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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。 

   会議に先立ち、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の

で、ご承知願います。 

   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、傍聴に舘下恵子さんほか３名の方々がお見えになっておりま

すので、ご報告申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○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「新型コロナウイルス感染拡大の影響と今後

の対策は」外１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２点につ

いて、これより一般質問を行います。 

   このたびの新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの生活に様々な影響を及ぼし

ました。感染防止のため、新しい生活様式の徹底が求められています。秋以降、感染

の第２波、第３波が来ると予測される中で、今後の保育や教育の現場、高齢者の生活

をどのように考えていけばよいかということで、次の質問をいたします。 

   まず、保育や教育現場への影響と対策について伺います。 

   子どもの年齢が小さければ小さいほど、３密を避けることは難しいと思います。保

育所や幼稚園では、実際にどのような感染防止対策が取られているのかを伺います。 

○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。 

   保育所関係でございますが、保育所職員関係の対応ということで、日々の検温、行

動履歴の記録、それから同居家族等の体調不良時の出勤自粛、体調不良や風邪の症状

などの自覚症状がある場合も出勤自粛。マスクの着用と手指の消毒、手と指の消毒な

どがございます。それからあと、施設面関係ということで、保育所全体としての対応

として、手洗いとか手指消毒の励行、定期的な遊具等の消毒及び換気、それから各種

行事の規模の縮小などがございます。 

   以上です。 

○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いたします。 

   ご質問にありましたように、発達の特性というようなことで、非常に難しい部分が

あるんですけれども、様々な工夫をされております。 

   幼稚園教育の特質は、自発性といって、子どもたちの興味、関心に基づいた、そう

いった活動が中心になっています。大きく分けますと、自由活動、自由保育、それか

ら、一斉の活動があります。一斉の活動の中には、ガイドラインに示されているよう

に小まめな手洗いの励行であるとか、そういったことについて。それから、間隔をと

るかとか、そういったことについての指導がされていますが、自由活動は子どもたち

が、本当にいろんな場所に行ってやっているんですけれども、私が参観させてもらっ

て一番感心したのは、先生方が本当にチームワークよく、分担をしっかりとしながら、

子どもたちを見届けているというふうなこと、それが大きな特徴であると思っていま

す。今までもなされておったんですけれども、今回、このコロナの問題が出てきたと

きに、それがさらに徹底して、ちゃんと毎日の予定表の中に、３歳児は誰が、いつど

んなことをさせるか、それから、できるだけ密度を取らないということで、例えば、

誕生会などを分散でやったり、それから昼食の活動なんかも、部屋を預かり保育室を

使って３つに分けてやるとか、そういった工夫をされております。それから、小学校、

中学校と違ってすごいなと思ったのは、子どもたちがまだ幼稚園にいるとき、在園時

間中も消毒を小まめにやっているということ、そんなことも特徴かなと思っておりま

す。 

   それから、これも当然といえば当然、びっくりしたといえばびっくりしたんですけ

れども、マスクしているんですね、子どもたちが。３歳の子どもたちは、ちょっとあ

れですけれども４、５歳の子どもがマスク着用して活動しているというふうなこと、

これも大きな特徴だと思っております。 

   それから、先ほど保育所のほうでもありましたけれども、毎朝の検温とかそういっ

たことについて、保護者にご理解とご協力をいただきながら、それを丁寧にやってお

ります。 

   それから、先生方がいろいろ気遣いしておりまして、何人かの先生方からのお話で

あったんですけれども、私がもしかして感染して子どもたちにうつしてしまったので

は大変、というそういう意識が大変強くあって、コロナ対策というようなことが、そ

ういう形でしっかりされているのかなと、そんなふうに思っております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。 

   小さな子に理解を求めることは、やはり無理だと思いますので、保育所では大人の

ほうが気をつけながら保育に当たり、幼稚園では感染防止について園児が理解できる

よう根気よく話して聞かせるなどし、なるべく密にならないよう見守っていくしかな

いのかなと思います。 

   先生方が、様々な努力や気遣いをされているということをお聞きしまして、本当に
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ご苦労さまだと思います。 

   さて、乳幼児を預かる保育所では、おむつ替えやだっこなど、どうしても密集、密

接は避けられません。新型コロナウイルス感染防止のため、手指消毒液やハンドソー

プの消費量が増えているにもかかわらず、全国的な品薄で、発注してもすぐには納品

されず、いつまでもつかと不安を抱えながら職務に当たるという状況があったようで

す。 

   子どもは体調を崩しやすいので、ふだんから発熱やせきを繰り返しますし、コロナ

関連ではなくとも不安がつきまとい、神経を遣う職場です。 

   先生方の不安を少しでも減らして、職務に当たってもらえるよう、今後の第２波、

第３波に備えて、村の備蓄量をある程度増やしておき、マスクや消毒液等が不足して

いるときには、そこから支給できるような体制を取ることはできないものでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   感染対策のためのマスクや消毒用アルコールの購入、または配付などに係る備蓄管

理につきましては、現在総務課で行っております。各部署におきまして、残量が少な

くなった時点で、総務課に連絡をいただき、その都度、提供できるように努めている

ところでございます。 

   なお、保育所に関しましても、マスクや消毒用アルコール、これらの提供は、既に

行っているところであります。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 現物が支給されるわけではないというふうに、私は聞いておりまし

たが、消毒液等は、村から支給されるということで、よろしいのでしょうか。 

   何か予算を頂いて、保育所は保育所で発注するように伺っておりましたので、そこ

のところをちょっと確認したいのと、そのような場合、なかなか入手できない場合は、

村の備蓄から支給していたければなと思いましたので、この質問をさせていただきま

した。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） 特に、マスクは大分出回っておりますけれども、消

毒用アルコール、これにつきましては、手指消毒と器具消毒と２種類ございます。 

   私のほうから、各部署にお願いしておりますのは、まず予算を持っている部署につ

いては、まずは発注をしてくださいと。これは、発注しませんと、いつまでも入荷し

ませんので。それで入荷が当然遅れております。私どもで、一括発注をしております

けれども、これにつきましても１か月から２か月かかっております。こういった関係

で、部署において単独でそれぞれ発注をしていただく。それでも入荷しない場合につ

いては、当然、手持ちの備蓄品のほうから提供するというふうな態勢をとっていると

ころでございます。 

   以上でございます。 
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○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございました。 

   不安を少しでも解消できれば、先生方が気持ちに余裕を持って保育に専念できると

思います。 

   次は、学校の新しい生活様式について伺います。 

   文部科学省では、学校が取り組むべき衛生管理マニュアルとして、学校の新しい生

活様式を作成しました。これによると感染状況により、３つのレベルに分け、学校ご

とに対応を決めるよう要請しています。 

   本村の場合、レベル１になるのかなと思いますが、レベル１では、教室内での子ど

も同士の距離を１メートルを目安に、換気などを組み合わせて、３密を防ぐようにと

しています。福島県内には、生徒の机を段ボールの仕切りで囲んだ中学校があります

が、本村の小中学校の各教室において、マニュアルに沿った子ども同士の距離をとる

ことはできているのでしょうか。また、職員室は密になってはいないかを伺います。 

○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。 

   ご指摘がありましたように、本県はレベル１の段階で、目安として１メートルの間

隔ということになっておりますけれども、教室の広さと、それから子どもの数、机の

数を見たときに、児童生徒数によって違いはあるんですけれども、１メートルを取る

というようなことは、物理的に不可能な状況であります。ただし、いろいろ工夫しま

して、例えば、教室に今まで置いてあったやつで、常時使わないものを廊下に出した

りとか、そういったことをしながら、極力机を離すような、そういう工夫をしながら

授業に当たっていただいております。 

   それから、そういったことを考えますと、次の対策としまして、感染症の対策、ご

指摘にありましたように様々な工夫、まずは手洗いの徹底、それから朝の健康観察、

そういったことを徹底しております。それから、マスク、もちろん先生も子どもたち

も全員着用しております。それから、各教室の入口に、消毒液を置いてやって、それ

を使えるような形をしたり。それから授業形態等につきましても、例えば、音楽の授

業でありますと、近くで一緒に歌を歌ったりということを避けたり、そういうことを

しながら、感染対策に努めながら授業の充実に努めております。 

   それから、職員室についてのご質問がありましたけれども、職員室、これも大変窮

屈な状況になっておりますので、一つ考えてくださっているのは、職員室での仕事を

極力教室でやるようにということで、密を避けるという対策。それから、対面で先生

方の机があるときに、それを動かすのに非常にいろいろ危険があったりして難しいの

で、間にフェンスをつくって、そういったことで、密にならないように対策を講じな

がら、仕事に当たっていただいております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 中学校では、１クラスの人数がかなり多いと聞いていました。生徒
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の座席の間隔はあくまでも目安で、現場の状況に応じて、柔軟に対応することになっ

ていますので、目安の１メートルが取れなくても、大玉村の現在の状況ですと、換気

などに気をつければ問題はないかなと思います。また、マニュアルでは、職員室内で

十分なスペースを確保できない場合は空き教室を活用して、教職員が学校内での分散

勤務をすることも考えられるとしていますので、その辺もきちんと考えた対策が取ら

れているのだなということが分かりました。 

   次は、オンライン授業について伺います。 

   長期の休校による学習の遅れを取り戻すために、本村の小中学校でも夏休みに授業

を実施することになりました。県内では、既にオンライン授業を導入している学校も

あるようです。オンラインによる遠隔授業が可能になれば、今回の新型コロナによる

休校や、インフルエンザによる学級閉鎖、災害時の休校にも対応できるようになりま

す。 

   導入に当たっては、通信環境の整備が必要になりますが、中でもリアルタイムで授

業を受けることができる同時双方向型の学習は、画面を通して先生と児童生徒がつな

がることができますし、みんなの顔を見ることもできます。また、子どもたちの日々

の過ごし方や健康状態なども確認することができます。さらには、不登校の児童生徒

も授業が受けられるというメリットがあります。小中学校でのオンライン授業導入の

見通しを伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（作田純一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   オンライン授業を大きく分けますと、一方向型授業と２番議員さんのおっしゃる双

方向型授業というふうに分類されます。 

   一方向型授業につきましては、主に動画などを配信して、その動画を児童生徒に見

てもらう方法で、通信環境さえあれば、パソコンやタブレット、スマートフォンでの

視聴が可能で、子どもたちは好きな時間に授業を見ることができるというメリットは

ありますが、視聴したかなど、オンライン上での子どもたちの様子を確認することは

できません。 

   このたびの休校期間中、各学校では、小中学校長からのメッセージ動画の配信、ま

た、家庭でできる運動プログラムの動画を作成し、配信したところであります。さら

には、文部科学省子供の学び応援サイトや福島県教育委員会の学びのススメなど教科

書に沿った内容で学べる動画配信サイトの活用を促したところでございます。 

   双方向型授業は、リアルタイムの映像と音声で対話ができるテレビ会議型授業であ

り、先生から児童生徒の様子を見ることができ、児童生徒同士でのやり取りなども可

能となります。しかしながら、各家庭のインターネット環境に大きく左右されるとと

もに、カメラやマイクが装備されている端末が必要となるということでございます。

また、現在の小中学校のインターネット環境では、同時に複数のオンライン授業を行

うことが難しいなど、同類の課題は今のところは多いと考えております。 

   本年度、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、小中学校の校内ネットワーク環境整
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備と、児童生徒１人１台端末の整備を目指しているところであります。ハード面では、

双方向型オンライン授業の可能性が高まるものの、家庭でのインターネット環境の問

題や新たにインターネット環境が必要な家庭での通信量の問題などが引き続き考えら

れます。まずは、動画配信などできることから工夫しまして、効果的なオンライン授

業の導入に向けて、検討を重ねてい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） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 導入に当たっては、通信環境の整備や課題が大変多いということが

分かりました。子どもの学びを保障するためにも、すぐには無理にしても、将来的に

実現に向けてお願いできればなと思います。 

   次は、保護者が新型コロナウイルスに感染した場合、子どもの面倒は誰が見るのか

という問題です。 

   保護者にとって、もし、自分が陽性になってしまった場合に、濃厚接触者である子

どもの面倒は誰が見るのかという不安があると思います。子どもが小さければ、なお

さら不安は大きくなります。 

   先頃、夫婦共に新型コロナウイルスへの感染が明らかになったフリーアナウンサー

の赤江珠緒さんが、両親が感染した場合に子どもの面倒を誰が見たらいいのかという

不安な心境をつづった手記を発表して、反響を呼びました。赤江さんの２歳の長女は、

ＰＣＲ検査の結果、陰性でしたが、だんなさんが入院したため、発熱の症状が出てい

る赤江さんが自宅療養しながら長女の世話をしたということです。結局、１１日目に

は肺炎の症状が出て、赤江さん自身も入院することにはなりましたが。 

   福島県では保護者が新型コロナウイルスに感染し、ほかに面倒を見られる親族等が

いない子どもを児童相談所で一時保護する方針を示していますが、もし、村内でその

ようなケースが発生し、村民から相談を受けた場合の対応は整っ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。 

   ご質問のとおり、今ほどありましたような形、いわゆる親族、それから親戚などで

子どもさんを見ていただけない状態にある子ども、いわゆる一人きりになってしまう

場合でございますが、ご質問のとおり中央児童相談所のほうで、一時保護、通常ＤＶ

とか家庭内での問題があったときに子どもを一時的に避難させる手法でございますが、

そういった同様の形で、子どもを一時引き取って、そちらで面倒を見るというような

態勢を取ることになってございます。 

   ご質問のように、相談があった場合には、いち早く中央児童相談所のほうにつない

で、そのような形で対応するようになってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。 
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   軽症者向けの宿泊施設には、無症状の子どもは一緒に入ることはできませんし、そ

ういった場合、やはり児童相談所ということになるということを確認させていただき

ました。 

   次は、高齢者について伺います。 

   緊急事態宣言による外出自粛で、デイサービスやサロン、老人クラブ等の活動が休

止となったことで、運動機能や認知機能の低下が懸念されます。また、独り暮らしの

方が孤立感を募らせてはいないかという心配もあります。地域の見守り役である民生

委員の方も、感染防止のため訪問ができないので、電話による状況確認を行っている

現状があります。もし、自分が知らないうちに感染していたとしたら、うつす側にな

ってしまうという不安がある、ＰＣＲ検査を受けさせてもらうことができ、陰性であ

ることが確認できれば、訪問することもできるのですが、という声も聴きました。私

の知り合いには、最近物忘れが多くなった独り暮らしの９０代の母親に、仕事の休憩

時間なども利用して、１日５回電話をかけて、なるべく話す機会を増やすよう心がけ

ているという人もいます。今後、感染の第２波に備える意味でも、何らかの手だてが

必要であると考えますが、高齢者の心身の健康を保つためにできることは何があるか、

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） ２番議員さんにお答えいたします。 

   今までのご質問の中にもありましたが、村としても民生委員にお願いして、心配な

方々に対する電話相談であったり、あと、村も直接電話をかけるなどしての確認等々

は行ってございます。 

   ただし、今もお話がありましたように、面と向かって対面でというのがなかなか困

難な状況になっております。こちらも行くのが難しい、来られるほうでも来られると

怖いというような側面もございます。ただ、このままでは難しいかとは思いますが、

徐々に新しい生活様式が定着してまいりましたので、それに基づきまして、新しく村

が取り組むような元気づくりシステムとか、それから高齢者の運動不足の解消、一方

策として今年度、６５歳以上の方に、今回、文書ではありますが、運動できるような

パンフレット等送付してございます。そういった様々な手法を使いまして、高齢者の

心身の健康を保つようなことを実施してまいりたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 徐々に新しい生活様式の定着が進むとともに、今後の村の取組に期

待いたします。 

   それでは、２件目の質問に移ります。 

   通学路の歩道設置について伺います。 

   児童生徒の安全確保の観点から、県道大橋五百川停車場線の農村環境改善センター

から玉井小学校までの通学路に歩道の設置を求める声があります。ここは、玉井小学

校並びに大玉中学校の通学路として、児童生徒が毎日のように通行します。また、改
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善センター周辺には安達太良ふるさとホール、屋内運動場、村民プールなどがあり、

多くの利用者が通行する道路でもあります。既に歩道の設置を県のほうに要望してあ

ると聞いておりますが、児童生徒や公共施設の利用者等の早期な安全確保が求められ

ます。県に要望した時期とその内容をお伺いいたします。 

   また、ほかにも通学路の歩道設置要望路線があれば、併せてお伺いします。 

○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。 

   ご質問の当該路線につきましては、玉井字薄黒内地内から同石保呂地内までの約

１，７６０メートルの区間について、両側歩道設置の要望を福島県に行っているとこ

ろでございます。 

   要望の時期につきましては、約２０年前から継続して県有施設、いわゆる県道の要

望をしているところでございます。 

   その他の通学路線の歩道設置要望につきましては、一般県道須賀川二本松線、いわ

ゆる旧国道ですね、大山字鍛治内地内から村道神原田馬尽線までの約５００メートル

の区間について歩道設置、さらには、主要地方道、本宮土湯温泉線につきましては、

大山字玉貫地内から同じく住吉地内までの約１，２００メートルの区間と、大山字神

原田地内の２５０メートルの区間について、それぞれ福島県に歩道設置の要望を行っ

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） 次に歩道設置時期の見通しが難しいと思いますが、見通しをお伺い

いたします。 

○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） 現在の要望に対します昨年度の福島

県からの本村の要望に対する回答でありますけれども、歩道整備につきましては、他

に整備が必要な箇所が管内に多数ございます。こういった観点から、管内の全体的な

事業進捗状況等見極めながら、調査、検討を進めてまいりたいというふうな内容でご

ざいまして、現時点での歩道設置時期の見通しは不明でございます。 

   ちなみに申し上げますと、一般県道大橋五百川停車場線につきましては、改善セン

ターから玉井小学校の区間につきましては、令和元年度に福島県において沿線土地の

検査調査を実施をしているところでございます。さらには、一般県道須賀川二本松線

につきましては、歩行者の安全確保のために、同じく令和元年度に区画線の再塗布、

それから、ラバーポールの設置を実施されたところでございます。主要地方道本宮土

湯温泉線につきましては、平成２３年に現道対策といたしまして、南新田地内、ある

いは北新田地内に幅広路肩、いわゆる路肩の幅の広いもの、これらを実施していると

ころでございます。 

   本村といたしましては、引き続き様々な機会を捉えまして、要望を強めてまいりた

いというふうに考えてございます。 



 

- 30 - 

 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ただいまのご説明で、管内に多数要望箇所がある、また、県道であ

ることから、早期の設置が難しいことは、重々承知しております。 

   毎年、要望活動をされていると思います。村長初め担当部課長にはお忙しい中、一

生懸命尽力されていることと思います。しかしながら、先ほどお聞きしたことにより

ますと、約２０年前から要望していて、いまだに歩道の設置が実現されない。これは

少々時間がかかり過ぎているのではないでしょうか。今のところ事故がないのが幸い

ですが、特に冬場、雪が積もってわだちなどができると、歩行者は大変危険です。一

日も早く、児童生徒の安全を図るためにも、なお一層強く要望活動を継続され、歩道

の早期設置が実現されることを願います。 

   村長に伺います。 

   ２０年以上かかっても、設置できないということは、多々あることなのでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   福島県の回答は、福島県全体の県道全部で、市街地とか、もっと危険な場所、手つ

かずのところが多数あるということで、やはりどうしても農村部のほうの歩道の設置

については後回しになるという事情があります。 

   今現在、県が取り組んでいるのは、岳街道の小泉の下のところのあの上下の危険箇

所を掘削して、先見を変えるという工事に取り組んでいただいています。ですから、

大玉村にだけ全部こうやるということではなくて、順次対応していくと。毎年、何か

所かずつ改良していきますので、優先順位として、我々としては、歩道を早くやって

くれということを、４か所ですか、ここだけではなくてありますので。ただ、旧国道

と、それから玉井小学校のところについては調査に入りましたので、大分近づいてき

たなというふうには期待をしております。数年前には、あそこ、県道を通らないで、

真っすぐ改善センターの裏を通って学校へ直接行く歩道を設置できないかということ

で、調査をしました。ところが、これは大変なお金がかかる、村の財政としては厳し

いということで、家にかかったり、宅地にかかったりなんかするものもありましたの

で、いろいろ方策は検討してきているわけですが、さらに、間もなく県北の建設事務

所の所長等との懇談がありますので、改めてまた強く要望をしていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。 

