さんに注意し

ていただくことも大切だと思います。交通ルールも変わってきています。実は、私も、

この質問に取り組むためにいろいろ調べ始まったら、標識とかないと言われていると

ころに実はあったりとか、意外と注意をして走ると、見えなかったものが見えてきた

りというのがあるので、大玉村を知らないで走っている人たちが事故を起こすという

よりは、道をよく知っている私たちのほうが意識しないで走っていて標識に気づかな

いことが多いんだなと思いました。あと、ここの役場前５０キロから４０キロ規制に

なったことも知りませんでした。かなり４０キロはのろのろで、そういうふうにやは

り意識しないと、なかなか難しい問題だとは思うんですが、この住民への交通事故防

止のために、どのように情報を提供していくべきなのか。 

   もちろん先ほど言われました各交通安全関係の団体の方も活動されていると思うん

ですが、行政としてはどのような支援をしていくのかお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   交通関係、各団体の皆様による街頭活動、これ、それぞれの季節に行っている交通

事故防止県民総ぐるみ運動などがかなり顕著でございますが、そういった活動、それ

から啓発資機材、例えば夜光反射材のついた標示物であったり、バンドであったりと

いったものを配布とか活用したり、それから、事故に遭わない観点から、子どもとか

高齢者向けの交通安全教室の開催、また区長文書、それから防災行政無線による注意

喚起といったさまざまな機会等を活用して情報提供を行い、交通事故防止に努めてご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 街頭活動や、いろんな活動あります。その中で高齢者向けの活動

とか小学生向けの活動というのはよくあると思うんですが、実際、車を運転している

のは私たち、仕事をしていたりとか、昼間そういう活動に参加できない世代もいると

思います。 

   そういう世代への呼びかけというものをするのには、やはり今、大玉村の広報のペ

ージにかなり長くこの防犯も含めた情報が入っておりますが、そういうところに、例

えば、先月はこういう交差点での交通事故が多かったですよみたいな、そういう注意

喚起をしていただくような方法というのはとれないのでしょうか。 



 

- 53 - 

 

○議長（菊地利勝） 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。 

   駐在所からの交通事故の提供ということでページ等を割いてやってございます。そ

ういった中にも実際に起きた事例とか、あと反省、それから注意すべき点、必要があ

れば広報紙等に掲載をして啓発してまいりたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） ぜひ広く多い村民の皆さんに伝わるように広報をお願いいたしま

す。 

   先ほどの路面標示は道路管理者が行うというお話もありましたが、建設課のほうも

こういう道路のことに関係してくると思うんですが、白線とか、そちらは全部、住民

福祉部のほうで確認なんですか、それとも、私もこの質問するときに、どちらにも関

係することだなとは思っていたんですが、その辺は、例えば今度、道路を新しくつく

ったりすると思うんですけれども、そういうときに、どういう点に注意してこの交差

点のあり方とか、よくぼこぼこぼことこの先交差点ですよというとまるのがあったり

とか、あとは村道走ってみてわかったのが、中央に交差点ですよという十字のマーク

があったりとか、丁字路だったら丁のマークがあったりとか、本当今回いろいろ見さ

せていただきました。なので、工事をする場合、その辺はどういう取り組みをされて

いるんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   道路標示につきまして、どこが標示をするのかということで、規制を伴うものにつ

いては公安委員会、それから、それぞれの道路管理者が行うということで、これにつ

いては先ほど住民福祉部長が答弁したとおりでございますが、建設課のほうでは、例

えて申しますと、今年度におきまして、主に道路の外側線、道路の脇に引いてある、

道路はここまでですよという外側線ですが、これらについて今年度、補修ということ

で、いわゆる消えかけている外側線の補修、これを７カ所、延べでおおよそ

３，５８０メートルほど実施をしているところでございます。事業費については約

５７３万円ほどをかけまして実施をしているところでございます。 

   先ほどご質問がございました新設道路につきましては、道路の構造令というものに

基本的には準拠するという形で道路の構造を決定するわけですが、その際にも警察等

と協議をしながら、安全な対策等々の標示について協議をさせていただくということ

で、必要に応じて交差点でのクロスマーク、あるいは丁字路の丁マーク、そういった

ものも入れるというふうなことになってございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   ぜひ新設の道路だけではなく、やはり大玉村、クロスする交差点がたくさんありま
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すので、そういうところにもやっていただけるようにお願いいたします。 

   今、ずっとお話があったように、ぜひ全村民の方に注意喚起をしていただいて、ル

ールが変わっていたりとか、もう少し交通事故に関して興味を持てば、ゼロにはなら

ないかもしれませんけれども、件数は減っていくと思いますので、ぜひ村民の安全を

守っていく姿勢を堅持していただくよう強く求め、質問を終わりたいのですが、先ほ

どの数字、もし後でわかれば教えてください。よろしくお願いいたします。 

   次の質問に入ります。 

   生涯学習で生きがいづくりの支援をということで質問させていただきます。 

   男女ともに平均寿命が延び、最近、人生１００年時代と言われる時代になりました。

６５歳で定年退職になっても、その後就業する人や、地域の活動に参加するなど、元

気な方がふえています。就業を継続したり、新しいコミュニティで活動していくため

には、新たな知識を習得したり、今まで培った経験や知識を還元することは、生活を

豊かにしたり新たな生きがいになることが期待されています。 

   生涯にわたる学習が重要だとも言われています。高齢化社会の中で健康寿命を延ば

していくためには、定年前から積極的に社会参加を行い、さまざまな世代と交流を深

めていくことも必要だと思います。 

   本村には自主的に活動している団体やグループがたくさんあります。これらの団体

と地域、団体と団体をつなぐことで、いろいろな効果が出ると思います。村民の自主

性、安心できる活動支援、今ある事業の充実、健康長寿にもつながると考えています。

これらを支援する人、コーディネーター次第で新たな価値が生まれ、また課題も解決

できると思います。健康長寿といえば、福祉のイメージがありますが、生涯学習の視

点から次の質問をさせていただきます。 

   生涯学習とは、人が生涯にわたり学び、学習の場を続けていくことですが、生涯学

習課で行われている大人の方を中心とした生涯学習推進事業など、現状をお伺いいた

します。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   成人を対象としました生涯学習推進事業は、事業名で申しまして、「おおたま生き

粋大学」、「おおたま大学院」、「生きがい探しセミナー」、「ふれあいセミナー」、

「成人祭」の事業を村民のニーズに応じた多様なライフステージにふさわしい事業の

展開に努めながら実施しております。 

   また、社会体育のほうにおきましては、体育協会の運営支援、スポーツクラブの運

営支援、それから、あだたら健康マラソンということで事業を進めてございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   大変ですが、今、聞いた事業の参加人数とか回数とか教えていただいてよろしいで

しょうか。 
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○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   まず、生涯学習推進事業のほうから申し上げます。 

   まず、おおたま生き粋大学、こちら６０歳以上の方を対象にしまして、現在、

６９名の方々が参加してございます。年間７回の行事予定をしてございます。 

   おおたま大学院につきましては、２０歳以上の方を対象に、現在のところ、１０月

に健康講座ということの内容で、今、開催を予定しているところでございます。 

   生きがい探しセミナー、こちらにつきましては、趣味の講座として開催する予定で

ございますが、現在、内容の検討中ということで、これより進められるところでござ

います。 

   ふれあいセミナーにつきましては、５人以上のグループで自主活動するグループの

活動ということでございまして、こちらの支援、現在、９グループ、８５名の方々が

参加されておられます。 

   それと、成人祭ということで、ご存じのとおり、２０歳になる方たちが自分たちで

企画運営する実行委員会の組織での新しい形での成人を祝うお祭りということで、実

行委員を中心としまして今年度７５人の方々が参加されました。この中には、村内で

働かれておられる外国人の方２名ほど参加されてございます。 

   社会体育団体の支援事業としまして、まず、体育協会の運営支援ということでござ

います。体育協会につきましては、１３団体、体育協会に加入している方は約

６００名ということでございます。大玉村野球協会、ソフトボール協会、大玉テニス

クラブ、大玉剣友会、大玉村スポーツ民踊会、大玉村スポーツ少年団、サニーサイド

アップテニスクラブ、大玉村ゲートボール協会、大玉村家庭バレーボール協会、大玉

村グラウンドゴルフ協会、大玉シルバースターズ、Ｏｈｔａｍａ愛球会、大玉硬式テ

ニスクラブというような団体でございます。それぞれの団体の各種スポーツ大会の開

催や、交流会の開催というようなことでございます。 

   スポーツクラブにつきましては、１４サークルございます。ヨガサークル、ソフト

テニスサークル、ゴルフサークル、バドミントンサークル、水中運動サークル、太極

拳サークル、卓球サークル、硬式テニスサークル、そば打ちサークル、ウェルネスス

ポーツ吹矢サークル、フットサルサークル、ソフトバレーサークル、水泳教室、調理

サークル等々でございます。各種スポーツ教室の開催につきましては、昨年度の人数

でございますが、１７８人の方々の参加、また交流会につきましては３８０人の方々

の参加ということでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） かなりの多い団体、そしてトータルすると、すごくたくさん村民

