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令和元年第９回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  令和元年１２月１２日（木曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 斎 藤 信 一   ２番 渡 邉 啓 子   ３番 菊 地 厚 徳 
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    ７番 鈴 木 康 広   ８番 武 田 悦 子   ９番 佐 原 吉太郎 

   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 

 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。 
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教 育 長 佐 藤 吉 郎 
総 務 部 長 
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住民福祉部長 中 沢 武 志 
産業建設部長 
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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 
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産 業 課 長 渡 辺 雅 彦 建 設 課 長 杉 原   仁 
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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 

 

 一般質問者目次 

１番 渡  邉  啓  子 Ｐ.２８～ 
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５番 松  本    昇 Ｐ.５２～ 
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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、傍聴に斎藤マキさんほか１３名の方々がお見えになっており

ますので、ご報告申し上げます。 

   本日の一般質問は、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。 

   なお、傍聴席で要約筆記を行うためのタブレット端末の使用を許可しておりますの

で、ご承知願います。 

◇          ◇          ◇ 

○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がありました「商店街の実態と高齢者が買い物できる環境

の確保について」ほか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３件について、これより一般

質問を行います。 

   最初の質問です。 

   本村の商店街の実態と高齢者が買い物できる環境の確保について伺います。 

   大型スーパーなどの進出や後継者不足などにより、本村の小規模商店は閉店に追い

込まれている状況があります。このことで、買い物に行く手段のない高齢者は不安を

抱いています。また、長年利用してきた地元の商店はサロンの役割も果たしていまし

た。先ごろも、長年地元で親しまれていた商店が閉店してしまい、私のもとに次のよ

うな声が寄せられました。「歩いて行けるところにあったお店が閉店してしまい困っ

た」、「買い物支援を何とかしてほしい」、「買い物に行ったときに、そこでお茶を

飲みながら世間話をするのが楽しみだったが、もうそれができなくなって寂しい」、

「月に一度のサロンではなく、自分が行きたいときにいつでも行けるサロンのような

場所がほしい」、「直売所では新鮮な野菜を売っているというが、足がないので遠く

て行けない」などの声があります。高齢者が安心して買い物ができ、生き生きと暮ら

すことができる環境の確保が必要だと考え、３点ほど質問いたします。 

   まず、本村の小規模商店の実態と今後の見通しについて伺います。 

○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） ２番議員さんにお答えをいたします。 
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   本村の商業商店の実態と今後の見通しというお尋ねでございますが、本村の小規模

商店の実態につきましては、現在、商工会の会員登録は２０店舗、内訳は食品雑貨、

菓子製造販売、鮮魚、酒類販売、二輪車販売、それから直売所等もこれに含まれてご

ざいます。 

   議員ご指摘のように、消費動向の郊外化あるいは大型化というものに起因いたしま

して、村内の小売業につきましては大変厳しい状況にあるというふうに認識してござ

います。 

   今後の見通しにつきましても、それぞれ個店によって状況の違いはございますけれ

ども、後継者がいない、あるいは人手不足、通信販売の普及加速と、こういった側面

から経営環境はより厳しさを増していくん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） 今後の見通しについては、やはり厳しいものがあるのかなというふ

うに私も感じております。個人商店の多くは、お店の一角に椅子が何個か置いてあり、

そこで休んだりおしゃべりしたりできるようになっています。こういうところから地

域のつながりができ、情報を得ることもできるので、これを維持していけたらなと思

うところです。 

   先日、ボランティアフェスティバルに参加したのですが、クリーンアップ活動で道

端のごみを拾いながら歩いていたときに、「この道を通ったの初めて」とか「ここに

お店があったんですね」という声がありました。ふだん通らない道沿いのお店はなか

なか知る機会がなく、村外から本村に移り住んだ方にとってはなおさらだと思います。 

   平成２３年に、大玉村便利マップという大判でカラー印刷のかなり立派なマップが

配付されました。あれから大分たちますし、一部状況も変わってきています。マップ

を通して少しでも大玉村を知ってもらい、地域の活性化につながればと考えますが、

商店マップのようなものを作成してはいかがでしょうか。 

○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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   ご指摘のように、平成２３年度に商業振興協同組合と村観光協会が共同いたしまし

て、大玉村便利マップを作成、配布をしてございます。これにつきましては、小売業

のほか、サービス業、それから飲食業、建設業、製造業、これらまで網羅した大変画

期的なマップではなかったかというふうに考えてございます。 

   この作成、配布から年数もたっておりますし、最近転入者もふえている状況でござ

います。こういったことについて、今後、商工会あるいは関係機関と協議をしながら、

この便利マップの改訂、もしくは紙ベースの配布ではなくてインターネット上の閲覧

ができるような状況とか、そういうことも含めて改訂について検討、協議を進めてま

いりたいというふうに考えてございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 私個人的には、紙ベースを希望します。壁に張っておくこともでき
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ますし、ネットが得意でない方も見ることができると思いますので、ぜひご検討をお

願いします。 

   次に、大玉風の商店のあり方と高齢者の買い物への対応策について伺います。 

   先を見据えた場合、行政に頼るばかりではなく、自分たちでともに助け合う仕組み

が必要だと思います。高齢者といっても、お元気な方もたくさんいらっしゃいます。 

   地域包括ケアシステムの先進事例として取り上げることが多い「幸手モデル」とい

うものがございます。これは、埼玉県の幸手市と杉戸町で行われている地域の力を取

り込みながら住民と医療者が力を合わせて高齢者を支える仕組みです。中でも私が着

目したのは、高齢者が多く住んでいる幸手団地内のコミュニティカフェが窓口となっ

て、地域で役に立ちたい人と困っている人をつなげるサービスを行っている点です。

困り事を元気なシニアが解決するという有償ボランティアで、幸せ手伝い隊という名

称で活動しています。また、カフェでは月に一度、暮らしの保健室が開かれ、看護師

が健康相談に当たっています。 

   テレビで紹介されていたのは、７０代の足の不自由な男性の依頼に対して、８０代

の元気な女性がかわりに買い物をして届ける場面でした。依頼は買い物だけでなく、

電球をかえたいけど手が届かない、空き段ボールの整理をしてほしい、外出したいけ

ど１人では転んだりしないか不安、単純に話し相手になってほしいなどさまざまです。 

   困っている人がカフェでチケットを買い、手伝ってほしいことを伝え、カフェが手

伝いたい人に依頼、手伝った人に謝礼としてチケットが渡され、そのチケットはカフ

ェで商品券に交換する、商品券は地元商店街で使えるもので、商品券を受け取った商

店はカフェで換金します。こうして地域経済がよい循環で回っていく仕組みです。 

   人の役に立つことで生きがいづくりにもなりますし、頼むほうも有償のほうが気兼

ねなく利用できます。高齢者が多く住む団地だからうまくいっているということもあ

るでしょうが、これを応用して、何か大玉村独自の高齢者の買い物支援や居場所づく

りはできないかとの思いから、大玉風の商店のあり方と高齢者の買い物への対応策に

ついて伺います。 

○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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   大玉村風の商店のあり方というふうなご質問の趣旨でございますけれども、私も村

の商店のよさ、これにつきましては、買い物をする場であると同時に住民の方々のコ

ミュニケーションの場であるということが最も大きなものではないかというふうに考

えてございます。 

   今後につきましては、その商店のサロン的な活用も含めまして、移動販売の拠点と

いうふうな位置づけ、あるいは空き店舗となっているところの活用方法、こういった

ことにつきましても、商店街、それから商工会、商業振興協同組合等関係機関と連

携・協力しながら、その支援策等について協議、検討を進めてまいりたいというふう

に考えてございます。 

   また、足の確保につきましては、デマンドタクシーの利用促進に、こちらも関係部
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局と協議をしながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   議員お尋ねの埼玉県幸手市における幸手モデルにつきましては、地域の力による包

括ケアシステムというふうに認識をしてございます。これら暮らしの保健室なり、そ

ういったところに町内会あるいはサロン、コミュニティカフェというふうなところが

位置づけられているというふうなことでございますので、空き店舗、それから現在の

商店、そういったところの活用等についても、今後調査研究を行うため、関係部局と

協議、検討してまいり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（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。移動スーパーについては、現在、多分村内

で１軒だと思うんですが、その店主にも私も実際会ってお話を伺いました。なかなか、

車の維持費の問題や高齢化の問題で厳しいものがあるのかな。新しい人、誰かに始め

てもらえばいいのかなと思いました。 

   また、空き店舗や現在の商店を利用しての、高齢者の買い物支援や健康づくりにも

結びつくようなサロン的活用のご検討をよろしくお願いいたします。 

   それでは、次の質問に移ります。 

   鳥獣被害の対策について伺います。 

   毎年、山間部では鳥獣による農作物への被害が後を絶たないと聞いています。被害

を抑えるためには個体数を減らすことが最も重要であると考えます。本村における鳥

獣被害の状況を伺います。 

○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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   本村におきます鳥獣被害におきましては、ほとんどが現在イノシシによる被害でご

ざいます。村内の山際ほぼ全域で発生しているというふうな状況でございまして、出

荷農産物等に関する被害につきましては、農業共済への申請分として、水稲１．８ヘ

クタールほどの申請が今年度なされているところでございます。 

   また、最近では、出荷農産物以外、家庭菜園ですとか、それから住宅の近くまで出

没するような事例も見られまして、庭の掘り起こしなど、そういった被害も発生して

いる、そういった状況でございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 頭数が増加していると思われるイノシシの過去５年間の年度ごとの

捕獲数と本年度の現在までの捕獲数を伺います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ２番議員さんにお答えいたします。 

   過去５年間のイノシシの捕獲数でございますけれども、平成２６年度につきまして

は５７頭、平成２７年度につきましては２１頭、平成２８年度は２９頭、平成２９年

度は３９頭、昨年度が６４頭となっておりまして、今年度につきましては、これまで

に９頭捕獲している状況です。 
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   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。私も過去の成果報告書をちょっと拝見させ

ていただいたのですが、平成２９年度はイノシシ１０頭、３０年度がイノシシ１０頭

というふうに記載してありましたが、ただいまの答弁では、２９年度が３９頭、

３０年度６４頭とのことでしたが、その辺の数字の違いはどういったところなのでし

ょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ２番議員さんにお答えいたします。 

   平成２９年度、３０年度の分の数字の違いなんですけれども、それまでの執行成果

につきましては、全体の年間で捕獲した頭数を表示していたんですけれども、２９年

度、３０年度につきましては、実施隊が期間中に捕獲した頭数のみを掲載したという

ことで、ちょっと掲載の仕方が若干２９年度から変わってしまったということで、そ

の違いが出ております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ２６年度と３０年度の数値が突出して多いように感じたのですが、

これは何かその理由というのはあるのでしょうか。わかる範囲でお願いします。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ２番議員さんに改めてお答えいたします。 

   理由というのは特別ないかとは思います。くくりわなと箱わなを設置してというこ

とで捕獲をしているわけなんですけれども、その場所にたまたまイノシシがかかった

ということでご理解いただければと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 次に、イノシシ駆除の実施主体とその具体的方法、具体的方法につ

いては、今ほどくくりわなと箱わなというお話がございました。 

   また、駆除と同時に防除策として村の具体的支援をお伺いします。 

○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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   イノシシ駆除の実施主体ということでございますけれども、現在の実施主体につき

ましては、猟友会を基盤といたしました大玉村鳥獣被害対策実施隊が行っておりまし

て、現在の隊員数は１２名でございます。 

   具体的な方法につきましては、今ほど課長のほうから答弁をさせていただきました

とおり、箱わなとくくりわなということでございますが、これが狩猟期間であれば猟

銃による捕獲とわな、それから狩猟期間以外については箱わなとくくりわなというふ

うな内容でございます。 

   こういったことに対しての駆除と同時に防除策としての村の具体的支援でございま
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すけれども、防除策といたしましては、電気牧柵等の資材購入補助ということで、電

気柵の資材購入に係る経費補助を行ってございます。これにつきましては、農地に係

る電柵の設置について、その資材を購入するための金額について補助をするというこ

とでございまして、補助額につきましては、総事業費の２分の１、今年度から補助額

の上限を１０万円ということで補助をしているというふうな内容でございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 電気柵の設置は確かに有効ではありますが、根本である頭数を減ら

す対策が最も大切であると考えます。駆除団体に対する支援の強化や村外の団体の協

力支援体制は考えられないか伺います。 

○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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   駆除隊あるいはその資格を持つ方に、持つ予定の方に対する支援でございますけれ

ども、現在、猟銃やわなの資格を取得した際に、その資格取得のために要した経費に

ついて、こちら全額の補助を行っているところでございます。 

   また、今年度からは猟銃を購入する際の補助も行ってございまして、補助額につき

ましては、総事業費の３分の１、上限を１０万円ということで支援をしているところ

でございます。こういったことを通じて、これら駆除隊あるいは自治体に加入、参加

をしていただける方、こういった方の促進に努めてまいりたいというふうな内容でご

ざいます。 

   また、村外団体の協力体制ということでございますけれども、こちら、必要に応じ

まして猟友会の本宮支部と協力をいたしながら、現在も実施しているところでござい

ます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） １頭当たりの捕獲の報奨金というのはあるのでしょうか。また、あ

るとすれば、それは個人に入るお金なのでしょうか。お願いします。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ２番議員さんにお答えいたします。 

   イノシシの捕獲の報償費なんですけれども、村単独では１頭当たり２万円の補助を

行っております。県のほうからは１万３，０００円の補助が来ておりまして、それに

つきましては、一旦猟友会のほうの支援隊のほうの口座のほうに振り込ませていただ

いて、あとは猟友会の中で個人等にお支払いするものだと認識しております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 被害を抑えるためには個体数を減らすことが最も大事ですので、よ

り一層の対策強化をお願いいたします。 

   それでは、最後の質問です。 
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   障がい者への理解の推進と支援について、３点ほど伺います。 

   本村の障害者基本計画、また障害者福祉計画では、全ての人が安心して生き生きと

暮らせる村づくりを基本理念としています。障がいを持つ人が安心して暮らすには、

周囲の理解が不可欠であると思います。そのためには、まず、さまざまな障がいがあ

り、個人差も大きいことを広く知ってもらうことが必要であると考えます。障がい者

への理解を進めるための施策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。 

   計画においては、交流と啓発による総合理解の促進とあり、村民が理解を深めるた

めの具体的な手段として、掲示物や広報紙などによる啓発、おおたま夏まつりにおけ

る手話サークルのステージイベント、防災訓練におけるＰＲブースの設置、人権作文

コンテストの人権擁護を通しての障害に対する理解の深化、小学６年生の授業の中で

の福祉の単元を通じての理解の深化など、さまざまな機会を通して障がいに対する理

解を深めていく施策としているところであります。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 小６の授業や人権作文など、掲示物や広報紙、夏まつりなど、さま

ざまな施策を講じられていると伺いました。 

   障がい者への理解は、やはり身近にそういう人がいない人にとっては、わかってい

るようでわかっていない部分もございますので、理解を進めるための施策を今後とも

よろしくお願いします。 

   次に、福島県では、障害のある人もない人もともに暮らしやすい福島県づくり条例

と、福島県手話言語条例が今年の４月１日に施行されました。全国では１２月６日現

在、２８７の自治体で手話言語条例が成立しております。福島県内では、郡山市が

２０１５年に、伊達市が２０１８年、福島市と須賀川市は２０１９年に手話言語条例

が制定され、二本松市ではこの１２月議会で、３日の日に市長から二本松手話言語条

例制定についての議案が提出されました。 

   本村でも手話言語条例の制定を求める声がありますが、村としてはどのように進め

ていく考えかを伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   ご質問にあるとおり、県が本年４月から手話言語条例を施行いたしました。近隣市、

