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令和２年第４回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  令和２年９月１０日（木曜日） 
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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、傍聴に伊藤善三さんほか２１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「高齢者支援の現状と今後の対策について」

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件についてこれより一般質

問を行います。 

   最初の質問は、高齢者支援の現状と今後の対策について幾つか伺います。 

   大玉村では、健康長寿の村づくりを重点事業に掲げ、健康ポイント事業や、元気づ

くりシステムなどに力を入れることで、高齢者が健康状態を維持していくことに努め

ています。誰もが幾つになっても元気でいられればよいのですが、高齢化が進めば、

少なからず介護のニーズが増加し担い手不足が深刻になることが予想されます。団塊

の世代が全員７５歳以上になり、医療や介護の社会保障費の急増や担い手不足が懸念

される２０２５年問題が目前に迫っております。 

   本村の高齢化率について、現状と今後の見通しを伺います。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ２番議員さんにお答えいたします。 

   本村の高齢化率については、厚生労働省提供資料に基づく数値によりますと、令和

２年４月１日現在で２６．７％となっており、前年度の２６．５％と比較して

０．２ポイント増加しております。また、同資料によりますと、令和５年度の高齢化

率の推計では２７．７％となり、本年度と比較して１．０ポイント増加する見込みと

なっており、今後も高齢化が進むと予想しております。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。 
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   福島県の高齢化率は７月１日現在で３２％ですので、大玉村は県内でも高齢化率は

低いほうだと思います。 

   これは大変喜ばしいことですが、やはり年々、介護保険認定者数が増えてきている

状況にあるのではないでしょうか。行政報告にもありましたが、改めて、介護保険認

定者数、サービスごとの利用者数、施設の入所者数、待機者数を伺います。また、介

護保険認定者数は、今後どのくらい増えると推計されるかについてもお伺いいたしま

す。 

○議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ２番議員さんに再度お答えいたします。 

   介護保険認定者数、要介護要支援認定者数になりますが、７月末現在で３７８名、

サービス利用者数につきましては３１１名となっております。 

   また、介護サービスごとの利用者数につきましては、居宅介護サービスの利用者が

同じく７月末現在で２０９名、地域密着型サービス利用者が１５名、施設サービス利

用者は８７名となっております。 

   なお、施設の待機者数につきましては、個々に複数の施設を申込みをしているとい

った事情などもあり、延べ人数となることから村では把握しておりませんが、各年度

の県の報告では実数として２１名となっております。 

   また、今後の推計につきましては、現在策定中の第９期介護保険事業計画、第８期

高齢者福祉計画の推計にて、厚生労働省のシステムにより推計をしておりますが、団

塊ジュニア世代が６５歳となる令和２２年度の介護保険認定者数、要介護要支援認定

者数になりますが、合計で４２８名と推計しており、令和２年７月末の３７８名と比

較して５０名ほど増加する見込みと予測しております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 現在、３７８名の方が認定を受けており、今後団塊のジュニアまで

含めると４２８名まで推計されるとのこと、やはり介護の担い手不足が心配されます。 

   約２年前に発表された、厚生労働省による２０２５年度の都道府県別介護職員充足

率、これは必要とされる介護職員数に対して確保できる見込み数の割合です。その推

計では、福島県と千葉県が７４．１％で全国で最下位となっていました。福島県内で

も、充足率には地域差があるとは思いますが、介護の担い手を確保するための対策を

どのようにお考えでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   介護人材不足の問題につきましては、本村に限らず、国レベルで大きな問題となっ

ておることは認識してございます。国においては、外国人人材、技能実習生といった

形での受入れとか、あと介護職のイメージアップと、そういった対策ということで、

昨年１０月から勤続１０年のスタッフには８万円を支給するというふうな処遇改善の

ような策も取り組んでいるようなところでございます。 
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   介護の担い手不足に関しては村が直接行える業務ではございませんが、県、それか

ら県社協などが実施しております介護担い手を確保するためのセミナー、講習会、広

報や周知と言った協力で進めたいと考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 担い手不足は国レベルでの大きな課題であるということです。村で