   改善センターの裏から真っすぐ直接小学校へ行く歩道、そのことは私もちらりと考

えてみたのですが、既に検討済みということで、あと、明るい見通しが少しずつある

ということなので、近い将来設置されることを願いまして、私の質問を終わらせてい

ただきます。 

   ありがとうございました。 
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○議長（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ありました「新型コロナウイルス感染症対策について」

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一般質問を行います。 

   今回の質問は、国内はもとより、世界全体で取り組んでいる新型コロナウイルス感

染症による感染被害、経済をはじめ、こうした社会状況への影響、その対応、そして、

新しい生活様式への取組などについて、村当局の考え方、仕組みづくりを伺ってまい

ります。 

   さて、隣国、中国武漢での発症以来、令和２年となってから社会の状況は、新型コ

ロナウイルス一色となっております。大玉村でもいち早く対応され、住民の安心・安

全、感染防止に向けて、最大限の努力をされてきたと評価しております。二本松郵便

局をクラスターとする関連と思われますが、村内から１名の発症が認められておりま

すが、しっかりとした感染防止の対応がなされ、ある意味では、住民への注意喚起が

しっかり行き届いた状況がつくられたと思っております。 

   改めて村長にお尋ね申し上げます。 

   新型コロナウイルス感染症への認識といいますか、このことによる国内はもとより、

世界全体の社会、経済など全般にわたっての影響、そして、その対応についてどのよ

うに理解され、どのような思いで対応されておられるのか、まず伺います。 

○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。 

   全体的な認識ということ、未曽有のコロナウイルス、新型サーズとかマーズと比較

にならないというような状況でございます。 

   これについては、１０年前の地震と原発事故を上回る、あらゆる面での生活、経済、

全てに影響する大変大きな、これは４月はコロナウイルス感染症ではなくて、災害だ

というふうに感じております。ですから、大きな災害が到来したというふうに感じて

おりますので、それに対する対応ということにつきましては、やはり生活の面、当然

コロナによって通常の生活ができないと。それによって経済活動がストップし、また

は停滞をしているということで、そして、収束が見えないということが一番怖いと思

うんですね。今年、来年、再来年、二、三年は、多分、言う方によると４年ぐらいか

かるだろうと、収束まで。あとはウイズコロナということで、横文字使いますけれど

も、コロナと一緒にこれから生活なり、経済活動をやっていかなければいけない状態

になるんじゃないかというふうに専門家が言われていますので、そういう現下の状況、

これからの状況、見通しをしっかりとして、その都度その都度、村がどういう対応を

すべきかということを判断しながら、進めていきたいなと。世界的な不況になって、

一番大変なのは来年だと思います。今年落ちた分、落ちた分で税収等も大幅に減収に

なります。その影響というのは、３年、４年続くだろうというふうに感じていますの

で、しっかりと現状を認識して対応していきたいというふうに考えています。 
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   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。 

   新型コロナウイルス感染症に対する認識、受け止め方、それぞれであります。これ

は年代別にも違いますし、地域性も様々でありますが、一歩間違えば死に至るおそれ

もある感染症ということで、村長の慎重なる対応は、対策会議などを通じて村民の理

解、知るところだと思っております。 

   さて、経済や雇用、村財政への影響、各支援策の内容を伺うと通告申し上げました。

人の動きが止まり、経済の停滞、様々な社会活動もストップ、緊急事態措置の宣言、

村長から伺いましたが、未曽有の大震災、原発被災から１０年も経たない中での国民

の誰もが経験したことのない社会状況にあります。 

   かつて、１９１８年から２０年にかけて、世界各地で極めて多くの死者を出したス

ペイン風邪、第１次世界大戦のさなか、１，７００万から５，０００万人の推計死者

数とも言われるインフルエンザのパンデミックに匹敵する、何とも恐ろしい評価をす

る科学者や社会学者もおります。 

   経済を平時に戻すこと、そして、感染防止に努めること、これは喫緊の課題と捉え

たいと考えておりますが、改めて、村財政をはじめとした経済状況、社会環境、それ

に伴って、それぞれ打ち出された支援策の内容について、現状と、それから進捗状況、

成果のほどを併せて伺います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   私のほうからは、村財政の影響に関しましてお答えを申し上げます。 

   現時点におきまして、詳細を把握することは大変難しいところでございます。しか

しながら、所得の状況によりましては、来年度の税収の減少、こういったものが危惧

されるところでございます。 

   また、国にあっては、第１次、第２次補正予算におきまして、かなり大型の予算編

成が行われておりますので、地方交付税交付金の減額でありましたり、令和３年度当

初予算の影響、こういったものを注視する必要があるというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○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。 

   経済、雇用の状況というご質問でございますけれども、村内の経済状況について一

定の指標はございませんので、これらについては、村内事業所のセーフティーネット

保証認定、これはいわゆる取引先企業の倒産、売上げ減少等の状況悪化、あるいは災

害等のその他金融機関の経営合理化等に伴う貸出しの減少、取引金融機関の破綻等に

より、経済・経営の安定に支障が生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るた

めに、一般保証と別枠で信用保証を行う国の保証制度でございますけれども、このセ
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ーフティーネット保証制度、これらについて、現在、村内で２５件の申請がございま

して、全て認定をいたしてございます。業種につきましては、飲食業から、製造業、

小売り、卸売業、建設業、多岐にわたっているところでございます。 

   申請で、最近の３か月の前年同月比では、多いもので９９％の減少、少ないもので

も５．２％減、平均で、３７．８％の減というふうな売上げ高の減少となっているこ

とから、幅広い事業者にとって、大変厳しい状況であるというふうに考えてございま

す。 

   雇用状況につきましても、村内のみのデータございませんけれども、ハローワーク

二本松管内の雇用保険被保険者資格喪失者数で比較いたしますと、昨年４月には、喪

失者のうちで事業主都合、いわゆる事業主の都合によって、喪失した方が１６名でご

ざいましたけれども、今年４月では８９名というふうなことで、７３人の増というふ

うになってございます。このデータからも新型コロナウイルスの感染症の影響により

まして、会社の業績悪化、あるいはそれに伴う雇用の場を失うというふうな方が大勢

いらっしゃるということがうかがえるというふうに考えております。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） それぞれ、支援策などについて伺いました。 

   大玉村でも４月２１日、それから５月１日、それぞれ専決補正された事業内容など

もございますが、国・県と同調した政策は理解するところなんでありますが、村独自

の支援策について、現在の状況と、今後考えておられる支援策の内容についても、改

めて伺っておきます。 

○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、現在のものについては、担当のほうから答弁させますが、今後のことにつきま

しては、いろいろ内部で検討しておりますが、第２次補正の配分額がまだ来ないと。

数字が来ないということですので、それを見て、どれができるか、四つ、五つ考えて

いるうちの何個ができるかということを決定していきたいなと。その時点では議会の

皆さんにも、こういうことを考えているということをお伝えをしたいというふうに考

えております。 

   ただ一つ、第２次補正で決まっているのは、先ほどから申し上げていますように、

子どもたちのＩＴ環境、ＧＩＧＡスクールの環境につきましては、第２次補正の中心

的な主要内容として提示をしてお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） 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。 

   経済面での支援策でございますけれども、まず第 1 点として、今年の２月以降に前

年同月比で３０％以上の減収があった村内に本店を置く中小企業、あるいは個人事業
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者に対しまして、上限額を３０万円とし、減収額の３分の２を補助する中小企業等経

営持続化つなぎ交付金、さらには、２点目として、県の営業時間短縮等の協力要請を

受けまして、対策に協力した中小企業、個人事業者に対して、一律３０万円の給付を

行う感染症拡大防止対策協力金を交付いたしているところでございます。併せまして、

業種、要件に応じて、家賃補助及び水道料金の減免を実施しているところでございま

す。 

   さらには、特別資金によって融資を受けた事業主に対しまして、３年間の利子補給、

あるいは信用保証料の補助、これらについてもご支援を開始してございます。 

   今週から来週にかけての取組といたしましては、県が実施する飲食店応援前払い利

用券発行支援事業、福島県が行うエール券、これに対して、村単独分の上乗せ、ある

いは、製造菓子、鮮魚店を対象とした村独自の応援前払い利用券の発行、さらには、

今回の補正にも計上させていただきましたが、村出身の県外在住者で帰省を自粛され

た方々、さらには関係者の方に、村の産品を送付し、引き続き大玉村を応援いただく

ための帰省自粛者支援事業などを計画いた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） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   それぞれいち早く支援事業に取り組んでいただいていること、感謝申し上げたいと

ころでありますが、１点だけお伺い申し上げます。 

   がんばる地元（おらほ）の飲食店応援（エール）券、飲食店の利用が大幅に落ち込

んでいるから発行。このことについて、ちょっと私なりに少し疑問を感じていること

を質問申し上げます。 

   支援事業そのものに水を差すつもりはありませんが、新しい生活様式に取り組もう、

３密を避けましょうと言っておいて、片や言い方は失礼でありますが、飲み歩け、食

べ歩け、これは住民から理解が得られるかということが疑問であります。 

   そしてまた、２次感染が発症した場合、この事業の行先はどうなるのか、その辺が

理解がされないところであります。 

   それについて、改めて考え方を伺います。 

○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） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   この事業の趣旨といたしましては、福島県が行う上乗せ、いわゆる１，０００円で

買ったことによって１，２００円、あるいは、法人では１，１００円として利用でき

るという福島県の支援でございますが、それに村が３００円、あるいは４００円の上

乗せをして、１，５００円として利用できるというふうな内容でございます。これに

つきましては、村内の加盟希望店で購入し、その店で買っていただくというふうな内

容でございまして、村内、村外の区別はございません。 

   今ほどご指摘のありました新しい生活様式における３密対策というふうなことでご
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ざいますが、これについては、当然発行する村、あるいは中間に入ります商工会、そ

ういったところを通じて各個店につきましては、それぞれに十分な対策をとっていた

だくことも含めてお願いをしてまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   確かに、県が取り組んでいる事業でございます。ただ、それに村が上乗せする、大

玉村は大盤振る舞いだなと、そう思っております。 

   ただ、この事業も、少なくとも、何かお話を伺いますと、６００万ほどはかかると、

そういうふうに伺っております。今、答弁がございませんでしたが、２次感染が発生

した場合、この事業の行く先はどうなるのか、そういうことも含めまして、やはり、

もう少し住民の理解が得られるような支援策としていただくことが願うところでござ

います。あと、それ以上は申し上げません。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １１番議員さんに補足で説明をさせていただきます。 

   これについては、飲食店はほぼゼロなんですね。もう２か月ぐらいにわたって、ほ

とんどゼロ収入です。ですから、これは大玉村の商工業のいろんな活動の中心的な存

在だということですので、県もそのように考えてこの助成制度をつくられたんだと。

基本的には１月３１日まで使えるんですね。その間、ずっと６月から、７月から、ま

た感染２次、３次来て使えなくなったというものについては、エールです、これは。

事前に買って、そして、飲食店を支援しようということですから、それなりの覚悟を

持って買っていただきたいんです。逆に言うと、全然、店がこれから１月まで店じま

いをしてしまったといったら、これは県の話ではなくて、大変な、村として一大事に

なります。ですから、１万円で１０枚買ったら、使わないうちに、第２波、第３波が

来て、全然１月末まで使えないでしまったということは、可能性はゼロではありませ

んが、限りなくそういうことはないだろうと考えていますので、この事業が始まった

時点で、村としては、大変少ない事業者の中での飲食店の存在というのは非常に大き

いので、上乗せをさせていただくことを決めたと。それから、このことについては、

臨時交付金の申請をする予定ですので、該当すれば、村の持ち出しはないということ

になります。これはこれから国の審査ですので。ただ、こういう協力金については、

ほとんど、それ以外のものについても該当しているので、それで申請していきたいな

というふうに感じています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 丁寧な説明、ありがとうございました。 

   ただ、私などの耳にはいろんな形で、結局村民からの意見が入っております。私も

正直言いまして、その筋の同業者でございますんで、余計に感じているところでござ

います。その上での質問を組み立てました。 
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   次の質問に入ります。 

   令和２年度がスタートして２か月が経過いたしました。施政方針で示された各事業

について、それぞれ現在の経済状況、社会環境の中での進め方、方針を改めて伺って

まいります。 

   まず、農業支援について。 

   国内の経済状況や世界の経済がどのように推移するか、これは未知数でございます

が、少なくても国内では、日本の農業は強みを感じている次第であります。我が村も

今年度は農業振興公社の企画、また、米ブランド化へのさらなる前進を考えておられ

ます。コロナによる働き方改革や、健康志向の観点で農業が見直されると、私はそん

な気がしております。この機をチャンスと捉え、Ｉターン、Ｊターンなどの新規就農

への受入れ態勢整備を願うところでございます。そのためにも、受け皿としての農業

振興公社の一日も早い実現を願うところでございます。先ほど申し上げましたＩター

ン、Ｊターンの受入れ機関として、また、そのための遊休農地などの取扱いとして、

これから社会がそうなるであろうと、半サラ半農の新しい生活様式に対応できるよう

な、改めてコロナに負けない農業の在り方など、要するに振興公社の整備を急げとい

う提言でございます。改めて当局の考え方を伺います。 

○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） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   まず、今ほどご質問がありましたそれぞれの事業についての進捗状況について申し

上げます。 

   農業支援につきましては、農業機械等の共同利用整備事業、これらにつきましては、

現在までに１１件の申請がございまして、事業完了したものから随時、補助金の交付

を行っているところでございます。 

   農業振興公社につきましては、昨年度行いました先進地の聞き取り等を踏まえまし

て、設立検討に向けましてＪＡふくしま未来の事務レベルの打合せを重ねているとこ

ろでございまして、今後、検討委員会を設けまして、公社設立に向けた協議検討を進

めてまいりたいと、年度できるだけ早い時期に立ち上げ、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。 

   米のブランド化につきましては、４月１日付で昨年同様、福島大学食農学類と研究

受諾契約を締結いたしまして、今年度におきましても、玄米、白米の分析調査、ある

いは、土壌分析、こういったものを行いまして、準備委員会におきまして、その作付

方法、あるいは、ブランド米の基準値等について検討を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。 

   Ｉターン、Ｊターンにつきましては、今年度から移住者に対する空き家改修の補助

制度を設けましたほか、地域おこし協力隊が主体となって、事業の準備を進めている

ところでございまして、特に現在のところ、新型コロナウイルスに起因する事業の遅

れというものは、考えてございません。 
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   今ほどお話のありました特に農業振興公社につきましては、本村の農業のこれから

の農業を持続可能なものというふうに考えていく場合に、不可欠なものというふうに

認識しておりますので、これらの準備についても、さらに力を注いでまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 心強い答弁、ありがとうございました。 

   これから、大玉村はやはり基幹産業である農業を中心に、ある意味でこの機会にさ

らに充実させてほしいという願いでございます。よろしくお願いします。 

   子育て支援について伺います。 

   給食費の一部減免が予算化されましたが、コロナの影響にある状況での給食環境に

ついて改めて伺います。この施策、今年度の目玉となる施策であったと思っておりま

す。子育て支援として、児童手当の拡充とか、その補正で給食費の１０％上乗せの企

画もあるようでありますが、私は、せめてこのコロナ禍の中で、給食費の全額無料化、

この際、踏み切れないのかなと思ってございます。予算規模なども含め伺いたいんで

ありますが、金額的に大変なことも理解しております。ただ、収束するまでの間だけ

でもと思うんであります。先ほどもいろんな補助金の使い道云々のことも村長からも

お答えありました。そういう形での取組でも結構でありますが、こういう生活弱者と

言ったら失礼ですが、子育てとかなんとかで大変な方に、そういう意味で、この期間

くらい給食費無料化ぐらい、大玉村で出せればすばらしいかなと思うんでありますが、

考え方を伺います。 

○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。 

   大変難しい問題で、全額をやると約５，０００万ぐらい、これを１０年で５億と経

常経費になります。なかなか給食費の減免というのは、全額というのはためらってい

たところではございますが。 

   前にも当初予算で説明をしましたように、給食費について、やはり子育て支援の中

心として、段階的に減免を引き上げていくと。最終的に、目標はやはり全額というこ

とも考えておりました。ただ、財政状況を見ないで無料化するというのは、やはり無

謀ですので。ただ、今回、南相馬とか何町村かが、３月まで無料という施策を取りま

した。南相馬もそのまま無料を続けるようですが。 

   一旦無料になったり半額になったものが、次の年また２割に戻るということは感情

的には、多分、行政としてはできないだろうと、責任としては。ですから、１割引き

上げて３割でお願いしますと。これを５割にするかどうかも、大分迷いましたが、や

はり今５割、来年６割、７割というふうにした場合のことも考えて、取りあえず３割

減、１０％引き上げさせていただいたと。この１０％について、今年は国の臨時交付

金の該当になりますので、持ち出しはありませんが、来年以降、その臨時交付金があ

るかどうかというのは分かりませんので。ですから、このままいけば、来年は少なく
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ても３割軽減は継続する予定でいます。その時点で財政状況を見たり、子育ての状況

を見て、やはりもう少し半額にすべきであろうというふうに判断した場合は、その時

点でまた引き上げを行うというふうに考えております。後戻りできない継続性のある

事業ということで、ご理解いただければと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   ただ、こういう事態でありますから、村民全体、村の住民全体に行き渡る施策とし

て、そういう取組も考える必要があるのかなと思って質問の設定をいたしました。よ

ろしくお願いします。 

   次に、高齢者対策。 

   これまでのところ、特別な問題点は聞かれませんが、支援体制は大変ご苦労がある

と推察しております。コロナは、高齢者にとって大変厳しい殺人ウイルスとも言われ

ます。自粛が最大の防御でありますが、外出の自粛、イベントの開催制限、施設の使

用制限、新たなリスクとの戦いでもあります。 

   大玉村元気づくりシステムなどを導入し、高齢者の健康長寿、生きがいづくりを始

めた矢先に、コロナに水を差された格好でありますが、これらのここしばらくの取組

の予定といいますか状況、どういった方向性で進むのか、改めて伺っておきます。 

○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。 

   ご質問になりました元気づくりシステム、ご承知のように、４月開始予定でござい

ましたが、現在、遅れてございます。 

   ただし、今時点での収束が落ち着きの状況がございますので、７月から最初のコー

スであります集会所コースと言われているものを、４か所を対象に開始という予定で

ございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ２次感染のおそれもいまだ否定できないような状況にございます。 

   そこで、これは一つのお願いなんでありますが、改めて新型コロナウイルス感染症

対策、これと併せて、高齢者対策ということで、インフルエンザ対応、これの今まで

の補助の関係の見直しも含めたその手当てをお願いしたい。 

   特に、高齢者に向けまして、これまでも村が行ってきた肺炎対応、肺炎球菌の予防

注射なんかも含めまして、それらのさらなる拡充といいますか、充実を求めたいと思

っております。 

   自分を守る行動が過度の徹底を図る、そういった意味での施策の展開をお願いした

いんでありますが、これらについて改めて伺います。 

○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。 
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   インフルエンザについては、今、助成をさせていただいております。 

   子どもたちを含めて助成をして、クリニックに行きますと、安達管内のインフルエ

ンザの補助一覧表が出ておりまして、こうやって見ていると、大玉は、まあいいほう

だなというふうに感じておりますが、補助の在り方というのは、やはり考えなければ、

見直しをしなければいけないなと思ってはおりますので、これについて新年度にする

のか、これからコロナウイルスとインフルエンザがごっちゃになってきますので、そ

の辺も含めて、これらについては、両案については、検討させていただきます。見直

しが必要だなというのは、あの一覧表を見て感じたところでもあります。 

   それから、肺炎球菌については６５歳で１回だけ無償でできるんですね。あれは有

効期間は１０年でしたかね。１０年たつと効かなくなると。ということは、私は

６５でやりました。７５で効かなくなると。だったと思います、多分。１０年だと思

いますが、そこで、また、５年か。５年という方と１０年でうんという方といますの

で、私、担当で聞いたんですが、ちょっと後で確認をしますが。そうすると、やはり

そこで、次やる場合には、有料になります。ですから、その辺についても、もう少し

考えなければならないなということで、補助できるかどうかというのは、先ほどから

言いますように、財源の問題もありますが、見直しをさせていただけると思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがたい答弁、大変うれしく思っております。ぜひ、その方向