具体的には二本松市が今年度の条例制定を提案しているというところでございます。

本村においても、以前から別な議員さんからもご質問等がございまして、引き続きで

はございますが検討してまいるところでございます。 

   なお、村職員対象の手話講習会をこれまでもやっておりますが、今後も継続して開

催し、手話になれ親しみ、手話による意思疎通のできる職員を育てられるよう、今後

も聴覚に障がいのある方たちの考えも参考にさせていただければと思っております。 

   以上です。 
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○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 職員さん対象の手話講習なども実施されているということで、今後

とも引き続きお願いいたします。 

   先日、１１月２６日の福島民報新聞には、耳の不自由な人がインターネットのテレ

ビ電話による手話通訳を通じて電話を利用できる電話リレーサービスを２０２１年度

中に公共インフラとして国が制度化するという記事が掲載されていました。 

   去る９月に行われた防災訓練で、聴覚障害とはどのような状態なのかを体験できる

ブースがあり、ヘッドホンをつけて私も体験してみましたが、日常的にこの状態であ

ることは本当に大変だなと感じました。また、手話は日本語と語順が異なり、意味も

日本語とイコールではないことを初めて知りました。言葉のずれの一例を紹介します

と、例えば、「すみません」という言葉を私たちはよく使います。「すみません」に

は、謝罪の意味のほかに依頼や呼びかけなどの意味で使われることがあります。しか

し、手話の「すみません」には謝罪の意味しかありませんので、そのまま手話にして

しまうと、謝ってばかり見えてしまうそうです。 

   聴覚障がい者にとって、手話は日本語とは違う独立した、なくてはならない言語で

あり、日本語との言葉のずれがあることなどを広く知ってもらい、聴覚障がい者を理

解するためにも一日も早い手話言語条例の制定を強く望みます。 

   先ほど、住民福祉部長より答弁をいただきました。手話言語条例について、改めて

村長の見解を求めます。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   今、部長申しましたように、庁内では検討を続けているところですが、一般事務職

員が６０名程度、１００人の職員いますが、専門職を除くと６０名程度等の一般職の

中から手話通訳者を採用するというのは、現実的にはなかなか難しいということです

ので、条例に頼ることなく第２次の障がい者基本計画とか、それから第５期になりま

したかね、障がい者福祉計画、それから１期の障がい児福祉計画を３０年の４月に制

定をしましたので、条例で本当に理念のみで実質化しないような条例をつくるならば、

かえってそういう計画をしっかりと対応していったほうがいいのかなということも今

含めて、障がいは多種多様ですので、手話関係だけではなくて条例化するとすれば、

私は総合的な障害者福祉条例というものにもっていくのが本来かなというようにも考

えておりますので、もう少し時間をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 条例のある、なしにかかわらず、障がい者への理解を進めるとの答

弁でした。よろしくお願いいたします。 

   最後に、もう一つ伺います。 

   意思疎通支援事業として手話通訳者の派遣がありますが、予算の関係で通訳者の派

遣依頼を受けられないということが起こる可能性はあるのかどうか伺います。 
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○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。 

   意思疎通支援事業は、障害者総合支援法に基づく地域支援事業の中の一つの事業で

あります。利用希望者の申請を受け、村が福島県に利用申請を行い、県が聴覚障害者

協会を通じて、登録されている手話通訳者を村に派遣するという事業でございます。 

   予算につきましては、不足した場合は補正予算にて予算を確保しておりますので、

現在まで予算の関係で派遣が受けられないといったことの事例はございませんが、今

後もご要望に応えられるよう予算の確保に努めてまいりたいと考えてございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 難しい質問にお答えいただき、ありがとうございました。これは、

当事者たちが一番不安に思っていることでもあります。たとえ少数派であっても、支

援が必要なところへは手を差し伸べるべきだと思いますので、限られた財源の中での

やりくりは本当に大変だと思いますが、障がいの有無にかかわらず、今まで以上に、

誰もが安心して暮らせる村になることを期待しております。 

   以上で、一般質問を終わります。 

○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「２０１９年１０月発生台風１９号災害の

対応について」ほか２件の質問を許します。１１番。 

○１１番（押山義則） １１番押山義則でございます。 

   議長の許可をいただきまして、通告した内容に従いまして質問申し上げます。 

   まず最初に、２０１９年１０月発生台風１９号災害への対応についてということで

伺います。 

   ２０１９年１０月に発生した台風１９号による豪雨被害、各地で河川の氾濫、決壊、

土砂災害など、極めて深刻な被害、広範囲で発生いたしました。本日で２カ月が経過

いたしましたが、近隣の市においても人的被害を初め、住宅、河川、道路、上下水道

などのインフラ、教育施設や福祉施設、事務所、工場などや商業施設、農地や農業施

設に甚大な被害が生じており、住民生活や経済活動に深刻な打撃を与えております。

改めてお見舞いを申し上げるとともに、早期の復興を願うところでございます。 

   大玉村においても、道路や農地に対する被害や地すべり状況の被害があり、心配さ

れましたが、人的被害や建物被害は少ないとのことで安堵したところでありますが、

この災害を踏まえ、改めて防災に対する検討を願いまして、前議会に引き続きまして

防災対策といったテーマについて質問申し上げます。 

   まず、対策の取り組みということで、対策本部の取り組み状況から伺ってまいりま

す。 

   台風１９号については、気象庁からも早々の注意喚起がされており、万全の体制で

臨めたと考えておりますが、村として対策本部の立ち上げの時期とか、どのような体

制にあったのかを伺います。また、避難施設、避難誘導などの活動状況について、具

体的な弱者支援はどのような状況にあったのか、重ねて伺います。 
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○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。 

   東日本を中心に、甚大な被害を及ぼしました台風１９号が本村に最も近づくと見ら

れた２日前の１０月１０日に１回目の警戒対策会議を開催し、防災資機材の確認や避

難所の検討など、今後の対策を協議いたしました。 

   翌日、１１日になりますが、２回目の警戒対策会議を経て、１２日の午後１時に災

害対策本部を立ち上げ、台風の影響に対する万全の体制を整えました。同日午後２時

には、改善センターと各ふれあいセンターの合わせて４カ所に避難所を開設し、防災

行政無線や消防団による巡回のほか、ひとり暮らし高齢世帯や老老世帯には電話をか

け、また、崖地等の危険区域等の世帯にはそれぞれ訪問をし、早目の避難と注意を呼

びかけました。 

   今後も引き続き、災害に対する早目の備えに努めるとともに、きめ細かな対応と的

確な防災減災対策を講じてまいりたいと考えてございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 具体的な内容、ありがとうございました。 

   大玉村は万全な体制で臨めたのかなとも私自身も感じておりますが、今回、本宮市

長が被害に向けての談話で、高齢者ら避難行動支援者の個別支援計画策定の必要性、

言っておられました。自主防災組織設立の必要性とあわせて、地域防災のあり方につ

いて検証するということでございました。 

   私自身、今回の豪雨被害を踏まえまして、危険地域での避難行動、活動の大切さを

強く感じたところであります。今後も、それぞれの地域でのきめ細かな対応が求めら

れます。人の命を守るといった観点から、具体的な避難計画や避難行動の訓練をこの

教訓を機会に計画実施すべきと考えております。危険地域を考えたそれぞれの集落単

位での実施実現を求めます。危機意識の共有が課題でございますが、大玉村はもちろ

ん、このたびの近隣自治体の被害を踏まえ、改めて担当としてどのような認識を持っ

たのか、今後の対応もあわせて感想を伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １１番議員さんにお答えいたします。 

   担当といたしましては、先ほど１１番議員さんからお話あったように、体制として

は万全であったのかなと思ってございます。ただ、これに慢心することなく、細心の

注意をその都度払っていければと考えております。 

   また、要支援者の把握につきましても同様でございますし、都度情報を更新しつつ、

関係団体、いわゆる消防、警察、民生委員等、非常時、常時も連絡を密にして、そう

いった情報共有を図ってまいれればと思ってございます。 

   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。この注意喚起のあり方について、改め

て伺いたいんでありますが、村民の一部の方から、近隣の、特に本宮市の状況が全く
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わからず、道路や本宮駅の状況や、特に阿武隈川の状況など村民が知るというか、住

民に知らせる方法はないのか。状況がわからないまま出かけたり送迎に向かったりし

て、危うい状況にあったとの話もありました。 

   エリアメールでも、本宮、大玉とも同様の内容のメールであったかと記憶しており

ますが、実態は本宮市の状況はとんでもない状況になっており、情報の伝達にきめ細

かな注意を払ってほしい。せめて近隣市とは、自治体同士でも連携をとった体制づく

りはできないものか、してほしい、との要望が私自身に寄せられました。 

   改めて伺いたいんでありますが、このことに関して方策は考えられないものでしょ

うか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １１番議員さんにお答えいたします。 

   警報、それからレベル５発災避難指示等々の指示が交錯する中で、近隣と連携をと

るというのは相当困難であったのかなと。今振り返れば反省でございますが、これを

ご指摘のように、近隣と連携をとれるかどうかにつきましては、お隣でございますの

で、情報交換しながら、可能かどうかは検討してまいりたいと考えてございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 本宮市とは境界が線１本でございますから、それぞれいろんな形

でそういう問題意識を共有していくべきかなと考えておりますので、よろしくお願い

します。 

   また、防災無線の活用、これ改めて有効性は認識したところでございますが、さら

に深化した活用法を研究してほしいと願うところでおります。願っておきます。 

   次に、土砂災害について伺います。 

   前９月議会で又兵衛山のある危険な状況の地域を特定して質問申し上げました。今

回、山側からの出水は見られましたが、早速対応していただきまして、大事に至らず

安堵しております。 

   あえて申し上げたいんでありますが、起こるべくして起こるような、いわば無理な

開発による人災などあってはならないと考えております。危険性はこれまでも段階踏

んで話してまいりましたので、私が言おうしていることは理解していただけると考え

ますが、今回もそういった時期で早速の対応を願ったところでありますが、そのよう

な場所の今後の対応に含めて、注意喚起とかその辺のあたりをそれぞれ、これは防災

は両方に関係すると思うんでありますが、それぞれの担当部長の率直な感想とか考え

方を、今後の進め方について、今回の事案を含めてお願いしたいと思います。 

○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） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   玉井字又兵衛地内の議員ご指摘の箇所でございますけれども、村道大渡度・鎌研沢

線の道路のり面ということになりますが、今回の豪雨によりまして、長さが約２０メ

ートル程度、高さが２メートル程度の崩落が見られたところでございます。 



 

- 39 - 

 

   当該箇所につきましては、これまでも道路側溝の勾配調整、あるいは横断側溝の改

修を行ってきたところでございますけれども、今回再び崩落を見られたというふうな

状況でございます。 

   その要因といたしましては、短時間での雨量の多さ、山側からの水量の多さに加え

まして、現場の状況から、集水桝の排水溝、これに流木がひっかかるというふうな、

そういうふうな状況も見られたという内容でございまして、流れを阻害していたこと

が道路に水があふれ出た要因であるというふうに考えてございます。 

   したがいまして、まず横断側溝の集水桝あるいは前後の側溝等について、維持管理

を的確に行うというふうな普段の管理、これをまず行っていきたいと。その上で道路

の路面勾配、これを見直して、より山際の水路のほうに水が集まるように、また現在

も行っておりますが、アスカーブによって水が下にあふれない、そういったこともあ

わせて現場の状況を再度見直していきたい。具体的には路面を片勾配にするというふ

うな、そういうことも含めてしっかりと受ける形にしてまいりたいというふうに現場

の状況を考えてございます。 

   以上であります。 

○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。 

   そういった総合的な防災ということで、国は国土強靭化計画というものを策定いた

しました。県も同様でございます。この計画は市町村にも求められておりまして、大

ざっぱに言うと、産業建設部門と防災担当を融合したような、要は国土強靭化ですか

ら、インフラ等も含めた強靭化を図るという意味での計画になろうかと思います。現

在、事務レベルで担当会議をしてございますが、今後は策定に向けた前向きな検討を

しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ご丁寧な答弁ありがとうございました。 

   改めて、危険地域として周知を図るとか、決して道路の崩壊など起こらない水処理

の対応を願っておきます。 

   それから、土砂災害についてもう一点。大作田の山腹崩壊について伺います。 

   担当の説明では、地すべり被害として対応を考えているとの報告がありました。行

政報告でも、地すべりを起因とする崩壊との断定、避難でありましたが、このことに

ついて、改めて地すべりとして判断される定義といいますか、根拠を伺っておきたい

んでございますが。 

   実は、大玉村、これまでは歴史で過去に地すべりとして対応した土砂災害はなかっ

たと認識しております。その上での歴史認識の観点から、崩壊と地すべりの認識の違

いをどう理解されておられるのか。 

   さらに、調査の上に地すべりと認定と評定がされた場合、将来あの地域のどのよう

な地域的制約が課せられるのか、そういった視点、観点から、地すべりとして災害復
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旧に対応すべきなのか、また単なる崩壊で復旧されるべきなのか、その辺の総合的判

断を含めまして、まず、この定義から伺ってまいりたいと思います。 

○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） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   いわゆる地すべりに起因する施設災害というものの、これは国土交通省の査定方針

でありますけれども、河川以外の施設災害につきましては、最大２４時間雨量が

８０ミリ以上の降雨、それから時間雨量が２０ミリ以上の降雨、最大風速１５メート

ル以上の風というふうなところに起因する地震、地すべり、落雷等による災害という

ふうな要件としてございます。 

   これらにつきまして、今回の大作田１号線による被害につきましては、１０月

１３日発生をいたしまして、県を含めて現地踏査につきましては、１０月２１日実施

をしてございまして、これらの際に、いわゆる表層崩落ではなくて地すべりの懸念が

あるというふうなことがございまして、これらにつきましては専門家の意見を頂戴す

るというふうなアドバイスがございました。村といたしましては、専門家といたしま

して日本大学工学部の地すべり学会に所属いたします教授お二人に、この調査をお願

いしまして、専門家の意見聴取ということで現地のほうを、１１月８日に現地を見て

いただきました。それとは別に、地質を専門とするコンサルタントに委託をいたしま

して、これらの内容について精査を進めてきたところでございます。これによります

と、調査結果につきましては、考えられる地すべりの素因といたしましてはもろい地

質構造、いわゆる粘土層が風化したものというふうなことが存在する、あるいは今回

だけではなくて、古くからの滑りの存在がある可能性、こういったことが指摘されて

ございます。 

   これらに起因いたしまして、豪雨による地下水の上昇に伴いまして土塊重量の増加

とすべり面のせん断強度、こういったものが低下いたしまして今回の地すべりにつな

がったんではないかというふうなご指摘でありまして、総合的に日大の先生のほうか

らは、当該地点の斜面崩壊につきましては、地すべりであるというふうな判断がされ

たところでございます。これによりまして、この部分につきましては、通常の表層崩

壊による道路災害ではなくて地すべり災害というふうなことに向けた査定を受ける準

備を進めるというふうなことでございます。 

   後段の、今後、その地すべりというふうなことで事業を進めた場合に、この区域の

制約等々についてはということでございますけれども、地すべり等防止法につきまし

ては、この地すべりが発生した、あるいは発生するおそれのある場所につきましては、

都道府県知事がその防止区域ということの区域を設定するということになってござい

ます。しかしながら、現在村内の大作田地区につきましては、この区域にはなってご

ざいません。今後その区域に指定されるかどうかというふうなことになるわけでござ

いますけれども、これらにつきましては、その区域に指定されますと、一定の区域、

その区域についての一定の制限、開発、そういったものについての一定の制限を受け



 

- 41 - 

 