の方々が頑張っているなということを知ることができました。 

   社会の急激な変化の中で、生涯学習の考え方は、今までは知識はためるものだった

と思うんですが、それが循環するもの、よく学びの循環でしたっけ、教育というお話
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もありますが、そういう時代に変わってきていると思います。 

   そこで、今言われたこちらの団体の中で、新たな知識を習得し、今、その習得した

ものを、村民の皆さんに還元できるような展開が期待される事業とか課題なんかはあ

りますか。例えば、おおたま生き粋大学は、受け身の授業、結局、これやりますよと

いうところに村民が参加する。ふれあいセミナーだったら、自主的にこんな事業を自

分たちでやりますとなったときに、今後、先ほど言われた多くの事業の中で、もしか

したら村民の皆さんに、自分たちがもって学んだことが、事業として展開できるので

はないかなと思って、この質問をさせていただきました。 

   なので、再度質問させていただくと、この団体の中から新たな展開が期待されてい

る事業とか課題なんかがあれば教えてください。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   生涯学習推進事業では、みずからの得意分野を生かした活動を通して、地域住民の

方が自分自身の生きがいづくりにつながるよう、多くの村民が参加しやすい環境づく

りに努め、現在取り組んでいる事業をさらに充実させて、学びの還元と循環が図られ

るような事業を展開していくというような考えでございます。 

   例えば、ふれあいセミナーでグループ同士でお互いの講習会で講師になったり、幾

つかのグループがまとまって講演会等を開催して、交流を図ったりできるような体制

づくりというのを支援していく考えではございます。 

   また、社会体育団体の支援事業につきましては、今年度からふくしま広域スポーツ

センター及び福島大学地域スポーツ政策研究所と大玉スポーツクラブが連携して、各

サークルの活動の活性化を図るとともに、スポーツクラブの交流会等のイベントがよ

り魅力あるものになるようにということと会員増につながればというふうに考えてご

ざいます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 生きがいづくりのために村民の方が参加できる、そんな事業の展

開が考えられますが、先ほども言われましたふれあいセミナー、自主的に講師をして

教え合ったり、まとまってグループで講師を頼んで講演会をするということがありま

した。これを例えばこのふれあいセミナーの方々をもうちょっと育成をして、全村民

の方に向けた何か生涯学習のことができないのかなと考えます。 

   メンバーの皆さんが自主的にアイデアを出し、講座を企画し、運営し、そこに住民

の皆さんが参加すれば、行政がなかなか聞けない民間のニーズ、学習ニーズを直接キ

ャッチすることもできるし、地域の活性化が期待できると思います。 

   企画運営するメンバーの皆さんはアイデアを出すために、多くのことにアンテナを

立てて関心を持ち、人々と交流すると思います。次はどのような講座を企画すれば、

地域の皆さんに喜ばれるのか、地域を元気にさせることができるのかを考え、会のメ

ンバー同士でもコミュニケーションを図ることができると思います。そして、ありが
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とう、またやってねという言葉に喜びを感じ、次も頑張ろうとやりがいを感じるんで

はないかと思います。 

   今、ふれあいセミナーだけお話ししましたが、例えば先ほど出ましたおおたまスポ

ーツクラブ、そちらにもかなりの会員の方がいらっしゃると思うんですが、前の質問

のときに、部活動の支援をしている方々がいらっしゃるというお話もありましたが、

そういうところにこのスポーツクラブの方々、どのぐらい教えられる資格を持ってい

る人がいるのかわかりませんけれども、そういう方の支援をしたり、先ほど、ふれあ

いセミナーの講座、聞くだけではなく、こういう運動をする、そういうものも、この

各クラブの方々が事業をすれば、職員の皆さんのお仕事もサポートというわけではな

いですけれども、こういう団体がみずから自分たちで事業をしたり講座をしていった

ら、職員さんも少しは手が楽になるのかなとか、村民の生きがいづくりということに

少し団体の方々も貢献できるのではないかと考えます。 

   でも、会のメンバーだけでは企画は難しくて、どの会でも会長になるのは嫌だなと

か、やはりそういう方がいらっしゃると思います。自主的に活動するには、とても限

界があります。やはり行政の支援は必要だと思います。最初はすごく大変だと思うん

ですが、ある程度、コーディネーターという立場の人をつくっていただいて、団体と

団体をつないだり、住民と団体をつないだら、もっともっと生涯学習が進んでいくの

ではないかと考えます。 

   最後の質問なんですが、これから村民の皆さんの知恵や力をかりて、生涯学習事業

を企画することも考えたらいいんじゃないかなと思います。そこで、学習支援コーデ

ィネーターは、学校、子どもたちの支援をするコーディネーターはいらっしゃるんで

すが、各事業の活動が活発になる支援をするために、大人の方向けの生涯学習活動を

支援するコーディネーター、もしくは支援する人を配置する考えはないのか、お伺い

します。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   現在、生涯学習課では、社会教育指導員という方々を、社会教育事業に１人、社会

体育事業に１人配置して、各種事業に取り組んでいるところでございます。 

   今後、多くのニーズに応えられるよう、社会教育指導員の業務の見直しを含めて、

コーディネーターの配置について検討していきたいなというふうには考えてございま

す。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 多くのニーズに応えられるようコーディネーターの設置も考えて

いらっしゃるという前向きなご答弁だったので、期待したいと思います。 

   村民の皆さんが活動するには、住民の声を引き出す支援、やりがいを見守る支援、

講座などの情報を集約し、発信する、どのような学びをすればいいかという相談に対

応できるシステムをつくり、自主的に運営できる、運営をサポートできることが大切

だと思います。この多くの相談、もしくはアドバイスできるのが人間であり、コーデ
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ィネーターだと思います。その支援関係が土台となり、生涯学習事業が進めば、人生

や社会において新たな価値が誕生する社会になると考えます。 

   先ほども申し上げましたが、健康長寿というと福祉をイメージしますが、ぜひ生涯

学習のほうでも、手を合わせて頑張っていただいて、ぜひコーディネーターを配置し

ていただき、さらに充実することを願い、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（菊地利勝） 以上で、６番佐原佐百合君の一般質問を打ち切ります。 

   ８番武田悦子君より通告ありました「防災への取り組みについて」外１件の質問を

許します。８番。 

○８番（武田悦子） ８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２件について一般質問

を行います。 

   まず、最初の質問に入ります。 

   防災への取り組みについて伺います。 

   近年、災害が多発しております。特に、局地的な大雨が原因となる豪雨災害は、全

国各地で発生しております。今年も何度も発生しており、きのうの台風でも大きな被

害がありました。まさに人ごとではありません。 

   村では８日に、この豪雨災害を起因とした土砂災害内水氾濫を想定した防災訓練が

行われました。人命救助を最優先とした防災訓練ということでありますが、今回の防

災訓練、さまざまな事態を想定して行われましたが、この訓練で得られた成果、さら

には課題、このようなことがございましたら伺いたいと思います。 

   まず、村長の感想をお聞きしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   詳しい内容については、課題、成果については、担当のほうから説明させますが、