もセミナーなど、県のを活用しているということで、できる限りの努力はしているの

かなと思いますが、国がもっと本気にならないとなかなか難しい問題なのかなと思い

ました。 

   さて、二本松市に福島介護福祉専門学校がございます。大分前の話になりますが、

私の息子が高校を卒業する頃には大変人気のある学校で、息子の同級生も何人かはこ

の学校に入学しました。それ以来、時代のニーズに合った人気のある学校だとずっと

思い込んでいましたところ、近年、入学者の減少から経営が大変厳しい状況にあると

いう情報を耳にしましたので、直接お話を伺ってきました。年々、入学者が少なくな

り、２クラスで８０名だった定員を令和元年度より１クラス４０名に縮小したそうで

す。学生の中には、この学校を卒業した先輩から大変よい学校だったという話を聞い

て、地元に専門学校があるにもかかわらず、会津市出身の学生が入学したそうです。

また、今年度は６０歳の定年退職された男性も入学されたとのことでした。 

   介護福祉士養成施設は、全国的に大幅な定員割れを起こしており、学校の閉鎖や学

生の募集が相次いでおります。ご承知のとおり、同校は福島県内で最初の介護福祉士

及び社会福祉主事の養成学校として、安達地方２市１村の協力の下、平成８年に設立

された全国でも珍しい社会福祉法人立の介護福祉士養成校です。校長先生のお話では、

養成校で学び、介護の倫理や福祉の原理などを身に付け、人間の尊厳や人権、自立支

援など根底の部分をしっかり理解した人は介護施設等へ就職しても定着率が高いそう

です。国では、外国人の登用を視野に入れておりますが、文化の違いなどからなかな

か定着率は難しいものがあるようでございます。 

   学校の運営は、安達福祉会が担っていることは承知しておりますが、せっかくつく

った学校ですので、学校設立当初の理念に返り、大玉村として何かできることはない

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） ２番議員さんにお答えいたします。 

   村が直接、この介護福祉士専門学校の経営云々それから事業に対する協力とか支援

といったものを現在は考えてございませんが、できる範囲ということで、毎年のこと

ではございますが、新年度の入学者募集に関して村広報誌に掲載ということで入学者

募集の支援には努めてございます。 

   住民福祉部担当としては以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。 
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   直接ということは難しいとは思います。生徒を増やす努力を何とかできないもので

しょうかということで、同校では、小・中学校を中心に出前講座や学校見学を歓迎し

ており、安達管内はもちろんのこと、要望によりいわきや会津へも出前講座に出向い

ているとのことでした。本村の小・中学校でも、子どもの頃から介護の仕事に興味を

持つきっかけづくりとして取り入れてはどうでしょうか。と申しますのは、以前、知

り合いの女子中学生が、将来は自衛隊の事務の仕事に就きたいとずっと言っておりま

したので、なぜその仕事に興味を持ったのかを尋ねたところ、お父さんと見学に行っ

て興味を持ったとのことでした。小・中学生の頃からそういう仕事があることを知っ

ておくことで、将来の進路の選択肢の一つになるかもしれません。 

   コロナ禍の現在、授業の遅れを取り戻すのに教育現場は大変だと思いますが、もう

少し落ち着きましたら、ぜひとも出前講座や学校見学を検討していただきたいと思い

ます。 

   教育長の考えを伺います。 

○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。 

   本村の小・中学校におきましては、学校に総合の時間とあるのですけれども、総合

的な活動の時間、その中で福祉に関する学習を行っています。昨年度は、中学３年生

が陽だまりの里を見学しまして、そこで学んだことを学校祭で発表したというふうな

こともありますし、小学校においてもそういった計画をしております。これは、流れ

の中で、これをどうするかということで考えていくことが大事だと思いますので、そ

ういった流れの中に、今ご質問にありましたような活動を取り入れることが可能かど

うか、取り入れることが有効かどうか、そんなことについて各学校に働きかけをして

いきたいと、そんなふうに考えております。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。 

   超高齢化社会に向けて、より多くの人材が必要になる、社会で必要とされているの

に成り手が足りない、これはゆゆしき問題です。介護の基盤となる二本松のこの専門

学校が重要な役割を果たします。やりがいのある尊い仕事だということを、未来を担

う子どもたちに理解してもらえるのではないかと思いますので、ぜひ各学校への働き

かけをよろしくお願いいたします。 

   次に、近年介護疲れによる事件が増えています。介護される側だけではなく、介護

する側のケアも必要になっております。村では、包括支援センターで介護者の集いを

開催しておりますが、実際に在宅介護をしている方の声として、一度参加してみたい

と思っても日中は出られない、夜なら家族が仕事から帰ってくるのでおばあちゃんを

見ていてもらえる、年に１回でもいいから夜間に開催してもらえないかという声があ

ります。ご検討いただけないでしょうか。在宅介護をする方の疲弊を防ぐための対策

を伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 
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○住民福祉部長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   介護者の集いにつきましては、高齢者を介護している家族を一時的に介護から解放

し、身体的、精神的負担の軽減及び介護者同士の相互の交流、親睦を図ることを目的

に、温泉旅行それから調理実習、座談会、介護の方法や介護者の健康づくり等の講話

といったものを年４回、包括支援センターの事業として実施してございます。 

   開催の時間帯につきましては、介護される方がデイサービス等を利用している間を

利用して実施するため、昼間の開催となってございます。夜間の開催につきましては、

代わりに介護していただける方を見つけるなど、夜間の施設利用も可能かどうかとい

ったものも前提となるため、実施はちょっと難しいとは考えてございますが、今後、

可能性について検討してまいりたいと考えてございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。温泉や料理などいろいろと内容の幅広い活