るということと、逆にその地点については、都道府県知事がその災害防止の工事等を

行うというふうな両方の面を持ってございます。現在、当該区域につきましては、こ

の防止区域に至っておりませんので、村の地すべりに起因する災害復旧ということで、

現在事業を進めているところでありますが、その区域については、今後どのような形

になるかというふうな検討になろうかと思います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ご丁寧な説明、ありがとうございました。 

   地すべりとかその問題については、私も確認、調査研究に携わったことございまし

た。もう５０年近く前になりますが。 

   それで、大玉村は地すべりに対応する場所というのは、危険のおそれがある場所と

いうのは何カ所か私も承知しておりました。現実、大山にはなかったんですが玉井に

は何カ所かありまして、地下水の水位がある関係のところで、小高倉の山腹、それか

ら一部、玉井では珍しく、今、築館となっている地区が、あの辺が高所で水が流水が

あるということで、そういう箇所で地すべりのおそれがある場所として、そういう特

定の知識は自分なりに持っていたつもりなんですが。 

   この大作田１号線、私は地すべりの要因は地下水によるものとして断定された、そ

ういう知識しか持ち合わせておりませんので、地下水の関係から、これまでは地すべ

りについては査定されてきたものだと、国交省の、来たものだと理解しておりますん

で、大作田、どちらかというと水のあれがない、水位がない、そういう関係でため池

とか何かつくって田んぼをつくったとか、そういうような理解しておりましたから、

これが地すべりと特定されますと厳しいことが起きるんじゃないかなと、そういう懸

念も持っております。 

   あの地域が本宮市との隣接でもありまして、今後住宅団地とか工業団地とか何かと

の活用を考えたときに、これ慎重な判断、取り扱いが必要と私自身は考えております。 

   確かに、補助率の関係や人命優先といった、その安心・安全の観点からは大変厳し

い選択になると考えておりますが、改めてそのあたりの感想を村長に伺うべきなのか

なと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １１番議員さんにお答えいたします。 

   今、地すべりの要件とか内容については、部長答弁のとおりでございます。 

   やはり、一番考えるべきは人命尊重だろうと。あそこを開発して、また次の地すべ

りが起きたりすると大変なことになりますので。そして、村の判断で表層崩落なのか

地すべりなのかということは、今回の場合は決められなくて、これは明らかに研究者

もしくは県・国の認定を受けて、査定を受けるようになりますので、その査定を受け

る段階で、明らかに地すべりであるという１００％固まるということになりますが。

ですから、これについては、村の考えでどうこうできるという崩落では、今回の場合

はないので。 
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   あそこのエリア、かなり急斜面です。ですから、あそこを開発するということは現

実的には難しいと。ただ、旧国道側に建物とかございますので、その辺の影響につい

ては、今後あわせて調べていく必要があるなというふうには考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 質問で申し上げましたが、大変厳しい選択にはなると思いますん

で、あえて追求いたしませんが、その辺も慎重に判断し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。 

   鳥獣被害への対応ということでございます。 

   前質問者と重なる内容でございますが、私からは具体的なイノシシによる被害防止

に向けての対応を伺いたいと思います。 

   地域によってイノシシの農作物への被害が拡大しております。私の住む大玉３区の

南部地域、もともと名倉山、又兵衛山の山麓はこれまでもイノシシ出没で農作物の被

害は甚大で、最近は耕作放棄をする方も増加しておりまして、困った状況にございま

す。 

   さらには、これまで出没のなかった安達太良川を越えての集落への出没が認められ、

対応に苦慮する状況にあります。今のところ、電柵での被害防止に頼る状況ではあり

ますが、これは主に個人的な筆ごとの対応が行政としての対応と思っておりますが、

今後、地域での対応、生息地からの出没を防ぐ電柵の設置とか、改めて防護柵の設置

の必要性を考えるんであります。地域ごとの電柵の設置、これはこれまでも補助体制

ができておりまして、十分な対応がされておると思いますが、地域的な対応、それか

ら、先ほどの前質問者のことにも答弁ございましたが、現在のところ、農地のための

防除補助という形になっております。 

   ただ、この後の質問の中でも関連することでございますが、地域的な防護柵か電柵

というようなことを考えていかないと、これからはイノシシ対策、防ぎ切れない。後

で述べますが、人的被害のことも含めまして、その辺、大変懸念しております。その

辺も含めて、新たな考え方、それを模索していただけないでしょうか。まず伺います。 

○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） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   電気牧柵の設置補助につきましては、現在、農作物等への被害防止ということで実

施をいたしておりまして、最近、農地だけではなく住宅地等へ出没被害が発生してい

るというのは、先ほど２番議員さんにも答弁をさせていただいたところでございます。 

   これらにつきまして、現在、農地以外に補助対象の範囲を広げていくというふうな

検討を現在行っているところでございまして、それに比べまして、電気牧柵のみでは

なくて、電気牧柵ですとどうしても人通りが多いところですとか、そういったところ

ですと、逆に危険がある場合も想定されますので、ワイヤーメッシュによる、住宅の



 

- 43 - 

 

フェンスとは一線を画したような、そういった柵ですとか、そういったものも補助対

象に加えることができないかどうか、それらについても検討を行っておりまして、実

現に向けて努力してまいりたいというふうに考えてございます。 

   これらにあわせまして、現在の補助制度につきましても、農地を対象にしたものに

つきまして、農業者以外に農業者が組織する生産団体、これらについても対象として

ございます。これらの対象となる事業を組み合わせて、より広範囲での電気牧柵ある

いは防護柵、防御柵の設置も可能にしていきたい、なるんではないかというふうに考

えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 前向きな対応をされておられることを感謝申し上げたいと思いま

す。 

   やっぱり、今回うちの周りをイノシシがうろつきました。子連れです。ウリ坊が二、

三匹、親が１匹。今回はそれで済みますが、２年、３年後はそのウリ坊が何のちゅう

ちょもなく進出してまいります。その辺、イノシシの習性もございましょうが、大変、

地域的に防がなきゃならないということを危惧しておりますので、善処方、前向きに

考えていただきたいと思います。 

   イノシシの生息地、何カ所か山中に生息地と思われる箇所、確認しております。特

に、大玉５区の板倉川上流の耕作放棄地、ここはイノシシの集団行動が見られます。

過去にも一般質問で話したことはありますが、改めて、イノシシの集団捕獲の手段の

検討は考えられないかという質問なんでございます。うちの村に駆除隊がございます。

駆除隊を中心に県とか国などの研究機関との共同の考え方でできないものでしょうか。

現実、板倉川の上流の遊休農地やそれから玉井財産区の交流の森もひどい状態でござ

います。そういう場所なら面積的にも地域的にも可能と考えられるんでありますが、

さまざまな方法あると思いますが、研究、検討願いたいんでありますが、改めて伺い

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） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   集団捕獲の手段といたしましては、猟による追い込みあるいは大型の柵おり、囲い

わなというふうな、そういうふうな方法が挙げられるんではないかというふうに考え

てございます。これらにつきましては、その場所的な要件あるいは頭数、そういった、

それから囲った後のどういった形での捕獲等を行うか、そういったものについての研

究、検討も必要かと思いますので、今後そういった狩猟の方法につきまして、鳥獣被

害対策実施隊と十分な協議、検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） イノシシの被害は、まず根本から断つべきものと捉えております。



 

- 44 - 

 

ぜひ、そういった方法を前向きに考えていただきたいと思います。これほどのイノシ

シの被害拡大は、一因として原発被害による環境変化が大きいと捉えております。繁

殖が盛んなイノブタの出現もそのことが要因と考えられます。また地球温暖化の気象

変化も、さらに被害拡大に拍車をかける状況にあると思っております。 

   そういったことを踏まえ、国・県に働きかけを願って、ぜひそういった対応を願っ

ておきます。よろしくお願いします。 

   それから、この項目の最後に、大玉３区の集団登校で、山口と南団地、築館、中森

地区の子どもたちが通る通学路について質問申し上げます。 

   近ごろ、道路周辺、特に山側が遊休農地化しまして、草刈りもされず、いつイノシ

シの出没による被害が起こらないとはと心配しております。この夏は、行政に願って

路肩の草刈りを実施していただき、感謝しておりますが、見守り活動の中でも管理の

行き届かない状況であります。この地域、学校からの帰りはスクールバス対応してい

ただいている地区なんでありますが、山側に電柵とまではいかないとも防護柵の設置

を図るとか、検討の必要性を感じております。子どもたちの安心・安全を考え、対応

が急務と捉えております。 

   教育長に改めて伺いたいんでありますが、その辺、どのように考えておられるか伺

いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） １１番議員さんにお答えいたします。 

   近年、山間部に限らず、夜間、日中を問わずイノシシが出没するというケースが見

られそうな危険性というのは心配されております。イノシシの出没に対する対応とし

ましては、防災無線のほか、緊急の場合には保護者への一斉メールによる情報提供、

下校指導、先生方による対応などを図っているところであります。 

   また、遠距離通学者はスクールバスを利用しておりますが、停留所までの徒歩等に

よる登下校となります。全ての子どもたちの安全を確保するためには、現実的には保

護者の協力が不可欠であるというふうに考えてございます。地域の見守りでの活動の

強化を図ることが一番の対応策であるというふうには考えてございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 答弁ありがとうございました。 

   現実理解が足りないような、そういう感じがします。我々、毎朝子どもの見守りや

っております。既にイノシシ道の確認もしてございます。その場所には、特に餌とか

何かがないような、そういう地域での対応は既にしております。ただ、毎日草刈りと

かそういうわけにはいかない。そして山側になると大変範囲が広くて、もう、ここ数

年はなかったんです。特に、ここ一、二年がなぜか急にふえてきたんです。イノシシ

もまさか安達太良川を越えて部落に入るなんて考えておりませんでした。ところが、

もう数頭入っております。 

   私もあの周辺に農地を持っているんで、その対応を考えなきゃいけないんでありま

すが、つくる作物、皆さん研究してつくっておられます。餌をつくらないような形を
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とらざるを得ないんです。餌があれば、そこに必ず来るのは明確でございますから、

そういう対応はしているんです。でも、それでももう既に越えて、さらに餌のない部

分を越えて、餌のある集落の中に入ってきているというような状況でございます。 

   朝、たまたま山口から南団地の通学路については、中森からは人がつくように対応

しているんですが、今まで団地の方に対応していただいた方が高齢化でできなくなっ

て、人為的な問題もございまして、そこの管理が行き届かないとあります。現実には、

帰りはスクールバス対応していただいていますから大丈夫でございますが、子どもの

歩く時間、実は今までが一番、朝が夜明けが遅かったものですから厳しかったんです。

夏場はさほど心配ありません。この１カ月ぐらいがひどかった状況です。 

   だから、イノシシの横断に直接遭ったのはたった一度きりですが、問題は、それが

子どもたちが一番は、最近山側でなく畑側も土砂の盛り土がありまして、草地化しち

ゃっている。本当、何のちゅうちょもなくイノシシは横断している。その中を子ども

たちを歩かせているんですから、私どもも見守りの中でどう対応していいか、本当は

わからない。村にお願いするしかないんじゃないのか。だから、あえて教育長に質問

をぶつけたのは、そのことなんでございます。我々が対応し切れないからお願いして

いるんです。 

   改めて。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 理解が足りないんじゃないかというようなご指摘がありました。 

   一、二年の急増しているという、子どもたちとの接触の可能性というようなことの

ご指摘がありましたので、再度詳しく調査しまして、対応策、これはイノシシの捕獲、

先ほど部長がお答えしましたように、そういったこととあわせて考えていかないと難

しい問題だと思いますが、登校に限っての問題ではないと思いますので、その辺も含

めて検討させていただきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） よろしく対応願います。 

   近ごろ、マスコミでイノシシの人的被害が報道されます。その上からの質問でもご

ざいました。事故があってはならないと思っておりますので、対応よろしくお願いし

ます。 

   最後の質問に入ります。 

   アットホームの運営についてということで伺います。 

   公設民営化により、村づくり株式会社に運営が委ねられ、改装リニューアルオープ

ン以来、順調に運営されているものと承知しておりますが、改めて、公設民営化によ

る運営状況について、どのように評価されておられるか、担当でも村長、副村長でも

結構です。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） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 
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   アットホームおおたま、民営化による再オープン後の状況についてというお尋ねで

ございますが、総括的に申し上げまして、順調な滑り出しではないのかなというふう

に考えておるところでございます。 

   しかしながら、さまざまなご意見、食堂等に対するもの、あるいは宴会等での食事

等々に関してのご要望、それから施設に関してのもの、そういったご要望があるとい

うことももちろん承知してございますので、これらに一つ一つ対応しながら村づくり

株式会社、委託者と歩調をそろえながら進めてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） これは過去には運営審議会による監督指導がなされたと理解して

おりますが、村づくり株式会社に運営が委ねられた現在は、どのような形で監督、指

導が可能な状況にあるのか、改めて伺います。 

○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） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   直営での時代におきましては、運営協議会ございましたけれども、現在それは廃止

してございます。これらにつきまして、指導・監督ということでございますけれども、

基本協定に基づきまして月次の業務報告を提出していただいてございます。この業務

報告には、業務の実施内容、それから毎日の来場者数、さらには利用状況に関する事

項、利用料金の収入実績、実施した特別な事業の内容と参加者数、利用者等からの苦

情、要望の内容及び対応状況、そういったものを報告していただくということで、毎

月いただいているところでございます。 

   これらに基づきまして、村といたしましては、その都度指導を行っている、またそ

れ以外にもモニタリングということで、その実際の管理業務の実施状況を把握するた

めに現地に出向くモニタリング、さらには定期及び随時の監査というふうなものも定

めてございまして、それらにのっとりまして的確に指導・監督を行っていると。委託

者として受託者に対する指導・監督を行っているというふうな状況でございます。 

   さらに、施設につきましては、基本的には設置者である村が、それから運営面につ

きましては、受託者である村づくり株式会社がそれぞれの協議を行うところでござい

ますが、村は委託者としてこの業務報告、これらに基づいて指導・監督を行っている

という状況でございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございます。 

   業務報告に従って、それに対する評価をされているということでございます。それ

は当然なんだと思いますが、その辺の評価に対しては、厳しい評価というか、その辺

はやっぱり住民目線に立った評価を十分にしていただきたいと願うところでございま
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す。 

   通告書に「アットホームの運営に絡み、改善強化を願う」と通告いたしました。村

づくり株式会社、運営に関しては誠意努力されていると認めるところではございます

が、時折、村民の利用者の中から苦情の声が聞かれます。これ業務柄、運営の難しさ

は理解しているところなんでありますが、民営化の利点が生かされているか、いない

か、ちょっと私もその辺については、少しうまくいっていないのかなと、そういう疑

問を感じております。現実にそうであります。 

   副村長に改めて伺いたいんでありますが、村づくり株式会社の役員として、どのよ

うに捉えておられるのか。改善強化についてもあわせて答弁願いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 副村長。 

○副村長（武田正男） １１番議員さんにお答えいたします。 

   現在、私、副村長という立場と、それから村づくり株式会社の役員というような立

場で、役員会は毎週１回開いております。その中で、今１１番議員さんがおっしゃっ

たような、そういう心配、危惧も当然持っておりますし、どういう形で改善できるか、

その辺を役員と諮りながら現在進めておるところであります。 

   村が直営でやっていた場合と、現在株式会社が委託で、指定管理でやっている場合

を比べてみますと、随分やっぱり株式会社のほうが物事に対する展開というのは早い

なと。これはやっぱり株式会社のいいところなんだろうなというふうには思っており

ます。ただ、今いろいろな苦情あることも十分承知しておりますので、これらについ

ては今徐々に改善を図っております。来年早々ぐらいには何とか巻き返しできるのか

と。昨年度のたまちゃん食堂の例もあります。そういうような形で、当初、少し批判

をいっぱいいただきました。それらを役員一同、いろんな形で改善を図りながら現在

順調に進んでおります。アットホームにつきましても、そういう形で村づくり会社の

中では順調に進めていきたいというふうに思っておりますので、いろいろご心配をお

かけしますけれども、ご期待もひとつしていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 厳しい質問、申しわけありませんでしたが、村民の意見が尊重さ