今回の防災訓練については、形式をできるだけ排除して、実質的な防災訓練をしたい

ということでやったという面から見て、そして多種多様な災害の場面に対応する訓練

をしたということで、課題というか、反省点は少しはありますが、所期の目的は十分

に果たしたというふうに考えております。関係各位の協力に改めて感謝を申し上げた

いと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   今回の防災訓練におきましては、土砂災害ハザードマップを活用して、村内の土砂

災害危険区域の周知と理解を深めるといった目的、それから、今年５月から運用され

ました警戒レベル３で高齢者層とかの避難、４でその他の指示、指令があった地域内

の避難、５では発災ということで、行政、それから警察等々では手出しできない状態

といったものを理解していただくということも目的としてございます。 

   各種訓練内容でございますが、耳の不自由な方の避難訓練、それからあと、枡記念



 

- 59 - 

 

病院で災害派遣医療チームＤＭＡＴの方々に来ていただいて講話等をいただきました。 

   それからあと、大雨により越水のおそれがある河川を想定いたしました消防団によ

る積み土のう工の訓練を披露したり、それからあと、今度は住民の皆様、必要によっ

ては住民の方々でもやっていただくケースも想定して、積み土のうづくりの体験をし

ていただくということで、水防に関する理解や知識の習得ができたのかと思ってござ

います。 

   さらに消防本部によるはしご車での救助訓練で、実際、想定は川の中州に取り残さ

れた方の救助訓練としてやらせていただきました。 

   あともう１点、災害被災箇所の早期発見につながるドローンのデモ飛行もごらんい

ただいて、こういった形での被害防止、それから発災後の状況確認等も可能だという

ことでの成果が出たものと考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   それぞれに成果見られたと思いますが、ここはちょっとと思うようなところ、部長

の目から見て、もう少しここは工夫できたかなというようなところがございましたら

伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   私見という形での答弁になりますが、バイタルチェックのところがございまして、

避難された方々の状況を見て、必要によってトリアージというすみ分けといいますか、

区分けが必要なのかどうかを見きわめるところが保健師によって行われました。 

   全員をやることも大事なんですけれども、その場合、現地、その場所で、いわゆる

シートに名前等を記入していただいて、それからということで若干混み合った感はご

ざいます。本番になった場合には、そういった方はサポート資格のない職員等々の人

でもボランティアの方でもできるので、そういった実際に避難してきた場合で、そう

いった方が必要な場合には、専門の方じゃない方に書き方等を指導とかお手伝いをい

ただいて、実際診る医師なり保健師が診るときには、その容態を診るというところに

つなげれば、かなりスムーズにいくかなというのが個人的感想でございました。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   今、部長から伺って保健師によるバイタルチェックが行われていたのを、私あの場

面にいてわかりませんでした。ということは、わからなかったという人もかなりいら

っしゃったのかな。避難してこられた方は、その場面でこういうことがありますよと

いって事前に説明がいったからわかっていたんだかどうだか私にはよくわかりません

が、ごめんなさい、私自身としてはあの場所にあったのすら気がつきませんでした。

そういうこともあったんだなと今、改めて思ったところです。 
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   そして、部長のほうから、今回このハザードマップの活用、周知ということを大き

な目的としているというお話伺いました。このハザードマップ、防災訓練の前に全戸

配布となったわけですが、このハザードマップにはさまざまな箇所が記載されていま

す。午前中の質問者からもありました。記載されていないところもあるようにも伺い

ましたが、これを配っただけではなくて、今回参加された方はそれなりの理解が得ら

れたと思いますが、いただいて、ただ家の中にぽんと置いただけではわからない。 

   前回は安達太良山の噴火のハザードマップもいただきましたが、あれを見ただけで

は、実際どういうふうに自分たちが行動すればいいのかなんていうのはわからないと

いうのが現実なのかなというふうにも思っております。 

   このハザードマップそのものの意味というもの、あと中身をどういうふうに皆さん

に理解していただくか、こういうことも必要ではないかなというふうに思いますが、

どのようにお考えですか。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   ご指摘のとおり、配っただけで終わりでは効果が出ませんし、用をなさないという

ところがございます。できれば参加者、いわゆる住民の方々に説明をする機会等々あ

れば一番いいわけですが、その最たる例が今回の防災訓練でございます。 

   午前中の質問の中にも、村長答弁にもございましたが、地区の防災訓練等が開催で

きれば、そういった折に、今まで二つ出しました火山災害と、それから土砂災害、二

つを用意して再度、初めての方もいらっしゃると思うので、そういった場合にこうし

たらいいよというような説明なり、講義というとちょっと語弊があるかもしれません

が、活用法を注意喚起が可能かと思っております。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 地区の防災訓練というお話ございました。それが行われれば、大変

有意義でございますし、ハザードマップ等の説明にも有効かと思いますが、なかなか

一足飛びにそこまでいかないのかな。 

   むしろ、区ごとに何か行事がある場面とか、地区懇談会があるとか等々の場合に、

説明をしていただくというほうが、とっそく取っかかりやすいのかなというふうにも

思いますが、いかがですか。 

○議長（菊地利勝） 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します。 

   先ほど若干漏れた部分ございますが、防災訓練におきましては、ハザードマップを

使って職員から参加者にはきちんとした説明をしてございますので、各行政区から出

ていただいておりますので、人づてになる可能性も否定できませんが、そういった意

味では村内全域の隅々までとはいきませんが、ある程度広まったのかなと思ってござ

います。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 確かに参加者の皆さんからそれぞれに広がっていけば一番よいこと
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ですが、村としても、もう少し広める努力をいただきたいというふうに思います。 

   今回の災害も、大雨による川が氾濫したということを想定したわけですが、村内に

は大小の川、さまざまございます。この百日川、あそこの堺橋の上にモニターが設置

されているというふうに見ておりましたが、これはどのようなものなのか。私もよく

わからなかった。川のものだというふうには伺いましたが、それを、その近隣の皆さ

んが知っていらっしゃるのかどうかという部分もどうなのかなというふうに思ったも

のですから、伺いたいと思いますが、これはどのように活用されるのか、あわせて伺

います。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどご質問がございました百日川、堺橋、それから杉田川、深谷橋、それから安

達太良川、小姓内橋、それぞれに河川管理者であります県が危機管理型の水位計、こ

れを設置してございまして、今年度７月４日から全県での運用が開始されてございま

す。 

   この危機管理型水位計と申しますのは、常に水位をモニターしているわけではなく

て、水位が一定レベルを超した段階でスイッチが入って水位の監視を始めるというふ

うなことで、当然危険レベルの水位になる前にスイッチが入って水位の監視を行うと

いうふうなものでありまして、７月４日の運用開始から今までネットワークを構築し

まして、今インターネット上で公開してどなたでもごらんいただくことが可能になっ

ております。 

   昨日の水位の際にも、私どものほうでもチェックをいたしてございました。ちなみ

に昨日は、百日川について、いわゆるスイッチが入る、調査を開始する水位に達した

というふうなことでございます。 

   これらにつきまして、皆様、インターネット、パソコン、あるいはスマートフォン

でも活用できますので、こういった情報についても皆さんに周知をさせていただきま

してご利用いただければというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   県で設置したものではありますが、村内に設置されているものですので、特に、何

なんだあれはと私もずっと何回も何回も通るたびに見ていて、川の上にあるのだから

川だなというふうには思っていたんですが、わからない方いっぱいいらっしゃると思

うので、せっかくインターネットで公開されているのであれば、そういう情報もしっ

かりと公表していただきたいというふうに思っております。 

   さらに、大雨による災害を防ぐためには、さまざまな手法ございますが、何といっ

ても河川の管理、これが一番大切になってくるのかなというふうに思っております。

川が土砂で埋まり、草で覆われていれば、大雨によってあっという間に水位が上がり、
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氾濫する。まさにこの防災訓練で想定した場面が起きるというわけでございます。 

   今回の補正予算に、板倉川の土砂払いというのが計上されておりますが、杉田川、

百日川、村管理ではございませんこの河川の土砂払い、草の撤去等々、これの予定あ

りましたら伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   村内を流れます阿武隈川水系の一級河川であり杉田川、百日川につきましては、議