動をしていることが分かりました。私がお話をお聞きしたのは、デイサービス等は利

用していないで、家族だけで介護している方だと思いましたので、このような意見を

述べさせていただきました。時代とともに家族のあり方が変化して、核家族や単身世

帯が増えています。現状は、自宅でヘルパーに頼りながら何とか生活していても、も

し特別養護老人ホームに入所できるのなら入りたいと考えている高齢者がたくさんい

ると思います。ますます深刻化する高齢者問題、最後に村長のお考えをお聞かせ願い

ます。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えを申し上げます。 

   本当にこれから高齢化時代、団塊ジュニアが２０２５年には先ほど言われたように、

７５歳、後期高齢期を迎えるということですので、大玉村、少子高齢化ということで、

子どもについては福島県で一番比率が多いと、高齢者についても福島県の下から３番

目に高齢化率が低いという現状がありますが、これは相対的に若い人が多く入ってい

るんで、高齢者の数が減っているわけではありませんので、これから村の政策として、

元気な方とかそれも含めて、デマンドタクシーとか高齢者の足の確保、それからあと、

介護を要する方相当についても、包括支援センターを社会福祉協議会のほうに移管を

したわけですが、しっかりと村のほうでもサポートをしながら、これから高齢化支援

対策というのはやっていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。この問題は大変難しい問題ではございます

が、今後も村としてよろしくお願いいたします。 

   次に、２件目の質問に入ります。 

   村道宮前・石山線の拡幅工事について伺います。 

   以前、拡幅工事の計画があり、一部、用地買収も済んでいると聞いておりますが、

いまだ工事が行われていません。なぜその計画がそこで止まっているのか、いつ頃計
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画され、計画路線に対していつ頃どれだけの買収が済んでいるのかなど、計画から現

在までの経緯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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   村道宮前・石山線につきましては、実延長１０５９．９メーターのうち、企画改良

済みの延長が７３９．１メーター、未改良延長が３２０．８メーターとなっている現

状でございます。ご質問のありました、未改良区間３２０．８メーターにつきまして

は、平成６年から平成８年にかけまして、通学路の安全を図る意味も含めた道路とし

て整備するために一部用地買収を行ったものでございます。 

   しかしながら、当該路線の地形から幅員を確保するために擁壁等の構造物、これを

多用しなければならないという現状から工事費が大変高額になるということ、これは

幅員をある程度狭める設計の比較をしたということでございますけれども、それでも

かなりの工事費になるというふうなこと、さらには一部買収に至らない用地があった

ということから、当時、事業実施を見送ったということでございます。 

   その後につきまして、大玉駐在所から地蔵面集落まで伸びる村道、これは、村道星

内・西庵線、それから村道宮前地蔵面線でございますけれども、こちらについて平成

１９年度から平成２２年度までの４年間の事業におきまして、現在の歩道つきの道路

改良整備、これを実施いたしまして、当該区間における通学路の安全確保という当初

の目的を果たすことができましたことから事業実施を見送った状態で現在に至ってい

るところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ただいまのご説明では、用地買収が済んだところと一部未買収の箇

所が残っているとのお話で、平成１９年から２２年にかけて星内・西庵線や駐在所ま

で通じる歩道付きの通学路が確保できたのでその工事は見送りになっているとのお話

でした。 

   用地買収により村の土地となった箇所の現状と今後の見通しはいかがでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ２番議員さんに再度お答えをいたし

ます。 

   現在、用地買収を行った用地につきましては、境界の延長によって明示をされてい

る現状でありまして、その隣接耕作者の方々によって草刈り等の管理がされており、

道路部分につきましては畑への耕作者等が通行している現状でございます。 

   今後につきましては当該地区沿線の土地利用、こういった状況等を見ながら、これ

らの改良あるいはその費用対効果等について、その段階において検討したいというふ

うに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ２番。 
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○２番（渡邉啓子） 用地買収をするということは、工事を行うことを前提に村の土地に

なるわけだと思いますが、買収に応じた地権者の方々は道路が整備されるのをずっと

待っております。買収された土地には誰も手を付けられないので、荒れるばかりにな

っているという現状もあります。現地の状況を見ますと、雑草が生い茂り、およそ道

があるとは思えない状況がありました。数日前に誰かが一部草を刈ったようですが、

通り抜けはできない状況にあります。 

   先日、あるテレビ番組で大玉村が紹介されました。「最近、住みたい人が急増して

いる大玉村」と紹介されていました。この道路の辺りは玉井小学校や、大玉中学校に

も近いところなので、道路が整備されていれば住宅が建つ可能性もあるのではないで

しょうか。村に土地を協力してくださった地権者の皆さんのためにも、今一度前向き

な検討をしていただけないでしょうか。 

   一応村道ですから、すぐには舗装にならないとしても、せめて通行に支障がないく

らいの最低限の維持管理をしていただきたいと思います。地権者の皆さんに自主的な

草刈りとかを任せるのではなく村での維持管理を希望しますが、村の考えを伺います。 

○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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   現状、草が生い茂るということでございますので、通行に支障が出ないような、あ