れる改善を願っておきます。 

   以上をもちまして、１１番押山義則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、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１６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） ４番本多保夫君より通告がありました「本庁舎の新築について」ほ
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か１件の質問を許します。４番。 

○４番（本多保夫） ４番本多保夫です。さきに通告しました２件につきまして議長の許

可を得ましたので、質問をしていきたいと思います。 

   初めに、さきの台風１５号、１９号により被災された方々にお見舞いを申し上げま

すとともに、亡くなられた方に心よりお悔やみ申し上げます。 

   さて、１番に上げました本庁舎の新築についてでありますが、３点ほど村長に伺い

たいと思います。 

   まず、台風１５号、１９号による被害は甚大な被害がありましたが、当村におきま

しては人的被害がなく、安堵しているところであります。大作田地内には大きな土砂

崩れなど大小合わせて約５０カ所程度の災害に見舞われたというところでございます

が、現在は台風、ゲリラ豪雨、竜巻などが地球あるいは海面温度の上昇により、予想

外の災害が発生して被害が多発しているところであります。そこでお聞きしますが、

現在の庁舎は古く、五十数年経っていると思いますが、災害時、住民の安心・安全な

生活を守ることができるのか、また、役場には永久保存をしなければならないような

書類等がたくさんあると思いますが、それらを守っていくことが現在の庁舎でできる

のかどう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） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   ご質問の災害時の対応でございますけれども、東日本大震災の際におきましては、

本村も震度５．３という大規模な地震を記録しております。現在の本庁舎におきまし

ては、これだけ大きな地震にまずは耐えておるということがございます。また、地震

発災後に内部の改修等も既に終えております。同じような規模の地震であれば、災害

時の対応業務というのは可能である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（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） 東日本大震災によっての庁舎改修、承知しております。私が言いた

いのは、この台風とかゲリラ豪雨あるいは竜巻が来た場合、またこれ地震の災害とは

全く違うものであって、それに対して耐えることができるかどうかをお聞きしたいと

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） ４番議員さんに改めてお答えをいたします。 

   先ほど地震関係での改修というふうに申し上げました。それ以前から外壁の改修、

これも済んでおります。さらに、地震によって損傷しましたブレイスとかそういった

ものの追加並びに交換作業を終えております。外壁も、内部の改修については天井、

壁、床の張りかえによりましてある程度の補強も行っておりますので、地震以外の風、

そういったものにも本庁舎のほうは耐えるのではないかというふうには考えておりま

す。 

   また、水害ということでお話がございましたけれども、今現在の庁舎の位置関係か
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ら申し上げますと、大量の水が庁舎内に流れ込むというふうな位置関係にはございま

せんので、その辺は、今現在は心配をしていないところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） ありがとうございました。 

   現在のところは、そういった災害等は庁舎に対してはないだろう、大丈夫だという

答弁と理解させていただきます。ただし、大玉村におきましては、３本の一級河川等

がございます。それらを踏まえれば、これ突発という災害というようなものは、いつ

起こるか、どこで起こるかわからないので、その気構え、これだけはしっかり持って

いただきたいと思います。 

   次に、②として災害等を考えた場合、行政の最高司令塔としての役割、つまるは庁

舎ですが今ほど答弁あったので若干変わってくるかと思いますが、役割は大きく、ま

た、住民の生活における安心・安全に暮らす権利、行政の住民を守る義務を考えます

と、宮城県の丸森町役場のようにならないようにするためにも、私は新庁舎の建設計

画をそろそろ行っていってもよいのではないかというように考えておりますが、村長

はこの辺をどのように考えているかお答え願います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   財政的にゆとりがあるんであれば、これはもう新しい庁舎を建てることはもう異存

のないところでございますが、私が村長になったときの積み立て、庁舎建設積み立て

は３億７００万です。令和元年度末、今年度末については５億７，０００万というこ

とですから、２億７，０００万、この間庁舎建設基金を積み上げております。これは、

庁舎建設基金を目的外にちょっと一時借りて、必ず戻すんですけれども、それが会計

上ちょっとまずいということなので、公共施設等の整備というふうに目的基金ではな

くて名前を変えましたが、基金自体は今年も積み増しをしておりますので。ただ、

５億７，０００万では全然庁舎をつくるのには足りないと。大体村の庁舎をつくると

なれば２０億は下回らないだろうということになりますので、ほかのところみたいに

震災で傾いたり、被害を受けたところは全額国の助成で建てかえましたが、村の場合

は、何とも言えませんが、災害が、被害がなかったということで、庁舎をつくる場合

には国の補助金は一銭もありません。２０億そっくり出さなきゃならない。ですから、

今、来年とか再来年、３年後につくりますということは言えないので、これが少なく

とも１０億とか十二、三億までいかないと、庁舎建設の話は難しいと。 

   ただ、積み増しは今後も実施をしていきたいなと、準備はしていきます。ただ、現

時点には少し貯金が足りないので、ということですので、あと、防災無線等について

は、役場が、例えば地震等でつぶれた場合には、保健センターのほうに非常用のそう

いう設備は既に光ケーブルで設置しておりますので、緊急の場合にはそちらのほうに

本部を移すと。それから重要書類については、金庫等の耐火金庫等に全部入っており

ますので、あとはデータとしてバックアップでコンピューター会社のほうのクラウド
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のほうに入っておりますので、データは消滅することはないだろうというように考え

ておりますので、この辺についても今後しっかりとバックアップをしながら進めてま

いりたいというように考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） ありがとうございました。 

   当面はつくれないだろうと、私もそのように感じてはおりますが、やはり昨今の環

境を見ますと、やっぱり村民あるいは子ども達を守るためには少しでも早くそういっ

た完全なるものをつくり上げていくべきではないかと考える一人でございます。 

   また、今、分庁舎及び改善センターにある教育委員会、これらを一つにまとめて庁

舎に入っていただいて、やれば皆さんの意思統一が図られて物事が簡潔にできると思

いますが、その考えをお持ちかどうか、当面はつくれないということですが一応伺っ

ておきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   今はやむなく分かれているという部分がございますが、これは行政機関は１カ所で

完結するのが理想ですので、その節には１カ所で集まるようになるというふうに考え

ています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） ありがとうございました。 

   次に、大きな２番といたしまして、屋外施設の標識関係についてお伺いしたいと思

います。 

   まず、１番、①として水道及び消火栓関係の既存の標識を新しくする考えをお持ち

か伺いたいと思いますが、至るところの標識がさびてしまい、さびているような状況

なんですね。また、ひどいところによりますと文字が読めないと、そういう状況下で

あります。我が村は日本で最も美しい村に属しているわけでありますから、全く環境

にそぐわないと、私は個人的にはそう思っておりますが、これを年次計画をもって新

しく交換する考えをお持ちがあるかどうか、その辺を伺っておきます。 

○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） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   経年劣化によりまして、傷みの目立つ標識ということでのお尋ねでございますが、

特に消火栓のような、住民の方々あるいは消防関係の方々が認知すべき施設の標識に

つきましては、担当部局と協議をしながら優先的に更新を図ってまいりたいというふ

うに考えてございます。 

   また、水道施設に係る標識についてでございますけれども、特に高区地区につきま

しては、積雪等で施設位置がわからないということになりますと、緊急時の対応に影

響いたしますので、これらの地区に係る標識につきましても計画的な更新を図ってま
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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） ４番。 

○４番（本多保夫） ありがとうございました。 

   心強い答弁をいただきました。 

   私が一番心配するのは、標識もさることながら現在、職員採用に当たっては村外の

方が多い。せめて標識をはっきりさせておかないと、その場所に行っても行動がとれ

ないだろうと。よく見るんですが、車の中でゼンリンの地図を見ている若い職員の方

かな、だいぶ見受けられます。だから、そういった意味合いからもぜひ早めにこの標

識の交換をお願いしたいと思います。 

   次に、②番として、カーブミラーが村道敷きに通行の安全のために設置されている

わけですが、その役目を果たしていないカーブミラーが点在されているのは承知して

いるかどうかお伺いします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ４番議員さんにお答えいたします。 

   強風等のそういった事情によりカーブミラーの本体それから鏡の部分の向きが変わ

ったりとか傾いたりといった場合については、住民の皆様方からのご連絡それから職

員等でも村内を別な用で公用車にて走行する場合もございます。そういった場合には

速やかに通報がまいりますので、そういった面においては修繕といいますか、態勢を

整えるといったことはしてございます。現在、把握していれば対応するつもりではご

ざいますので、現時点ではないものと考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） この質問をなぜしたかといいますと、ここ何年間にもわたって全く

姿が映らないカーブミラーがあるんですね。一応、危険という看板は周囲に取りつけ

はしてあります。ミラーの役目を果たしていない、そういうカーブミラーがあるにも

かかわらず、またパトロールもしているかと思うんですが、道路にあってどうして交

換しないのかなと。例えば、私が担当部署に行った場合には恐らく区長さんを通して

くださいということになるのかなと思いますので、余り余計なことは言いたくないん

ですが、その辺をよくパトロールを踏まえて確認作業をしていただいて、それなりの

対応をお願いしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ４番議員さんにお答えいたします。 

   区長さんを通じてというお話につきましては、新設等々に関するものであるという

ふうに、こちらは認識してございます。既存施設が破損しているという場合には速や

かに、そういったルートをとるのではなく直接役場のほうにご連絡を頂戴し、また、

議員本人がご存じであればご連絡を頂戴できればと、ありがたいなと思ってございま

す。 
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   以上です。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） それでは田代の上の第５水源のカーブ、あそこのカーブミラーは全

く映りません。これ全く意味をなしていないので、早急に直すなり撤去するなり、何

らかの方法をとっていただきたいと思います。 

   次にですね、公安委員会が設置している標識、これは県公安委員会が設置したもの

ですから、県の管轄になるかと思いますが、その管理状況、それは村は一切タッチし

ないのかどうかお伺いします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ４番議員さんにお答えいたします。 

   道路交通法に基づいて設置をする規制標識とか指示標識については、都道府県公安

委員会が設置もしくは管理を行います。例えばでございますが、そういった公安委員

会管理の標識が何らかの理由によって見えづらい、見えないといった場合においては

基本はご指摘のとおり管理している公安委員会の対応になりますが、そういった事例

を放置しておくと危険が予想される場合については、所轄の警察署、警察等に通報の

上、了解を得てこちら側で応急的な手段を講じて対応する場合もございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） 基本的には１村民としてはなかなか公安会のほうに出向くというこ

とは出づらいということがありますので、その辺は村の担当部署で対応していただけ

れば大変ありがたいなと、このように感じております。 

   これを持ちまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（菊地利勝） 以上で、４番本多保夫君の一般質問を打ち切ります。 

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

（午前１１時４９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） ５番松本昇君より通告がありました「村の公共施設、堆肥センター、

農業集落排水処理施設の雇用について」ほか１件の質問を許します。５番。 

○５番（松本 昇） ５番松本昇です。 

   さきに通告していました２件について、議長の許可を得ましたので、一般質問をさ

せていただきます。 

   国では働き方改革を打ち出しております。過去には定年が５５歳、６０歳、本年あ

たりは７０歳までだと、国で、国会では話が出ているようですが、まだ決まってはお

りません。そこで村の公共施設である堆肥センター、農業集落排水処理施設の雇用に

ついてを質問いたします。 
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   １番の村の公共施設、堆肥センター、農業集落排水処理施設の雇用について、①番

の現在、作業員は何人働いているのか伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   堆肥センターでの作業人員ですけれども、常勤で４名となってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ５番議員さんにお答えいたします。 

   農業集落排水処理施設での作業人数は、４人となっております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 今、堆肥センター、常勤４名、処理場が同じく４名ということです

が、この人数ですね、対応できているのかどうか改めて伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんに改めてお答えいたします。 

   今のところ４人で対応できているかと思っております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ５番議員さんにお答えいたします。 

   農業集落排水処理施設の脱水業務につきましても、同じく４人で対応できていると

考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） ありがとうございます。 

   それではですね、２番の作業員の年齢、現在何歳くらいから何歳くらいの人が働い

ているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   堆肥センターについてですけれども、一番年下で６６歳ですね、年長者で７３歳と

いうことになってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ５番議員さんにお答えいたします。 

   農業集落排水処理施設につきましては業務をですね、シルバー人材センターに委託

しておりますので、おのおのの年齢については把握してございません。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） ありがとうございます。 
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   堆肥センターはそれ、年齢の差、わかりますが、処理場は把握していないというこ

とですが、できれば教えてもらいたかったです。ありがとうございます。 

   それでは、３番の定年制はあるのかないのか伺いいたします。 

   あるとすれば何歳までなのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   堆肥センターにつきましては、村の賃金支弁職員及び業務受託者の雇用年齢取扱要

項によりまして、満７０歳に達する日の属する年度末を限度として、特別の事情があ

る場合はこの限りではないということでうたってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ５番議員さんにお答えいたします。 

   農業集落排水処理施設につきましては、シルバー人材センターでの取り扱いになっ

ております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 堆肥センターはですね、それぞれ年齢があります。先ほどの答弁で

すと、今の答弁ですと一応７０歳まで、その、あれがなければその人によって続けら

れるというような答弁でした。 

   処理場はわからない、シルバー人材に委託しているからわからない、そういう答弁

でしたが、そのうちシルバー人材センターと打ち合わせをしながら教えてもらえれば

助かる、ありがたいと思います。 

   それでは、４番の傷害保険は設定しているのかということで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） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   農業集落排水処理施設に係りますシルバー人材センターの部分でございますけれど

も、これについては業務をシルバー人材センターに委託しているということで、人に

ついては特定をしているものではないということでご理解をいただきたいと存じます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   堆肥センターにつきましては、全員労災保険に加入しております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ５番議員さんにお答えいたします。 

   農業集落排水処理施設につきましては、シルバー人材センターにおいて加入してい

るものと認識しております、承知してございます。 

   以上でございます。 
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○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 聞くところによると、堆肥センターでなんかけが人があったという

ような声も聞いたんですが、どういう状況だったのかわかればお聞かせ願いたいと思

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） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   堆肥センターにおきまして１０月１４日に、作業員さんのはしごから落下するとい

うふうな労災事故がございました。これにつきましては、もみ殻を受けるホッパー状

のシートを取り外すためにはしごに上っていたところ、そこから落ちたというふうな

ことでございますので、これらについての再発防止を図っているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） それは当然、保険には該当し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） ５番議員さんに再度お答えを申し上

げます。 

   けがをされた作業員さんにつきましては、労災事故として取り扱いをさせていただ

いてございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） わかりました。ありがとうございます。 

   それでは、⑤番の雇用に対して過去に公募をしたことがあるのか伺いたいと思いま

す。役場の宿直員とかプールの監視員などの公募は、おおたま広報とか何かで見たこ

とあるんですが、堆肥センター、農業集落排水施設、浄化施設ね、その記事は記憶は

ないんですが、先ほどから答弁ありましたシルバー人材に任せておく、任せておくと

言っていいんですか、そういう状況でそういう堆肥センターとかね、処理施設の公募

は見たことがないんですが、いかがでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   堆肥センターについてですけれども、過去に公募したことはございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ５番議員さんにお答えいたします。 