員ご指摘のように、経年的な土砂の堆積によりまして、かなり浸水被害懸念されてお

りまして、安全のための治水対策をより図らなければならないというふうに強く認識

しているところでございます。 

   このような状況から、本村では毎年、河川管理者であります福島県に対しまして、

河道掘削工、いわゆる土砂払いの要望を行っているところでありまして、本村の要望

に対して、今年度、福島県では、杉田川が延長６００メートル、箇所につきましては

大山字深谷明路内地内、さらには百日川につきましては延長５００メートル、玉井字

東三合目地内の河道掘削工土砂払いを予定しているところでございます。 

   河川土砂払いにつきましては、減災につながる大変重要な事業でございますので、

今後も継続して強く要望活動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（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   杉田川、百日川とも土砂払いが行われるということで、ひとまず安心かなというふ

うに思うところですが、本当に計画的に土砂払い進めていかないと、あっという間に

堆積するという現実ございますので、毎年要望しているようですが、改めて強く要望

していただくことを求めたいと思います。 

   そして、この災害でございますが、発生すれば、まず、自分の身は自分で守る、こ

の行動をとるのは当たり前のことですが、自分で自分の身を守れない方がいらっしゃ

ることも現実であります。また、災害の種類、発生箇所によっては避難所も変わって

くると思っております。 

   今回のハザードマップにも避難所設置場所さまざま書かれておりますが、皆さんが

まず避難をしなければならないというときに思い浮かべるのは、近くにある集会所

等々が一番初めに浮かぶのかなというふうに思いますが、ここが一番危険なんだとい

う集会所もあろうかと思います。そういうふうになったときにどうしたらいいか、も

うパニックになってわからなくなってしまうのが現実かなというふうにも思っており

ますので、日ごろからの避難経路を知ること、また、先ほども申しましたが、自分で

自分を避難させることができない、こういう方の存在、地域のことを知ること、これ

らがすごく重要になってくるのかなというふうに思っております。 

   災害発生時に地域のかかわり、コミュニケーションがよくとれていた地域は被害が

少ないという事例もあるようでございますので、そういう意味でも、防災への備えの
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仕方や、防災訓練でもありました炊き出しの場面がありましたが、そういう学習、さ

らには地区ごとの防災訓練をするというお話ございました。これ大変うれしいなと。

何度も一般質問でも求めてきたところですが、地域ごとにそういう防災訓練、防災組

織、やはり身近なところでやっていかないと、わからないことがたくさん出てくるの

かなというふうに思っておりますので、地域を知ること、防災について学ぶこと、こ

ういうことが今、重要なのかなというふうに思っております。村としての考えを伺い

ます。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   議員ご指摘のとおり、答弁の余地がないに近いご質問で恐縮なんですけれども、や

はり繰り返しになりますが、地域の皆さんが、その気になって防災意識を高めて、で

きれば年に１回、極論をいえば、最大の理想は、それぞれの行政区、また地区ごとに

年に１回は防災訓練をしていただければ、これほど心強いものはないと考えてござい

ます。 

   まず、先ほどの答弁にもまた重なりますが、できるところから始めたいということ

での来年度、展開できるかということでの答弁になります。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ早急に進めていっていただきたいと。特に学習については大人だけでなく子ど

もも含めて、そういう防災についての学習する機会をつくっていただければなという

ふうに思っております。 

   また、今回の防災訓練で、先ほど部長のほうからもありました耳の不自由な方の参

加もございました。皆さんのお話を伺いますと、もっとこの計画の段階から自分たち

がかかわりたかった、もう少し自分たちでできることがあったという思いがあったん

だと思うんです。障がいを抱えている皆さんそれぞれの特性がありまして、いざ避難

というときには、いろいろなそれこそ障害が出てきますので、こういう皆さん、もっ

ともっと別な場面でもおいでをいただいて学習する機会をつくっていただければなと

いうふうにも思っております。この点について考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   ご指摘のように、今回、障がいのある方々、特に聴覚関係でございますが、おいで

いただきまして、手話通訳の方も交えて訓練をしていただきました。また、若干の訓

練とは別ですが、夏祭りにもおいでいただいて、そういった方々、逆に一般の方々に

も理解を深める機会になっているなというふうに思います。 

   今、村ではそういった方々に対して通訳の派遣ということも事業としてやってござ

いますので、これ、そういった障がいのある方々との打ち合わせ、調整も必要かと思

いますが、そういった形で学習なり何なり訓練も含めてですが、機会が設けられれば
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と考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ実現していただきたいというふうに思っております。 

   この項目、最後の質問になります。 

   先日、県で地震発生時の被害想定を見直し、防災体制の強化につなげるとの新聞報

道がありました。また、各市町村でも、役場等を中心とした場所を震源とした地震被

害を試算し、防災計画に生かすとされていましたが、村としてどのように進めていく

のか、考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   今回、新聞報道にありましたが、県における大規模地震被害想定の見直しというこ

とで、従来の想定している地震をマグニチュード７クラスから、起こり得る最大の想

定ということでマグニチュード９クラスに引き上げてございます。 

   液状化現象、それから斜面崩壊等の危険度を地図上に示すほか、建物倒壊、ライフ

ライン、交通網の被害想定箇所などを具体的な影響を試算するということでございま

す。 

   また、市町村ごとの役場庁舎の被害も推計し、防災減災対策を実施した場合の効果

も推計するというものでございまして、西暦で２０２１年までに完了するということ

となってございます。 

   本村においては、想定被害の試算が示され次第、想定内容を盛り込んだ地域防災計

画の改定と、被害想定に対する防災減災対策を講じたいというふうに考えてございま

す。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   災害はいつ起こるかわかりませんので、しっかりと取り組みを進めていっていただ

きたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   高齢者並びに子育て支援の充実についてです。 

   健康で長生きすること、これは誰もが望むことです。しかし、平均寿命が延びてい

る一方で認知症高齢者がふえている現状もあります。平成２９年度の高齢社会白書に

よれば、２０１２年に７人に１人の割合だった認知症高齢者が２０２５年には５人に

１人という推計が出ております。 

   この推計に伴い、外出したまま家に戻れなくなる、いわゆる徘回行方不明高齢者の

問題が大きくなっております。村内でも外出したまま戻れなくなり、家族などが探す

事例、これが出ております。このようなときに少しでも早く見つけるための体制とし
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てＳＯＳネットワークがつくられたと思っておりましたが、現在、このシステムはど

のように動いているのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   ＳＯＳネットワーク事業は、徘回のおそれのある認知症高齢者等が行方不明になっ

た場合、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の協力体制を整備し、高齢

者の見守り、生命、身体の安全確保並びに家族等への支援を目的に平成２７年から実

施してございます。 

   対象者につきましては、事前に登録をいただいておりまして、現在９名の方が登録

されてございます。 

   また、不明になった場合に協力をしていただく関係機関については、現在、村内で

９事業所となってございます。 

   また今年度まで協力関係機関からの通報実績はございません。と申しますのは、家

族等からの相談時点で、既に施設入所等というケースもあって、登録された方々の徘

回は起きていないというのが現状でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ただいま部長から、登録された方の徘回は起きていないという報告

がございましたが、現実、登録されていた方の徘回の事例がございます。ＳＯＳネッ

トワーク自体がまるっきり稼働していないというふうに私思っているわけですが、ど

こからどういうふうに行けばＳＯＳネットワークにつながるのかという、そういう連

携体制ですか、そういうのがきちんととられているのかどうかというところにも疑問

がありまして、本当に個人の情報ですので、どこまで外に出していいかという部分も

ありますが、ＳＯＳネットワークに登録した時点で、個人の情報を流してもいいとい

う約束はいただいているはずですので、その辺、家族の方がいなくなったときに、ま

ず、どこにどういうふうにお願いをすればいいのかという、そういうのがきちんと行

われていないのかどうかわかりませんが、現実としてございます。その辺のＳＯＳネ

ットワークが全然稼働されていないという、実態とは別な実態もございますので、そ

の辺もしっかりと把握をしていただいて、より、ＳＯＳネットワーク、せっかくある

のですから、しっかりとした運用をしていただきたいというふうに思っております。 

   この行方がわからなくなった人、皆さんを探すことは大変なことであります。今、

ＧＰＳを使っていろいろな機器もございますが、なかなか、ぽっと出ていってしまう

方にＧＰＳつきの何かを持たせるというのは現実的ではない部分もあります。大きさ

の問題とか、結構高額な部分もありますので、それとは別に、今、情報が発達してい

る時代ですので、ＱＲコードというのを取り入れている自治体、ＱＲコードを使って

見守り活動しているという自治体ふえてきています。隣の本宮市もＱＲコードを使っ

ております。 

   ＱＲコードを携帯とかで読み取って、それに登録番号が入っているんですね。その

番号でやりとりをすれば、どこどこの誰々だというのがわかって、すぐでもないです
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が、発見につながると。この徘回高齢者の行方不明になった方を発見するので一番多