るいはその中の畑の耕作、そういったものに通行が支障が出ないような維持管理につ

いては、今後十分に現状を見ながら進めさせていただきたいというふうに考えてござ

います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。 

   世の中は常に移り変わるものですから、当初の計画から事情が変わるということも

やむなしとは思いますが、大切な土地を村に協力してくださった地権者の方へ、いず

れかの時点で説明が必要だったのではないでしょうか。歩道つき通学路が確保できた

からそのままというのではなく。地権者への対応は必要ではなかったのでしょうか。 

   伺います。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   当該道路、路線の計画、これにつきましては、用地買収の年月から見ますとおそら

く平成４年から平成５年程度の時期かというふうに考えてございまして、その時点で

ご説明もしながら６年から８年にかけて買収を行ったということでございますけれど

も、その後、先ほど申し上げましたように１９年から２２年度までの間でということ

でありますが、その間についても、やはり１０年以上の年月があったというふうなこ

とでございますけれども、その時点で何らかの説明が必要だったのではないかという

ふうなことになれば、それは議員ご指摘のようなことかというふうにも考えておりま

すので、今後このような状況の中においては速やかな説明に努めてまいりたいという
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ふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。 

   いつの時点で説明するかというようなことは大変難しい問題だと思います。通行で

きる程度の維持管理を、今後もよろしくお願いいたします。 

   こういうケースはほかにはないとは思いますが、誰も声を上げなければ、時間の経

過とともに担当者が変わって忘れ去られてそのままになってしまう、そのようなこと

がないよう、道路に限らず、それぞれの業務の見直しも含めて事務引継ぎがしっかり

なされているかどうかを各部署で再確認する必要があるのではないかと考えますがい

かがでしょうか。村の考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   今のご指摘ありますとおり、当然、そういった引継ぎ関係を確実に行うというのは

行政マンの鉄則でございます。以前からの答弁のほうでお答えしておる内容になりま

すけれども、職員が異動する際には必ず、今現状の事務事業の引継ぎ、さらには管理

している簿冊関係の引継ぎ、これを上司、係長なり課長が立会いの下、引継ぎ事務を

行っております。そういった際に漏れのないようにということで今後も徹底してまい

りたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ありがとうございます。 

   職員の皆様、日々の業務も大変お忙しいとは思いますが、さらによりよい村政執行

のためによろしくお願い申し上げます。 

   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、２番渡邉啓子君の一般質問を打ち切ります。 

   １番斎藤信一君より通告がありました「大山幼稚園園庭について」外１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。 

   議長の許可をいただきましたので、さきに通告しました２点について一般質問を行

います。 

   まず１点目、大山幼稚園園庭について。 

   ３年保育が始まり３年が経過しました。当初、３年保育へ向けた保護者説明会では、

村長は、次年度には遊具の再設置や園庭の拡張をするとおっしゃっていましたが、現

状まだ行われておりません。まだプール北側の駐車場用地と見られる場所も使えてい

ない、これらについて伺います。 

   遊具の再設置は今年度予算されているが、具体的な内容を教えてください。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 
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○教育長（佐藤吉郎） １番議員さんにお答えいたします。 

   大山幼稚園庭の遊具の再設置工事でありますけれども、８月１１日に業者と契約を

締結しました。現在、工事に向けて調整を進めているところであります。園舎増築工

事の際に一時撤去しました４基、具体的にはうんてい、登り棒、小型ジャングルジム、

滑り台を再設置するものでありまして、工期を１０月２３日までとして安全管理に努

めながら進めてまいりたいというふうに、このように考えております。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   次に、園舎の増築に伴い減少した園庭の拡張計画はどうなっているのかお願いいた

します。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   増築当初、園庭の拡張を計画しておりました。しかしながら、拡張の予定地は約

２５０平方メートルだったんですけれども、工事費が多くかかるというふうなことで、

園庭拡張は当面実施しない方向で考えております。したがいまして、本年度、先ほど

お答えしましたように既存敷地への遊具再設置のみを実施することにいたします。 

   幼稚園児の活動に当たりましては、今も小学校の校庭を使った活動というふうなこ

とでいろいろ工夫してやっていただいております。これは玉井幼稚園も同じなんです

けれども、そういったことを工夫しながら、保育活動が充実するように、また努めて

いきたいとこんなふうに考えております。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 工事のほうが高額になるので、予定中止、見送りというお話を伺っ