   農業集落排水処理施設につきましては、シルバー人材センターへ業務委託しており

ますので、村での公募はございません。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 片方はやったことあると。俺が見過ごしたというかね、そういう状
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態になると思いますが、今後気をつけて俯瞰したいと思います。 

   今後ですね、やっぱり公共施設の雇用については、今、シルバー人材センターに頼

んでおくと、任せておくということですが、やっぱり村民の方も働きたいという人が

いいですよね。まだまだ大丈夫だと。そういうあれで、先ほど人数が４人ずつという

ようなこともありますが、できればシルバー人材センターと連携をとって雇用に対し

ては公募、わかるようなあれをしていただければありがたいと思います。 

   では、次の質問に移ります。 

   ２番の大玉村老人クラブの現況について。大玉村では令和元年度から、健康長寿日

本一を目指すをスローガンにスタートしました。今や１００歳の時代で、そこで老人

クラブの悩みや問題点について質問いたします。 

   ①番の、現在大玉村老人クラブの団体数は何団体あるのか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） ５番議員さんにお答えいたします。 

   村内には、現在１１の単位老人クラブと１つの連合会がございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） ありがとうございます。 

   それでは、２番の団体数や会員数は過去１０年間でふえているのか減っているのか

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） ５番議員さんに再度お答えいたします。 

   団体数と会員数についてでございますが、１０年前の平成２１年度の団体数につき

ましては１３団体であり、本年度の１１団体と比較すると２団体減少しております。

このほかに１つの連合会がございます。その数については変更ございません。 

   また、平成２１年度の会員数につきましては、平成２１年度９７６人であります。

本年度の会員数は６０８名でありますので、比較しますと３６８名減少しております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 老人クラブでとっている新聞あるんですね。これ、つい最近見てわ

かったんですが、県内でも会員数が７万８，３１２人、これ４月１日現在です。それ

で、会員数が５，３４８人も減っているんですよね。今、課長が答弁されましたとお

り、あと、クラブが６４クラブ減少しているそうです。４月１日。大玉村でも前年度

より今年は３０人減っていると、どこでもそういう傾向なんですよね。 

   そこで、村長さんに伺いたいんですが、何年か前に老人クラブの総会で、村長さん

が総会のときに、各行政の区ごとにクラブを立ち上げたいと、今言われました１１団

体ですか、そのほかに各行政区にないところがあるんですよね。老人クラブの数が、

あのあれが。まあ、そういうことで、その後どうなっているのか村長さんに伺いたい

と思います。 
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○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今、老人クラブがないのは４区、７区、８区、９区、１０区ですね。それから、あ

とは大山地区は全部あります。 

   １つの区に今、話をしてサロンと一緒にできないかということで立ち上げの準備を

しております。事務局を請け負ってくれてもいいという方もおります。ただ、最初の

人数が１０人ぐらいしか集まんねぞということで、やはり携わる人からすると３０人、

４０人で立ち上げたいという気持ちが強いようなので、１０人でもいいんですよとい

うふうに言っているんですが、その辺は今、調整中です。 

   あと、４区には元気会という会があるんですね。それをそのまま老人クラブに移行

してくれないかという話は、前から世話している方にしておりましたが、まあ、なか

なか難しいということですね。やっぱり役員になる方が難しい、いないと。ただ、行

政区ごとに役場職員の行政支援が入っていますので、事務的な支援もできますので、

それは、今、お願いしているのは区長さんのほうに中心になって立ち上げてくれない

かという依頼をしていますが、まあ、なかなか難しいところありますが、粘り強くお

願いをしていきたいなと考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 丁寧な答弁ありがとうございます。 

   ③番がですね、老人クラブの会員１人に対して村の助成金は幾らなのか、ここは聞

きづらいんですが、その点について答弁願いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ５番議員さんに再度お答えします。 

   老人クラブ会員についての村からの助成金なんですが、まず単位老人クラブについ

てということでご説明させていただきます。 

   単位老人クラブにつきましては、１人当たりですね、１，０００円ということで助

成をしてございます。なお、現在会員が６０８名でありますので、単位老人クラブに

対しては支給総額で６０万８，０００円を支給してございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） １人当たり１，０００円ということで、この老人クラブの質問をや

るよと、一般質問でやるよというようなことで、老人クラブの事務局にある会合のと

きに話ししたんですけれども、松本さんは会長やってて自分の立場悪くしねかいと言

われました。いや、俺は、まあここでこう言うのもなんですが、自分の立場はどうで

もいいと、老人クラブが発展すれば俺はそれでいいんだというようなことをお話しし

た経過があります。 

   そういうことで、近年は老人クラブの行事、ただ単老だけならばそんなに行事は少

ないんですが、特に村の行事で学校関係、県の行事、数年前と比べると非常に行事が
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多くなっています。先ほど村長さんも言われましたように、役員になりたくないとか

ね、そういうことも多々あります。そういうことですので、人を動かすにはやはりお

金がかかります。今の助成金では各単老では皆、どこの単老でも頭を悩ませておりま

す。ぜひ、助成金のアップをお願いしたいと思いますが、これもまあ予算の関係もあ

ります。強く要望いたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（菊地利勝） 以上で、５番松本昇君の一般質問を打ち切ります。 

   ７番鈴木康広君より通告がありました「働き方改革は教育にどのような影響を与え

るか」の質問を許します。７番。 

○７番（鈴木康広） ７番鈴木康広です。 

   議長の許可を得ましたので、働き方改革は教育にどのような影響を与えるかの質問

を行います。 

   社会変化がどんどん進んでいる現代において、労働の仕方は日々変わっています。

これは多分都会のほうがより早く感じるんですが、大玉村においてもその影響という

のは今後どんどん出てくるのかと思います。国が実際の労働状況を少しでもよく、ま

た効率化することによって将来の労働人口が少なくなることの対応のために、働き方

改革という形の法整備を行っております。働く人々が、個々の事情に応じた多様な柔

軟な働き方、これを自分で選択できるようにするための働き方改革法案という形でう

たわれています。 

   この法案の実施、これが定着することによって、地方、大玉村についてもその影響

が今後どんどん大きくなってくるということを考えまして、この質問をいたしており

ます。 

   保育や教育の現場には、この法改革がどのような影響を与えるか、１として、保育

所にはどのような影響があるかを伺いたいと思います。入所希望数などの変化はどう

なのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ７番議員さんにお答えいたします。 

   国の働き方改革、おっしゃるとおりいろんな多種さまざまな働き方があるというこ

とで、これ、全国的に展開されているということで、大玉単体でどうこうということ

ではございません。したがいまして、現時点での影響、今のところさほどないかなと

いう認識でございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今現在の入所者希望についての影響はないというふうな答弁をいただきました。確

かに、今現在もしくは近、将来的なものについても、大玉村については入所者のほう

については十分に対処されている。あと、若干、大玉村に来ている人口等、特に年少

人口はふえているという傾向がありますが、それを全て織り込み済みな状況なのかな

ということを考えると、今言ったように影響は少ないのかなとは思います。 
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   では、実際、働くほうの状況を考えますと、保育士の確保や保育士の労働条件の影

響などが、今後あるか伺います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   ご質問の働き方改革でございますけれども、ご承知のとおり厚生労働省が労働者の

労働環境を改めると、よくするというふうな趣旨からこういった改革制度が打ち出さ

れてきておるわけでございます。保育士の確保、就労条件への影響につきましては、

３つほどポイント、この改革の中ではございますけれども、その１つの中に雇用形態

にかかわらない公正な待遇の確保という大項目がございます。これが今ご質問の中で

当てはまるのかなというふうに思っておりますけれども、まず、地方公務員の給与等

につきましては、あくまでも地方公務員法及び地方自治法、それから村の条例規則、

規定などで定められておりますけれども、今回の条例の制定の中にございますとおり、

非常勤職員の場合につきましては自治体ごとにその任用がまちまちであると。そうい

った実態を踏まえまして、地方公務員法及び地方自治法の一部改正が行われました。 

   それから、統一的基準というのが総務省から示されておりますけれども、それらを

参照した上で、来年４月１日以降に会計年度任用職員という、そういった制度に移行

すると、それによって任用関係を明確化にした上で、処遇の改善を行うということに

なっております。 

   この制度への移行に関しましては、全国全ての自治体が一斉に取り組むこととなり

ますので、自治体ごとに大きな違いがなかなか出てこないということになります。し

たがいまして、今でも厳しい状況にあります保育士の確保ですね、これが大きく改善

するということは難しいというふうには考えております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今回の法改正自体もしくは今言った公務員のパート、フルタイム、任用についての

法改正ということで、それ自体が直接的に保育士のほうの労働条件等に影響すること

は考えにくいと、全国的な法改正の全国的なその状況を再度、統一化するという認識

の対応なのかと思います。 

   実際に保育士自体が今不足している状況があって、大玉村についてもその労働条件

等を少しでもよくして、確保するための対応を昨年も伺っているところです。となれ

ば、そういうことも踏まえて今後、本来であれば働き方改革ですので、保育士であっ

てもその他の職業であってもパートタイム、フルタイムなどの任用方法を柔軟に使っ

て、多様な働き方でその人員のほうを確保できる形が可能であればよりいいのかなと

は思うんですが、そのような趣旨を踏まえて、今後、大玉村で新たな取り組みとか、

こんなことしたいとかというものがあれば教えてください。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 
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   ご質問の前段部分におきまして、例えば、村で工夫をしたというか処遇の改善に当

たって村が独自の施策で処遇の改善を行うというふうな趣旨のご質問だと思いますけ

れども、これにつきましては、あくまでも上位法であります地方公務員法と地方自治

法、これによりまして会計年度任用職員の方々に対してはこういう給与であったり報

酬であったり、それを支給できるという表現で法改正が行われております。したがっ

て、法で示されました給与等以外のものを、村独自に支給するということが法律上で

きないということになります。当然、法律を超えた条例の設定ができないという現実

がございます。 

   また、総務省で示しました運用マニュアルというものがございまして、ごらんにな

った方もいらっしゃると思いますが、詳細に支給要件等を定めております。今回の条

例制定に当たりましても、こういったものを参酌しながら条例の枠組みをつくってご

ざいますので、これらにつきましてはご理解をいただきたいとは思っております。 

   あと独自の施策、今後の施策ということではございますけれども、先ほど申し上げ

ましたとおり現在の不安定な明確化されていない非常勤職員の方々の位置的なもの、

任用の関係、こういったものを条例という形で表させていただきまして任用の明確化

を図っていきたいということで、今回新たな条例を上程させていただきまして、来年

４月１日からはそういった形での運用を図っていくというのが新たな取り組みではな

いかというふうには思っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今回の法の条例改正によって、職員のほうの、特に前でいう短期の期間の頭をつい

て条例によって実際に身分のほうが正確に示されて、より働き方についての評価が身

分となお１年後という評価がされておりますので、そういうものがわかりやすい形の

任用方法になると思いますので、これはあとはそういうふうにして、ぜひいいほうに

進んでいっていただけたらと思います。 

   では、２番のほうの質問に移ります。 

   小中学校には、どのような影響があるかということなんですが、働き方改革で、働

くことによって当然、労働、要するに収入を得るために働くという形がその主目的と

なります。ただ、今回の法改正によって、多様な働き方の中には、少しでも、学校で

あれば保護者などが学校の活動などに参加するとか、もしくは退職した高齢者の方が

地域活動、ボランティアなどにも参加する。ボランティアは労働ではないと、当然収

入もでないので労働ではないので今回の法改正とは関係はないんですが、ただ社会参

加というふうな面でみれば、そういうものについても関連する価値が出てくる可能性

があるのかなという形で、一切、２番目の質問についてちょっと一部触れています。 

   小中学校、教職員の多忙化解消という面でみた場合に、今回の法改正はどのような

影響、方策となっているか聞きたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 
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○教育長（佐藤吉郎） ７番議員さんにお答えします。 

   多忙化解消、ごめんなさい、働き方改革でありますが、これ学校の教職員に当ては

めたときには、これからの教育、ますます重要になってきますし大切になってきます。

そういったときに、この趣旨を生かして教員、教職員みずからが自分の質を高めなが

ら、そして、余裕を持って子どもたちに向き合っていく。そのことによって子どもた

ちに力をつけていくということが大事になってくるというふうに思っております。 

   ただ、現実的には学校の教職員に対しての多忙化解消していかないと、この問題は

絵に描いた餅になってしまいますので、そこをどうするかというようなことで、今、

さまざまな取り組みをしております。国のほうもこの法を受けてアクションプランと

いうものをつくりまして、県のほうでもつくっていましてさまざまな取り組みをやっ

ていますけれども、依然として月４５時間ですか、これを超える限界というものが出

ていますので、そういったことを一つ一つ解決していくということが何より大事にな

ってくるのかなと、そんなふうに捉えております。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今現在も月に４５時間を超えるようなという時間、状況があると。アクションプラ

ン等行っていて、その対策はとっているんですが、先ほど言ったように現実を少しで

もよくするための方策、これは本当にみんなで考えて、もしくは共有できるものにつ

いては地域の協力等が必要でないかとは思っております。 

   保護者の方が、今現在でもＰＴＡもしくは地域活動などに参加していると思うんで

すが、保護者が今回の法改正によって多様な働き方による余暇をこういう形の教育環

境整備、社会参加へのきっかけに参加していただいて、そのきっかけとなるような方

向性が示されればいいと思うんですが、そういうことについてどのようなお考えです

か。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ７番議員さんにお答えいたします。 

   法の趣旨については７番議員さんが言われたとおりだと思うんですけれども、これ

は長時間労働の是正とか柔軟な働き方というようなこと、それが実現されたという前

提ででないと、これ話は聞かないと思うんですけれども、現実的には厳しいものがあ

るのかなと思っています。 

   ただ、大玉村で今取り組んでおりますコミュニティ・スクールを核とした学校づく

りあるいはまた、３年前からやっております地域学校協働活動本部、こういった中で、

現在の状況の中にあっても多くの地域の方々あるいはまた、保護者の方々、そういっ

た方々に参画していただいておりますので、そういったことをまた、これを機にこう

いう法改正なったことを機に、さらにいろいろとご理解とお力をいただきながら充実

したものにしていくというようなことが、ご質問の趣旨に対する答えになるのかなと、

そんなふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） ７番。 
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○７番（鈴木康広） ありがとうございました。 

   実際に、今現在も多くのボランティアの方がその時間を使っていただいて地域の教

育活動に参加しているという実績がございます。これは大玉村ではほかに先駆けて教

育改革の中で実質できて、ほかの進んだ形、これも進んだ形として実際というところ

考えると、これをより望ましい環境整備のために、もっともっと外に地域教育の向上

のための必要な高齢者のコミュニティーづくり、高齢者コミュニティー自体に対して

も、実は子どもたちのほうが今、ボランティアなどのほうをしてもらうという形のも

のから、子どもたちが地域清掃などのほうに出ていくとかという形のほうの、学びの

還元と循環だと思うんですが、ボランティアを受け入れると同時に子どもたちがボラ

ンティアに参加するみたいな形の、そういうふうな授業も大玉村内では進めていると

思います。 

   子どもたちとか、もしくはその保護者たちが地域のいろいろなコミュニティーづく

りのほうについて、参加をどんどん依頼するというか、することによって、今後のボ

ランティアの参加人数がふえていく、結果として地域のほうのボランティア活動がも

っと円滑に進むことがもしできれば、非常に大玉の今後の地域活動、どうしても先ほ

ど言ったように労働状況を改革するとコストがかかるということを考えると、やはり

基本、ある程度の部分にボランティアを充てていって、ことが必要なのではないかと、

大玉のほうの教育地域のコミュニティーづくりを推進するのには、ボランティアに適

切に呼びかけて参加を促す必要があると思います。 

   それで、今言ったように現実が伴っていないという状況はあると思うんですが、今

後、長年の間には少しずつ方向性がいい方に向かっていくと思っておりますので、ぜ

ひ今後もそういうことについての参加を積極的に村もしくは教育のほうの担当者とし

て働きかけていく形の考えがあるかどうかを伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ７番議員さんにお答えします。 