いのが、その地域の皆さんが発見するという確率が多いそうなんです。なので、やは

り多くの皆さんにこういう事業に参加をいただいて、少しでも徘回高齢者、最悪の事

態になる場合もございますので、そういうことのないように、こういう活動、事業と

してＱＲコードというのは結構手軽に衣類につけたり帽子につけたり靴につけたりと

いう場面もあるようなので、いかがかなというふうに思います。考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   ご指摘のように、本宮市、今年度から取り入れたようでございます。私どものほう

でも若干調べまして、ＱＲコードをシール状になっているものをあちらこちらに張る

ことによって、そういった方を発見したときに読み込んでということは８番議員さん

がご質問のとおりでございます。 

   この費用に関しても、さほど高額なものではないということで、ＧＰＳよりもはる

かに安価であるということでございますので、これらについては前向きな導入を検討

しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ実現をしていただきたいというふうに思っております。 

   次に、放課後児童クラブについて伺います。 

   ９月議会の行政報告では、８月末登録者数２２７人という数字が出ておりました。

すごい人数であります。この人数が全て毎日、放課後児童クラブを利用しているわけ

ではありませんが、現在のさくらの施設では、到底間に合わないという状況になって

いるかと思っております。 

   今回の補正予算にさくらの改修費用約６，４００万円が計上されております。この

改修の進捗状況を伺います。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ８番議員さんにお答えいたします。 

   それでは、基本設計です。 

   現在、総合福祉センターさくらの屋内体育館、運動場ですね、こちらの一部改修工

事ということで設計のほうを発注しております。工期的には９月３０日ということで、

今月中には基本設計のほうが完成する予定となってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 今月中に基本設計が完成するというお話でございました。今回の補

正に計上されておりますので、今年度中には屋内運動場の改修が完成するという理解

でよろしいんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 
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○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。 

   現在のところ、年度内の完成を目指して事務事業等を進めてございます。ただ、工

法等が若干通常の建築工法と異にしておりますので、これ部材の問題が発生する可能

性もなきにしもあらずというところでございますが、極力年度内にいけるように善処

したいと考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   やはり年度またぐよりは今年度中にしっかりとしたものをつくっていただきたいと

いうふうに思います。 

   今回、この６，４００万円かけて改修するわけでございますから、当面は、その施

設を使って児童クラブが運営されていくのかなというふうに思っておりますが、この

先の見通し、方向性、子育て支援センターをつくるというお話もございましたが、そ

のあたりも含めて伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   児童クラブについては、このままいく予定でございます。ということは、人数が多

いということで安全面を考えて小学校のほうに、玉井小学校、大山小学校のほうに移

管できないかと、そういうところも多いので、そもそもは児童クラブは小学校の空き

教室を使って始まったのがスタートです。ただ、大玉の場合には、大山地区の子ども

の数がふえているということで、空き教室を確保できないということで、今回、改修

をしようということになりましたので、当面というよりは、さくらでこれからも児童

クラブは実施していくと。 

   子育て支援センターについては、目的を異にしますので、これはこれで子育ての支

援センターとして、あと児童館的なものとして有利な補助金が出たところで取り組ん

でいきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   今のお答えですと、放課後児童クラブはこのままさくらで継続をするということで

ございますので、遊び場の問題等々が出てくるかというふうに思っておりますが、そ

のあたりはどのように考えていらっしゃるのか、伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   現時点の予定といいますか、先ほど答弁に屋内運動場を使うということでございま

すが、半分は空くということで、これは工夫次第になるかと思うんですが、一斉での

運動場使用というのは相当困難。これは、やり方によってローテーション、もしくは

時間帯で全学年を一緒ではなく、ある程度近い年代といいますか、例えばですけれど
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も、１、２年生を一緒とか、３、４年を一緒とか、そんな形でのローテーションを使

うことによっての運動の確保はできるものと考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 屋内運動場、半分になったところを使うと。なかなか厳しいのかな

というふうに現実的には思うわけですが、そこはいろいろと工夫をしていただくしか

ないということだと思います。 

   この放課後児童クラブ、村の事業として行われており、運営そのものは社会福祉協

議会が委託を受けているということでありますが、そこで、この職員の処遇について

伺っていきたいと思います。 

   児童クラブの職員は社会福祉協議会の職員ということでございますので、社会福祉

協議会の考えもあろうと思いますが、まず、正職員と臨時職員の数を伺いたいと思い

ます。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず、児童クラブのほうの職員ということですが、職員数、まず、支援員というこ

とで報告させていただきます。 

   こちらの児童クラブのほうの運営を、現在、指定管理にて大玉村社会福祉協議会に

委託しておりますが、支援員職員については現在９名いらっしゃいます。内訳につき

ましては、保育士、幼稚園の資格を持っている方が３名、保育士の資格をお持ちの方

が１名、教諭の資格をお持ちの方が１名、そのほかに児童クラブのほうの支援員の認

定研修のほう受けられた方が３名、その他１名ということで９名で運営をしてござい

ます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   資格を伺ったわけではなく、社協の正職員か臨時職員かというのを伺ったわけでご

ざいますが。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） 再度、８番議員さんにお答えいたします。 

   大変失礼しました。正職員ということですが、この９名のうち２名が社会福祉協議

会の正職員となってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   正職員は２名だったんですね。私、３名かと思っておりましたが、そうですか。 

   では、現在の利用している子どもの数に比しまして、職員の数、充足しているのか

どうか伺います。 
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○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ８番議員さんに再度お答えいたします。 

   充足数ということでございますが、規定上はクラブ、大玉村については４０人を

１単位としてございまして、４０人のクラブが３クラブということで登録してござい

ます。 

   基準によりますと、１クラブについて正の資格を持ってる職員を１名、そのほかに

補助職員を１名以上つけることとなってございます。 

   現在９名ということですので、３クラブで、最低、資格をお持ちの方３人と補助員

が３人いれば、６人で運営することができることになってございますので、充足して

いると考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ６人で運営をできると。現実として、あの人数を６人では絶対無理

でございますが、９人でも難しいのかなというふうに思って見ているところです。 

   やはり、少ない人数を分けて見るのと違って、大きい人数を見なくてはならないの

で、まして、ああいう施設ですと、どこに死角があって、どこに隠れて、どうなって

いるか、どこに逃げて、逃げてというのは失礼ですが、脱走とかという可能性もない

わけではないので、そういう点からすれば、充足していないのかなというふうにも思

いますが、そこで処遇の問題がございます。 

   先ほど、２名の正職員、あとは正職員ではないというお話ございました。 

   この大玉村保育所では臨時職員の処遇、かなり改善されてまいりました。保育士の

なり手がいないという中での改善という面もありますが、やはり職員としては働いた

分の評価を受ける、それは処遇の改善ということが一番であろうかというふうに思っ

ております。同じ大玉村の子どもたちの成長を支える重要な役割として、保育所も放

課後児童クラブも変わりないというふうに思っております。 

   特にこの働き方関連法の成立に伴い、同一賃金、同一労働の実現、残業に関する

３６協定、有給休暇の付与の問題、さまざまな観点から、改正していかなくてはなら

ない問題多々あるかと思います。 

   さらには、処遇規定の均衡の明確化と、片方だけ賃金が上がって片方はそのままと

いうようなことのないように、働きやすい職場づくりというものが求められるのかな

というふうに思っております。 

   放課後児童クラブも、村の事業の一つであります。社会福祉協議会が運営をしてお

りますが、処遇の改善についても、しっかりと村が取り組んでいくべきと思っており

ますが、考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   社会福祉協議会の職員の給料、役場に比して若干低かったんですが、３年前に大幅