たんですけれども、当初、説明会では、次年度にまた拡張する、保護者等のそういう、

園庭が狭くなるのではという不安に対してそういうお答えをしていました。 

   お金がかかるから中止というのは、当初からそういうのを見込んでそういうことを

発言したと思うんですが、その辺をちょっと教えてください。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、そのとおり、園舎を３年保育で２つ増築するに当たって園庭が狭くなると。

当然、狭くなったところをどういうふうに広げるかという、駐車場になっている部分

を広げましょうということで、当然、減った分はそこにスペースがあれば園庭を広げ

たいということでお話をしたわけですが、現実的に設計をしてみますと、電柱移設だ

けで２５０万円から３００万円かかると。幹線の電柱なものですから。それからあと、

かなり大きな構造物が入っている、現場内に構造物が入っていると。それを撤去して

現場内をやって増やすと、２４０平米増えることに対する金額が３，０００万円とか

ということになると。ということで、そういう計画をしているときに後ろのほうの土

地の取得とか、これはあとでお話になると思いますが、新たな財政需要が出てきたと

いうようなこともありまして、当面、拡張をそのまま置いておいて、先ほど教育長が
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言いましたように、玉井幼稚園も当然ですが、すぐ脇に広い校庭がありますのでそう

いうものが必要なときには校庭を使っていただくと。幸い、校長が園長で兼ねていま

すので、幼稚園と小学校は調整をしながらやれば、体育館の使用とか校庭の使用につ

いてはすぐに支障なくできるだろうということですので。 

   ただ、拡張したいということについては、内部では検討はしております。もう少し

簡易な方法で広げられないかというふうなことも検討しておりますが、今年中にとか

来年にやりますということはちょっと今のところは言えない状況だということで、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） １番。 

○１番（斎藤信一） 小学校のグラウンド等も使用してとおっしゃっていましたが、幼稚

園生、３歳児と年中、年長さん、移動、当然道路のほうを横断するわけです。そして、

交通ルールも小学生ほど理解していない子どもたちが、そういう道路を横断して別の

場所に移動するようになると思うんですけれども、すごくその手間というのは多いと

思うんです。幼稚園の預かっている時間が８時半から１２時、お弁当とかも食べるん

ですけれども、そういうのも考えると、ものすごい短い保育時間の中でそういう移動

とかに時間が取られてしまう、それまでの子どもたちはそういう時間もなく、時間を

全部使って保育ができた、これはもう格差になっているのかなと思います。 

   そして園庭も、さっき簡易的な方法でとおっしゃっていましたが、これはＰＴＡの

人たちとちょっとしゃべったお話なんですけれども、今、斜線を引いて舗装になって

いる部分をそのままにしてフェンスで囲んじゃって、高低差はできますけれども、そ

ういった形でも広げていけるのではないかとか、いろいろな意見が出ているので、そ

の辺についての考えを伺います。 

○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。 

   やるとすれば、やはりフラットにしてフェンスをつけてやりたいということがため

に、なかなかすぐに手をつけられないというところですが、それについては、今、簡

易な方法で、あまり金のかからない方法でできないかというようなことを含めて検討

させていただくと。 

   それから、３歳児が遊ぶのには今ある園庭で、通常の、幼稚園生全員が庭に出るわ

けではないので支障はないのかなというふうには感じておりますが、運動会とか、そ

れからあと３、４、５全部で何かやるというようなときにはしっかりと安全管理をし

ながら校庭を使っていただければというふうに感じております。 

   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。 

   できるだけ早い解決を願います。 

   ３番目で、プールの北側に新設された駐車場が使用できない状態になっております。
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どうして完成しているのに使用できないのでしょうか。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） １番議員さんにお答えいたします。 

   従来より大山小学校周辺には駐車場が不足しており、参観日や運動会など、学校、

幼稚園行事の際は保護者の皆様にご不便をおかけしておりました。 

   学校や幼稚園行事のない日は、幼稚園西側の駐車場を利用いただいており、特に支

障はないものというふうに認識しております。したがいまして、幼稚園北側に新設し

ました駐車場につきましては、幼稚園や学校行事で大幅に駐車台数が増える場合の利

用や大型バスを利用する場合の発着所など、必要に応じた有効活用を図っております。 

   なお、当該駐車場につきましては、住宅団地側で大通りに面しておらず、道路など

から見えづらい箇所もありますことから、夜の遅い時間帯に頻繁に集まる場となって

周辺の住宅にご迷惑をおかけすることなども想定されるとともに、ごみの散乱など管

理上の観点から平常時は利用を制限しているといったところでございます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 今、行事等のとき専用の駐車場として使用しているという認識でよ