性で頑張っていただきたいと思います。 

   次のオリパラ支援について伺います。 

   東京五輪が２０２０年、既に来年７月２３日開幕、パラリンが８月２４日開幕とあ

ります。これは、端的に伺いたいんでありますが、コロナによる影響、村としてのス

ケジュール、どのように取り組んでおられるのか、伺っておきます。 

○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いたします。 

   議員ご承知のとおり、東京オリンピック、パラリンピックにつきましては、開催が

１年延期と既になっておりまして、本年度の事業計画につきましては、今現在、全て

中止とされております。 

   現在、日本オリンピック委員会等におきまして、規模の縮小でありましたり、ロー

ドマップの見直し、そういったものを協議されておるようでございますけれども、次

年度の開催に向けましては、そういった今後の協議結果が出次第、国や県との協議を

行いながら、改めて対応を進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） １１番。 

○１１番（押山義則） オリパラ、開催されるかどうかまで、国民の思惑がいろいろでご

ざいましょうが、大分、このたびの東京都知事選でもこれがテーマになっているよう

でございます。 
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   ぜひ、私としては、無事開催されて、できれば大玉村もそういった意味で、ペルー

共和国にしっかりした応援ができればいいなと思っているところでございます。よろ

しくお願いします。 

   次、公設民営…… 

○議長（菊地利勝） １１番さん、ちょっとよろしいですか。 

   ここで休息したいと思います。 

   暫時休議いたします。再開は午前１１時２５分といたします。 

（午前１１時０９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。引き続き、１１番押山義則君の一般質問を許しま

す。 

（午前１１時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 引き続き、質問申し上げます。 

   公設民営、村づくり株式会社への支援の必要性はと通告申し上げました。 

   軌道に乗り始めた村づくり株式会社としての公設民営の運営でありましたが、コロ

ナ禍で直売所、たまちゃん食堂、アットホーム、それぞれ厳しい状況にあります。想

定外の状況と捉えまして、改めて、どのような状況にあるのか、そして、またどのよ

うな対応が必要と考えているのか、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。 

   村づくり株式会社に指定管理委託を行っておりますお食事処たまちゃん、あるいは

アットホームにつきましては、今回の新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、

４月１７日付で、村から株式会社へ営業の自粛要請を行ったところでございます。 

   これを受けまして株式会社では、たまちゃんにつきましては４月２０日から５月

１７日まで、アットホームおおたまにつきましては、同じく４月２０日から食堂と温

泉の営業を５月１７日まで、宴会、宿泊につきましては６月５日まで営業を自粛して

いたところでございます。両施設ともに、今回の影響によりまして、営業自粛前から

集客が大幅に減少し、売上げも大幅に減少している現状でございます。 

   今後につきましては、村づくり株式会社と連携いたしまして、交付要件を満たしま

す国・県、村の支援、助成制度の活用を図ってまいりますほか、指定管理料の再算定

による休業期間等の補塡等も検討してまいりたいというふうに考えてございます。ま

た、アットホームにつきましては、村民の皆様の宿泊利用の促進を図るという観点か

ら、１人当たり１泊１，０００円の助成を現在計画しておりまして、早期に実施をし

たいというふうに思ってございます。 

   村づくり株式会社全体につきましては、今後の状況を見据えながら、必要な支援を
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行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 以前にも申し上げましたが、アットホームについては、誰がやっ

ても売行き産業として運営していくのが、厳しい内容でございます。その上でのコロ

ナ不況、有効な手だてはあるのかなと不安になるところでございますが、改めて担当

に伺いたいんでありますが、一般的な考え方で結構なんですが、このような状況の中、

改めて村づくり株式会社への増資を図って、行政支援と併せて経営安定を図るなんて

いうことは考えられるでしょうか。とりあえず、安定経営のためには、どのような支

援、具体的なことまで含めて伺いたいんでありますが。 

○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。 

   副村長としての立場と、あと、村づくり会社の役員としての立場から、役員会の中

においても、増資等の話もございましたが、現在、前に頂いた１，５００万のものに

ついては、現在のところ手をつけることなく運営ができているということで、役員一

同、今回の不況については、何とか村のいろんな、先ほど担当部長のほうから説明あ

りました、そういう支援策をいただきながら、何とか自力で頑張っていきたいという

ふうに考えておりますが、この先、まだ見えない部分多々ございます。それについて

は、そのときにまたもう一度判断したい思いますが、現在のところ増資というような

考え方はございません。 

○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。 

   こういう不況で村づくり株式会社、絶対失敗してほしくない事業でございますので、

村民みんなで支えて、守っていくという観点から質問申し上げました。よろしくお願

いします。 

   次に、教育環境について、児童生徒の学びを保障するための総合的な対策を伺うと

通告いたしました。 

   教育長初め、教育に携わる方々の気苦労は計り知れない現状と理解いたします。教

育長に改めて伺いたいんでありますが、取りあえず学校が再開できたこと、安堵して

おります。さて、どのような指針の下に今年度の教育環境を考えておられるのか、伺

いたいんであります。 

   また、さらに、新しい生活様式を踏まえまして、学校における新型コロナウイルス

感染症に関する衛生管理マニュアルで示された学校の行動基準や、具体的な感染症予

防対策、大玉村として改めて考えて対応されていることがおありでしたら、重ねて伺

います。よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １１番議員さんにお答えいたします。 

   今回、一番つらかったのは、やはり長期休業を余儀なくされたということでござい
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ます。 

   子どもたちの学びをどういうふうに保障していくかということが我々、それから学

校関係者にとって、非常に大きな課題でございますので、これにどう立ち向かってい

くかということについて、ちょっと考えました。考えた方としましては、コロナの感

染対策と、それから、子どもたちの豊かな学びの保障ということ、これをどう両立さ

せていくかということで、いろいろと考えていました。 

   大玉村の地域学校協働活動本部というふうなことで、できるだけ多くの人と関わっ

ていく中で子どもたちの学びを育てていきましょう、それから大人の学びをというこ

とで、ずっとやってきまして、その事業３年過ぎまして、今年度４年に入ったところ

で、このような事態になったものですから、そのことをどういうふうに考えていくと

いうようなことが、非常に大きな問題です。 

   学校の対策については、先ほど２番議員さんにちょっとお話ししましたように、感

染症対策に万全を期しながら、できる範囲で万全を期しながら、学校の教育活動を続

けていくということと、そして、子どもたちの学びをどうしていくかということ、そ

このところをいつも考えております。 

   長期休業中、休業期間が長かったもんですから、そこで失われた授業実数、教える

べき内容、それをどういうふうにするかということで、校長先生方、教頭先生方、お

集まりになりまして、いろいろと協議をしました。とにかく年度内にそれを取り返し

ていくというようなこと、単に中身ではなくて、やはり子どもたちに返していくとい

うことをどうするかということ、そのことについて、いろいろと工夫して、今、取り

組んでいただいている状況にあります。 

  以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 教育に携わる方の苦悩は本当に理解するところでございます。 

   ただ、子どもたちの学校に対する思いといいますか、そういうものとか、その辺が

最近私なんかも見守りなんかを通して、子どもが変わっていくのは、実際感じており

ます。これで２次感染が起きなければいいなというのが、本当、本音でございます。 

   ただ、具体的なこともちょっと伺いたいんでありますが、子どもたちから修学旅行

はどうなるのかなとか、あとは、１点だけその衛生マニュアルの中では、通告の中で

お話し申し上げたんですが、中学校の生徒から「今日はトイレの掃除当番だ」と。

様々な考えがありましょうが、感染リスクを考えたとき、当座の期間内、専門の清掃

員の確保は難しいのかなと。いろんな形で対策を講じている割には、そういうところ

が少し甘い。失礼かもしれませんが、そういう思いがいたします。現在、どのような

環境での掃除当番がされているかも知りたいところでありますが、その点。あと、先

ほど申し上げました修学旅行の行事など、そういうことも併せて、答弁いただければ

と思います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １１番議員さんにお答えいたします。 
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   まず、修学旅行につきましては、中学校、延期しまして、今、９月の半ばというこ

とで調整していますけれども、最終的にどうするかということは、この収束の状況を

見ながら決断して、子どもたちの安全ということ、しかし、修学旅行というのは極め

て大きな学校行事であるということ、その辺で、慎重に検討していきたいと。最終的

には学校で判断するような形ですけれども、そんなふうに考えております。小学校の

修学旅行につきましても同様でございます。 

   それから、トイレ掃除の件なんですけれども、清掃、学校の教育活動というのは、

いわゆる教科の学習をするだけではなくて、日本型教育と言われているんですけれど

も、これは清掃指導も含め、そういったことを学校教育でやっていくということが、

非常に大きな日本の教育の特徴になっています。そのことが、最近いろいろ外国でも

取り入れまして、例えば、エジプト等においても日本型教育をやってきた、清掃指導

もやりましょうと、そういうことになっていますので、子どもたちを成長させる上で、

学校の清掃活動というのは、極めて大きな意義を持っているというふうに思っており

ます。トイレ掃除につきましては、これはいろいろ考え方があると思うんですけれど

も、では誰がするのかということになると思いますけれども、万全を尽くしながら、

自分たちの学校、自分たちの学校を自分たちできれいにしましょうという、そういう

指導観の下に清掃をやっていまして、手袋をしてやるとか、あるいはまた、マスクと

か、そういったことを着用しながら、感染防止に努めながらやっていくということに、

私は大きな意義がある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） １１番。 

○１１番（押山義則） 大変難しい質問だとは思っております。 

   ただ、教育長おっしゃったとおりに、建前は理解いたします。建前は理解いたしま

すが、保護者の観点とか、そういう形から言わせると、いろんな形で３密を避ける、

手洗いを厳しくしろ、それからいろんな条件を社会的に、周辺にいろんな情報過多で

ありますが、そういう状況にあります。ただ、その中で、私自身は、せめてこういう

期間くらい、ただ、現実にはこの大玉村、そういうわけでクラスターのような発生は

なかったから結構なんですが、ただ、考え方としては、もう少し、コロナ感染症に対

する慎重な考え方があっていいのかなと思っているところであります。これは難しい

問題ですから、さらなる追求はいたしません。ただ、申し上げておきたいなと思うと

ころであります。結構です。 

   次の健康ポイント事業について伺います。 

   鳴り物入りでスタートされた事業でありますが、出鼻をくじかれたのはやむなしで

ございますが、これは一つの提案なんでありますが、今後、新しい生活様式、これは

いろんな形で打ち出されます。そういった意味でのその定着を前提とした、健康ポイ

ント事業への利活用はできないものかなという提案でございます。よろしくお願いし

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） １１番議員さんにお答えいたします。 

   健康ポイント事業につきましては、３１項目ほど予定して開始予定でございました

が、ほとんどの事業がコロナウイルス感染症対策のために中止とか延期ということで、

相当の影響がございます。また、ただ、個人で取り組むことができる歩くチャレンジ

とか、大名倉山に１人で登って記録を残すなど、あと、またプール、テニスコート年

間券とか、スポーツクラブの会員更新とかに関してのポイント事業は残っております

ので、そういったもの、それから、今後再開されるであろう各種事業で付与されるポ

イント事業は、できるものから再開していく予定でございます。 

   ご質問にありました新しい生活様式に即したポイント付与ということに関しまして

は、今後の課題ということで、これからの健康長寿推進村民会議の事務局会議及び本

会議といいますか、外部の皆様方で組織している村民会議等もございますので、そち

らの中での議論も含めながら、検討してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） こうして私自身質問申し上げても、いざ、実際は何があるんだと

言われると、なかなか提案できないのが現状でございます。ただ、せっかく始まった

健康ポイント事業でありますから、これはコロナ禍に負けないような健康ポイント事

業にしていただきたい、その思いからの提案でございます。よろしくお願いします。 

   さて、改めて新しい生活様式の実践に向けて伺います。 

   村長から度々、村民に向けて自分を守る行動、自分の大切な人を守る行動への浸透

に向けお話しがなされ、注意喚起に向けて大変有効であるなと思っております。新し

い生活様式が社会として、経済など全体的に定着する、させることが行政の役割とま

では言いませんが、一部の専門家からは、決して元の生活に戻ることはできない、そ

ういう言い方をされる方もおります。特に、３つの密が発生しない環境の確保が基本

的な感染防止の策だと言われます。それがイコール新しい生活様式だと言われると、

大変悩むところなんでありますが、改めて、新しい生活様式の実践、それから、定着

に向けて行政の取組について基本的な考え方、方向性示されれば、お伺いしたいんで

ありますが。 

○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。 

   新しい生活様式を踏まえたということでございます。 

   ５月８日に区長さん方を通じて、各世帯に新しい生活様式の実践例ということでの

お知らせをしてございます。それに、３密は当然基本ということで、議員ご指摘のと

おりでございますが、それ以外に手洗いであったり、買い物も１人とか、スポーツも

空いたところとか、屋外とか、いろんなことが示されておりますが、今後、状況はそ

れぞれにシチュエーション、いわゆる場所であったり、それから開催時期であったり

ということで、変わるかと思いますが、これは基本にしながら、行政としてもいろん

な事業等、今後再開とか実施してまいりますが、そういった折々、これらを意識しつ
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つ、感染拡大、もしくは、感染をしないような対策を講じつつベースにしてやってい

くといったことが、現在考えられる施策であると思っております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） この感染対策については、マスクの着用とか手洗いとか、３密へ

の警戒、集会・イベント参加への自粛とか、厳しい指針と思っております。これまで

の生活とか地域の関わり、成り立ち、これらを全て否定するような内容とも取られる

ような状況であります。そして、適切な感染防止策を講じての活動、言うのは易しい

ですが、実践は大変難しい。部長の答弁したとおりだと思います。まして、我々高齢

者には、さらなるリスクが伴います。より具体的な行政からの指針が必要と私は感じ

ております。ケース・バイ・ケースによりますが、社会経済活動や感染拡大防止の両

立に向けた取組、その辺をしっかり行政として取り組んで、多分、長期間にわたる対

応が求められるんだと思います。そういう具体的な活動の指針を示していくことが大

事ではないかと思いますが、改めて。 

○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。 

   ご質問の中にありましたお言葉、全くそのとおりでございます。 

   本当に、その時々、感染状況、それから医学的見地のコロナ対策等も日々変わって

ございます。そういったものを踏まえながら、その時々、その時期に適した事業等を

やっていくような形になろうかと思います。また、必要に応じてチラシ、もしくは広

報誌等での呼びかけ等も含めて検討してまいりたいと思いますので、ご理解賜りたい

と思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 大変難しい質問であることは承知しております。 

   誰も明確な答えは難しいのは理解しておりますが、ただ、住民は不安が募ります。

住民のための安心・安全、村がしっかりと支えていく、そういった姿勢が大事だと思

っております。よろしくお願いいたします。 

   次に、ＩＴ化に向けてということで、質問申し上げます。 

   インターネットを使ったオンライン、私には大変苦手なテーマでありますが、様々

なサイト、あるいはネット上で、このことの理解なしには生活が成り立たない状況に

あります。 

   新型コロナ発症からこの方、働き方はもちろん、学校教育、はたまたオンライン面

接と、あらゆる生活の中にＩＴ化が必要となっております。我々アナログ族といいま

すか、高齢者の類いは、ただただ当惑するばかりでありますが、これも時代なのかな

と妥協せざるを得ません。行政に、そして教育に、ますますＩＴ化が進むんだと思い

ます。それらを踏まえて、改めて村としての対応を伺いたいんでありますが、行政と

しては、このオンライン化に向けての仕組みづくり、今回、国やその他の自治体、う



 

- 46 - 

 

まく機能しなかったような印象がございます。それらも踏まえまして。それから、教

育行政、これＧＩＧＡスクールの体制づくりが始まるんだと思いますが、これらのそ

れぞれのＩＴ化に向けての考え方を伺います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   行政関係のオンライン化というご質問でございますけれども、今回のコロナウイル

ス対策に関しましては、予算のほうにも計上させていただいておりますけれども、各

種会議等が全て中止と。それに代わった上で、テレビ会議がかなり導入されておりま

す。こういったご指摘のように、一番通信不良という形で、例えば全県５９市町村で

やる場合に、一部の市町村が通信不良で画面に表示にならないとか、音声が途切れる

といった問題は、新聞報道等でも私どもも承知をしております。 

   これらに関しましては、あくまでもインターネット上のアプリの設定関係が、かな

り複雑であったというふうな問題点も指摘をされております。このため、今回、大玉

村におきましては、専用タール端末２台を購入しまして、インターネットの環境の整

備を図りながら、そういった会議等に対してもスムーズに参加できるような態勢を整

備していきたいというふうに考えております。 

   その他ＩＴ関係につきましては、特に、今の現状のシステムを利用した中での行政

運営に問題はないというふうには、認識はしております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（作田純一） １１番議員さんにお答えいたします。 

   学校教育におけるＩＣＴ、情報通信技術の推進を図るためには、文部科学省の掲げ

るＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて、小中学校の校内ネットワーク関係の整備、

そして、１人１台の端末の整備ということでおります。 

   本年度において、全児童生徒分の整備を図るべく、事務手続を進めておりまして、

国の補助金交付の内示が明らかになり次第、補正予算を計上して、事業実施を図って

い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） １１番。 

○１１番（押山義則） 改めて、教育関係のほう確認したいのですが、ＧＩＧＡスクール

の体制づくり、そして、これはいつごろまで考えていらっしゃるのか、伺っておきま

す。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（作田純一） １１番議員さんに再度お答えいたします。 

   ＧＩＧＡスクール、年度内ということで目指してい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） １１番。 
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○１１番（押山義則） ＧＩＧＡスクールは、年度内にできるということで、大変期待し

ておるところであります。でも、大変、金がかかるのでしょうね。 

   今回は、新型コロナ感染症対策について、様々な角度から行政の役割などを伺いま

した。新しい生活様式による日常生活、それから不要不急、自粛、人と人との距離を

あける、３つの密の徹底的な回避、これまでの生きざまを否定するとまでは言いませ

んが、心の持ちようは大変複雑なものがあります。自分自身がクラスター発生源とな

らないように心がけたいと、常々思っているところでありますが、行動することへの

不安が皆さんの豊かな愛情あふれる思いを委縮させるのではないかと、そういった意

味で心配でなりません。 

   それぞれの立場で可能な限り、この感染症に対峙するその思いが、覚悟が、新しい

生活様式なるものをつくり出していくものと理解しているところであります。 

   そういった意味での施策展開、それから教育政策、福祉政策、村づくりの在り方を

改めて検討する村長初め、行政の役割は大変でありますが、災い転じて福となすとこ

とわざもございます。行政の取組にご期待を申し上げ、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５１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） 村長。 

○村長（押山利一） 先ほど、１１番議員さんの肺炎球菌の件について、年数の関係につ

いて説明をさせていただきます。 

   まず、接種が６５歳以上、１回だけ無料ということですが、おおむね５年たつと接

種しても構わないということですが、その５年たって接種した場合に、疼痛とか、そ

の注射した部位に対して、かなり激痛が走るとか、色が変わったり、硬くなったりと

かいうような副反応が見られるということなので、あまりその５年というものに縛ら

れないで、医療機関とよく相談をして、一定、ある程度の期間を置いて再接種するこ

とが望ましいというふうに、感染症学会のほうの資料がありましたので、それも含め

て村のほうも、例えば補助等をする場合には、検討したいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １番斎藤信一君より通告がありました「コロナ疲れの対応及び子ど

もの育ちの環境について」外３件の質問を許します。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、さきに通告した４件に