に引き上げを行いまして、かなり待遇が改善されたというふうに感じておりますが、
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保育所のほうもやはり正規の職員に比して委託職員が多いと。この児童クラブについ

ても状態としては同じだと。これを全て保育所のほうも職員にするとなると、役場の

職員を半分にしなきゃないというぐらいの負担がありますが、働き方改革すれば、や

はりこれは同一労働、同一賃金の考え方というのは尊重しなきゃいけないということ

もありますので、今回、会長、副村長が、行きまして、この辺はこれから社会福祉法

人としての大玉村９，０００人の人口の中での法人としては、やはり少し基盤が脆弱

だということですので、これをしっかりと法人として経営をしていくことのできる規

模、内容にしたいということですので、これから事務事業の社会福祉協議会に対する

移管、もしくは委託、今、具体的に内容は少しお話はできませんが、複数の業務につ

いて大きな業務を社会福祉協議会のほうに委託または移管していきたいと。その中で

最終的に臨時職員の職員化、もしくは待遇改善を実施したいというふうに考えており

ます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   社会福祉協議会の職員の給与が大幅に上がったこともよく知っております。しかし

ながらその一方で、児童クラブの補助員は始まった当初から同じという話も聞いてお

ります。 

   そういう点からも、しっかりとした処遇改善をしていただいて、子どもたちを安心

して預けられる放課後児童クラブにしていっていただきたいというふうに思っており

ます。 

   以上、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、８番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休息のため暫時休議いたします。再開は午後３時１０分といたします。 

（午後２時５２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後３時１０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） １０番須藤軍蔵君より通告がありました「さらに元気な大玉村に向

けて」外１件の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 通告いたしておりました今期定例会における一般質問を議長の許

可のもとに行います。 

   本日最後ということでございまして、それぞれお疲れと思いますが、それを振り払

うような率直、明快なご答弁を、まず最初にお願いを申し上げておきたいと思います。 

   １点目のさらに元気な大玉村に向かってという取り組みについてでありますが、前

回６月議会には、そうしたことを踏まえた持続・発展する村を目指してというタイト

ルで、村の人口増、とりわけ年少人口の増などについて、その実際の数字と主たる要



 

- 71 - 

 

因というようなことについてお伺いをいたしました。それぞれ積極的な答弁をいただ

いたところであります。 

   その上に立って、村のバランスのとれた発展ということについてはどうなんだとい

うことで、それぞれの行政区ごとの人数の推移というものについての一定程度調べた

ものを一つの資料としてごらんをいただきながら、そして、その取り組み方法などに

ついてお尋ねしてきたところであります。 

   そうしたものを出発点としながら、８月の議員の選挙、一体どうするんだ、どうい

うふうに発展させるんだということの展望の中身にするわけでありましたが、無投票

ということで、私なりには消化不良を来している実態でありまして、残念だったなと

いうふうな面もあるわけでありまして、何はともあれ、今議会でも多くの議員の皆さ

んからご質問ございましたように、子育て支援を中心とするさまざまな対応というこ

とについては、積極的な村の取り組みが評価されたのかなというふうに思っておると

ころであります。 

   そういうことの中で、さらにそれを進めるという意味での幾つかお尋ねをしたいと

思います。なお、４、５とずっと続けて丸で質問を上げたわけでありますが、４と

５につきましては、先ほど８番議員さんの質問、そして答弁で理解をいたしましたの

で、削除をいたします。 

   質問の１は、全国でも福島県でも、人口問題、減少が著しく進んでいるという実態

でありまして、大玉村におけるそうした意味での現時点で、出生、あるいは園児、児

童・生徒等の推移、こういうものを見ると、さらにはそれからその先、この数年間ど

のように推移していくというふうに見ておられるか、まず最初に、そのことについて

お尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   まず、出生関係につきましては、５年前になりますけれども、平成２６年度につき

ましては６６人でございました。これに対しまして平成３０年度が９９名、比較いた

しますと３３名の増加でございます。 

   一方、死亡につきましては、平成２６年が１１２名、平成３０年度が１０３名とな

っておりまして９名の減というふうになっております。 

   これら出生と死亡の単年度それぞれ比較しますと、いずれの年も死亡が出生を上回

っている状況でございます。これによりまして本村の人口が減少しない要因としまし

ては、それぞれの定住人口増加対策等による転入者が増加しているというためである

と考えられております。 

   また、児童数の推移につきましては、平成２６年度、幼稚園児１７４名に対しまし

て、平成３０年度の幼稚園児が１７９名、小学校の児童数につきましてが、平成

２６年度４８０名に対しまして、平成３０年度が５０４名、さらに中学校の生徒数に

つきまして、２６年度が２４３名に対しまして、平成３０年度が２４８名とそれぞれ

増加の傾向にございます。 
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   また、年少人口の構成比率につきましても、平成２６年が１３．８％であったのに

対しまして、平成３０年度が１４．７％というふうに０．９％増加している状況でご

ざいます。 

   ここ一、二年の今後につきましては、これら大きな要因が発生しなければ微増、ま

たは横ばいで推移するものと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今お話あったように、当面はいわゆる子育て支援策、それから定

住促進、そうした政策が功を奏した、そういう形での状況が反映しているというふう

に言われております。 

   先ほど、さらに元気なというふうに言いましたけれども、実は、それは私なりには

悩ましい中での、さらにと言っても、だんだんこれ厳しくなるなと正直には思ってい

るんですよ。でも、これ元気にしなくちゃならないということもありまして、景気動

向を見るとき、よく「踊り場」という言葉があるんですけれども、まさに今この時期、

踊り場、先ほど部長からもお話ありましたように、微増または横ばいというのはまさ

にそういうことかなというふうに思いますけれども、そういうことだとすれば、引き

続き人口増に向けた取り組みも、あるいはもっと住んでいただけるという希望的観測

と同時に陰りが出てくるという時期にもすぐなるかもしれないですね。 

   ここら辺のここ数年が非常に微妙なところだと思うんですけれども、そうしたとき

に、今までの方式とやり方とそっくり同じく進めていっていいものか。もう少なくな

るんだから、ここでこれで終わりだと、びたっととめないかどうか非常に微妙だと思

うんです。要するに、これまでの子育て支援策、そしてまたさまざまな施策、ずっと

午前中、先ほどまで話ありましたようなそういう諸施策について、経緯、それから運

営、それからお金の面も含めて、果たしてそのままずっといっていいのかどうかとい

うようなことも迫られるような事態に私はなると思っておるし、そのまま構わないで

おいて、とんでもなくなるということになれば、当局の見通しの問題だし、議会とし

てもやっぱり責任もあるというふうに思うんですね。 

   そういう意味で、今、ここ数年はある程度ふえてほしいという希望的観測と、それ

から、だんだん陰りが、これ全国でも福島県でも、これだけこう減っているわけです

から、大玉村それ関係ないということにはならないんで、そのことについてのどうい

う見方をしているかということについて、この時期、大変な問題だと思うので、そこ

ら辺についてどのように考えているか、もう一度お尋ねしておきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   まず、人口、国・県が本当に昔からずっとわずかでなくて、かなりの速度で減速し

ている中で、大玉村だけがずっとこれから未来永劫ふえ続けるということは考えにく

いということですので、踊り場であるという認識は、確かに住宅の建設件数等も含め

たり土地利用を考えると、そういう状況に入りつつあるなという感覚は受けておりま
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すが、最近でやりましたのは、今までやってきた子育て支援を当然継続しますし、