ろしいでしょうか。 

○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） はい、そのようなことでございます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 朝の送迎のときなんですけれども、大山幼稚園、その駐車場、現状

で使われているところが、信号機にも近く、そして両方の車線から保護者の車が入っ

てきます。そして、入り口もかなり狭くて、出る車も中で止まっています。入れなく

てずらっと道路のほうに自動車が五～六台並ぶのもざらです。 

   そういうのは把握しておられるのでしょうか。 

○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） １番議員さんにお答えします。 

   申し訳ございませんが、私ども、朝方そちらのほうに向いていませんので、特に認

識してはございませんです。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 駐車場ができた理由として、保護者とか朝の混雑とか、そういうも

のの解消もあるのかなというお話ももらったんですけれども、そういうわけでなく、

そこら辺も認識していないということで、私も子どもがいて送っていくときもあるん

ですけれども、なかなか駐車場に入れなくて、道路の真ん中で何台か後ろに従えて立

ち往生しているときもあります。 

   当然登校時間なので、安達太良山のほうから集団登校の子どもたちがずらずら歩い

てきます。そして、そこを通り抜けて駐車場に入るようになっています。その辺の改

善とか、そういうのは今の時点ではないということでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 
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○教育長（佐藤吉郎） １番議員さんにお答えいたします。 

   朝、それから帰りは保護者が送迎してくる車がかなり渋滞しているという状況は、

私のほうは把握しております。 

   ただ、その改善策というふうなことであったものですから。それと、北側の駐車場

との関連でのご質問と受け取ってよろしいでしょうか。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） そのプール北側の駐車場がそういう渋滞を解消するのに、１か所で

はなく２か所にしたというふうな認識だったんですが、そうではない、そして、その

不便というか、そういうものをこれから改善していこうという考えとかはあるのでし

ょうか。 

○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。 

   北側の駐車場を有効に活用することによって今の渋滞が緩和できるというようなこ

とについて、検討してみたいというふうに考えております。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   今はやっぱり昔と違って、大分、ちょっと天気が悪いとすぐ送り迎えというふうな

形になってきていると思います。当然、車で送迎すると思うんですけれども、それが

子どもたちの安全を脅かしてはいけないと思いまして、こういう質問をしました。今

後、検討のほうをよろしくお願いいたします。 

   次の質問に移ります。 

   大玉村子ども・子育て会議について質問いたします。 

   村の大玉村子ども・子育て会議が、平成２６年からホームページが更新されており

ません。特色ある子育て政策を掲げるなら、会議自体をもっと充実させるべきだと考

えて質問いたします。 

   会議自体は現在も行われているようですが、具体的にはどのような会議なのか伺い

ます。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   大玉村子ども・子育て会議でございますが、これは大玉村子ども・子育て会議条例

がございまして、これに基づき設置された会議でございます。子ども・子育て支援法

第７７条第１項の規定がございますが、こちらは国の法律ですが、これは全国的に設

置されている機関ということで大玉村も平成２７年から設置してございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 平成２７年でよろしいんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 
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   失礼いたしました。条例が２５年でございますので、議員ご指摘のとおりというこ

とで、先ほどの答弁、数字を訂正させていただきます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 出席者からは、「子ども・子育て支援事業計画の作成を委託された

業者が長々としゃべるのをただ聞いているだけだった」や、「資料の項目が多く、質

問しようにも難しい。項目に書かれた内容は、誰がいつ行うのかと感じた」等の意見

をいただきました。会議では、実際に有意義な議論を行えているのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   子ども・子育て支援事業計画ということで、現在第２期ということで策定終了しま

して今実行中でございますが、これにつきましては、平成元年に作成の計画等々を審

議していただきました。このときには、業者、コンサル業ということで業務委託をか

けておりますので、そういった業務委託先の事業者、業者さんから説明をいただいた

ということで、そういった説明に相当な時間が若干要したものという経過がございま

す。 

   これにつきましては、それぞれ事業計画、骨子から案ということで、昨年度につき

ましては２回会議を開きまして、そのときに内容等をご検討いただいております。こ

れにつきましても、有意義な議論ということでのご質問でございますが、それぞれ

１５名いる中で、１３名出席して４名が発言と、それから９名出席の下、４名の方に

発言いただいたり、また直近でございますが、今年の６月には保育所の民営化に関係

する会議がございましたが、これにつきましては１５名、委員の方全員から発言をい

ただいておりますので、有意義な議論は行われているという認識ではございます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 直近の資料のほうもちょっと見せてもらったんですが、保護者の中

には、資料の事前配布や会議日程の調整等をして充実した会議になるのであれば一般

公募で参加したいとの声もありました。ホームページの更新や、会議内容の公開等も

含めて、今後会議を開催するに当たりどのようなことを検討していくか伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   今後の会議につきましては、ホームページ等の掲載といった更新関係、それから会