ついて質問したいと思います。 

   コロナ疲れの対応及び子どもの育ちの環境について。 
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   まず初めに、大玉村におけるコロナ対策及び対応について質問させていただきます。 

   現在、コロナウイルスのおける世界情勢は、依然予断を許さない状態にあり、緊急

事態宣言が都心部で解除されたとはいえ、人々の移動による感染リスクが完全撤廃さ

れたわけではありません。大玉村ももちろん例外ではなく、いつ感染者が出るとも限

らない状況の中、各家庭も対策に日々奮闘されていることと思います。 

   しかし、容易に外に出られない、いつ感染するか分からない、いつ収束するかも分

からないという状況での各家庭での自粛においては、物質的な余裕はできたにしても、

精神面、メンタル面においては、親子問わず、いずれ限界が来ることは明白です。特

に子どもを持つ親の皆様におかれましては、我が子の対策も講じなければならず、

日々の疲れ、将来への不安なども少なからず見え隠れしてきていると思います。 

   そのような状況の中、コロナ対策ということに時間も精神も奪われてしまっており、

子どもへのふだんならできていた配慮ができなくなっている可能性もあるのではない

でしょうか。子どもからのＳＯＳにも、ふだんなら気づけていた保護者も、今の現状

だとそれを見落としてしまう。親のピリピリとした感情が子どもにも伝わって、余計

な心労を子どもにもかけてしまう。いかに感染を防いだとしても、そのようなことで、

家庭がうまくいかない状況が、今の日本の各家庭における新たな課題だとも思われま

す。 

   このような状況の中、この大玉村では、住民の皆様のメンタルケア、心の不調への

対策を、どのようにされていくのかを質問させていただきます。 

   住民のアフターコロナに対しての不安やストレスを、聞き込みやアンケート等の手

段で把握しているのか、お願いします。 

○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。 

   今までのご質問の中にありましたように、様々な面で、特にメンタル面の不安とか

自粛によるメンタルストレスの増加ということで、各方面等でも報道されていること

は承知のことかと思います。 

   村におきましては保健センター、まずは窓口ということで、そういった相談があれ

ば、いつでも受け入れる体制をとっております。改めて、広く周知したわけではござ

いませんが、その中でも、延べ１３件ほど保健師のほうに相談件数がございました。

その後改めて、５月１８日から２９日まで、電話による相談の専門窓口、総合的なこ

とに関して窓口を設置して、各種相談に応じた経過がございます。 

   現在もまだ渦中にあると言っても過言ではございませんので、今後ともアフターコ

ロナ対策、様々な分野において重要になっていくと思われます。各種宣言、まだかか

っている状態ですが、解除後になりましたら、住民ニーズの把握等にも改めて努めて

まいりたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 保健センターのほうで、随時相談等を受け付けているということで、
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この住民のニーズのほうを調査していくということで、引き続き不安を払拭するよう

に続けていってください。お願いします。 

   ２番目、子どもの不安やストレスをためないために、大人が心がけること等のこと

を十分に検討し、周知できているのか、お願いします。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １番議員さんにお答えします。 

   今回のコロナに関する感染、本当に深刻なものがあるというふうに受け止めていま

す。 

   学校臨時休校、長期にわたって余儀なくされましたし、学校を再開したんですけれ

ども、子どもたちの不安はまだまだと思っています。その不安要因は様々あると思う

んですけれども、やはり親さんが安定していないと、そういったことも考えられます。

そういったことを考えまして、臨時休校期間中も、定期的に毎週金曜日に登校日を設

けまして、その登校日のときに、その後のことについての対応等々について、子ども

たちを通して保護者にお便りを出していました。その中で、不明な点とか心配な点が

ありましたら、遠慮なく教育委員会、あるいはまた、スクールソーシャルワーカー、

学校のほうにご相談くださいというようなことで、そういう働きかけをしておりまし

た。それから、学校を再開した後も、各学校で学校便り、園便り等々あるんですけれ

ども、その中でもそういったことについての呼びかけをしていただいております。 

   それから、もっと深刻というか、憂慮すべき事態と考えていますのは、学校再開し

て間もなく長期休業になったものですから、学校の授業参観、学習参観、そういった

機会がまだ取れていません。ＰＴＡの集まり等もできていないというようなことで、

それが徐々に動き出しましたので、ある学校では、子どもと先生がいろいろ相談をし

て、そして、それを今度は親との相談につないでいくと。あるいはまた、保護者との

懇談を通して、そういった不安を解消していく、そういったことについて、具体的に

進めていきたいと、そんなふうに思っています。 

   それから、専門的なものについて、いろいろ資料いただいています、文科省とか関

係機関から。そういったものを、校長会等を通しまして、各学校にお渡ししてありま

すので、そういったもので専門的な心理学の専門的なものを、そういったものについ

ての情報というか、対処の仕方等については、先生方が周知しておりまして、必要に

応じて、それを活用していく、そんなふうな形で不安の解消に努めていきたいと、そ

ういうふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 学校のほうでも、文書などを通じて、保護者のほうに周知を図って

いるということで、分かりました。 

   周りの保護者とかともいろいろお話しすると、長期休業とかがいきなりあって、そ

れも３月の春休み中までの間休みになったりして、子どもたち、中には怒りっぽくな

ってしまったとか、集中力が今までみたいに続かなくなっているような気がするとか、
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そういう意見とかいろいろ出てきているんで、引き続き保護者のほうから意見をきち

んととってもらって、対応のほうをよろしくお願いいたします。 

   次にお伺いしたいことは、各地域にある既存の公園や設備についてです。 

   さきのお話でも出た、コロナウイルスの精神的な対策として、子どもたちが気軽に

外出できる環境づくりも必須であると、私は考えております。大玉村には運動場とし

て、小中学校の校庭、改善センター、村民グランドなど、５つの施設があります。し

かし、それらは、役場や学校の周辺にあり、子どもたちそれぞれの家からは距離が遠

くなってしまうなど、子どもたちの施設利用の利便性に格差ができてしまっている状

態です。 

   また、コロナ感染症の収束が見えない中、子どもたちが気軽に、そして、分散して

運動できるよう、各地域にある既存の公園の再整備が必要ではないでしょうか。もち

ろん、これは現状のコロナ対策にとどまることなく、コロナ収束後は、地域住民の憩

いの場となり、健康長寿の助け、そして、集落行事の開催等、地域コミュニティーの

活性化にも貢献できると考え、質問いたします。 

   既存の公園や集会所に隣接した敷地を舗装し、高額な遊具の設置ではなく、バスケ

ットゴールや防護フェンス等のスポーツ器具の設置など、子どもたちをはじめ、住民

それぞれが地区で気軽に運動できる場所の確保が必要だと考えるが、村の考えを伺い

ます。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   このたび、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点で、３密の回避という意

味から、屋内よりも屋外でというようなことがマスコミ等でも報道されております。

ご指摘のとおり、住民がそれぞれの地区で気軽に運動が行える場所の確保ということ

で、既存の公園の再整備についての必要性は十分認識しておりますが、現在、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止対策を優先しておりますので、財政も相当な出費もかか

るということが予想されます。今後の課題として検討していきたいと考えております。 

   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。 

   財政、お金はかかるとは思うんですけれども、将来的に、小さい子どもじゃなくて、

小学校高学年、そして、中学生、高校生とかが、そういう体を動かせる場所がたくさ

んできれば、地元というものをよく見てくれると思うんで、引き続き検討のほうをよ

ろしくお願いいたします。 

   次に、災害対策について。 

   次は、コロナ対策における災害対策についてお伺いします。 

   これは、ふだんから私も感じていることですが、外出自粛や３密を避けるといった

状況になった際、避難が必要な災害が起きたらどうなるだろうかということです。 

   今は、不幸中の幸いで、避難が必要な災害は起きていないだけであり、１か月後、
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１週間後、もしかしたら、明日にも災害が起こるというのは、誰も否定できません。

もし仮に、避難が強いられる災害が発生した場合、このコロナ感染症との相性は最悪

であることは、誰しもが分かることです。災害が発生しないことにこしたことはあり

ませんが、もし、避難が必要なほどの災害に見舞われた場合、従来の避難計画では対

応できない部分もあり、また、住民それぞれが身の回りの危険を認識し、食料品の備

蓄や、もしものときに頼れる親戚や友人宅を事前に調整し、準備するなど、住民にも

感染症拡大の中で、災害が発生した場合の避難を考える必要があるのではないでしょ

うか、お伺いさせていただきます。 

   避難所における感染対策等の計画の見直しは行っているのか。お願いします。 

○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。 

   大玉村は、農村部ということで集落が散在している状態。都市部に見られるような

多くの住民の方が避難して密集状態になるというような災害は考えづらく、人と人と

の適切な距離、また、小まめな消毒、換気など、これまで示されている感染症防止対

策を徹底することで、現在の計画の中で対応できるものと考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 都市部のように密集しないので、そういう考えでいると今、おっし

ゃいましたが、実際、東日本大震災の当時なんですけれども、私も消防団のほうをや

っていて、東部ふれあいセンターのほうに皆さん避難しているところを見たんですけ

れども、やはりかなり密集はしていたと思います。 

   今、密集しないとはおっしゃいましたが、その上で、もう一度質問します。 

○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。 

   ９年前の東日本大震災の際には、確かにご指摘のように、それぞれのふれあいセン

ターが避難所等になりまして、密接状態が続いておりました。あれが再来すれば、確

かに別な場所での避難ということも十分に考えられるかとは思います。 

   現時点では、村民体育館、それから小学校、中学校の体育館についても、避難とい

うことに関しては可能でございますが、先ほども言いましたように、近年の台風、大

雨等の避難の際には、現時点で開設しているふれあいセンター等での収容で十分可能

という意味での答弁でございます。 

   今みたいな、議員ご指摘のような東日本大震災クラスのものがあれば、体育館等も

視野に入れて対応し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） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございました。 

   ２つ目で、感染症拡大の中で、災害時の避難方法について住民の皆様に、さっきも

言いましたが、親戚とか友人宅などに避難できるようにとか、あと、食料品とかを備
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蓄する等のことをきちんと周知できているか、お願いします。 

○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。 

   災害時の避難方法ということで、従来の防災無線による早めの周知、それから、消

防団の皆様、民生委員さんなどにお願いして、による注意喚起。さらには、電話によ

る独り暮らし、もしくは老々世帯への呼びかけというような中で、きめ細かい対応の

充実に努めてまいりたいということで、周知は可能と考えてございます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 今のだと、災害発生時だと思うんですけれども、その災害発生前で

すか、日頃からの感染症も踏まえての備蓄物や心構えというか、そういうものに対し

ての周知を行っているのでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   改めて、ご指摘のような、こういうときはという個別の周知等々は現在行ってはお

りませんが、消防団による定期火防とか、また、台風期、９月頃、防災の日関連での

その近くの期日が適当な時期等を見つけて、周知等を行い、住民の皆様にご指摘のよ

うな備蓄、それから避難について改めて周知等をさせていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんに補足をさせていただきます。 

   まず、東日本大震災のときには、保健センターとふれあいセンターだけを使って、

こういうコロナの状態ではなかったものですから、通常の避難ということで、短期間

ですので、我慢して入っていただきました。 

   大玉村の避難所は、ハザードマップでもう既に皆さんに周知をして、あなたの避難

する場所はどこですよという周知をさせていただいています。見ていただいていると

いうふうな前提ですが。１４か所ございますので、先ほど体育館と言いましたが、改

善センターとか、最終的には役場、こういうところも利用できますので、過去の例か

らいうと、大型の台風のときでも全部施設含めて３０人程度の避難ということで、

１４か所ございますので。 

   それからあと、アットホームのコテージと金泉閣については、既に避難所としての

契約をしております。それから、あと、フォレストパークあだたらと大玉カントリー

クラブの宿泊施設、これも避難時の避難場所として今、契約を進めておりますので、

全部で１８か所になりますかね。 

   例えば、災害が起きたときには、ここと、ここと、ここということで、必要に応じ

て避難場所を増やしていけば、今のハザードマップでいっているその契約するものも

含めて１８か所に分散をして入っていただければ、３密を避けた対応ができると。た

だ、災害はどういう形態の災害になるかというのは、ある程度４日前、５日前になら

ないと分からないと。それに応じて、避難所をどうするかというふうに決めたところ
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で開設したところ、今度、防災無線とか、独り暮らしの場合には直接電話をしたりし

て、どこに退避してくださいというようなことを行いますので、臨機応変というのが

大玉の場合の避難の在り方かなと。 

   ただ、一番可能性があるのは、噴火の場合は、もう逃げるしかないと。もう最悪の

場合は国道まで、本宮の駅まで到達するというのがありますので、これはやはり、噴

火の場合には、避難所云々の話ではなくなってしまうというようなこともございます

ので、その災害に合わせてしっかりと遅れないように、対応していきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   行政のほうだけでは、限界もあるとは思います。 

   日頃から住民の人たちに、行政ばっかりに頼ってはいけないという思いで行動して

もらえるような呼びかけ、その準備内容ですか、そういうものの周知をしてみてはど

うかと、私は思っております。 

   ありがとうございます。 

   次の質問に入ります。 

   大玉村に、スマートインターは必要なのか。 

   施政方針で、高速道路のスマートインターの設置の検討に入ると情報をいただいて

おりますが、その件について質問させていただきます。 

   現状として、子どもや孫がいる住民の多くはスマートインターではなく、鉄道駅の

建設を望んでおります。スマートインターの設置は、子どもの交通安全にも影響を与

える大型車両の村内通行を増加させるばかりではなく、大玉村の財産でもある景観を

損なうというデメリットも考えられます。子どもの安全対策でもある通学路に満足に

歩道整備もできない状況で、さきにスマートインターを検討していくのは、優先事項

なのでしょうか。将来の展望を考えると、費用こそかかってしまうものの、村民が要

望している鉄道駅の設置、加えて役所の出張所を兼ねた施設の建設計画の検討のほう

が優先であると私は考えております。 

   現状は、スマートインターの検討ということですが、それでは、そのスマートイン

ターにおける大玉村としてのメリットとデメリットをお聞かせください。 

○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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、ＪＲ駅というご指摘でございますけれども、以前、村におきましてもＪＲ駅

の情報徴収をしたことがございます。これらに基づいてお話しいたしますと、新駅構

想の実現につきましては、まちづくり、あるいは交通計画、こういったものが具体化

されておりまして、具体的にその需要がどう見込めるかというふうなところが、ＪＲ

としての一つのポイントというふうなことでございます。現在、交通の結節点となり

得るだけの基盤が整備されていない現在の状況では、需要がなかなか見込めない、そ

ういったことから、ＪＲへの単発的な新駅請願は難しいというふうな認識でございま
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す。 

   また、新駅建設に係る費用でございますけれども、これは請願をするかは、いわゆ

る村が負担金ということでの全額負担ということになります。これにつきましては、

村では試算をいたしませんが、参考までに、２０１７年に福島県内で３０年ぶりの新

駅、郡山の富田駅、これにつきましては郡山市が約２０億を負担して、建設をされた

というふうにお聞きをしているところでございます。このように、新駅建設、こうい

ったものは、初期投資は請願する側の全額負担、さらにその後は維持をするＪＲが採

算に合うかどうか、そういったことを、鑑みながら実現に向けた動きになっていくと

いうふうなことを総合いたしますと、まずは、本村といたしましては、４号線沿線の

まちづくり、こういったことをしっかりと具現化していくことが優先ではないかとい

うふうに考えてございます。それには、手段としてのスマートインターの設置、これ

の検討を進めていくという現時点での考えでございます。 

   メリット、デメリットという部分でございますが、ご存じのように、日本の高速道

路のインターチェンジ、平均のインターチェンジ間の距離が約１０キロでございます。

これは欧米のインターチェンジの４キロから５キロに１か所のインターチェンジとい

うことからすると、かなりスパンの長い部分でございます。こういったことから、現

在、追加のインターチェンジ、こういったものの設置が進められているというふうな

ところでございます。現在まで通過交通のみであった本村にとって、本宮インターと

二本松インター、約１２．９キロのスパンがございます。これらの中間に、スマート

インターを設置するというのは、本村全体の振興発展に極めて有利に働くんではない

かというふうに思料してございます。 

   具体的なメリットといたしましては、４号線沿線への企業進出に伴う産業振興、こ

ういったものにメリットがあるんではないかと。さらに、住民の方々、利用者の方々

に東北自動車道へのアクセスが向上いたしまして、通勤、あるいは商工業、観光面、

こういった経済面のメリットが図れるんではないかと。さらに大規模な災害時におい

て、高速交通網の避難路、あるいは物流路として確保できる、こういったものがメリ

ットとして上げられるんではないかと思います。 

   一方、デメリットとしては、議員ご指摘のように、大型車両の通行の台数の増加

等々、交通安全対策の課題が考えられます。いずれも、今後、検討段階、そういった

中で、どういった課題、デメリット、そういったものに対する対応策を図ることがで

きるか、検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんに補足の説明を申し上げます。 

   まず、ＪＲ東日本には、駅の場所を決めて、申入れをしたことがございます、過去

に設置したいということで。そのときのＪＲ東日本のお話が、今、部長の言ったとお

り、あそこに４号沿線に工場、会社が全部張りついて、そのバックヤードに住宅地が

張りついて、そして、駅ができたならば、その人たちが全部駅を使って、村が、先ほ
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ど２０億というのは単線ですので、東北本線やれば、多分３０億ぐらいかかるかなと。

村が建てて、ＪＲに寄附をすると。ＪＲは寄附を受けて、それを維持管理できるだけ

の乗降客が見込めなければ駄目ですよと。ということですから、４号沿線なり住宅地

は、あそこ全部、富田駅非常に住宅地とか大学がありますが、ああいう条件が整って

初めて可能性があると。富田も１０年も２０年も前から、あそこに駅をつくりたいと

陳情してきましたが、県の施設ができたり、住宅が張りついて、やっと可能になった

ということですから、大玉の駅もつくりたくて、駅前の青写真まで全部つくって、Ｊ

Ｒ東日本のほうに提示しましたが、開発駅という考え方はＪＲにはないと。逆ですね。

駅が必要になったときにつくって、寄附を受けるよと。ですから、今の現状では

１００％あり得ませんということで、門前払いを。そのときの状態と、今、４号沿線

の状況は何ら変わっていないと。 

   インターチェンジができた場合には、５００メートル以内が、農振解除が可能にな

ると。ですから、工場とか、そういうものを誘致することができると。４号沿線を開

拓、開発するためには、今一番取り得る手段、先ほど言ったメリットも大変あります。

それを含めて、手段としては、やはりインターチェンジを検討してはどうかという。

まさに、入り口の状態です。検討を進める中で、やはり金銭的に無理だと、デメリッ

トが大きいというんであれば、これはその時点でまた考え直すことなんで、今は調査

をしながら可能性について調べるという段階でございます。議員の皆様にはその都度、

調査経過についてはお知らせを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） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   次に、スマートインターの設置にかかる費用についてお伺いいたします。 

○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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   スマートインター設置にかかる費用はというご質問でございますが、ただ、今村長

が申し上げましたように、これから検討するというふうなことでございますので、場

所、それから具体的な概要についても、まだ、これからの検討ということになります。 

   参考として、最近ですと、常磐自動車道、田村中央スマートインター、こちらが開

設されてございます。これにつきましては、様々な形態がありますが、サービスエリ

ア等からの接続型ではなくて、高速道路本線からの直接型のスマートインターでござ

いますが、これにつきましては、総事業費約３６億５，０００万、内訳としては、ネ

クスコ東日本が３２億２，０００万、田村市の負担が約４億３，０００万でございま

す。 

   しかしながら、田村中央スマートインターのつきましては、復興インターの位置づ

けを兼ねておりますので、これがそのまま本村に当てはまるかどうかということは、

精査する必要がございます。 

   いずれにいたしましても、今後検討を進める中で、事業費等の算出がありましたな
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らば、議員の皆様にも逐次、お知らせをいたし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） １番議員。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   今、答えていただいた答弁のが、田村インターの例として挙げてもらったんですけ