３年保育を実施しましたので、これ非常にインパクトが強いということで、公立の幼

稚園での３年保育というのは余りこの地域では、一部、前の旧東和町のときにあった

という、それ以外については管内でもありませんし、かなりこの近隣の市町村を見て

も３年保育というのは大変インパクトのあるものだなというふうに考えております。 

   人口がふえているのは、子育て支援、定住化政策だけがその要因ではありませんの

で、私は総合的なものだというふうに考えています。本宮、二本松インターチェンジ

が両脇にあると。それから、郡山に行けば、福島に行けば、新幹線に乗ることができ

る、４号線が大玉を通っている、ＰＬＡＮＴ－５がある、そして、村ということで地

価が安いということもあります。それからあと景観が非常にいいということがありま

す。 

   そういうものを総合的に、どこに住むかと考えたときに大玉を選んでいただいてい

る。大玉をやはり外部に対して知っていただくために、マチュピチュとの交流とか台

湾との交流というのは大玉村の村内外の方々に名前を認知していただく非常に有効な

手段だったと。直売所の頑張りもそうです。 

   そういうトータルとしての村に対してしっかりと目を向けていただける状況という

のは、やっぱり人口増加の大きな要素になっているだろうと。しからば、外から見て

大玉いいぞといって、実際、中に入ったときにどうかということを、今、数年前から

考えながら施策を実施していこうと、やっぱり入ってきていただいて、ああやっぱり

来てよかったと思っていただける、その満足度を高めるということが一番の政策だと

いうふうに考えていますので、今年の政策の健康長寿の村づくりというのは、やはり

住民福祉の最たるものだと。生きていく上で健康で長生きするというのは究極の福祉

だというふうに考えておりますので、役場横断的にこれに全体として取り組みましょ

うと。村民の皆様にもその認識を高めていただいて、健康長寿に取り組んでいただく

と。そうすれば、大玉村に住んだ方が、住んでよかったと思っていただけるような村

づくりの大きな力になるだろうと考えています。 

   米のブランド化も農業だけの政策のように見えますが、米のブランド化をやること

によって、米づくりに対する自信を、またさらに意欲を高めていただいて、それが結

果的に耕作放棄地を少なくする、早めないということにも結びつきますので、大玉の

自慢の景観保全、村土保全にも結びついていくということですので、これからの事業

は、単一の目的ではなくて、複数の目的を持って事業を推進していくと。大玉村の魅

力を内部から高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ので、

そういう観点で、これからこの後、総合振興計画の話が出ますが、そういうものにも

しっかりと計画に取り組んでまいりたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 大体、次の答えも出たような中身ですけれども、要するに、あれ

これの一つ二つの要因でなくて、総合的なそうしたことでこの現実になっているんだ
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というような今お話でございます。まさにそうだと思います。 

   そういうことを踏まえながらも、しかし全国的な傾向というのは否めない事実であ

りますから、その時にどうするかということでありまして、今言ったように、ここ二、

三年の動向、来年、オリンピックどうのこうのと騒いでいるけれども、これでどうな

る、あるいはまた復興の１０年が一応終わるなどということで、国の政策がどうバッ

クするんでないかというようなことを考えると、なかなかプラス要因は見当たらない。 

   そういう中で、じゃ今言った、来年で終わりの四次総合振興計画のまとめと五次の

計画ということを立てる重要な時期だというふうに思います。そこで対応が誤ると、

これ出だしうまくなくなるということでありますので、そういうことについても、対

応を十分しながら、文字どおり総合振興、これ当然、計画総合振興ばかりじゃなくて

国土利用とかさまざまなものも付随してくるわけでありますので、そこら辺の、先ほ

ど大体話はいただきましたけれども、改めてそういうものを計画をする段階での考え

方なりということについて、その基本についてだけお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 来年度、今年から準備に入りますが、令和３年から総合振興新しい

ものができると、県のほうも同じような形でまいりますので、県のほうと調整しなが

ら進んでいきたいというふうに考えていますが、基本的には従来の総合振興計画をつ

くっていく手法の中に、今、前にもお話ししました接続可能な開発計画と、ＳＤＧｓ

の考え方、これは一つの事業をやる場合でも、四つ、五つの分野に意識しながら事業

を進めていくということですので、これからは県もそのようにいくと思いますが、そ

れをベースとして、村の分野ごとの事業計画ではなくて、一つの事業が役場全体、村

全体にどういうふうに結びついていくかという観点で総合振興計画をつくってまいり

たいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれご答弁をいただきました。しっかりとした対応を願いま

す。 

   次に、食の安全・安心についてと損害賠償について伺います。 

   原発事故から８年が経過したわけでありますが、人々の考えもさまざまに変化をし

ました。国も先ほど言ったように復興の手だてというのは、一つは１０年をめどに手

を引くような、そういうさまざまな話もあります。 

   今後の予算の内容も大きく変化してくるな、そういう心配をしております。 

   東京電力の福島原発の１０基の廃炉という方向に向けての新たな一歩がいろいろと

出てきておる。同時にまた、ふえ続ける汚染水の海洋への投棄、きょうの民友新聞に

も、たまたまきょう、この処分法の選択が迫られるというようなちょうど出てきまし

たけれども、まさに海洋への投棄をしたほうが一番いいんだというようなことが、大

体こう出てきているという。例えば、みそ汁しょっぱいからお湯足して飲むみたいな

話で、全くこれ解決にならない、海に流せば薄くなるみたいな、とんでもない話で、
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やっぱりトリチウムの問題とか、そういう国でも東電でもコントロールできないよう

なものを海に放出して、それで終わりだなどということは許されないなというふうに

憤りを感じているわけであります。 

   そういう意味で、もう一つは、大玉村の中における原発の爆発事故に伴って受けた

大玉村自体の損害、被害、賠償、今期の村長の説明の中にも、平成２３年と２４年に

堆肥センターと産業振興センターですか、これこれしかじかもらいましたよという報

告ありましたけれども、それは２３年、２４年のを今もらった話であって、あとは出

さないんだが、請求、村でしているのか。一体これ金額も含めて、どういうふうに今

進めて、令和だなんて時代になったようでありますけれども、そういうふうにかわっ

ているのに、そっちは遅々として進まないなんてことはとんでもない話だと思うんで

すね。 

   そういう意味で今どうなっているのか、ちゃんと請求しているのかどうかも含めて、

お尋ねしておきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 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。 

   東京電力の損害賠償請求関係につきましては、昨年９月議会の際に、１０番議員さ

んからのご質問でいろいろご答弁をさしあげました。 

   大玉村の請求の方式としましては、個別の事務事業を、単一でそれぞれ交渉しなが

ら賠償請求をする方式をとっております。これ、他市町村とは異なります。他市町村

におきましては、一括請求方式という形で、例えば過去の分を１０億、２０億単位で

一括に請求をかける方式をとっているのが、かなりの市町村ございます。これをやる

ことによりまして、そういった一括請求方式の市町村の賠償請求の支払い割合につい

ては、５０％なり３０％というふうに支払いの割合が低い状況が今現在も続いており

ます。 

   これに対して大玉村は、先ほどお話したとおり、事業単位ごとに請求を行うという

方式をとっておりまして、これによって請求イコール賠償を受けるということで、支

払い率が１００％ということになっております。 

   今、議員さんお話ししたとおり、２３、２４年の産業振興センター逸失利益という

ふうに行政報告に記載をさせていただきました。これにつきましては、交渉をそれぞ

れ年度単位、事業単位に行っておりますので、それ以降のものについても、今後証拠

書類をそろえまして請求事務を行っていくということで、粘り強い対応を行ってまい

りたいというふうに思っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ部長からお話がありました。 

   東電はどっちかというと一括を望んでいるんですよね。農家の人にも一括でと言っ

て２年ぐらい分払うから、あとは終わりと。それ、かまわないでだめだというと、じ

ゃそれは交渉に応じないというようなことで、コシアブラなんか今年は７００ベクレ
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ル出ているのに、それは終わりだ、そんなこと許してならないと思うけれども、銭も

もらわんにいジレンマに陥るんです。村も、２３年くらいしかもらえないならやめよ

うかなというやつだと困ってしまうんだよね。これ逸失利益、いわゆる当然にそうい

うことがなければ入ったであろうお金、最低限ですからね、これは。 

   本来、事業というのは、それぞれ少しずつ少しずつ頑張ってふやしていこうといっ

てつくっているわけですから、本来ならばもっともらわなければならないのを、そこ

の多分２２年度基準か、その過去３年間を基準にしてその平均なのか、さまざまな方

式ありますけれども、要するにそのラインでもう押しとどめて、しかもそれも払わな

いということでありますから、それはとんでもないなというふうに思いますので、し

っかりと請求は続けてほしいなというふうに思いますし、前回、たしか副村長、これ

答弁したと思うんですけれども、何かコメントありませんか。 

○議長（菊地利勝） 副村長。 

○副村長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。 

   今、総務部長の答弁のとおりでございますが、今回、令和元年度において、２３年

度の産業振興センターの逸失利益というような形で、今回、賠償を妥結したというこ

とでありますけれども、今回、２３年度になっていますけれども、過去の妥結例を見

ますと２８年度分だったり２５年度分だったり、いろいろ年度が飛んでおります。 

   ただ、先ほど申しましたように、東京電力でこれについては協議に応じられます、

対応できますというものを選びながら現在進めておりますし、今後、これは絶対最後

まで粘るというような村のほうでの方針、例えば人件費であるとか、そういうものも

ございます。これは粘り強く忘れることなく、きっちりと対応してまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 続いて、検査について、これも先ほどと同じような中身にはなろ