議録も作成してございますので、それも含めての公開、また公募につきましては、従

前どおり委員さんを公募しておりますが、これも引き続き継続して会議を持ちたいと

いうふうに考えております。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） 村の若い人たちもメンバーのほうを見ると入っているようで、結構

貴重な会議だと思います、こういうところというのは。やっぱりそれを大事にして、

マンネリとかそういうふうにならないように試行錯誤して、いろいろな意見を吸い上

げられるように充実させていってください。 
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   最後なんですが、村長は１回目の会議の際、「大玉村の今後の子どもたちの健全育

成に向け、どんな支援体制が必要になるか議論してもらい、村の子育て支援に生かし

たい」、「明日を担う子どもたちをどう育成していくか非常に重要な会議であり、会

議の提言に対しその実現を努力していきたい」とおっしゃっておりましたが、これか

らの１０年、２０年、現状の保育、教育体制を維持しつつ元気な子どもたちの声が村

内に響き渡る村づくりをしていくために、この会議のような子育て世代の意見を聞く

場をどのように考えているか伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えをいたします。 

   会議のときには必ず集まって、こちらから出した諮問をするわけです。で、諮問を

したものに対して原案通り承認ですということのその答申が欲しくて諮問をしている

わけではなくて、やはりその会議の目的をしっかりと議論をしていただいて、行政が

考える施策と、それからあと住民の皆さん、関係者が求めるものとのずれが生じない

ようにと、それをしっかりと会議の中で発言をし、提言をしてほしいというのは、こ

れは強い思いとして、そのようなことを言わせていただいております。 

   今回の場合も、保育所の件について、最初私も１５分か２０分説明をさせていただ

いて諮問をして、そして内容の議論を２回ほどやっていただきました。かなり活発に、

先ほど部長が言いましたけれども、議論されて、メリットは、デメリットは、問題点

はないのか、こういう心配事があるというふうなことをしっかりと議論いただいて、

最終的にはそのような方向で承認をいただいたという経過がございますので、その中

で出た意見については答申の際に、会長から、こういう議論が行われましたという報

告を受けておりますので、それについては、いかんについてしっかりと生かしていき

たいなというふうに考えています。 

   全ての、この会議に関わらず全ての会議で、せっかく時間をつくって会議に出席を

していただいているので、ぜひ発言をいただきたいということは絶えず求めておりま

すし、大分活発に議論が出てきているなというふうに感じているところでございます。

これからもしっかりと意見を聞きながらやっていきたいと。 

   特に若い人については、６月に村政懇談会を、６月、７月に開く予定でおりました

がこのコロナの関係で開催できないので、少人数の懇談という形で実施できないかな

ということで模索をしていきたいなと考えていますので、コミュニティ・スクールと

か、それから先ほどの会議とかいろいろな場で、若い人たちの意見を聞く機会は教育

委員会なり行政のほうでも持っておりますが、改めて、そういう若い人たちと意見を

交換するような場を設定できればと。 

   １番議員さんも同年代の育児をしている世代としての議員として、ぜひそういう場

の設定も協力いただければ大変ありがたいと思います。 

   よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 



 

- 38 - 

 

   その意見をいただいた保護者だったりなんですけれども、やっぱりこういう場を大

切にしてもらい、そして活発な議論ができるようになっていかないと若い人たちの行

政に対する無関心に拍車がかかっていく、そして自分たちの子どもたちがそういうと

ころで育っていってほしくないという意見を何人かからいただきました。だから、今

まさに村長がおっしゃったようなことを、私自身も周りとお話ししてやっていきたい

なと思いますが、ぜひ行政のほうもそういう機会をつくって活発に地域の今後をしゃ

べる機会をつくっていってください。 

   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。 

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

（午前１０時５８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） １１番押山義則君より通告がありました「大玉保育所民営化計画に