れども、３つ目の質問で、スマートインター設置に付随する近隣地域の道路整備や安

全・騒音対策にかかる計画、または対策にかかる費用はどのぐらいなのか。お願いし

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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほど答弁をさせていただきましたが、スマートインターチェンジの東北自動車か

らの結節点の候補選定、さらには直近の道路へのアクセス、さらにそれらに関わる交

通の安全、さらには騒音対策、こういったところについては、全てこれからの検討で

ございますので、これらにかかる費用についても、今後検討してまいりたいというふ

うな内容でございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   どちらにしろ、すごく高額なお金がかかるということなんで、十分検討して、そし

て、住民の方の意見をたくさん聴いて、いいものにしていってください。 

   次の質問に入ります。 

   大型特殊免許農耕車限定免許について質問します。 

   道路交通法の改訂に伴い、トラクター等の車両でも、幅１．７メートルを超えると

大型免許が必要になっています。普通免許のまま作業機をつけたトラクターなどで運

転をしますと、違反行為となってしまいます。その場合、５０万円以下の罰金及び免

許の取消しといった重い罰則が科されるようになり、検挙されれば、農場はおろか、

生活にも多大な影響が出ます。かといって、今まで普通免許で運転していた高齢者な

どは、どこでどう手続をしていいかわからない、試験会場も遠いなどの声が上がって

おります。 

   そこで、そういった方々を対象に、行政として免許取得を支援できないか伺います。 

   県では、農業短期大学で安全運転技術総合講習を行っています。村で受講者を募り、

集団で受講、受験できるように支援できないか、お願いします。 

○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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   道路交通法の改正に伴いまして、トラクター等に作業機をつけて一定の基準を満た

せば、公道を通行できることになりました。しかしながら、今、議員ご指摘のように、

幅１．７メートルを超える車両につきましては、大型特殊免許が必要になるというふ

うな状況でございまして、これは農業者にとっても極めて大きな課題ではないかとい
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うふうに考えてございます。 

   大型特殊免許には、汎用のものと、それから農耕車限定の大型特殊免許がございま

す。議員おっしゃられた県の農業短期大学、この講習でありますけれども、これにつ

きましては、農耕車限定の大型特殊、あるいは牽引の講習会、これを年に７回ほど開

催してございます。３日間講習を受講後に、免許センターで試験を受けるというふう

な流れになっているようでございます。１回の講習会の定員は１０名程度ということ

でありますので、問い合わせをしたわけですが、一つの団体でこの定員を全てという

のは、ちょっと難しいのではないかと。その代わり、団体である程度まとまってとい

うことであれば、別日程を調整しながら、講習会を開催することは可能ではないかと

いうふうな回答でございました。 

   したがいまして、村といたしましては、認定農業者の連絡協議会等々の研修会、こ

れらについて今年度は、この免許制度についてやってはどうかというふうな話題でご

ざいます。 

   こういったことから、免許取得の必要性、あるいは講習会の参加、これらについて、

村民の皆様にもお知らせをしながら、必要な支援策について、例えば送迎であります

とか、そういったものについて可能なのかどうか、対策を検討してまいりたいという

ふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） その支援のほうで、送迎や取りまとめ等を検討していただくという

ことで、本当に、運転免許はすごく大切だと思うんで、そういう困っている人たちが

免許取れるように、いろいろ考えてください。よろしくお願いします。 

   以上で、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、１番斎藤信一君の一般質問を打ち切ります。 

   ５番松本昇君より通告がありました「横堀平応急仮設住宅解体後の土地利用につい

て」外１件の質問を許します。５番。 

○５番（松本 昇） ５番松本昇です。議長の許可を得ましたので、さきに通告していた

２件について質問いたします。 

   今回の新型コロナウイルス感染問題については、大変なご苦労があったと思われま

す。村長初め、村の職員の皆様方の苦労、そして、村民の方の心配は大変なものがあ

ったと思います。まだ、収束してはおりませんが、国や県はもとより、村におきまし

ても、勇気ある決断と実行力を切にお願いいたしまして、質問に入ります。 

   まず、１番として、横堀平応急仮設住宅解体後の土地利用についてでありますが、

この件については、平成３０年６月定例議会でも質問しております。解体工事も終わ

り、利用方針が示されていないように思われますが、次の３点について質問いたしま

す。 

   １番として、仮設住宅解体後の利用についての会議を、今までに何回ぐらい開催し
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たのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   横堀平応急仮設住宅の跡地利用につきましては、御存じのとおり、職員によるプロ

ジェクトチームを設置をしまして、平成３０年１２月１０日、この日に第１回目の会

議を開催した以降、９回の会議と２回の視察研修を実施した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） 今、答弁ありました３０年１２月１０日に会議を持って、その後

９回の会議と研修とかがあったんですが、その中でのどういうことをやるとか、やり

たいとかいう話は出たんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   私のほうで、プロジェクトチームのキャップということで進めさせていただきまし

て、今、総務部長が答弁したような回数を行ってきました。 

   中身については、政策関係の職員の学習の場ということで、例えばこれが村民の皆

さん方の有識者等を集めての会議とは違いますので、中身についてはいろいろ当然検

討して、どういったものがいいのか、平成３０年にもお話ししたような、そういった

研究関係ハウス等、そういうものも話題の中には当然出ておりますし、６月末にでき

れば最終的に報告したいということで、今、まとめに入っておりますので、それら報

告を村長のほうにしたいと。具体的なものについては、そのときにお話ししたいとい

うふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 今、そういう答弁をいただきました。 

   それに向けて、スムーズに移行していただきたいと思います。 

   それで、２番として、土地利用計画について伺いますが、村長はこの件について、

どのように考えているのか、よろしく。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず、この横堀平仮設住宅跡地というふうに今は言っておりますが、元々は営林署

の苗畑事業所跡地ということで、購入したのですが、購入時点で払い下げをするとい

う話がありました。新しい議員さんもいるので、経過だけ簡単にご説明しますが、苗

畑事業所が廃止されて、そして、それを民間なりに払い下げるという話が出ました。

その時点であちこちで、民間が買い上げて産廃施設をつくったり、俗に言うあまり好

ましくないような遊芸施設をつくったり、そういう事例がかなりありましたので、村

としては、何に使いたいということで買ったのではなくて、利用目的があって買った

というよりは、そういう使い方をされると村づくりに支障が出ると。地域に悪影響を
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及ぼすということで、村でその土地を押さえようということで、営林署と交渉をして、

坪、大変安い金額で払い請けたということで、その時点では、今言いましたように、

利用目的がありませんでした。土地を押さえることが目的だったと。好ましくない開

発を避けるためと。ですから、その後ソバをつくったり、菜の花をつくったりして、

何に使えるか、村民運動場、グラウンドをつくろうという話もありましたが、傾斜が

きついということと、春先の霜上がり、凍上があって、風が吹けば、多分１年に入れ

た砂は全部飛んでしまうだろうと。下のほうにお住まいの方たちに迷惑をかけるとい

うようなことで、運動施設として、裸の土の利用は無理だと。数々検討して、市民農

園をやったり、クラインガルテンで土地を貸すかとか、いろんなアイディアがあった

中で原発事故が起きまして、仮設住宅を全面的に建てたと。結果、今、下半分は、災

害公営住宅と復興住宅と、それからグラウンドで半分を利用して。残り上半分をどう

するかということが今、課題になっています。ですから、今すぐどうするということ

はなかなか難しいです。プロジェクトチームのほうで出した結論、報告については、

参考にしたいというふうに思っていますが、先ほど言ったように、住民の方を交えて

みんなで知恵を絞ったというよりは、庁内の課長以上、係長とか課長の中で、こうい

う使い方があるのではないかという内部提言、それを受けて参考にしながらまた検討

していきたいなと。 

   今まで考えていたのは、工場等で売ってしまう、災害のないものですね。あればで

すよ、進出したいという。それから福祉施設を建てたらどうかという提言も、外部か

らもあります。私は、大玉は農業なんで、農福連携、農業と福祉と、社会的弱者、障

害者とか、そういう人たちが働ける場を提供できるような施設ができないかなという

のも考えていますが、具体的にどうするかということについては、これからいろいろ

と研究しながら進めていきたいと。 

   ただ、今、このコロナの関係で、農福連携をやるとしても、学校、産学官の協力が

ないと村単独の予算ではできません。とても無理ですので、逆にいうと、大学の協力

を得ながら企業の協力を得ながら、国の協力とか福祉関係、農業関係含めて、それは

考えていかないとできないと。その辺を考えながら、今、間ができたからすぐに取り

組めるような経済状態、社会状態ではないので、しっかりとこの時間に方針を決めて

いく時間かなというふうに感じていますので。いつから計画を固めて、いつから始め

るというのは現時点では、まだ言えないような状態であります。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 今、村長さんに答弁もらって、今すぐできるあれではないと言われ

てしまうと、後の質問がちょっとあれなんですけども。 

   実は、原稿をつくってきたから読みますけれども、先ほども言いました、３０年

６月の一般質問でも、解体後の敷地については、利用方法について、以前から課題と

して検討したところでございますが、大玉村まち・ひと・しごと創生総合戦略のほう

でも記載されていますが、施設の跡については障害者雇用のための園芸作物栽培用ハ
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ウスの設置、また、ミニエネルギーパークやクラインガルテンの建設など、有効活用

に向けた取組を検討していくということですので、これらの検討を早急に進めていき

たいという答弁でございました。これが、３０年ですね。その後、それ解体したのが、

終わったのが去年ですね。去年の３月で終わりましたが、そういう観点からも、やは

り村民からも、あそこ、ああやって空けておくのはもったいないんじゃないかと、村

有地ですから、早く有効活用に村で動いてもらうように質問してくれというようなこ

とでございますので、その辺のことをよろしくご検討をお願いしたいと思います。 

   それでは、３番の土地整備及び利用計画の着手時期、今、村長から答弁があって、

いつになるかわからないという答弁ですが、一応質問事項に入っていますので、答弁

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。 

   かなり具体的に、この前、お話しをしました。今もお話ししました。クラインガル

テンとか、それから農福連携、これについては、ぜひやりたいと。それから、あと、

再生可能エネルギーのミニパークみたいなものをエネルギーとして、農福連携ができ

ないかということで、副村長も千葉県のほうのそういう先進地を視察したりしてはき

ました。ただ、具体的にやるのは先ほど言ったように、産業関係から学校関係から全

部を巻き込まないとできないと。村の金でやることは、まず不可能ですので、それぞ

れ大学のほうから知識をいただいて、企業のほうからつくったものの販売、もしくは

資金提供をいただいたり、福祉関係で国からの補助金をもらったりというようなこと

をかき集めて、初めて可能だという事業ですので、その辺については、すぐにできる

ということではない段階で、プロジェクトのほうでもいろいろ検討していただいて、

視察をしていただいて、間もなくその報告を受けるということですが、先ほど言いま

したように、このコロナの状況下で今、これから頼りにしている企業とか、そういう

ものが動けない状態になっているということですので、その辺を見極めながら、前に

しっかりと進んで行きたいなと。 

   あと、民間で同じような趣旨で、あそこで事業をやりたいというような方がいれば、

ぜひタックを組んで一緒にやっていけるんじゃないかということで、そういう道も探

っていきたいなと考えています。 

   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。 

   今、いろいろコロナ関係もあって、なかなかあれだというお話もいただきましたが、

今、村長の答弁の中で、企業も何件かあると言ったんですが、そこら辺は、現在何件

くらいその候補に上がっているのか、お示しできれば、よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 何件かあるというよりは、そういう企業を歓迎する企業。我々がつ

くった物語、絵を描いたものに対して、企業が興味を示して、我々もただ受け入れた
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り、支援するだけじゃなくて、その事業に参画したいというのが大変いいことなので、

そういうことも含めて、まずは絵を描かないと、そういう働きかけもできないという

ことなので。過去には、二つ三つあそこを利用できないかということで、お話を受け

たところもありましたが、いずれ、話だけで実現をしなかったというようなことがあ

ります。これからもそういうものがあろうかと思いますので、あれば、しっかりと見

極めてやっていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） なお、よろしくお願いしたいと思います。 

   解体工事から丸 1 年が経過しております。村有地の有効利用に向けて、早急の対応

をお願いいたしまして、次の質問に移ります。 

   ２の（仮称）西部幹線道路の計画についてですが、以前にも同僚議員が質問してお

ります。そのときの答弁では、平成３３年度着工、今でいうと令和 3 年、来年ですね。

そして、平成３６年度から３７年度にかけて、令和５年から６年に完成という記憶を

していますが、当局の考えに変わりはないと思いますが、再度、確認の意味で伺いた

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。 

   西部幹線横断道路整備事業の進捗でありますが、現在のところ、道路の詳細設計終

えておりまして、平成３０年度に用地測量、さらに令和元年度に補償調査、不動産関

係を実施しているところでございます。 

   しかしながら、今年度、令和２年度につきましては、当該路線の財源として充当い

たしております国の交付金が、当該路線について見送られてゼロ査定というふうな経

過となりました。現在まで、全力を挙げておりますのは、須藤住機工業さん裏の交差

点から糀免交差点までの約１，０００メートルの道路改良区間でございますが、これ

らについては、以前、３０年６月議会におきまして、今、議員ご指摘のような一定の

スケジュールをご説明申し上げたところでございます。 

   このような財源等の問題もございまして、現時点で目標としておりますのが、この

区間につきまして令和３年度に用地買収、令和４年度に工事着手、令和７年度までに

道路改良を完了させたいという目標を掲げているところでございます。 

   しかしながら、今ほども申し上げましたように、当該路線の整備につきましては、

国の交付金事業を活用いたしておりますので、今年度同様にゼロ査定となるような状

況も十分に考えられてございます。したがいまして、来年度以降の事業進行につきま

しては、不確定な部分もあるということをご承知いただきたいと思います。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 今、そういう説明でしたが、全く大変な時期になっております。そ

ういうことで、一日でも早く着工できるようによろしくお願いしたいと思います。 
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   ２番として、総額で幾らぐらいかかると見込んでいるのか、分かる範囲内でお願い

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） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどお話しをいたしました約１，０００メートルの区間につきまして、現時点で

見込んでおりますのが、工事等の事業費として、約２億５，０００万ほどの事業費を

見込んでございます。 

   以上であります。 

○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、３番の最後の質問になりますが、村単でできる事業ではないと思いますが、

国や県の補助金を利用すると思いますが、具体的な補助金名が分かれば、お示しして

いただきたいと思います。 

○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。 

   現在、この路線、さらには今後も財源として見込んでおりますのが、国の交付金事

業であります社会資本整備総合交付金事業でございます。いわゆる社総金と呼ばれる

部分でございますが、これらを活用して実施をしてまいりたいと考えております。 

   現在の国の交付率につきましては、５２．５％というのが交付率でございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ５番。 

○５番（松本 昇） 国のそういう金を使う、本当に職員の皆さん、また村長初め大変だ

と思いますが、道路がよくなれば、地域はもちろん、村発展にもつながります。その

ためにも、しっかり頑張っていただき、一日でも早い完成を願っておりますので、ど

うか、村長初め職員の皆さんも、頑張って西部幹線道路、一日でも早く完成すること

を願って、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、５番松本昇君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため、暫時休議いたします。再開は午後２時４５分といたします。 

（午後２時３２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後２時４５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） ７番鈴木康広君より通告ありました「新型コロナウイルスから村民

の安全と生活を守る対策を求める」外１件の質問を許します。７番。 

○７番（鈴木康広） ７番鈴木康広です。議長の許可をいただきましたので、「新型コロ

ナウイルスから村民の安全と生活を守る対策を求める」外１件の質問をいたします。 
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   まさに想定外の新型コロナウイルス、その感染防止対策で新しい生活様式の定着が

求められている、そのような時代になっております。それに伴い、行政が準備するべ

きことも刻々と変化してきています。想定外のことに、今後はそれを対応しなくては

いけない、想定の中に入れなくてはならないというふうに難しい時代となってきてい

ます。 

   最初に、経済的な困難な状況に置かれている村民や、村内事業者への現在の対策を

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） ７番議員さんにお答えいたします。 

   新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により、一時的に収入が減少した世

帯を対象に貸付けを行う事業ということで、生活福祉資金制度による特例貸付及び母

子父子寡婦福祉資金貸付金制度があります。両制度共に貸付けの窓口は社会福祉協議

会となってございます。また、この間、村広報紙等による周知や電話等による問合せ

の紹介などを周知してございます。 

   以上です。 

○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） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   新型コロナウイルス対策としての経済面での村の支援策でございますけれども、前

年対比で減収分を補助いたします中小企業等経営持続化繋ぎ交付金、あるいは県の営

業時間短縮等の協力要請に応じた中小企業、個人事業者に対して給付を行う感染症拡

大防止対策協力金、これらの制度を運用してございます。 

   また、特別資金の制度利子補給補助金、あるいは信用保証補助金、こういった制度

を設けて支援を開始しているところでございます。 

   さらに、現在準備を進めております県が実施する飲食店応援前払利用券発行支援事

業、これらに対する村の上乗せ、さらには単独分として製造菓子、鮮魚店、こういっ

たものを対象とした応援前払利用券の発行、さらには村出身者の県外在住の方、また

は関係者等、そういった方々に対して村の特産物を送付し、引き続き大玉村を応援し

ていただくというような事業を実施をしており、また予定をしてございます。 

   以上であります。 

○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、後段のほうで、申込み受付のところがどこであるか、それについても、もし補

足していただければと思います。 

○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） 後段のということでございますので、

県が実施する飲食店応援前払事業ということでよろしいんでしょうか。 

   これらにつきましては、現在、上乗せする分の村の利用券、準備をしてございます

ので、これらが到着し次第、加盟申込みがありました事業者さんにつきましては、商
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工会から１回当たり最高３００枚を１回の限度として受け取り、それを各個店で１セ

ット１，０００円で販売をしていただく。それを村の上乗せ分も合わせて

１，５００円でご利用いただけるというふうなものでございます。 

   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。 

   では、新たな対策としてなんですが、今現在村民に向けていろいろな対策が実施さ

れていること、大変ありがたいと思います。その対策として、実は一つ提案がござい

ました。水道料金、これ水道は村内の皆様使っていますので、水道料金の減免などに

ついて、全村民の対象というか、その対策を検討できないかどうかを伺いたいと思い

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） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   現在の水道事業における新型コロナウイルス感染症の支援策でありますが、これら

につきましては、先ほど申し上げました感染拡大防止協力金あるいは繋ぎ交付金、こ

れらの該当になった事業者さんのうち、業種として飲食、小売、卸売、サービス業の

方々を対象として水道料金の減免制度、これらを創設して現在運用に至っているとこ

ろでございます。 

   減免率は、水道料金、これにつきましては２分の１、住居・事務所等が併設されて

いる場合は３分の１、減免期間、６月から１１月の６か月間ということで運用してい

るところでございます。 

   全世帯を対象とした支援策ということの提案でございますが、現在のところ、県内

では檜枝岐のみ実施されているというふうにお聞きしてございます。 

   今後の状況、本村のあるいは福島県の感染拡大状況、こういったものを見極めてま

いりながら、その時点で必要性を検討させていただきたいというふうに考えてござい

ます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   状況のほうを推移を見守りながら、状況がもし許せば、もしくは機会があると考え

た場合については、再度検討をお願いします。 

   想定外といえば、大規模な想定外の災害というのが、想定外じゃなく起きてしまう

のが最近の事実になっております。災害発生時に避難所でこのコロナ対策を考えます

と、必要な感染防止マスク、消毒液など、そのほか、もし密の可能性があるのであれ

ば仕切りなどについても必要と思われますが、そんなふうなものについての確保はで

きているかを伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ７番議員さんにお答えいたします。 
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   備蓄関係ということでございますが、マスク、消毒液に関しては大体現在必要量は

確保できているというような状況だと認識してございます。 

   ただ、間仕切りに関してでございますが、現在、品薄状態ということでございます

ので、早急に発注を行いまして備蓄し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） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際に村内の方以外にも対口支援等による、場合によっては、村外の方の村内の避