   国とか県では、ボランティアの活用という言葉をよく言っています。つまり、忙し

くなった、多忙化する学校にボランティアを来てもらうことによって、それを解消す

るというような考え方。大玉村ではその考えはとっていません。ボランティアの人た

ちに来ていただくということは、学びの還元と循環という言葉を使っていますけれど

も、ボランティアの人たちにもいろいろ学んでいただく。本当に高齢者の方からいろ

いろかかわってくださっていますけれども、そういうお話をするんです。いくつにな

っても、子どもたちの前に行くときには勉強しなければならないとか、あるいはいい

勉強になったとか、それがまさしく学びの還元と循環なんだと思っています。 

   そういったことを考えまして、今やっていることが来年度また、今やっています地

域学校協働活動本部ってあるんですけれども、それを昨年度、今年度いろいろな取り

組みやりましたから、それをさらに拡大、それから拡充、充実させていって子どもた

ちがもっともっと地域に出て行けるように、そういった組織づくりをしていきたいな

というふうに、今考えております。そういったことをしながら、かかわりがもっとも
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っと出てくる、そして、子どもたちが学校以外の場で学んで、いずれのことも出てき

ます。それから、来年度から小学校で始まります、再来年度から中学校で始まります

新しい学習指導要領の理念は、社会に開かれた教育課程というんですよ。これ、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なくて、教育の内容を地域の人

たちと一緒に考えてつくっていって、そして地域に出て行って、そして地域の人たち

にきていって、そして教育をやることがこれからの子どもたちを育てる上で大切にな

っていくというんですけれども、そういった理念がありますので、そういったことを

踏まえながら、さらに今年度よりも充実した活動にしていきたい。そして、それがボ

ランティアの人たち、学校にお出でいただく、あるいは地域で子どもたちとかかわっ

ている人たちの学びの場にもなっていくし、そしてそれが結果として教育力の向上に

つながっていくのかなと、そんなふうに考えておりますので、これは来年度さらに進

めていきたいと、そのように考えております。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今後も大玉の教育のほうがいい方向に進んでいくことをお願いいたしまして、私の

一般質問を終わります。 

○議長（菊地利勝） 以上で、７番鈴木康広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２時３０分といたします。 

（午後２時１２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後２時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） １番斎藤信一君より通告がありました「子供たちが健やかに成長す

るために」の質問を許します。１番。 

○１番（斎藤信一） １番斎藤信一です。 

   議長の許可を得たので、これより一般質問を行います。 

   私からは、大玉村の宝でもある子どもたちの健やかな成長を促すという思いのもと、

幼児保育、そして学童保育について、質問及び意見を述べさせていただきたいと思い

ます。 

   まずは、安心して預けることができる保育の実現において、スクールバス送迎につ

いて質問をさせていただきます。 

   現在、幼稚園では、３歳児がスクールバスに乗れないという現状があります。通園

時、退園時もそうですが、それが要因となって村内で行われる園内保育などにも参加

できない状態です。 

   スクールバスに乗れないということは、必然的に自家用車での送迎もふえることと

なり、送迎の時間ともなると駐車場が大変混雑する状況です。また、小学生の通学時

間と幼稚園の送迎時間も重なっており、学校付近の交通量もふえ、大変混雑しており
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ます。玉井幼稚園に関しては、駐車場から幼稚園が離れているため、悪天候時などは、

それだけでも大変な不便を強いられている状況です。 

   以上を踏まえ、スクールバスの利用率が低い現状の中、例えば、３歳児に対応した

つけ外しに手間のかからない簡易型のチャイルドシートを導入する。また、朝の通園

バスの運行時間を早めることや、例えば各集落の集会場等に園児を預け、バスが来る

までの３０分くらいの間、地域の見守り隊等に見ていただくなどして、保護者の通勤

時間に合わせるなどの対策を講じることはできるかと思いますが、その点についての

見解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） １番議員さんにお答えいたします。 

   現在、登校時は、玉井小学校が３台で２便、その後に玉井幼稚園が３台で１便、大

山小学校は１台で１便、その後に大山幼稚園を１台で２便運行しております。 

   子どもの長時間乗車に係る負担軽減を考慮しながら、朝の限られた時間での効率的

な運行ということを図っております。 

   また、下校時は、低学年と高学年等における下校時間の違い、放課後子ども教室や

預かり保育の利用などにより、乗車人員は少なくなるものの、玉井小学校３台で１か

ら２便、玉井幼稚園３台で１便、大山小学校１台で１から２便、大山幼稚園１台で

２便と最大限の運用を図っているところではあります。 

   ３歳児のスクールバス利用につきましては、３年保育の実施に当たり、十分に検討

してまいりました。現在、幼稚園児を乗車させる場合は、ジュニアシートを利用し、

安全確保を図っております。 

   ３歳児につきましては、一般的に子どもの体型から考慮すると、チャイルドシート

の使用が望ましいとされております。チャイルドシートは、簡易的なものでもシート

をベルトでしっかりと固定する必要があり、必要な台数の装着には相応の時間を要す

るとともに、毎日時間のない中での作業となることから、しっかりした安全確保が図

れるかが最大の課題でありました。さらに、ご質問にあるように、朝の運行時間を早

めるには、小学校の運行を考慮すると難しいという状況にあります。こうしたことか

ら、３歳児の保護者の皆様には、ご協力をいただいているということでございます。 

   なお、玉井幼稚園及び小学校の駐車場の確保につきましては、今後検討させていた

だきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ３歳児のチャイルドシートがしっかりしたものでないといけないと

いうお話いただいたんですが、法律上許可されている簡易的なものもあると私調べた

んですが、そういうのを使うという考えはないのでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） １番議員さんに再度お答えいたします。 

   １番議員さんのおっしゃるそのチャイルドシート、簡易的なもの、こちらにつきま
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しては、私ども、今現在は体格に合ったしっかりしたものということでは考えてござ

います。１番議員さんのおっしゃるその簡易型のものについては、まだ確認してござ

いませんので、後ほど確認させていただきたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） その検討のほうをよろしくお願いします。 

   そして、兄弟がいますと、上の子も３歳児のほうも送っていくようになるので、結

局バス通学の意味がないのかなと。私も幼稚園年長組いるんですが、朝のバスで行き

ますと、ほとんど人が乗っていないという状況で、せっかくお金をかけてスクールバ

スというものを運行しているんだから、最大限やっぱり活用していただきたいと思っ

ております。 

   そして、保護者の方々からも、そういった問題が取り除かれれば、ぜひとも皆さん

利用したいと言っていらっしゃる方々がたくさんいるので、今後も検討のほうよろし

くお願いいたします。 

   次に、保育士及び支援員の雇用についても述べさせていただきますが、現在の大玉

村では、どこも慢性的な人手不足が叫ばれており、来年度も各園で保育士や支援員が

不足するおそれがあると聞いております。また、幼稚園では、預かり保育の職員に通

常より早く出勤していただき、不足している保育士等の業務を補っているそうです。 

   これが直接の原因とは限りませんが、預かり保育の行政の対応にも影響が出ている

と伺っております。例えば、預かりが６時までの家庭、勤務時間が５時１５分までな

のですが、５時１５分ぴったりに勤務を終えられるわけでもなく、その後、急いで保

育所に迎えに行き、先生から一日の様子を聞き、そして上の子、急いで幼稚園に迎え

に行ってという日常だそうです。 

   同居はしているが両親も仕事をしていて、夫の勤務地も遠方で、送迎はお母さんが

行っています。保育所も幼稚園も預かりが６時までなので、勤務時間ぎりぎりに業務

があった場合は、他の社員に対応をお願いして帰宅するそうです。 

   当初、村の担当者に現状を説明し保育時間の３０分延長を申請したら、残業しなけ

ればいい話でしょうと言われたそうです。担当者個人の対応の問題かもしれませんが、

背景には各園の人手不足が考えられます。 

   大玉村では、保育に携わる職員の短期雇用や賃金面においても、周辺の市町村と比

べて人が集まりにくいという状態の中、安定した職業としての雇用や賃金、そして充

実感などで魅力を創造していく必要があると感じております。 

   保育所、そして幼稚園の各クラスの保育士、支援員が充足されるためにも、やっと

対応できるぎりぎりの人員確保ではなく、余裕のある人員確保を講じていただきたく

思いますが、その点についてはどう考えていらっしゃるのか見解を伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   保育所に関してでございますが、保育士の確保対策として、社会保障の充実、また
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は有給休暇の付与、月給制の導入、定期昇給など、雇用の環境の改善には努めてまい

りました。 

   保育士の数でございますが、これは大玉村ばかりではなく、近隣含めてどこも同じ

ような状況ということはご存じかと思いますが、現在は、村に関して言えば、充足は

しておりますが、次年度以降について、退職予定の保育士もおるということでござい

まして、若干名の募集を予定してございます。引き続き、保育士不足による待機児童

が出ないようには努めてまいりたいと思います。 

   また、議員ご指摘の余裕を持ってというところでございますが、余裕があると、今

度は賃金の面で過度の支出にもなりかねないというところで、かなりぎりぎりのバラ

ンスをとりながら保育をしている状態ということをご理解いただきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） その余裕の話なんですけれども、例えば、入園当初、通常の保育を

するという形で入ってきた園児だと思うんですけれども、長く見ている過程で、その

子にどうしても支援員が必要だとか、そういう状態になるケースが何件か出ているそ

うです。 

   そして、いざそのときに、例えば中途半端な月に、すぐ来てくれと言ってすぐ来る

わけでもないですし、そういったときに対応できる、確かにお金がかかるかもしれま

せんが、ちょっとした余裕はこれからも検討してつくっていっていただきたいと思っ

ております。その見解を伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） １番議員さんにお答えいたします。 

   支援員の確保につきましては、幼稚園のほうが担当でございますので、私のほうで

お答えさせていただきたいと思います。 

   今ご質問あったとおり、今現在、支援員のほうにつきましては、玉井幼稚園に２名、

大山幼稚園に１名配置しております。特に３歳児、幼稚園に入ってきてからそういっ

た特別な支援を要する子どもが実際にいるなんていう状況が発生する場合を考慮しま

して、３歳児につきましては、３年保育始まる時点で補助職員というものを各クラス

に１名ずつ配置しております。なおかつ、それにあわせて支援員。それでも、やはり

子どもさんの状態からすると人手が欲しいという場合につきましては、預かり職員と、

それから補助職員、こういった者をそういった業務に携わるような、そういった対応

も考慮しながら現在実施しているところです。それでも、なおかつやはり子どもさん

の安心・安全を考える場合に人員が必要だということであれば、それはその都度考慮

して、新たな人員の配置も検討しているところでございます。 

   以上です。 

○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します。 

   私のほうは、保育所のほうの担当としてお答えいたします。 

   現在、保育士なんですが、大玉村保育所では、正職員６名、委託職員３６名、合計
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４２人、プラス保育補助職員が５名ということで体制を整えております。 

   ちなみに基準から申し上げますと、ゼロ歳児の保育については３人に対して１人、

１歳児、２歳児については６人に対して１人ということで、現在の人数においては、

定足数以上の保育士を雇用している状況でございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） その保育所のほうは了解しました。これからもいい保育ができるよ

うに頑張ってください。 

   さきの幼稚園のほうだったんですけれども、必要になったときに募集をかけるんで

はなくて、何か若干の余裕というものをやっぱり持っていてほしいなと思っています。

そして、私も参観とか行くんですけれども、突発的に行動しちゃったりする子どもた

ちもいます。そして、幼稚園だと園外に出て活動したりもしますので、そういうこと

も考慮すると、不足したときにじゃなくて、本当に余裕を持って対応していただきた

いなと思っております。 

   以上です。 

   次の質問に移ります。 

   学童保育についてです。 

   まず、利用人数の増加に伴って進められている既存施設さくらの改修ですが、保護

者からはさまざまな意見が寄せられております。 

   さくらについてですが、「親より厳しく叱っていただき大変感謝している」、「他

校の児童ともかかわれ、とてもありがたい」という意見もありますが、一方では、

「運動場が狭くなると聞いてがっかりしている」、「先生は監視しているだけなのか、

もっと子どもたちと接することができるのではないか」、「遊び、学び、地域等いろ

いろなかかわり合いがあってほしい」、「テレビ観賞と運動場で遊ぶことの繰り返し

だからつまらないんだと思う」、「宿題をチェックしてもらいたい。家に帰ってきて

宿題をすると、寝るのが１０時を過ぎてしまう」などの意見がありました。 

   施設があればいい、施設の設備が整っていればいいというような外見や見栄だけの

ハード面の改修ではなく、保護者からの貴重な意見が飛び出している中、有料施設と

してソフト面においても何かしらの改善は行わないといけないと感じておりますが、

その点どのようにお考えか見解をお伺いします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   まず、お褒めの言葉を賜り、ありがとうございます。実施主体が社会福祉協議会で

ございますので、そちらのほうにもお伝えしておきたいと、同時に、厳しいお言葉も

あわせて伝えるようにしたいと思います。 

   ご質問の中で、宿題のチェックということがございました。確かに宿題をやってい

ないと、帰宅後の就寝はやっぱり１０時になるのかなと思ってございますが、施設は

学習機関ではございません。ただ、宿題をするような勧奨、勧め、宿題やったのとい
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ったような勧奨は、多分しているとは思いますが、なお、こちらとしても確認をして、

再度そういったある程度の勧めをして、早く寝るような指導ができればなと思ってご

ざいます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   今宿題の話だったんですが、そのほかの社会福祉協議会の管轄かもしれないんです

が、そのさくらの中で小規模なイベントとか、地域の人に入ってもらって何かをする

とか、そういうことは実現はできないのですか、見解を伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   現実、かなり狭く捉えれば、子どもを預かる施設のみということで、その中で幅を

持たせて、どこまで膨らませられるかというところのご質問かと思いますので、これ

については、再度委託先に確認をすると同時にですが、一応やっているという話も聞

いておりますので、その辺はさらにこちらで調査させていただければと思います。 

   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。 

   では、次の質問に移りたいと思います。 

   次に、各公民館で行っている放課後子ども教室をもっと有効に活用できるのではな

いかと私は思います。 

   例えば、開催を週１日からふやすことや、現在４年生以上の募集枠を広げることや、

退職された教師の方などを雇用し、学校と連携し、授業内容を補完できる体制を整え

たり、現在各学校を挙げて取り組まれている読書などを積極的に導入するのもよいの

ではないかと考えます。 

   児童が歩いていけるというそれぞれの小学校に隣接している公立の公民館の特性を

生かし、公民館の図書室の有効活用や、児童書だけではなく、はやりの一般書を配置

すること等で、児童たちの学びへの興味を向上させるだけではなく、ボランティアを

初め、さまざまな地域の方々との交流も生まれるのではないかと考えております。 

   私の子どものころは、退職された先生が館長をやっていて、宿題や工作を教えても

らったり、将棋を指した記憶があります。学校帰りに公民館に寄ることが一つの楽し

みでした。 

   今述べたことについても、コミュニティ・スクールに力を入れている山形県西川町

の研修に参加させていただいた中でも、その重要性を感じることがありました。 

   西川町では、放課後や土曜日、長期休暇期間などにおいて、児童の安全で健やかな

居場所を確保することを目的として、西川小学校にて放課後子ども教室を行っており

ます。時間も、平日の夕方４時半から６時半まで、土曜や長期休暇中は午前７時から

夕方５時半までとなっております。また、体育館も放課後子ども教室の活動スペース

として開放、利用されており、地域の住民の方々が講師となって野菜づくりや伝統芸
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能の踊りの指導、また、読み聞かせなど、多岐にわたる教育サービスを実現させてお