うかと思いますけれども、食の安心・安全のために、これまでもずっと行ってきた全

量全袋検査というものについての例えば昨年度の追加的なさまざまな経費がかかった

ということについて、何か聞くところによると、それ全部は認められないぞというふ

うに東京電力が言ってきたということで、それ、かかった銭はかかっちゃったんだか

ら、村で特別の予算を組んで、それに対応してきていると思うんですね。それで東電

が払えば、それはもとに戻るということなんですけれども、このことについて一体ど

ういうものが認められないとか、中身を精査してから払うとかと東電は言っていると

いうんですけれども、全量全袋検査のためにかかったものについて、一体どういうこ

とについて認められないと言っているのか。 

   村のその詳しい内容、あるいは金額についても、まず最初にこのことについてお尋

ねをしたいと思うんですけれども、あわせて原因者が当然払うべきだというふうに思

うわけですけれども、そういうことについて、まず、その事実関係についてお尋ねを

しておきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 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） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   米の全量全袋検査の運営につきましては、２９年度までにつきましては、県の補助

金と、それから東京電力賠償の追加的経費によって実施をしてきてまいりました。 

   現在まで検査に係る賠償単価というものがございまして、これは年度ごとに、県が

東京電力と協議して決定してまいりました。平成２９年度におきましては、３０キロ

米袋１検体当たり４８０円、フレコンバッグ１検体当たり６，５９３円という単価賠

償でございましたけれども、昨年度につきましては、３０キロ米袋１袋当たり、同じ

くフレコンバッグ１袋、ともに１検体当たり４００円ということで、単価と、それか

らフレコンバッグの単価が大幅に概算単価ということで切り下げられた、そういうふ

うな状況でございます。 

   こういった中で、それ以外のものについては、米の全量全袋検査費用全体を精査し

て精算払いをすると。概算払いと精算払いの２段階というふうな形になったことによ

って、３月の補正予算の際に不足する財源について、補正予算の提出をさせていただ

いて議決をいただいたという内容となりました。 

   具体的な金額について申し上げますと、平成３０年度におきます本村の米の全量全

袋検査の総事業費につきましては８，２６８万７，３８８円で、その財源の内訳とい

たしましては、県の補助金が５４０万４，０００円、それから東京電力賠償の概算払

い、これが５，４０８万３，０７０円ということになりました。これによりまして、

財源の不足を協議会として生じたわけでございますが、これについて前年度からの繰

越金１，４２０万３１３円を充当し、さらに、村の補助金持ち出しとして９００万、

これを追加で投入いたしまして総事業費支払いを完了したというふうな内容でござい

ます。 

   したがいまして、今ほど１０番議員さんご指摘のように、前年度からの繰越金、そ

れから村の持ち出しというふうな部分で合計２，３２０万３１８円、これがいわゆる

不足というふうな状況となったところでございます。 

   これらにつきましては、現在も県を通じて請求を行っているところでありますし、

全額の賠償というのが基本であるというふうに私どもも考えておりますので、引き続

き、県と連携協力しながら対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今、俺聞き間違ったのかもしれないけれども、３０キロで

４８０円がそのまま４００円。それから、フレコンバッグは６，９３９円が同じく

４００円。そういう計算になるわけだね。これが東電の計算だということだね。 

   こういう全袋検査を行うために一生懸命努力してきた町やそういうところが、経費

について、こういう状況だということについては、今、部長のほうから、きちっと請

求していくんだというあれがありましたが、これ、やっぱり県ときちっと県も一番の

県民を代表するあれでありますから、村長、ひとつこれ、きっちりと食の安心・安全



 

- 78 - 

 

を担保する上からも大事なことだということで、そこら辺の見解についてお尋ねして

おきます。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えします。 

   当然これは原因者が東京電力ですので、今年に入ってから急にこういう変更という

のは、これは承服できませんので、これから県のほうからも担当が来られますので、

しっかりと県と協力しながら請求を強めていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういう東電のやり方がまかり通るようなことでは、世の中、と

んでもない話なんで、やっぱりここはきちっとやるように、全員で取り組みを強めて

いきたいというふうに思います。 

   この件での最後の質問になりますけれども、今後の米の全量全袋検査のあれをめぐ

っては、さまざまな意見があるんですね。それはそれとして、いつまでもやっている

からだめなんだと。とっくにそんなこと終わったんだからやらなければいいんだとか、

あるいは、何ぼやったってだめなんだから、絶対認めないんだという人から、さまざ

まなこの放射線のではいろいろ議論があるところですけれども、やはり今まで進めて

きた、やっぱりきっちりはかっていくということが基本だと思うんです。そういうこ

とによって、これ抽出検査にしようというお話も相当出てきているんです。抽出ある

いはもう一切やらない、安全なんだからやらないんだいうことになるとすると、これ、

きちっとした科学的な分析に基づくデータというのはもうなくなっちゃったから、今

度は逆に押し込まれる、やっぱりこれやつら、はかられないから終わったんだとか。 

   福島県のお米は、実は沖縄にも行っていろいろとお話を承ったんですけれども、米

の流通業者さんにとっても、あるいは、県民、食べる消費者にとっても、おいしい米

なんです。本当においしい米であって、米国の流通業者にとってもおいしい米なんで

すよ。これは、うまい米が安く買えるシステムなんですね、今の。これずっとこのま

まはかられなくなったら、それはもう当たり前だというふうに言われるんでないかと、

うんと懸念を持っているんですよ。 

   したがって、いろいろ今、さまざまな意見がありますけれども、やっぱりこれ、い

つまでたったから原発は終わるなんてことは到底、先ほど言ったように、ないと思う

んです。やっぱりしっかりと、さっき言ったように、７年、８年たってもコシアブラ

で７００ベクレルあるわけでありますから、それでももう２年分払ったからあとはね

えんだというような、そういうやり方ですから、そういうのは個人では結局は負ける

けれども、そういうことがまかり通るということでは、とんでもないと思うんで、や

っぱりきちっと福島県の食の安心・安全、これ福島県、東北でも、あるいは日本でも

有数な食糧の生産の一つの大事な基地でありますので、そういう意味も含めると、こ

れはただ単なる大玉村の米の話だけでなくて、やっぱり日本の食糧という意味からも、

しっかりと取り組んでいくべきだろうというふうに私は思うんですけれども、それら
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についての村の基本的全袋検査についての考え方についてお尋ねをしておきたいと思

います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   農協と一緒に米のトップセールスに毎年行かせていただいていますが、まだまだ風

評は払拭されていないと。安ければ買いますという卸のほうの話は皆同じような形で

ありますので、産地表記がないような形で流通させたいというのも、当然今言われた

ようにあるんじゃないかというように思われていますので。 

   あと、最近、県下ＪＡ下でやった消費者のアンケートで、「全袋検査やっているこ

とを知っていますか」と言ったら、かなりの割合で知らないというのが、ちょっと数

値は覚えていませんが、結構多いなと思った記憶がございますので、そういうことを

含めると、大玉としては継続して全袋検査をしてほしいというふうに意思表示はした

いというふうに感じております。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今、それぞれ聞くと、やっぱり風評というよりは、実害だなとつ

くづく思います。そういう意味で、大玉村のみならず、やっぱり県にも強く要望し、

引き続き食の安心・安全にみんなで取り組むというようなことを強く求めていくべき

だということを要望して、質問を終わります。 

○議長（菊地利勝） 以上で、１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 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３時４５分） 

 