難所への避難なんということも、今後は想定の中に入れる必要が出てくる自治体も考

えられますので、それであれば、より、そういう場合はどういうふうに対応するか、

難しい部分も含みますが、間仕切りも含めて、もし可能であれば検討していただけれ

ばと思います。 

   では、最後のこの段の質問になります。 

   実際に体温計を多く準備しまして、今、必要なものについて、ある程度あるのかと

は思うんですが、体温計、機械ですので、どれくらいの年限正確な温度を指し示すか、

また、今、赤外線の要するにサーモグラフィとかについてであれば、管理もしくは校

正等の必要もあると思いますので、そういうものについて、定期的な校正または買換

え等を行うかを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） ７番議員さんにお答えいたします。 

   体温計につきまして、どの程度もつかということで、電池があればある程度はもつ

というふうな認識はございますが、非接触型の体温計について、校正に関しては、現

在のところ、そういった機能等がないような状況というふうに承知してございます。 

   ちょっと話は別ですが、放射線を測る機械でしたらば、校正の必要があって、定期

的にやってございますが、非接触型の体温計については、そのような機械、それから

装置等がちょっとないように見受けられますので、現在では校正等はないというふう

な認識でございます。年月が過ぎて誤差が生じるようになれば、使用は不可能という

ことで買換え等による対応ということになろうかと思います。 

   現在、台数につきましては合計１８台所有しておりますので、対応につきましては、

十分な数は現時点では確保できると認識してございます。 

   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。 

   実際に第２波とか、もしくは今後、想定しないような同じような感染症が起きたと

きに、今回のように物がないために初期の対応ができないとかということがないよう

に、可能な範囲の備蓄というのがどこまで必要なのかも検討していただいて、対応を

お願いしたいと思います。 

   ２番目の質問に移ります。 
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   コロナ禍の中で安心な教育環境の確保を求めるということで、今回、急な休校によ

って、学習の遅れの対策や安心な教育環境のために、学校や子どもたちの地域での活

動の中で、ソーシャルディスタンスと言われる新しい考え方、もともとソーシャルデ

ィスタンスは社会的距離なので、あるんですが、それが今までの意味合いで使われて

いるというふうに考えております。その確保が求められる中で、それに対してどうい

うふうな対応をしていかなくてはいけないかというものについて伺います。 

   一番大きな問題として、これまでの休校、加えて第２波が起こった場合には、また

休校が考えられます。その休校などによる遅れが発生した場合の対策を伺いたいと思

います。 

   一つの方法として、双方向オンライン授業という話がありますが、早期の双方向オ

ンライン授業が可能かどうかを伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（作田純一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   早期の双方向オンライン授業が可能かということでございます。さっきの２番議員

さんの質問にも答弁したとおり、早期に双方向のオンライン授業を実施するというこ

とは、現状では課題が多く、困難であるというふうに認識しておりますが、今後、新

型コロナウイルス感染症の第２波などを想定されますことから、校内ネットワークの

環境整備、それと１人１台端末の整備と併せて、実施に当たっての課題解決に努めな

がら、オンライン授業の導入に向けた検討を重ねてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

○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、多くの課題があるということは、前の質問でも分かりましたので、その中で新

たな補正予算の中の予算等も含めて、可能であれば一日も早いそのような対策が望ま

れておりますので、よろしくお願いします。 

   また、今現在の方法として、土曜とか日曜の補習授業や、もしくは夏休みの中で授

業などのほうの検討状況はどうなっている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いたします。 

   臨時休業が長かったものですから、その中に実施できなかった教育の内容、授業時

数というように簡単に置き換えることはできないんですけれども、授業時数に置き換

えますと、４月と５月で不足した時間数が大体１１０時間前後の時間を必要としてい

ます。そんな中で考えたのは、夏休み期間、これを短くして、夏休み期間に授業をや

りたいというようなこと、課題もあるし、夏休み期間、休みの本来の目的があるんで

すけれども、そういったことで対応していきたいというのが一つです。 

   それから、さきにお答えしましたように、今までの教育課程、教育計画をもう一回

見直しをしまして、こういった事態に備えての教育の在り方というようなことを考え

てきました。例えば、学校行事を重点化していくとか、そういったことです。 
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   そういったことで、夏休み期間につきましては、当初の予定では７月２１から８月

２３日まで、その３４日間だったんですけれども、これを７月３１日まで授業を行っ

て、８月１日から８月１６日まで、この１６日間を夏季休業とする。８月１７日から

２学期を開始するというようなことで、１８日間の短縮というようなことで計画しま

した。これにつきましては、こういったことをすることによって、失われた時間の内

容というようなことはほぼ無理なく確保できるというようなことで見通しを持ってお

ります。 

   ただ、今、７番議員さんからお話しありましたように、今後、第２波等々、あるい

は不測の事態等々を考えたときに、これを冬休みまで持っていくことはしなかったん

です。そうしますと、後で取れなくなってしまうんで。ですから、冬休みは手を加え

ないで、今までのような形で授業の時数を確保、学びの保障を行っていきたいという

ふうに考えております。 

   なお、土曜日とか日曜日の補習というようなことについては考えておりません。 

   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。 

   第２波を想定した内容で、夏休みに今現在の遅れを取り戻すという体制を立てたと。

もし実際に起きた場合については、その後の、もしくは不測の場合の対応については、

また冬休みも含めて検討できる状況があるということで、十分な想定をしながら進め

ていくと理解させていただきました。 

   また、第２波が起こった場合、今回と同じように子どもがどうしても自宅にいて、

外に出られないようなストレスを感じるような状況がまた起きてしまうのかなと思っ

ております。その場合に、第１波の場合については安全というものについての定義が

全くできない。取りあえず人と接触を避けることが安全という解釈だったんですが、

今後、少しずつこのコロナのほうの問題についての医学的・科学的な状況とか、感染

学的な状況が分かってくれば、安全な形での活動というのを検討していく必要がある、

もしくは可能なのではないかと考えます。 

   その件を含めまして、ストレス対策、そして子どもの居場所づくりなどが検討でき

ないかということを伺います。 

○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いたします。 

   子どもが家にずっといることを強いられるということは、非常にストレスがたまっ

てくるのかなというふうに思っています。そういったことを少しでも解消するために、

長期休業中におきましても、定期的に週に１回、あるいは途中からは２回というよう

な形で登校日を設けました。そういったことで子どもたちと触れ合って、子どもたち

と関わっていくことによって、そういったことを解消していくというようなことも大

きな狙いでしたし、それから学習の遅れというようなことについての対応もそんなこ

とでやってきました。 
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   この長期休業が始まったときに、３月４日からだったと思いますが、そのときに最

初は外に出ないようにというような話、本当に逐一国のほうから膨大な資料来まして、

それをガイドラインとしながらいろいろ対策を考えているんですけれども、当初は外

に出るなというような、そういうような指導をしてくださいというような中身だった

んですけれども、３月のお彼岸過ぎから、外に出たほうがいいですよとか、出てもい

いですよというような、そういうようになったものですから、防災無線等で可能な限

り外に出て活動してくださいとかと、そういうようなことで、うちのほうも方針を変

えたりしました。 

   それから、座って勉強だけというようなこともできませんので、先生方がいろいろ

工夫しまして、動画を作って、そういったことで子どもたちとやって、今テレビなん

かではやっていますよね、そういったことをやったりして、非常に楽しかった、よか

ったというような反応がありますので、前回の長期休業のときにいろいろ学ばせても

らっていて、あるいはまたその後いろいろな方策が出ていますので、それらによって

そういったことの解消に努めながら、再開に向けて備えていきたいと、そんなふうに

思っております。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   ２波が起こった場合の想定についても、十分今しているということを理解すること

ができました。 

   実は、休校で学校教育が中断されると。じゃ、この場合の一つの大きな問題点の中

に、子どもたちが自宅で学習意欲をどういうふうに維持していくのか。今回、登校日、

１週間に１回ずつ登校日があったということによって、その影響が大分少なかったの

かとは思うんですが、それでもなかなか、毎日学校に行っているのと週に１回しか学

校に行かないのでは、もしくはその家庭の状況によって、それについては、大きく学

習意欲の維持についての状況は差があるのかなと。 

   家庭での学習をうまく、要するに意欲を継続できるような形の方法をつくるために

は、やはり学校の先生方、それから学校の指導というのが大変重要だと思いますので、

それについてはどのようにしているか、もしくはしたいと思っているか、お伺いした

いと思います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 再度お答えいたします。 

   今ほどの答弁と重なっている部分が多々あるんですけれども、前回の臨時休業中の

学習支援、いろいろ先生方が苦労というか、工夫されました。まずは、発達段階も大

きいんですけれども、計画表を渡して、自分で計画をつくって、そしてそれについて

反省をしてというような「自己マネジメント力」という言葉を使っているんですが、

そういったことを培うようにということで、いろいろ工夫したり、それから課題の一

覧を作ったり、そんなことをしながら、それを配付して、１週間１回程度の登校日に

それを持ち寄ってそれを激励したり、アドバイスを与えたりというようなことをやっ
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てきましたので、そんなことを基本にしていきたいと思いますけれども、基本とした

いのは、臨時休業期間、そうなってほしくないんですけれども、仮に起こったとして

も、臨時休業期間中にあっても学びを止めないと、そういう発想でいろいろと工夫し

ながら子どもたちに当たっていく。 

   また、オンラインの話も出ましたけれども、完全ではありません。そういったこと

をまた工夫しながら子どもたちに関わっていって、学びを止めないというような、そ

んなことを工夫しながら対応していきたいと、そんなふうに思っております。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今お言葉にありました、学びを止めないという形で、実は大玉村の教育ということ

については、地域の人たちが学校に関わって学びの場をつくり、また、地域の人たち

が学校の子どもたちと一緒に学んでいく、共に育っていくという形の教育で今まで結

果が出てきたのかと思っております。 

   ただ、学校教育や地域教育活動で今、ソーシャルディスタンスというものが求めら

れていると。人とどう関わるかについての考え方が簡単ではない状況というのを、今

現在、もしくは今後、十分に検討しなくてはいけないというふうに思っております。 

   学校でソーシャルディスタンス、学校の中です、これ、確保するためにはどのよう

な対策を今現在、行っていますか。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   これも先ほど、さっきの議員さんの質問にお答えしたんですけれども、物理的に教

室の中で今求められているような前後１メートルを空けるとかというようなことはち

ょっと難しいので、できるだけ空き教室を使って活用したり、それから体育館を使っ

て活用したりという、そういうような形をしながら授業を工夫しております。 

   ただ、それでもソーシャルディスタンスというようなことが非常に難しい状況にあ

りますことから、そのほかの対応策ですね、つまり毎朝の検温とか、あるいはまた健

康観察とか、あるいはまた給食の在り方とか、そういったことを工夫したり。 

   それから私、学校をちょっと見させてもらって大変感心したのは、どの教室も窓を

開けての授業だったんですね。ですから、そういったことをしっかり守られているな

というようなこと。それから、前もお答えしましたけれども、各教室の入り口にきち

んと消毒が置いてあったりというようなことで、そういったことを意識して授業をさ

れていると。そういったことを意識しながら学校生活をしているというようなこと、

そういったことをこれからも大事にしていきたいなと、そんなふ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。 

   ソーシャルディスタンスの実質的な、物質的な距離だけではなくて、そのほかのい

ろいろな方法を使って安全を確保しているということについての内容を理解しました。 

   最後の質問になります。 
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   放課後子ども教室などの子どもたちと地域の方々が関わる活動というものが大玉村

の教育の中で行われてきました。その活動再開に向けて、どのような検討とか準備が

今現在進められているか。また、活動を実際に再開するためには、活動人員を減らす

とか、もしくは開催回数、結果的に開催回数を増やすとかなどの検討、その他も含め

て、どういうふうな検討がされているかを伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（作田純一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   放課後子ども教室につきましては、当初５月の開校式を予定しておりましたが、新

型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、９月からの活動開始ということで、変

更しまして準備を進めているというようなことでございます。 

   再開に当たりましては、児童同士、児童とボランティアとの密集、密接を避けるた

めに、それぞれの教室ごとに２班に分けるなど、充実した活動ができるよう工夫して

まいりたいというふうに考えております。 

   また、その活動メニューにつきましても、密接を避けられるような内容や、広い場

所の活用を図りながら活動ができるようにしたいというふうに考えてございます。 

   今年度の子ども教室の参加者につきましては、玉井教室が昨年度よりも８人多い

４９人、大山子ども教室が１３人多い３３人と大幅に増えたところではあります。活

動人員を減らし開催回数を増やすなどの検討につきましては、コロナウイルス感染症

の影響によりボランティアさんの人数、心配されて、ボランティアさんの人数が減少

しているということ、それから学校の時間割の関係ということもありまして、増やす

ことは難しいのかなというふうに考えてございます。 

   放課後子ども教室の開催に当たりましては、これまでも多くのボランティアの皆さ

んのご協力により運営をしてまいりました。ボランティアの皆様のコロナウイルス感

染症への不安の解消に努めながら、ボランティアの皆様の体調管理にも注意しながら、

これまで同様にお世話になっていきたいというふうに考えてございます。 

   さらには、子どもとの地域の方々の関わりということで、学校支援活動というのも

ございます。こちらにつきましても、５月中は校舎外でのボランティア活動というこ

とでしておりましたが、６月以降は子ども教室のボランティアさんと同様にコロナウ

イルス感染症への不安の解消に努めながら、ボランティアの皆様の体調管理にも注意

しながら、これまで同様お世話にな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） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   ９月以降の活動を目指すという形でこの準備、検討を進めているというお話をいた

だきました。 

   ボランティアの方にどういうふうな状況、どれをしっかりやれば安心してボランテ

ィアに参加いただけるかなどの情報についてしっかり伝えていく形でボランティアさ

ん、もしくは参加する子どもたち、その親さんが安心を持てるような状況をできるだ
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け準備いただいてございますので、よろしくお願いします。 

   以上で、私の質問を終わります。 

○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。 

   ４番本多保夫君より通告ありました「定年退職職員再雇用について」外２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。 

   議長の許可をいただきましたので、さきに通告しました３件について質問していき

たいと思いますが、今般のコロナ感染対策、また国の給付関係等の村長初め職員の皆

様には大変ご苦労さまです。まだコロナは終息したわけではないので、今後とも最良

の対応をお願いして、質問に入りたいと思います。 

   まず１番として、定年退職職員の再雇用についてでありますが、定年退職後の再雇

用配置について、２点ほどお聞きします。 

   まず１番といたしまして、再雇用・再任用職員の役職について伺いますが、令和

２年３月定例議会後、新採用職員をはじめ異動、昇格、退職者の内示が示されたとこ

ろでありますが、そこで伺いますが、退職となった人がなぜ再雇用・再任用雇用であ

りながら退職前の役職に就いたのか。産業建設部長については人的にも能力的にも人

格者であり、最功労者であると私は尊敬するところでありますが、今までこういった

ことはなかったような気がいたしますので、その辺をお伺いしたいと思います。 

   再任雇用ですから、当然給料は少し下がり、責任は今までと同じだと。なぜこのよ

うなことになったのかと。立派な課長補佐初め課長等があるにもかかわらずこのよう

になったのか。これはある程度制度の変更なのか、政策なのか、これを村長に伺いた

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。 

   まず位置づけでございますけれども、地方公務員法第３条第２項におきましては、

一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とするというふうに規定をされておりま

す。このため、再任用職員につきましても一般職に属しておりまして、任用上の役職

も定年前の一般職職員と同様となっております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ４番議員さんにお答えします。 

   法的には今のように再任用職員をどの部署に置いても問題はないと。役職の規定は

ないということでございます。そして、今年の４月の人事の段階では、このコロナが

既に発生をして緊急事態になるということで、かなりの影響があったということがあ

りました。それも一つの理由ですね。 

   ４月には、退職した方の補充、新卒の方の配置以外の異動は一切していないという

ことでございます。ですから、当然部長、課長については異動なしということで、緊

急に対応するのが１点。 
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   それから、大変優秀な部長ですので、おっしゃるとおりに。今、一番大切な継続事

業がございます。振興公社もそうですし、それからあと、米のブランド化、それから

あと、多面的機能で大玉村を全面的に網をかぶせる、農地・水にかぶせると。これは

土地改良と協議をして１名職員を採用して、連携をしながら進めるというようなこと

もございますし、米のブランド化、農業振興公社の関係、大学の関係等々、継続事業

も一つの理由ということですので、複数の理由で今回はほぼ人事異動しなかったとい

うことでございます。 

   ただ、この人事については専ら行政の権限ですので、本来は今言ったような説明は

する必要はありませんが、質問ですので、内容についても少し話をさせていただきま

した。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） 当然、今、村長がおっしゃったように、私たちには人事権はござい

ません。人事権の問題ではなくて、なかなか今までなかったことがなぜこのように起

きたのかという問合せが十数件ございました。答弁としては、私たちには人事権はご

ざいませんよと。だから、行政側に物申すものではないということで、そのような答

弁をさせていただきましたけれども、ただ、副村長と教育長に対しては私たちの同意

が必要であるよという答弁だけで終わらせていただきましたけれども、あまりなかっ

た例なので、私も若干興味ございました。 

   人事、ああのこうのというものではなくて、何でこういうことになったのかなと。

いろいろと私たちには分からないことがあるとは思いますが、住民の方々に理解でき

るような取組をお願いし、これ決してできていないというわけではないんですが、分

かりやすく説明できればなと、このように感じております。 

   次に②として、普通に考えて、高校卒職員が課長になるのには、おおむねで結構で

す、何年ぐらいかかるものですか。 

○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。 

   大変難しい質問、お受けいたしました。おおむねということではございますけれど

も、管理職に登用する、当然、これ村長の任命権で登用するわけでございますけれど

も、これにつきましては、従前の勤務実績とかそういった評価を基に登用いたします

ので、ばらばらでございまして、何歳で課長ということは一切基準がございません。

５０歳で課長職に例えば上がるということになりますと、３２年程度の勤務実績にな

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） 採用時期等によっては、多少の上下はあるかと思います。 

   また、今初めて聞いたんですが、その能力、私は年功序列かなとばかり、役所は思

っていましたんで、私の大変な間違いでありました。 
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   そういうことで、次に移らせていただきます。 

   若い職員が希望、そしてやる気を持っているだけに、摘むことなく能力を最大限に

伸ばしてあげるのも管理職をはじめ村長等の責務と考えていますので、この辺をよろ

しくお願いいたしまして、次の質問に入らせていただきます。 

   大きな２番で、村道細田・矢沢線の県道昇格についてでありますが、この昇格の見

込みがあるのかどうか、３点ほどお聞きしたいと思います。 

   まず１点目といたしまして、県道昇格のために県をはじめ関係機関に対しいろいろ

とお願い等をしてきたかと思いますが、もしあれば、その内容等をお聞かせ願いたい

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） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   村道細田・矢沢線を含みます安達太良東部幹線道路というふうに位置づけまして、

これにつきましては、平成６年１０月に期成同盟会を組織してございます。これにつ

きましては、関係する二本松市、郡山市、大玉村、福島市、本宮市の５市村並びに同

議会、さらには商工会議所、商工会で組織をし、福島県に対しまして、この細田・矢

沢線を含みます道路の県道昇格と、それから整備促進を要望してきた経過でございま

す。 

   ちなみに、昨年につきましては、１０月１６日にこの期成同盟会をもって要望活動

を県に対して行ったところでございます。 

   以上であります。 

○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。 

   次に、②といたしまして、平成３０年１２月の定例議会の一般質問の中で、待避所

を新しく設ける考えを示していただいたところでありますが、その後の経過、検討結

果を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） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   以前の議会で、待避所について検討させていただきたいということでご答弁をさせ

ていただきましたが、現時点におけるこの現路線の待避所につきまして、細田地内か

ら本宮市方向に向かって６か所、反対側に８か所の待避所がございます。検討させて

いただきましたが、現時点では充足しているのではないかというふうな考えで現在の

ところおりますが、状況に応じて現待避所の拡幅等も含めた、さらには待避所の周り

の側溝、これらに道路脇は側溝の形状がなかなか特殊で押し蓋にならないものですか

ら、待避所の周りを塞ぐことによって、より待避所としての機能を向上させるような、

そういったことも含めた検討を現在しているところでございます。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） いろいろ検討しているということなんですが、今現在あるものの待