りました。加えて、小学校の図書室の一部を地域住民に開放しており、２階の児童書

コーナーは生徒だけ、１階の開放部分は一般書を中心に配置し、学校側で１名、生涯

学習側で２名の司書の方を人員として配置し、貸し出し業務なども行っておりました。 

   もちろんこれは、西川町だからこそできている部分もあるかもしれませんが、さく

らを含む施設や、サービスの有効活用、そして地域と児童の接点づくりや地域を巻き

込んでの児童保育という観点で言えば、それは大玉村でもやれるべき点はまだまだあ

るのではないかと思うわけですが、見解を伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） １番議員さんにお答えいたします。 

   現在、放課後子ども教室につきましては、体験学習活動として、学校でも家でもで

きない体験活動というものをしております。その体験活動が魅力であるとのアンケー

ト結果からも、今後、体験活動を中心とした活動ということで、そういうふうにした

いというふうに考えており、そのためには、現在の回数が適当なのかなというふうに

考えてございます。 

   また、現在２９人の地域ボランティアの方々にボランティア登録をいただきまして

活動をいただいておりますが、各回とも、玉井子ども教室に５人、大山子ども教室に

３人の方々に、安全確保または学習支援のボランティアとして協力をいただいて実施

しているところであります。 

   学習支援につきましては、３年目となります地域学校協働活動の中で、教師を目指

す大学生や退職した教員にお願いをしまして、夏休みには小学校５、６年生を対象と

して、さらには年間を通じて、中学校３年生を対象としたおおたま未来塾を開催して

ございます。 

   図書の配置につきましては、あだたらふるさとホールの図書館を村の図書館という

ふうに捉えておりますが、大山公民館の図書室につきましても、児童書とあわせ一般

図書も配置し充実を図ってきているところでありますが、今後も大山公民館の図書室

の整備には十分努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   また、平成２９年度よりふるさとホール、大山公民館、小・中学校の図書室を結ぶ

総合検索システムを導入しており、システムを活用していただくことによって、公民

館の図書室の利用が図られ、交流が盛んになるというふうに考えてございます。 

   お話にありました西川町の取り組みにつきましては、学童保育の環境の中での活動

というふうに伺っております。 

   本村におきましては、制度面に加えて施設面でも、空き教室がない状況であり、一

概に比較はできませんが、大玉村では、平成１１年度より放課後児童クラブの開設、

平成２３年度より放課後子ども教室が開設されているところであり、それぞれの目的

に応じたすみ分けで活動を行っております。 

   所管しております放課後子ども教室は、平成２３年度から県のモデル地区として

３年目を迎えた地域学校協働活動の一つとして、地域住民、学校、家庭が一体となっ
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て地域ぐるみで、子どもたちの豊かな学びを支え育んでいけるような活動を展開して

おります。活動内容につきましては、コーディネーター３名を配置して、学校支援、

放課後子ども教室、地域協働活動、学習活動を、ボランティアの皆さんの協力によっ

て行っております。 

   学習支援では、小学校５、６年生と中学校３年生を対象にしたおおたま未来塾を開

催し、教師を目指す大学生が講師となって指導したり、退職した教員による学習指導

だったりと、教える側も学ぶことができ、地域とのつながりも深まって、児童・生徒

の意識の高揚につながっております。今後も、さらに活動の充実に努めてまいります。 

   ご指摘ありました学校図書室の開放につきましては、学校は地域のコミュニティー

づくりの場として大切な位置づけでありますことから、地域住民の開放についても検

討していきたいというふうに考えてございます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 西川町の話を述べたんですけれども、各公民館で行われている子ど

も教室、学校で何だかんだやらなくてはいけないではなくて、公民館をそういう場所

として利活用できないのかという質問をさせていただきました。 

   今行われている子ども教室のほうも、１日で十分だという回答のほうもいただいた

んですが、それを登録してきちんと行われているのは１日かもしれませんが、もっと、

そこに誰もいなければ子どもたちは来ないし、そして、子どもたちと触れ合ってくれ

る大人がそこにいれば、子どもたちは自然と多分来るようになると思うんですよ。そ

ういう人員の配置を行っていただけるよう検討していただけるか、部長、見解を伺い

ます。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） １番議員さんに再度お答えいたします。 

   放課後子ども教室につきましては、開設するに当たりまして、検討委員会というこ

とで検討させていただきました。 

   当時、先ほど申しましたように、学童保育、預かり保育のほうが先行して開設され

てございましたので、学童保育がそこで１年生から３年生を対象として、広げて４、

５、６年生も預かっていると。されば、子ども教室のほうは、体験活動を中心に行う

ということから、４、５、６年生を対象として開催したいというふうに考えて開催し

て、今に至っているところではございます。 

   公民館の開放につきましては、地域住民の方々の協力をいかに得るかということが

課題でございますので、その辺は十分に検討しながら、また、協働活動の中でいろい

ろと事業を展開しながら図っていければ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） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   先ほども述べたんですが、自分たちの子どものころは、やっぱり学校帰り公民館に

寄ることというのは、本当に楽しみの一つで、いろんな学年の子どもたちがそこで遊
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んでいました。いろんな遊びをしたり、いろんな人間関係を勉強できたのかなと思っ

ています。 

   そういうところを、やっぱり積極的に行政のほうでもつくっていってあげたほうが、

これからの子どもたちのためになるのかなと思いまして、今回の質問をしました。あ

りがとうございます。 

   私からの質問は、大きく分けて幼児保育の送迎環境改善及び職員の充実、そして学

童保育関連施設及びサービスの有効活用についてです。いずれにせよ現状維持のまま

では、大玉村で育まれていく大切な子どもたちの教育に支障を来すおそれがあると同

時に、子育てをしやすいという大玉村の魅力が薄れてしまうことも考えられます。 

   よって、早急に何かしらの対策を講じ、よりよい子育て環境を整えていくことが、

村としての急務と考えております。そして、それができるのは、それこそ私たちの役

目であるのではないかと強く思います。大玉村の子どもたちの未来のため、何とぞ検

討をお願いいたします。 

   以上で、私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（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。 

   ６番佐原佐百合君より通告がありました「連携中枢都市圏をどのように活用するか」

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、さきに通告しました件について一般質問を行い

ます。 

   連携中枢都市圏をどのように活用するかについて伺います。 

   連携中枢都市圏とは、地方自治法に基づく連携協約を圏域の中心都市と近隣の市町

村とが締結することにより形成される圏域で、市町村の独自性を担保しつつ、圏域の

活性化と地域の実情に応じた住民サービスの維持・充実を図るため、柔軟な連携がで

きる仕組みだと言われています。 

   本村は、こおりやま広域連携中枢都市圏連携推進協議会に参画し、平成３１年１月

２３日、こおりやま広域圏の形成を目指し、郡山市と連携協約を締結しました。また、

福島圏域連携推進協議会にも参画しています。 

   私は、連携中枢都市圏の話を聞いたばかりのころは、理解することに時間がかかり

ましたが、出身が郡山であったり、勤務地も福島市ということもあることから、始ま

ったばかりの事業ではありますが、広域圏の事業を目にする機会がふえ始めました。

参加する機会もございましたが、大玉村は地理的にも郡山市、福島市に近いことから、

双方を戦略的に上手に利用していけば、さらに発展していくのではないかと考え、次

の質問をいたします。 

   連携中枢都市圏の構想を改めて伺います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   広域圏のまず構想というご質問でございます。 
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   初めに、こおりやま広域圏におきましては、既にビジョンというものを設定してお

ります。このビジョンにおきまして、まず将来像になります。広め合う、高め合う、

助け合うこおりやま広域圏で、持続可能な圏域の創生というものを大きなテーマとし

て掲げております。各市町村それぞれの広域的、国際的連携等も視野に入れ、主体的

なまちづくりの理念と課題を踏まえ、将来展望実現に向け相互に資するとともに、広

域的に学び、働き、暮らし続けることができる圏域づくりを推進するというふうにし

ております。 

   また、圏域づくりの推進に当たりましては、災害発生時はもとより、平時において

もお互いの強みを広め合う、高め合う、助け合う、こういった環境を構築し、持続可

能な圏域形成を目指す。このような５つの基本的な考えを示しております。 

   これがこおりやま広域圏の位置づけでございますけれども、なお、福島圏域におき

ましては、現在、協定締結に向けました推進協議会の段階でございますので、協定が

作成され次第、皆様方にご説明を申し上げたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） こおりやま広域圏につきましては、広め合う、高め合う、助け合

う、こおりやま広域圏持続可能な圏域の創生ということで、もうビジョン、将来像が

決まっているようです。 

   福島については、今後、またこおりやまと違ったようなビジョンが策定されるのだ

と思ってはおりますが、具体的に、次の質問なんですが、お互いにそのメリットを、

先ほど、強みということをおっしゃいましたが、その強みを利用させていただき、本

村のために活用していくにはどのようにしたらいいのか。 

   例えば、具体的な取り組み、活用方法などを、まだ始まったばかりの事業でありま

すが、特に村民の皆さんや村内の企業、団体、あと皆さんですね、自治体職員さんが

将来を見据えて参加してもらえるといいなと思えるような具体的な取り組みとか活用

がありましたら、ここに書いてありますその３つの、経済成長牽引、高次の都市機能

の集積・強化、生活関連機能サービスの向上について、わかる範囲でもし教えていた

だければ、考えていらっしゃるのかお願いいたします。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほど３つの柱、３項目ほど議員さんのほうから今ご発言ございました。 

   まず、こおりやま広域連携中枢都市圏の取り組みにつきましては、本年度は、計画

する全ての事業を当初から取り組むということではなくて、連携からの事業からスモ

ールスタートで取り組む。それによって広域連携の土台を築くというふうな当初のス

タートの年度になっております。 

   今ほど議員さんのほうからお話のあった３つの項目、これが柱ということで、各種

事業に取り組んでいるところでございますけれども、この中で、具体的に取り組みを

開始している事業としましては、１つ目が、創業支援事業でありまして、新たな事業
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展開に取り組む中小企業者を応援するもので、本村からも１団体が応募、採択を受け、

既に事業に取り組んでおります。 

   ２つ目が、インバウンド推進事業でございまして、これは外国人向けのウェブサイ

トを設けまして、村のホームページからもこおりやま広域圏のホームページのほうに

リンクできる環境をもう既に整えております。 

   ３つ目が、移住定住促進事業でありまして、構成１６市町村のＰＲを１つのパンフ

レットにまとめまして情報発信を行うという事業になります。 

   ４つ目が、長寿社会対策推進事業でありまして、本村の生き粋大学、こういったも

のと、郡山市にありますあさかの学園、こういったものの事業の相互利用を可能とい

うふうにしております。 

   ５つ目が、研修、人材育成等でございまして、これは各種研修の開催を通して知識

の習得を図るという事業になります。この事業に関しましては、本年度は、債権者管

理研修会、公共施設マネジメント研修会、さらにアナウンス力研修会など、合計で

１３の研修メニューに対しまして、延べ３９名の職員を既に派遣をしているところで

ございます。 

   なお、福島圏域関係につきましては、まだ協定の締結に向けた推進協議会の段階で

ございます。周遊観光の設定など、一部の事業展開に今現在はとどまっているという

ふうな内容になります。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 今、５つの事業についてご説明いただきました。多分広域圏のこ

とをまだ詳しく勉強していなければ、今言われた５つがこの３つの柱のどこに入るか

ということがまだわかっていないかと思うんですが、私なりにちょっと調べたものに

ついてお話しさせていただきたいと思います。 

   先ほど１番目に言いましたスモールスタート支援事業、こちらは昨年２０１８年か

ら多分取り組んでいらっしゃったと思いまして、２０１８年、１９年と団体同じでは

ないかもしれないんですが、関係団体が多分対象になって助成を受けていらっしゃっ

たかと思います。そういうことをやっているということがわからなかったので、先ほ

ども、今は土台づくりというお話しがありましたが、２０２０年以降は、もう少し、

一歩進んだ展開になると思いますので、違う団体にもそんな話が行けばいいかなと思

います。それがその３つの話の生活関連機能サービス向上の中に多分含まれる活動な

のかなと思います。 

   ２番目が、外国人向けのウェブサイトリンクということで、こちらが経済成長牽引

の中に入るという認識でいますが、外国人向けのウェブサイトにリンクということで、

大玉村のことはまだ入っていなかったと思います。私も東京の方々から、大玉村５年

ぶりにいらして何か変わっていませんかと聞いたときに、大玉村には外国の人がいな

いという話を聞きました。もっともっと、そこに力を入れるかどうかは別としまして、

せっかくそういうサイトがあるので、活用されたらいいのかなというふうに思いまし
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た。 

   それから、３番目、移住定住促進事業、こちらも３つの柱の生活関連機能サービス

の向上に入るのかと思います。 

   昨日、村の移住定住のホームページを見ましたら、立派な冊子がアップされていま

して、その中には、一目でわかるような支援だったり、システムが書いてあって、と

てもいいものができたなと思いました。ぜひ今後いろいろ活用されていっていただけ

たらと思います。こちらも生活関連機能サービスの向上。 

   ４つ目が、長寿社会対策推進事業ということで、あさかの学園大学との相互的なと

いうお話がありました。こちらも生活関連機能サービスの向上と認識しておりますが、

駅前のビッグ・アイの中に２年間、週に１回でしたか、また生き粋大学とは違った専

門性を持った大学なんだなということを、ちょっとこの間見させていただきました。

村外に出ていくというわけではないですけれども、いいものは、ほかの地域の強みと

言われる部分は大いに利用できる事業なのではないかなと思いました。これも生活関

連機能サービスの向上。 

   それから、５番目が、人材育成ということで、職員さんがかなりいろんな１３のメ

ニューに参加していらっしゃるということをお伺いしましたが、こちらも生活関連機

能サービスの向上ということで認識しております。 

   ちょっと順不同になってしまうのですが、その中で触れていなかったことについて、

もし教えていただければお伺いしたいと思います。 

   生活関連機能サービス向上の中で、地球温暖化対策事業ということも何か取り組ま

れているのではないかな。こおりやま広域圏気候変動適応等推進研究会の設立と構成

ということで、何か郡山市が２０１９年１１月２８日に、２０５０年二酸化炭素排出

量実質ゼロを宣言されていて、何かこれは、広域連携によるというのをちょっと見た

のですが、この辺は、今はかかわっていないのか、まだこれからなのか、わかる範囲

で教えていただければと思います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほど来の私のほうからご説明させていただいておりますのが、総務部で担当して

おります各種事務事業並びに研修メニュー関係についてご説明を申し上げました。 

   こおりやま広域圏の事業に関しましては、総合的に所管する部門が、まず政策推進

課になります。そのほか、事業ごとに分類されて、例えば今の地球温暖化の関係です

と、住民福祉部の再生復興課のほうが会議等に出席して、いろんなメニューに対応し

ていくというふうな内容になってございます。それ以外にも農政でありましたり、建

設でありましたり、それぞれ部門ごとの会議出席、研修を受講というふうな内容にな

ってございますので、今お話ありましたとおり、それぞれ段階的に事業が開始されま

す。 

   先ほど、私当初申し上げましたスモールスタートというのは、支援事業のことでは

ございませんで、今、広域圏のほうでは６５のメニューを用意しております。これを
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一遍に初年度から取り組むのではなくて、少しずつ連携できる部分から開始をしまし