避所は、特に新田から矢沢のほうに向かってはひどい状況にあります。これは何かと
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いうと、支障木ですね。あと夏場になりますと、待避所の意味が分かんないのかなと

思うんですが、よく車を止めて寝ていると。そういう状況下ですから、大型車が来れ

ば、一般の車は非常に危険であると。だから、お願いとして、できれば待避所のとこ

ろに、ここは待避所ですよという標識みたいのがあれば、若干は緩和されるのかなと。

一番いいのは支障木扱いとして処理していだたければ、もっともっとスムーズにいく

んではないかなと、このように考えております。 

   次に、３番として、細田・矢沢線をはじめ村道のひび割れ、くぼみが多く見られま

すが、この修繕計画をお持ちで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） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   平成２６年度に村道のうち１級村道８路線、２級村道１６路線、その他村道１９路

線、合計６０キロ弱を対象といたしました路面性状調査を実施いたしました。この中

で道路の性状、いわゆる、ただいま議員ご指摘のようなひび割れですとか沈下、そう

いったものについて修繕が必要というふうなものにつきましては、約１２．２キロと

現在把握をしてございます。これらについて、当然当年度の予算の状況も見ながら修

繕を行っていきたい。もちろん定期的に行っております道路パトロール、さらには各

行政区長さんからの、ここ破損、ひどいんでねえかというふうな、そういうふうなも

の、こういったものも併せながら修繕に努めてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） ありがとうございました。 

   安全に安心に歩行、走行できるように、一日も早く取りかかっていただければと思

います。 

   次に、３番といたしまして、長井坂生活道路、この新設の見込みについてでありま

すが、その後の状況ということで、２点ほど伺いたいと思います。 

   １番として、長年にわたり大玉６区をはじめ長井坂地区の方々が望んでいる新設生

活道路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） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   長井坂生活道路の現在の見通しということでございますが、大変申し訳ございませ

んが、こちらにつきましては、現時点で明快な着工あるいは完成年度、これらをお示

しすることは困難でございます。 

   といいますのは、ひとえに財源の問題でございまして、これは前にも答弁申し上げ

たかとは思いますが、当該路線の設計上、約５８２メートル、５８３メートルという

ことになろうかと思います。かなりの土量の動かしがございますので、工事費につき

ましては概算で２億５，０００万、用地買収等、それから補償等を合わせますと約

３億というふうに試算をしてございます。 
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   これらにつきまして、国の交付金事業を活用してということで考えてございますけ

れども、先ほど西部幹線道路でもご答弁申し上げましたように、道路の部分について、

現在の国土強靭化ということで橋の改修等々にかなりの財源が割かれておりますので、

道路に関する財源というのが、なかなか査定が厳しいというふうな状況になってござ

います。 

   こういったことから、引き続き財源の調査検討等々に努めてまいりたいというふう

に考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） ありがとうございました。 

   当分そういうものが考えられないと、補助金等もなかなか見つからないという現状

であるからということになると、次の②が該当してきませんので、この先質問のしよ

うがないんですが、ただ、地区住民は、皆さんもご存じのように、何年か前にトラク

ターで雪掃きをしていて亡くなられた、それに救急車も来まして、救急車があの坂を

上れないと。下から自分たちで歩行で行ったと。そういう経緯もございますので、一

日も早く安全・安心な生活ができるよう、いい道路を何とか補助金を見つけてでもや

っていただければと思います。それを切にお願いしまして、私の一般質問をこれで終

わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、４番本多保夫君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後３時５０分といたします。 

（午後３時３４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後３時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） ここで議長からお諮りいたします。 

   議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（菊地利勝） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） ８番武田悦子君より通告がありました「新型コロナウイルス感染症

対策について」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

いたしました件について一般質問を行います。 

   新型コロナウイルス感染症の拡大が始まって約６か月、感染の拡大はあっという間

に全世界規模で拡大し、世界感染者数は７５０万人を超え、亡くなられた方も４０万

人を超えています。日本でも感染者が１万８，０００人を超えており、一時期より感
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染拡大のスピードは遅くなっているとはいえ、いまだ感染への不安は大きいものがあ

ります。 

   感染拡大防止のための営業の自粛、外出の自粛が地域経済に大きな影響を与えてい

るとともに、住民の生活そのものが大きく変化しています。感染拡大防止や命、健康

を守るための取組、地域経済を維持していくためには何が必要なのか、これらの観点

から質問いたします。 

   新型コロナウイルス感染症から命、健康を守るためにできることは何か。この間、

新型コロナウイルスに感染しているかどうかの検査体制について、なかなか進まない

状況がありました。福島県内での感染者数は８１人となっていますが、この数字が正

しいのかどうかよく分からないということが、私たちの不安が大きくなる要因となっ

ているのではないかと思います。もちろん、新型コロナウイルスへ有効な薬が開発さ

れればいいことですが、そこに至るにはまだまだ時間が必要だと思います。それだか

らこそ、しっかりとした検査体制があることが重要だと思います。 

   これまで、私たちにはＰＣＲ検査後コロナウイルス陽性となった人数しか知らされ

ていません。日々ＰＣＲ検査の対象となっている人が何人なのか、濃厚接触者と言わ

れる方がどのくらいいて、この皆さんが全てＰＣＲ検査を受けているのかどうかも分

からない状況です。 

   これらについて村はどれくらいの情報を持っているのか、まず伺います。 

○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。 

   ＰＣＲ検査に関してでございますが、現時点での検査件数、これは県北保健福祉事

務所が対象ということで、例えばですが、成田の検疫所とか、あと管轄外の調べられ

るような箇所、保健所等で調べたのは除きますが、県北保健事務所管内で検査した件

数は、この３か月、合計で２０件の検査件数がございました。 

   また、濃厚接触者については定義が様々でございまして、これに関して、現在村の

ほうではちょっと把握できていない状況でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   県北保健福祉事務所管内でこの３か月で２０件、大玉村で。もっと多くの方の検査

体制があったのかなというふうにも思っていたんですが、この程度だったということ

ですね、村からの検体は。濃厚接触者については分からないということですので、本

当に濃厚接触者の皆さんが検査を受けているのかどうかも分からない中では、やっぱ

り不安も大きくなるのかなという状況があったと思います。 

   この間、国が示した基準の中で関係する全ての人を検査すること、これ自体には大

変無理があった、これはよく分かりますが、やはり検査をすること、このことで生ま

れる安心というものもあります。ようやく県内各地に発熱外来が開設され、検査数も

多くなってきていると思います。 

   今回の補正予算に安達地方発熱外来事業負担金、これが計上されております。この
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事業で行われる発熱外来はどのように運営され、住民はどのように利用することがで

きるのか伺います。 

○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。 

   まだ事業そのものが決定ではございませんが、現時点で安達医師会、それから３市

村及び設置者になると想定されます安達地方広域行政組合で会合を持ってございます。

これらにつきましては、住民の皆さん、もしくは勤務されている方を対象とする予定

でございますが、心配な方とかそういった自覚症状等がある方を直接電話予約、もし

くはかかりつけ医師に病院等からの紹介によって、そういった方々をそちらにご案内

して、そこである程度の選別といいますか判断をしていただき、その後必要であれば

ＰＣＲ検査のほうに回す、もしくはそうではないケースの場合には処方箋、要はお薬

をそこでお渡しして、通常の医療機関と同様な形で行うということでございます。 

   安達医師会のほうでのかなりの窓口が混乱といいますか、コロナウイルスに感染し

ているのではないかというような心配等で現場が混乱していると、そういった状況も

収束させる目的で設置もしたいというようなことで、現時点で進んでございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） この発熱外来について、確認ですが、発熱外来は桝記念病院ですか

に設置されるというお話は伺いました。そこで、それぞれ今、部長のお話ですと、直

接行くなり、かかりつけ医からの紹介なりで、そこで受診をして、その場でＰＣＲ検

査を受けられるということでよろしいんですか。それとも、そこはあくまでも検体を

取るだけで、その検査の何ていうんですか、その検体の検査自体は別なところでやる

という形なんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   説明が足りずに申し訳ございません。 

   発熱外来、今回想定しておりますのは、外来のみということでございまして、実際

にそういった必要が生じた場合、医師の判断等が必要になるかと思いますが、そうい

った場合にはＰＣＲ検査の検体採取につきましては、現時点では鼻から検査棒を差し

込んで喉の奥の粘膜を取るということで、多少の技術、それから慣れが必要というこ

とで、それらを診査する医師は安達医師会の賛同するお医者さん方が輪番でそこに詰

めますので、現時点ではちょっと考えづらいということで、先ほども申しましたよう

に発熱外来に関しては、そこでＰＣＲ検査が必要かどうかを判定して、その後につな

げるというような形になります。実際、必要があれば、ＰＣＲ検査を検体採取すると

ころに回して、そちらでお取りいただくという流れになります。 

   予約に関しましては、今のところ専用電話を設けまして、予約制にするというよう

な形で協議が進んでおります。 

   以上です。 



 

- 78 - 

 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） そうすると、あくまでもいわゆる相談窓口的な形で発熱外来が開設

されるということで、という理解、何て言ったらいいかな、まず相談をして、そこで

判断をしていただく。今までは帰国者・接触者外来で相談をしなくてはならなかった

のを発熱外来でそこまではできる。その先の部分については、これまでと同じという

考え方でいいということですよね。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えします。 

   発熱外来設置の目的というのは、普通熱が出ると、患者さんというか、その熱が出

た方は直接病院とかクリニックとか自分のかかりつけのところに行くんですね。そう

すると、全医療機関がその発熱した感染しているかもしれない人を受け入れる。そこ

で初めて発熱外来のほうに相談しなさいとか、これは心配ないんじゃないかという判

断をしますが、防護服を着ているわけではありませんので、普通として、患者として、

感染の危険性もあると。行くほうもためらうということで、発熱したらば発熱専門の

外来をつくって、そこでプレハブで、電話で予約をして、３時間ぐらいの時間ですか

ら、安達医師会の医者が交代でそこに詰めて、そして行って受付で問診をしていただ

いて、そしてその後医者の診察を受けて、その時点では発熱外来は防護服を着て、先

生と看護師は。感染防止をしながらそれを診察をして、これはＰＣＲ検査をしたほう

がいいなというふうに判断した場合には、相談センターのほうに電話をして、しかる

べき場所でＰＣＲ検査を受けていただくと。 

   ただし、発熱外来も進んでいくと、やっぱりそこでＰＣＲ検査というのは、唾液と

か簡易なものができるんだと期待はしていますが、現時点ではそこから始めるという

ことでございます。慣らし運転からということで、やっぱりいろんな問題が起きます

ので、取りあえずスタートしようということで、今準備を進めているところです。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） これまでなかなか相談すら難しかったという部分からすれば、かな

りの前進かなというふうには思うところでありますが、この感染症の検査体制、医療

体制の整備、これにはまだまだ時間もお金もかかると思います。このしっかりとした

体制をつくっていくには、やはり国並びに県の力、お金が必要になってくるのではな

いかというふうに思っているんですが、これらのこともしっかりと時期を捉えて求め

ていくべきと思いますが、村長の考えを伺います。 

○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。 

   今言われたとおり、医療体制も当然検査体制も拡充すべきということは、もう２月

段階でもはっきりコロナの関係は出てきましたので、３月段階でももう町村会等でも

何度も何度も国のほうにお願いしたり、知事のほうにお願いをしたりしてやってきた

と。 
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   ただ、なかなか進まないということがありまして、やっと最近になって自宅待機な

んという考えられない、感染している人を症状がないから自宅に待機だったら、これ

とてもできる話ではないんですが、やっとこれがホテル等確保してできるようになっ

てきたと。かなり私から言うと遅いというふうに感じているわけですが。 

   この前、大分前になりますが、３週間か１か月前になりますかね、知事とテレビ会

議で１対１で１時間ほど懇談をさせていただいて、そのうちの１時間のうちの４０分、

知事とコロナ関係についての意見交換をさせていただきました。そのときも、やはり

迅速なＰＣＲの検査をやってほしいと。２日、３日目で高熱になった方が保健所に電

話したら、４日たたないと駄目だと言われて４日間待った。そして電話したら、もう

少し模様を見てくださいと。５日目に電話したら、５日目にもまだ自宅でちょっと模

様見てくださいと。大変憤りを感じた事例も何個もありましたので、そういう面から

見れば少し改善はされたなと思いましたが。 

   知事との話の中でも医療体制、それからあと発熱外来についても、知事のほうには

財政支援とか技術支援をしてほしいというようなことはお願いをしました。 

   それから、あと、根本先生と電話ですが、行き来できませんので、３０分ほどこの

経済支援とかそういうことについてのお話をさせていただきました。畜産とか農業関

係はどうするんだとか、やっぱり１か月の対応ではちょっと無理だよと。３か月、

４か月の平均値で支給していただかないと、現実的には難しいというような話もさせ

ていただいて、これからそういう制度設計をするんだというような話がありましたの

で、幾らか参考になったのかなと。そのときにもＰＣＲの件とか電話の話の中でお願

いはしました。 

   あと町村会については、もう１か月４回も５回も国のほう行って町村会のほうとし

ては同様の要望を活動しているところでございます。その効果は少しずつ出てきてい

るのかなというふうに感じております。 

   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。 

   引き続き、様々な場面を捉えて声を届けていただきたいというふうに思います。 

   この感染拡大を防止するために営業の自粛や外出の自粛が求められてきました。私

たちは国に対して、自粛と補償は一体で進めるべきと要求してきました。１人当たり

１０万円の特別定額給付金や協力金、減収の補塡、雇用調整助成金など、少しずつ対

策も充実してきました。特別定額給付金や村で行っている繋ぎ資金などを除けば、

国・県の支援策はそれぞれの人が申請するものですから、どのくらいの件数か、全て

を把握できないとは思いますが、村で現在分かっている範囲でどのくらいの数になっ

ているのか伺います。 

   また、新型コロナウイルス感染症での生活困窮者への支援策として、社会福祉協議

会が行っている緊急小口資金、総合支援金がありますが、この利用状況についても併

せて伺います。 
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○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   複数課にまたがりますので、総務部より一括して村の取組関係について、まず答弁

をさせていただきます。 

   特別定額給付金につきましては、行政報告にも掲載をさせていただきましたが、直

近の数字で申し上げます。 

   ６月１７日現在で給付申請世帯数が２，９０５世帯。給付決定も同じく

２，９０５世帯でございます。人数にしまして８，７３１人分となる総額８億

７，３１０万円の振込手続を完了しております。 

   なお、申請の種別につきましては、オンライン申請が８世帯、郵便による申請が

２，５９１世帯、役場での申請受付が３０６世帯というふうな内訳になっております。 

   次に、産業課関係の村の支援策について申し上げますけれども、申請状況につきま

しては、中小企業等経営持続化繋ぎ交付金で４４件の申請がございまして、交付決定

額は１，１９１万８，０００円となっております。 

   また、感染症拡大防止対策協力金につきましては２５件の申請がございまして、交

付決定額が８１２万円となっております。 

   また、利子補給及び保証料補助につきましては、現在のところ申請はございません。 

   次に、大玉村社会福祉協議会が窓口になって行っております１０万円の緊急小口資

金貸付けにつきましては２件です。２０万円の総合支援資金につきましては１件ござ

いまして、それぞれ４月中に申請され、決定が済んでおります。 

   また、今後につきましては、国や県の動向を随時把握をさせていただきながら、村

独自の施策につきまして適切に対応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） 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。 

   村独自の経済対策につきましては、今ほど総務部長が申し上げたとおりでございま

すが、国・県の事業につきましては、議員ご指摘のように、村で直接件数を把握して

ございません。商工会を通じて申請をした件数について、商工会から情報をいただい

ておりますので、そちらについてご報告を申し上げたいと思います。 

   今ほど、村の繋ぎ交付金あるいは協力金、これらに該当した件数のうち、国の持続

化給付金の対象と考えられる件数が４０件ございます。そのうち商工会が申請の支援

に関わった件数が１９件というふうな報告をいただいてございます。これにつきまし

ては国の持続化給付金の申請でございます。残り２１件につきましては、自ら申請を

行った、もしくはいまだ行っていないというふうに考えられます。 

   さらに、県の協力金につきましては、同じく商工会を通じて申請を行ったものが

１１件というふうに報告をいただいてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ８番。 
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○８番（武田悦子） これだけの件数の皆さんが申請をしなければならない、それだけ経

済に与える影響は大きいものがあるというふうに思っているところです。 

   この社会福祉協議会で窓口となっております緊急小口資金、総合支援金、これらも

３件というお話でございましたが、今回このコロナに関しての特例措置として償還時

において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができると

いうことになっておりますが、これらについて社会福祉協議会では村民、さらには利

用者にお知らせしているのかどうかと。この資金のお知らせ、これのチラシは４月

２１日付で配付されておりますが、１度だけだったというふうに思っております。 

   また、このチラシは村内全ての世帯に配布されているわけでもありませんし、これ

らの資金のことを社協や村のホームページでは私は見つけることができませんでした。 

   今回の受付は７月末までとなっております。今からでももっと広報をすべきと思っ

ております。村はもちろん、社会福祉協議会でも、誰もがすぐ分かるような広報の仕

方を探るべきと思いますが、これらについ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。 

   今ほどご指摘がありました社協窓口ということでございますが、村のほうでも期日

までまだ間がございます。再度ホームページ等々に掲載をして、お知らせをしていき

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） ぜひよろしくお願いをいたします。 

   この新型コロナウイルス感染症は、第２波、第３波の感染拡大があるのではないか

とも言われております。この５月、６月になってから売上げが減ったという事業者も

あると聞いております。 

   このような状況を考えれば、これまでの村独自の支援策の継続、さらなる充実が必

要ではないかと思います。考えを伺います。 

○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。 

   当初３，０００万、１００件を想定しておりましたが、現時点で半分ということで

すね、繋ぎ資金関係ですね、３０万、４０万。あれ５月までですので、６、７、８の

３か月、もしくは４か月間について、まだ収束しないと。同じような状態が続くとい

うことであれば、３０万が２０万になるかどうか財政状況も、これは臨時交付金の該

当外になりますので、完全に村の一般財源の持ち出しということになりますので、今

から同じようにというふうに約束できるかどうかは分かりませんが、第２波、第３波

が来て、同じような経済状態が続けば、継続して実施するというふうには前もって定

めて、考えております。 

   あと飲食店については、あれは臨時交付金の該当、協力金については該当しますの

で、これについては第２次補正の額を見ながら、これもやっぱり３か月程度の状況を
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見て改めて協力金のほうについては考えたいというふうに。あと、先ほど言いました

ように、交付金の額、内容によっては、また別な角度の支援ということも検討してま

いりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   しっかりと状況を見据えて取り組んでいっていただきたいというふうに思います。 

   今回のこれらの支援策、商工業が中心で行われていると思っております。農業分野

でも支援を受けた方がいらっしゃるとも聞いていますが、今回特に畜産業や花卉の分

野での影響が大きいとも聞いております。これらの分野での影響について、どのよう

に把握されているのか伺います。 

○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） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   農業分野、特に花卉栽培農家あるいは畜産農家というふうな現在の状況でございま

すけれども、花卉生産農家、農協の花卉生産部会には３件の農家さん入っておられま

すが、これらにつきましては、特に需要期の２月から３月にかけて出荷できない、あ

るいは全く市場の動きが止まっているというふうな状況があったというふうにお聞き

をしてございます。 

   畜産業につきましては、肉牛の価格低下、当然需要が飲食店あるいはインバウンド

向けの高級和牛、そういったものの売上げ低下が肉牛の市場、さらにはそれが影響し

て繁殖子牛の価格の下落、こういったものにつながっているというふうな状況でござ

います。 

   花卉につきましては、国の持続化交付金への誘導等を行ったところであり、畜産業

につきましては、それぞれ肥育、繁殖、それから酪農、養豚というふうな４つの部会

について、来週２２日に代表者との意見交換を行う機会を設けまして、これらについ

て現状の把握をし、施策に反映していきたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 今、お聞きした分野以外でも影響があるのではないかと思いますし、

新型コロナウイルス感染症の経済に与える影響、これがいつまで続くのかによっても、

これから影響が出てくる分野もあると思います。これら様々な分野において、しっか

り状況を把握していくことが必要ですし、国等の支援策を皆さんに周知していくこと

が大切だと思います。 

   商工業の支援策でも感じたことですが、申請がかなり複雑ですし、分かりにくいと

ころが多いようです。ぜひ、行政としても申請そのものへの手助けが必要だと思って

おります。考えを伺います。 

○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） ８番議員さんにお答えをいたします。 
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   支援策についての申請等ということでございますけれども、通常の補助事業等の申

請手続等からいたしますと、かなり簡略化したものというふうにしてございます。例

を挙げますと、通常の補助事業ですと、納税状況、それから各村の使用料等々につき

まして、全ての照会を本人の承諾を得て行っているところですが、これを税の納税証

明書をもって行うというふうなことでございます。ただ、なかなか難しいというふう

な部分であれば、再度中身を検討するということもやぶさかではないなというふうに

考えてございます。 

   また、窓口の一本化を図るために、大玉村商工会に窓口をお願いしてございます。

これらを継続しながら、さらなる円滑な申請に結びつけていきたいというふうに考え

てございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） それでは今後もこれらの農業分野における支援策の申請等について

も、窓口は商工会で行うということでよろしいのか、確認をします。 

○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） 大変失礼しました。 

   完全な農業分野というのが現在制度的にスタートしておりませんので、スタートす

る時点で役場直接にするか、それともどこにするかというのは検討させていただきた

いなというふうに思ってございます。 

   現在は繋ぎ交付金等につきましても農業関係、それから国の持続化交付金、これら

についても商工会で行っていただいておりますが、農業のみの支援策というふうなカ

テゴリーになれば、その時点で検討させていただきたいと思います。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 状況を見ながら、しっかりとした取組を進めていっていただきたい

というふうに思います。 

   次に、学校現場での対応について伺います。 

   この間、学校再開して、学校で行われている感染予防対策、今日の午前中からいろ

いろな方の答弁にありました。各学校で様々努力されていること、よく理解したとこ

ろでありますが、その上で、子どもたちは学校が再開し、うれしいと思う気持ちと同

時に、不安も抱えているのではないかと思います。 

   国立成育医療センターが４月３０日から行ったアンケートでは、休校中の子どもた

ちの困りごと第１位が「友達と会えない」、第２位が「学校に行けない」、第３位が

「外で遊べない」、第４位に「勉強が心配」、第５位に「体を動かして遊べない」と

なっています。テレビやスマホ、ゲームの時間は７４％の子どもが去年より増えたと

答えています。子どもたちの心への影響では、コロナのことを考えると嫌だ、最近集

中できない、すぐにいらいらしてしまう、寝つけない、よく目が覚めるなどの答えが

目立つようになっています。子どもたちが相談したいことでは、コロナにかからない
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方法、学校、勉強のこと、このような結果となっています。 

   このアンケートからも分かるように、子どもたちの心は大きく影響を受けています。

学校が再開し、それで安心ではありません。子どもたちの気持ちに寄り添う支援が必

要だと思います。まず、考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今、データ示していただきましたけれども、納得できるデータだなと、そんなふう

に思っております。学校再開しました。遅れを取り戻すべく、子どもたちの学びの保

障をどうするかというようなことについて随分意を注いでおりますが、それと同じよ

うに、子どもたちの心のケアをどうするか、それが大きな課題になってくると思って

おります。 

   東日本大震災のとき、あれがちょっと違いますけれども、やっぱりＰＴＳＤという

ような後で子どもたちの心の問題が起こってきたのは、かなりたってからだというよ

うな、そういうデータもありますので、これから子どもたちを温かく迎える、あるい

は子どもたちと関係づくりをしていく、あるいはまた専門のスクールカウンセラーと

かスクールソーシャルワーカーとか、そういう方々にお世話になっていますので、そ

ういった方々と連携を密にしながら、学校でそういった体制づくりに努めていきたい

と、そのように思っております。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 先ほどのアンケートの中にもありましたように、長期休校となった

ことによる学習の遅れ、これは子どもたちにとって大きな不安の一つであります。現

実に格差が広がっているのではないかなというふうにも思われるところでありますが、

これらについての対応、夏休みが短くなる、半分以下になるということで、それで全

てのことが済んでしまうということではないと思うんです。子どもたちがどのように

して自分の自信を取り戻していくのか、学習の意欲を取り戻していくのか、これらの

支援がとてもこれから大切になってくるのかなというふうに思っております。これら

についても伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えします。 

   子どもたち、中学校のアンケート結果もちょっと、学校では以前見せてもらいまし

たけれども、やっぱり学習の遅れに対する不安というのが非常に大きいものがあると

いうふうに思っております。 

   前も答えましたけれども、何時間減ったから何時間戻すんじゃなくて、やっぱり内

容で考えていく必要があると思います。そういったことをしながら、これからの教育

をどうするかというようなことで、例えば１０時間分減ったから１０時間分じゃなく

て、そのほかにできるもの、例えば家庭学習と連携を図ることによってできるもの、

また、具体的な例を申し上げますと、例えば家庭科の学習でもいいし、図画工作科の

学習でもいいんですけれども、６時間で計画してあったやつで、導入の段階と、あと
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途中の段階と、あるいはまたまとめの段階というようなことを授業でやって、そして

それ以外のことについては家庭学習でやっていくみたいな、そういうことの工夫もや

ることによって、内容を落とさないで効率的に授業を進めることができるのかな、そ

んなことも検討しております。 

   大事なことは、学校教育というか学校での教育というのは、先生と子どもたちの、

何ていうかな、先生が子どもたちへ直接対面するというようなこと、それからまた子

ども同士が関わり合って、そして学んでいくというようなこと、それは家庭学習では

できませんし、ですから、そういったことを、何やるのかというようなこと、エキス

を取りながら、そういったことで焦点化しながら、これからの教育の中味、教育課程

を考えていきながら、子どもたちにできるだけ余裕を持って接していく。 

   それから、当然学力、家庭の環境なんかによってそれがかなわない子どももいます

ので、そういったことに対する個別指導ですか、そういったこともいろいろと工夫し

ながらやっていきたいなと、そんなふうに考えております。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） この様々な支援策を行っていく中で、新しい生活様式を取り入れた

学校生活を送っていく、このような中で、今、教育長さんがおっしゃったように先生

方の負担、とても大きいものがあると思うんです。子どもたち個々に関わっていく、

それが大変重要なことでありますが、今の先生方の数では到底足りないのではないか

というふうに思うところです。 

   先生方が子どもたちの感染対策、これまでの答弁でもありました消毒であるとか、

様々な、いわゆるソーシャルディスタンスをどのようにとっていくのか、これらにつ

いて先生方の時間がそこに取られる、また個々の子どもたちにそれぞれに関わってい

けば、そこにも時間が取られる。そうなると、本来先生が行うべき仕事の中身という

のが足りなくなってしまうんじゃないか。これまでも先生方の過重労働というのが、

様々な場面で取りざたされてきましたが、ますますそのようになっていくのではない

かなというふうに思っているんです。 

   国は今回の２次補正で教職員増というのを盛り込んでおりますが、これは全国の小

中学校で３，１００人余りというふうに言われています。全国の小中学校の１０校に

１人しか加配されないというものなんです。これには高等学校は含まれていないとい

うふうにも言われています。 

   ただでさえ忙しい先生方の負担をどうやって軽減させて、その上でコロナ感染対策

であるとか、個別のケアであるとかを進めていくのか、これにはやはり先生の数を増

やす以外にはないというふうに思うんですね。そのためには、村がそれぞれにできる

ことではなくて、やはり国なり県なりにこの現場の声、どれだけ現場が大変なんだと

いう声を届けていくことが必要ではないかというふうに思います。これらについて考

えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えします。 
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   今、８番議員さんが言われたとおり、私もそういう捉え方をしています。 

   今、働き方改革等々、それから新しい学習指導要領で、非常に密度の濃い教育をし

なければならない状況の中に今回のコロナ問題が起こってきて、それがますます大変

な状況になってきているという、そういう認識をしております。 

   そういった中にあって、先生方は本当にいろいろ苦労されていますし、それから一

つ、うちのほうにコミュニティ・スクール委員会という組織がありまして、その中で

いろいろと委員さんたちが何かできることがないかというようなことで立ち上げてい

ただきまして、そういった形の支援をしていただくというようなことが一つあります。 

   それから、今ほど８番議員さんが言われましたように、第２次補正の中に教員の加

配が３，１００人、それから学習指導員という言葉を使っているんですけれども、こ

れが６万１，２００人、それからスクール・サポート・スタッフというようなことで、

これ大玉村で今年度から取り入れた、非常に助かっているという話を聞いているんで

すけれども、それについて２万６００人というような数の方が働いていますので、こ

の中身について精査しながら、こういったことを活用しながら今回の難局に立ち向か

っていきたいというふうに思っております。 

   それから、先生方の数が足りないというようなことについては、我々も同じ認識で

ございまして、これにつきましては毎年、県の市町村教育委員会連絡協議会という組

織がありまして、それで要望事項をまとめまして、それを県の教育委員会あるいは知

事部局、議会等に要望しておりますけれども、これについては引き続きやっていきま

す。 

   そしてまた、今回このコロナの問題が出てきましたので、これに伴う学習環境の保

障というようなことについても県のほうに重ねて要望していきたいと思いますし、県

を通して国のほうにも働きかけをしていきたいなと、そんなふうに考えております。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 現場の声を教育長にはしっかりと届けていただきたいというふうに

思っておりますが、いかんせん国・県のことですから、なかなかスピード感を持って

というふうにはいかないと思うんです。そこで、今、今、人が足りない、先生方の仕

事が大変だという状況の中で、では村として何ができるのか、村として特別、この大

玉村の子どもたちのためにできること、人の手当てであるとか、先ほどスクール・サ

ポート・スタッフですか、これは今年度配置になっておって、大変いいなというふう

に思っていたところですが、これらの人数をもっと増やすなりなんなり、即できる対

策というのは何かないのかどうか、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） スピード感が何より必要だと思っております。この第２次補正の

中身について、もう少し具体的に見えてきましたらば、それを極力活用する方向で、

少しでも学校現場に人がたくさん入っていただけるような、そういうような形で努め

ていきたいなと、そんなふうに考えております。 

○議長（菊地利勝） ８番。 
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○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   子どもたちにしっかり寄り添う教育を尽くす上でも、まず人の確保ということが求

められるのかなというふうに思うところです。 

   この今回の新型コロナウイルス感染症対策で、大玉村は学校給食費の負担軽減を当

初よりもう一歩進めるとしています。とてもすばらしいことだというふうに思ってお

ります。その学校給食費ですが、文部科学省より、新型コロナウイルス感染症対策に

より、臨時休校中、学校給食費に係る就学援助について、学校給食が実施されたこと

とみなし、学校給食費相当額を支給することができるとしておりますが、大玉村でも

このように取り扱っているのかどうか、伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（作田純一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ご質問のとおり、文部科学省において新型コロナウイルス感染症対策による臨時休

業中、地方自治体が例外的に学校給食が実施されたこととみなすなどし、要保護者に

学校給食費相当額を支給する場合、当該経費を今年度分の補助対象経費として計上し

て差し支えないということになりました。 

   これを受けて、国の要保護児童生徒援助費に準用する準要保護児童生徒援助費につ

きましても同様に取り扱い、学校給食費が実施されたこととみなして、学校給食費相

当額を支給し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） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   なかなか自治体によっては、このような対応ができないという自治体もあるようで

すので、大玉村はそういう点で取組が素早いなというふうに思っております。ぜひよ

ろしくお願いをいたします。 

   さらに、この就学援助の問題でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響で、

この間、家計が急変した場合、前年度所得が認定基準を満たさなくても申請ができる、

さらに申請期間も延長されているようです。これも大玉村では同じように行われてい

るという理解でよろしいのか、伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（作田純一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   準要保護児童生徒援助費の申請期間につきましては、本村におきましては従来より

申請期間というものを設定せず、保護者の状況に応じて随時申請を受け付けておると

ころであります。 

   現在のところ、新型コロナウイルスによる影響もそんなにございませんが、そうあ

れば周知を図りながら対応していきたいというふうには考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 保護者によっては、なかなかこれらの制度を理解されていない方も
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いらっしゃるのではないかなというふうに思っておりますので、ぜひ周知をして活用

していただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

   さらに、今年度の国保税について伺います。 

   提案理由の説明にあったように、今年度の国保税は昨年比１人当たり３，５４１円、

１世帯当たり５，９８７円の減額ということです。コロナの影響が大きい今年、この

算定は国保納税者にとってとてもよかったなというふうに思っております。 

   そこで、もう一歩進めて、子どもの均等割をなくし、国保世帯の負担をより軽くし

ていくべきではないかと思います。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。 

   今回国保税に関しては、国保会計に関しては税の引下げということで予算計上して

ございます。ただ、昨年もたしか同様の質問がございました。子どもの均等割の減免

につきましては、財源の確保、概算の試算で約４００万弱が必要になるような試算も

ございます。そういったことや、将来の県の統一化の状況などを見据えながら、国や

県、それから近隣自治体等の動向も注視する必要があるかと思いますので、今後も引

き続き検討課題ということで、今後の推移等も見守っていきたいというふうに思いま

す。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 近隣自治体、今後の推移を見守ると。毎回同じような答弁かなとい

うふうには思いますが、二本松市では、今年度から均等割、子どもの分はなくすと。

平田村も同じように均等割を廃止するという自治体も多く出てきております。ぜひ大

玉村でも、せめて子どもの均等割はなくしてほしいというふうに思っております。村

長の考えを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） ８番議員さんに再度お答えいたします。 

   検討は重ねてきているんですが、そう遠くないうちに県の統一の保険税になるとい

う段階になると、やはりまた復活するという可能性が当然あるわけですが、そしてこ

れは減額した場合、ほかの被保険者の皆さんに１人２，０００円ぐらい上乗せになる

と。負担が増えるということで、片方負担を減らすと片方負担が増えるということと、

医療費の場合には、国の財政調整基金ということで国保の該当になるんですが、これ

は基準外の減免ということなんで財政措置がないんですね。純粋の村のほうの負担に

なるということで、やりたいのはやまやまですが、片方を減らすと片方増える、そし

て一方的な持ち出しになってしまうと。国の助成を受けられないということを考えて、

また再度答弁としては、もう少し判断が難しいと。その分、今年は無理をしないで保

険税自体を減額させていただいたということでご理解をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 検討を重ねて、重ねて、重ねていただいて、ぜひ近い将来、実現し
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ていただきたいというふうに思っております。 

   この新型コロナウイルス感染症により急激に収入が減った国保世帯の国保税の減免

も行えるというようになっております。大玉村でも同様かと思いますが、ホームペー

ジなどで見つけることができませんでした。家計の負担を軽減するための方策はいろ

いろな場面を捉えてお知らせする必要があると思いますが、これらについて考えを伺

います。 

○議長（菊地利勝） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   国保税の新型コロナウイルス感染症対策としての国保税の減免制度、これについて

は、先々から国のほうから報道等でありましたが、正式に村のほうにこの減免に対す

る考え方、いわゆる計算の仕方を説明されましたのが連休明けでございまして、それ

に基づき減免の要綱を作成しまして、６月１５日発行の村の広報紙のほうに掲載をさ

せていただきました。 

   なお、広報紙、ご覧にならない方もいるかと思いますので、別にペーパーで各戸に

配布して周知をさせていただきたいというふうに考えております。 

   なお、令和元年度、いわゆる令和２年２月から令和３年３月３１日分までの納期分

に限ってでございます。いわゆる滞納分に対する減免というのはないというふうにご

理解をいただきたいという部分と、令和元年度の最終納期、８期分が２月の最終です

か、３月１日納期だったかと思うんですが、そういう関係もありまして、直接元年度

分に関してはそれほど影響なかったのかなと。今回令和２年分については、７月

１５日に納付書発付になりますので、それについては相当数該当するのかなというふ

うに考えております。 

   なお、減免の考え方については、前年度の事業収入と今年度の事業収入を比較して、

３割減になる世帯ですね、あと所得要件あるんですが、合計所得１，０００万以下、

あと、主たる事業収入以外の収入が４００万円以下というような制限もあります。そ

の前年の収入に応じて、それぞれ全部減免、８割減免、６割、４割、２割減免という

段階で実施されるような形になります。 

   なお、当該減免分については、国の災害等臨時特例補助金及び特別調整交付金のほ

うで１０分の１０の財源措置をなされるというような内容になってございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ６月広報に掲載されるチラシも改めてということでございましたが、ぜひホームペ

ージのほうにも掲載をしていただきたいと。なかなかホームページ、大玉村のはどう

もきちんと掲載されていないものが多いかなというふうに思っているところですので、

ぜひお願いいたします。 

   広報、チラシ等入らない世帯もございますので、そこを改めてお願いをするところ

です。 
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   この国保の減免でございますが、３割減というお話ありました。この国の持続化給

付金、村のつなぎ交付金、これも３割減、国は５割ということですが、これらに該当

した方は該当する可能性が大きいというふうに、そのほかの要件もあるようでござい

ますが、ここに該当した方は該当するということの考え方でよろしいのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   ３割減という部分からすれば、該当する部分が多いかと思います。ただ、先ほど申

したとおり、所得金額の合計が１，０００万以下であることということと、その減収

となった所得以外の所得が、前年度ですね、４００万以下という部分がありますので、

こういった部分に引っかかる方がいないとも限りませんので、その交付金の対象にな

った方が全て該当になるかというのは、精査が必要になるかというふうに思っており

ます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） もちろん全ての方が対象になるというふうには思っておりませんが、

対象となる可能性がある方には丁寧な説明をしていただけたらなというふうに思って

おります。 

   最後の質問になります。 

   国保加入者、後期高齢者医療加入者における傷病手当金の支給について伺います。 

   まず、支給要件、支給金額の算定方法について伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ８番議員さんにお答えいたします。 

   このたび、４月２１日専決処分におきまして条例改正、それから予算措置させてい

ただきました国民健康保険の傷病手当金の関係でございます。 

   対象者につきましては、事業主に雇用されて、給与の支払いを受けております国民

健康保険の被保険者のうちに、今回の新型コロナウイルス感染症に感染または発熱な

どの症状によりまして感染が疑われる方で、その療養のために労務に服することがで

きなかった日から３日を経過した日以降につきまして、傷病手当金として支給をする

ものでございます。 

   金額につきましては、直近３か月、前３か月の給与収入の平均日額の３分の２に当

たる額を１日当たり支給するもので、こちらにつきましても財源といたしまして、国

からの特別調整交付金が交付されるというものになってございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 現時点で大玉村でこの傷病手当に該当する方というのはいらっしゃ

るんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ８番議員さんに再度お答えいたします。 
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   今回の国保の傷病手当金に該当される方、給与収入を得ている方という部分では、

給与所得者ということで７６７人いらっしゃると把握してございます。現在のところ、

申請されている方というのはゼロ件となってございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） この国保加入者で雇用関係にある方で、こういうことが分からない

方もいらっしゃるのかなというふうに思うんです。今まで国保で傷病手当という考え

方はなかったわけですので、これらについてもきちんとした広報等を行っていただき

たいというふうに思っております。 

   感染した人、感染が疑われて休んでいる人、その方、私の知っている方が国保に入

っていて働いているかどうかというのは分かりませんが、感染が疑われるというか、

２週間ぐらい休んだという方が現実いらっしゃるので、そういう方がいないとも限り

ませんので、よろしくお願いをしたいと思います。 

   この新型コロナウイルス感染症の収束、まだまだ見通せません。大切なことは、こ

れまでと変わりません。自粛と補償は一体で、命、健康を守り、感染拡大を防止する

ためにもＰＣＲ検査や抗体検査などは重要です。村民に感染拡大防止に対する協力を

求めるためにも、今後とも補償と検査を２本の柱にした対応を引き続き進められるよ

う求めて、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。 

◇          ◇          ◇ 

○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４時５０分） 