ょうというのがスモールスタートという意味合いで言わせていただきました。 

   今後、順次事業の拡大が行われますので、住民の皆様方に関連する部分がございま

したら、広報紙であったり、ホームページであったり、そういったものを活用しなが

らお知らせに努めていき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） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 私のほうで勘違いをしておりました。政策のまだ準備段階なので、

全てが政策推進課のほうで把握しているのかと思いまして質問させていただきました。

そうではないということで、職員さん、各課のほうでいろんなメニューに対して話し

合いをされているという認識でよろしかったでしょうか。 

   はい、すみません。 

   そうしましたら。５番目に出ている質問なんですが、先に質問をさせていただきた

いんですが、この広域圏へ参画する、もしくは事業を行う場合などに、本村が支払う

負担金や国からの支援があるのかを伺います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどちょっと漏れましたので補足をさせていただきます。 

   あくまでも広域圏の取り組みに当たりましては、全てのメニューに村が参画すると

いうことではございません。あくまでも村の村政にとって有利なもの、そういったも

のを選別しながら選択制をとって村が参画していくということになりますので、ご了

解をいただきたいと思います。これにつきましては、福島圏域も同じ立ち位置で臨ま

せていただきます。 

   今ご質問の村の負担金並びに国からの支援ということでございますけれども、まず、

こおりやま広域圏に関しましては、現時点の負担金は発生してはおりません。ただし、

今後取り組む事業によりまして負担金の発生がある場合がございます。また、協定を

締結しておりますので、国からの特別交付税措置、これにつきましては、事業の取り

組みがあった場合について上限１，５００万円が認められております。 

   一方、福島圏域の場合におきましては、実施する事業により負担金で事業を行って

おります。これは、まだ連携中枢都市圏の認定を受けておりませんので、こういった

状況での取り組みになります。 

   令和元年度につきましては、福島圏域連携推進協議会の負担金が７万６，０００円、

移住定住促進協議会に対しましては５万７，６３１円を支出しております。また、令

和２年度の計画におきましては、福島圏域連携推進協議会に対しまして７万

７，０００円の支出を予定しているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） そうしますと、こおりやま圏域のほうに対しては、今は支払いが
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ないけれども、事業に取り組めば負担するようになる。これ、国から、例えばこの連

携をしたことで郡山市のほうにはお金というか予算は入ってきているんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えいたします。 

   これは中心団体が郡山市ということになりますので、郡山市にはかなりの交付金が

来ているかと思います。 

   まず、先ほどの３項目の中の経済成長の牽引、高次の都市機能の集積・強化、これ

に関しましては、これは圏域全体の人口によって普通交付税が算出されるということ

になります。今、資料によりますと、上限につきまして約２億円、これは規模に応じ

ての交付ということになりまして、額のほうは把握できておりません。 

   また、項目の３つ目の生活関連機能サービスの向上、これに対しましては、特別交

付税の措置がされております。年間１億２，０００万円程度を基本としまして、これ

も人口・面積等を勘案して上限の設定がなされているということで、実際の交付額に

ついては把握してございません。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 単純に考えますと、中心市のほうには国のほうからかなりお金が

入っていらっしゃるということなので、郡山市のほうは頑張らなければいけないのか

なというふうな印象を受けました。福島圏域につきましては、事業ごとということで、

今後協定が結ばれれば、また郡山市と同じような形でなっていくという理解でよろし

いのかなと思います。 

   次の質問なんですが、これらさまざまな事業ですが、広域圏の公式ホームページや

ＳＮＳでの発信とか、市町村の広報紙などではされているんですけれども、大玉村で

も公式ホームページのほうにリンクが張られていると思います。 

   郡山に勤めている方については、何か市政だよりにいつも広域圏のことが書かれて

いるので、「ああ、ちょっと聞いたときあるよ、でも村の人知らないんじゃない」と

か、あとは多分紙媒体で目にすることがないので、村民の皆さん、知らない人が多い

んじゃないかなと思っております。郡山市民の方も自治会に入っている方が少ないよ

うなので、郡山市民の方自体も、この取り組みについては知らない方も多いようなん

ですが、本村で興味があって調べればわかるのではなくて、やはり、もし本村のほう

でも、村民の皆さんにこういう取り組みやっているというのを知っていただきたいの

であれば、ホームページリンクだけではない何か媒体を使ったＰＲは必要なのかなと

思います。 

   先ほども郡山市さんにおいては、お金のほうが多分入っていらっしゃると思うので、

皆さんがやらなくてもいいというのも変なんですが、郡山市のほうでつくっていただ

くとか、そういう何か方法があるのではないかなと思いまして、次の質問です。 

   広域圏の取り組みを村民の皆さんに周知する方法をどのように考えているかお伺い

します。 



 

- 77 - 

 

○議長（菊地利勝） 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。 

   村民の方々への周知方法でございます。 

   今、議員さんのほうからお話がありましたとおり、今現在の状態におきましては、

大玉村のホームページの中に、こおりやま広域圏ポータルサイトというボタンがござ

います。そこを押していただくと、広域圏のほうのウェブサイトのほうにリンクする、

移動するというふうな環境にはなってございます。まず、こういった環境があるとい

うこと自体知らない方々もいらっしゃるかとは思いますので、改めて村の広報紙等を

活用しながら、こういった環境でごらんいただけますという周知はこれからも図って

いきたいというふうには思っております。 

   また、ご質問の紙媒体等によっての周知というふうなご提案もございます。今現在、

直接住民の方々に関連する事業の取り組み、今年度はまだ、先ほど申し上げましたス

モールスタートの関係から、なかなかございませんでした。今後、段階的に事業の拡

大を図っていくということになりますので、今後、それぞれ住民の方々にも関心を持

っていただきながら、参画いただく内容もございますので、極力、村のホームページ

と、あと広報紙、そういったものを活用しながら、事業のご案内であったり、内容の

ご説明であったり、そういったものの説明には取り組ませていただきたいと思います。

また、当然、郡山市の協力をいただきながらということで進めていきたいと思ってお

ります。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 参画できる内容が、今のところ村民の方には少ないのではないか

というご説明があったのですが、例えば、先ほどの長寿社会対策推進事業の中の大学

への受講の申し込みがもう始まっていて、対象の中に本村も入っていたかと思います。

本宮市では、多分独自だと思うんですけれども、市政だよりを見たので、直接聞いた

わけではないのでわからないんですが、今年度、本宮市と郡山市の方だけを対象に体

験会みたいなのを、１週間か２週間ぐらいやっていらっしゃったり、あと福島で言え

ば、婚活が対象が大玉の方も入っていて、１名何か参加されたという話も伺いました。

あと、何か、意外と村民の方が対象であったりというのが、チラシで目にすることが

あったので、その辺、勝手に中心市がやっているわけではないとは思うので、皆さん

にはどういうふうに情報がそれは共有されているのでしょうか。 

○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。 

   長寿社会対策推進事業ということで、本村のほうにも郡山市のほうから広報掲載の

依頼があってということでございます。 

   １月の広報に載せたということでございます。郡山からの情報提供がありまして、

村のほうで載せたということで、令和元年度分については、１月の広報に載せて周知

を図ったところではございます。 
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   これからのことについては、今後また載せていくと。情報があれば、そこで載せて

いくということでございます。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長（作田純一） 大変失礼しました。令和２年度のあさかの学園大学の募集の要

項につきましては、広報おおたま来月号、１月号に掲載していく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） そうしますと、先ほど部長からもおっしゃったとおり、各課のほ

うにそういう情報が来ているということですね。 

   そうすると、もしかしたら、先ほどの環境対策のほうも、何月かに環境対策推進員

の募集があったような気がするので、それももしかしたら、この広域圏の事業だった

のかもしれないという私の勝手な判断ですが。 

   あとは、多分直売所の矢吹店長も行かれているので、福島市役所の食堂では、「絆」

ｄａｙと言って毎月１９日に福島圏域の市町村の特産品の食材を使っての提供をして

いて、直売所も出張で販売に来ていることもありました。 

   そういう何かちょこちょこといろんなところで村対象の広域圏とうたって対象も大

玉村というのが、土台づくりの段階ではあったんですが、中心地からだけ上がってき

たような気がします。中心地だけにメリットがあってもいけないのかなとは思うんで

すが、ちょっと今そちらでも何かお話があったようなので、その辺の情報の共有につ

いてお伺いします。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   確かに横の連絡、これは重要なことではございます。ただし、総務部の政策推進課

が、もともとの市との総合的な調整は政策推進課が担っております。先ほど申し上げ

ましたとおり、実務に入りますと、今度は各課の担当職員の会議がございます。その

中で、具体的な事業の取り組みの協議を行うと。先ほどお話あった地球温暖化の関係

でありますと、再生復興課の職員が担当として会議に出向きまして、いろんな決め事、

いつ、どういったことを行うかという実務について協議を行うことになります。 

   今ほどの教育委員会関係のあさかの学園大学、そういったものにつきましても、政

策推進課がもうそこで携わるのではなくて、その部門部門である教育委員会のほうに

通知がなされて募集を行うということで、大変申しわけございません、１から１０、

１００％政策推進課が事業の把握を行うというのは、そこまで行きますと大変困難に

なってまいりますので、それぞれにおける取り組みということで、ご理解をいただけ

ればと思います。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） せっかくいい取り組みをやっていらっしゃいますし、そうやって

公表されているのであれば、もう広報紙を使っているということなので、きちっと広
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域圏という何か、そのまとめた形での何か、私も勉強不足ですが、村民の方はもっと

わかりにくいと思うので、何かそういう形で周知できたらいいのではないのかなと思

います。 

   あと、こおりやま広域圏も福島圏域も、市役所のほうでそのＰＲをしておりまして、

各市町村の広報紙とか置いてあります。中心市だけに任せるのではなくて、例えばＰ

ＬＡＮＴ－５に大玉ふれあい館があると思うんですが、あそこを何かを活用して、大

玉村も協力していますみたいなそんな周知の方法ができないかなんても思っておりま

す。興味があるかないかはこちらの判断ですが、やらないよりはやったほうがいいの

ではないかなと思います。 

   次に、中心市が主体で考えることが多いのかもしれませんが、２０２０年からはも

う少し踏み込んだ事業が多分行われると思います。村民が圏域形成のメリットや本村

の村づくりの実現に向けて、何か村民の皆さんの意見を求めたり、伝える方法という

のは、会議の場以外たくさんあると思うんですけれども、協議会だけかと思ったら、

もう各担当で行かれているということなので、皆さんの意見とか伝える方法というの

は、どのように考えているのかお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   村民の皆さんからの意見、こういったものを広域に反映させる手段というふうな内

容でよろしいでしょうか。はい。 

   基本的に、当初、村民の皆様から意見を求める場面、これにつきましては、広域圏

の構想、これはビジョンに値しますけれども、その中の各種計画、こういったものの

策定時に行いますパブリックコメントというのがそれに当たるのかなというふうには

考えております。 

   これにつきましては、既に意見公募を今年の１月から２月にかけて終了しておりま

すので、こういったものに対します意見というのは、もう終了しているということに

なってまいります。 

   本村の取り組みとしましては、この際、村のホームページからリンクできる環境を

整備しまして案内をしたいというのが本村の取り組みでございます。 

   今後、各種事業行われるわけでございますけれども、これはあくまでもビジョンに

基づきまして計画された事業の取り組みということになってまいりますので、意見を

拝聴するという機会はなかなか出てこないかと思いますけれども、皆さんから、もし

意見がございましたら、各担当のほうにそれぞれお伝えをして、会議の場で、こうい

った要望があるよというふうな取り組みはできるのかなとは思っておりますので、そ

ういった機会があれば活用させていただきたいというふうには思っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 今のところビジョンに基づく取り組みがあり、意見がありました

ら各担当へということで、パブリックコメントはもう終了してしまったと。実は何日
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か前にパブリックコメントのところにこれが上がっていたから、意見聞いてくれるの

かなと思ったら、削除されていたので、ああ、これで求めるのではないのかなんてち

ょっと思いましたが、でも、たまに何かそういう形で皆さんから求める方法があれば

いいなとは思います。 

   最後に、将来の展望をどのように考えているか伺いたいのですが、その前に、全国

市議会議長会都市行政問題研究会というのが全国市議長会の中にあるようで、福島市

と郡山市が参加していて、たまたまそれをちょっと目にしてしまったら、議会議員の

役割についてと書かれていて、私たち議員もちゃんとやらなきゃいけないんだなとい

うのが書かれてありました。やっぱり私たちも勉強はしていかなくてはいけないんで

すけれども、職員の皆さんにもたくさん勉強していただいて、私たちのほうに情報を

共有していただきつつ、もしかしたら私たちも、連携している議会とかそういうとこ

ろにも話を聞きに行ったりとか、調査に行ったりとかしなきゃいけないのかななんて、

この事業を調べれば調べるほど、いつもそうなんですが、奥が深くて、職員さんとか

村長にばかり、お伺いしますとか、考えを教えてくださいとは言えないのだなと思い

ながらその資料は見ておりました。 

   でも、きょうの最後の質問なので、ぜひ将来の展望をどのように考えているか、村

長に伺ってもよろしいでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   広域圏事業というのは二面性がありまして、本当にこおりやま中枢都市を中心とし

て、周りの衛星のような市町村が、一緒になって弱いところを補いながらといういい

面と、それから中央集権的な郡山一極集中と、財源も郡山に入ります。そして、大玉

がいつの間にか郡山の一部になってしまうというような心配も言われています。です

から、これは二面性がありますので、その辺、将来的には大玉の独自性を失わないよ

うにやっていきたいということは、是々非々で対応していくと。 

   ですから、例えば公共施設の共用化と。こおりやま圏全部、全て同じ条件で使いま

しょうと。非常によく考えると、これは郡山施設全部使えるぞ、本宮の施設使えるぞ

というふうに考えるんですが、ただ、郡山の人たちがテニスコートを今ほとんど郡山

の方が使われていますけれども、村民運動場とか、グラウンドとか、屋内運動場、圧

倒的に数の多い人たちがそこを使うようになったときに、本当に大玉村がそういう共

通で使いましょうということに対応できるのか。そこで出てくるのは、やはり規制で

す。１カ月前に大玉の人、郡山とかその圏域の方は２カ月後に申し込んでくださいと

なると、多分この広域でやった場合には、そういう差別はつけるなというふうになっ

ていくんだろうというふうに考えておりますので、その辺については、しっかりと村

の独自性と、それから物すごい数の事業が出てきます。郡山だけでなくて、三春でや

った研修も全部呼びかけをやっています。 

   ですから、今言われたように、１００、２００の事業が出たときに、大玉村はどれ

を取り上げるかということを選別しなきゃなりません。それを全て広報に載せるなん
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ていうことになったら、村民に、大玉が該当しているのでお知らせしますというふう

になると、大玉村の事業がもう成り立たなくなると。 

   ですから、これは十分に配慮しながらいかなければいけないと。万能ではなくて、

別な面があるということも意識しながら進めていきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   私も最初に述べましたが、村の独自性を担保しつつということで、全部が全部オー

ケーだとは思っておりません。村の弱いところであったり、最初にも言いましたが、

上手に戦略を持ってやっていけば、発展していくのではないかという意図での質問だ

ったので、そこは本当に職員の皆さん、あと村長初め皆さん、そして多分私たち議会

のほうもきちっと勉強しながら、一極集中にならないよう、その二面性があるという

いろんな問題もあると思いますが、しっかりと将来を見据えて、何回も言いますが、

上手に利用しながら発展していく村になっていくことを願いまして、一般質問を終わ

りたいと思います。 

○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。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 以上で、日程による議事が終了しました。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４０分） 

 