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令和２年９月定例議会一般質問を行います。 

   世の中社会が新型コロナウイルス感染問題に揺れる中でありますが、できるだけ早

くの終息を願うところであります。加えて、昨今の天候不順、そして政局の混迷と重

なり国民の不安が募る状況が続いておりますが、大玉村当局はじめ職員の頑張りによ

りまして、いち早く様々な対策に努められまして村民の安心、安全が図られておりま

すことをまず感謝申し上げます。 

   例年ですと、この９月議会は、私は毎年防災関連の質問と心がけてまいりましたが、

今回は保育所の民営化計画の進行状況にタイミングを合わせまして、特に社会福祉協

議会での体制強化に伴って、役場が２つできるようなものだといった村民からの声も

ありまして、そういった意味での透明性のある民営化、保育環境の充実を願い質問を

設定いたしました。よろしくお願い申し上げます。 

   昨年１２月、大玉村保育所の民営化について令和２年度中に検討を進める旨、村長

よりお話がありました。そしてそれぞれの検討会議、説明会を通じて検討がなされ、

この１０月には民営化計画の公表という運びになっております。公私連携型保育所制

度を活用して、大玉村が公募を経て、社会福祉法人、大玉村社会福祉協議会と協定を

締結の上、協定に基づき連携を図りながら保育事業を運営する計画の骨子であります。 

   我々議会としても、全員協議会での説明を受けまして、先月には公私連携型保育所

制度活用の先進地の鏡石町を視察、研修し、運営状況の調査を図ったところでありま

す。その上で、改めて民営化計画の検証をしてまいります。 

   さて、政府や経済界の要請で、働き手の確保による夫婦共働き化が進行し、保育の
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必要性が増加し、受け皿としての保育施設の拡充が求められて久しいところでありま

すが、２０１５年、子ども・子育て支援新制度がスタートし民営化の推進が図られて

まいりました。一方、法律、保育理念、手法を継承し保育の質の担保が求められる中、

民営化は保育実施責任を後退させるものとして、移管として民間保育施設としてスタ

ートされた関係者の不安と混乱を発生させておりまして、一部では公営保育所の民営

化をストップさせる運動も求められております。 

   そのような社会状況もある中で、大玉村として民営化計画が着実に進められており

ますが、まず初めに、大玉村としての保育指針といいますか、保育理念を伺いたいと

思います。大玉村、既に幼稚園の３年保育が進められまして、保育所の受入れ状況も

０歳児から２歳児となり、保育所と幼稚園の役割が明確に区分けが進んでおり、しっ

かりとした保育指針の下、保育環境が整っていると思っておりますが、改めて、大玉

村としての保育に対する基本理念、さらには民営化に向けての考え方を併せて伺いま

す。 

   よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １１番議員さんにお答えいたします。 

   村の保育所に関する保育理念ということでございますが、これは、保育所入所児童

の健康、安全、指導管理について十分留意し、安定した情緒の発達と身体の発達を促

すよう、日々の保育環境を整備するということと、保護者との連携を密にし、相互の

理解と協力を図り、個々の児童に適切な保育に努めるということを理念といたしてお

ります。 

   また、民営化につきましてはこれまでもいろいろお話が出ております。公私連携型

ということで先進地の鏡石町、私どもでも視察してまいりました。大変、メリットの

ほうが多いという判断で現在民営化について進めているところでございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   ３月の私の一般質問で、副村長の答弁から、民営化によって市町村の財源の削減が

図られ、受ける事業体、大玉村では今のところ社協となっておりますが、事業体のス

ケールメリットが図られ、さらに従業員の処遇、待遇改善が図られ、その上でよりよ

い保育環境が形成できるということでありました。大玉村にとってはいいことばかり、

いいことづくめの民営化でありますが、答弁の結びとして、預ける保護者の皆さんの

捉え方、不安の解消を検討し結論を出したいとの考えでありました。 

   そこで検討会議、先ほども、前質問者からもありました子ども・子育て会議での出

席者の反応状況、どのような意見が多数を占め、民営化推進への結論に至ったのかの

プロセスを伺いたいと思います。あわせて、保護者説明会での内容についてもどのよ

うな状況であったのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １１番議員さんにお答えいたします。 
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   今年度の子ども・子育て会議では、保育所の民営化計画に関して会議を２回開催し

ております。委員の皆様からそれぞれ、民営化のメリット、デメリット等話し合って

いただくなどの検討をいただいて、計画については原案のとおりの承認をいただいて

おりますが、会議の中で、保育士の処遇についてといったそういったところはどうな

のかといったところ、それからあと、デメリットとしての意味合いもあると思います

が、不安感、保護者の不安感があるのではないかといったところなどが出されており

ます。これは、保護者説明会のほうでも、保護者の不安というのは表立っては出ませ

んでしたが、保育士の処遇改善という点ではこちらも同様に出ております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） そういう答弁になると思いますが、実際会議の具体的内容につい

ては話せない状況だと思いますが、今回、移管先と決定している社会福祉法人、大玉

村社会福祉協議会、その理事会での協議内容についても伺っておきます。これは

１００パーセントの賛同、同意であったのか、その状況把握について伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １１番議員さんにお答えいたします。 

   本年６月２５日に社会福祉協議会の理事会が開催されております。その席上、大玉

村保育所民営化計画案について理事の方々へ説明してございます。 

   会議では、公設民営の保育所は近隣にもありますが県全体としては民営が多い状況

にあること、それから、社会福祉協議会で保育所を運営している例ということで、近

隣では川俣がある、などを説明してございます。また、鏡石では２年前に、公設公営

から社会福祉協議会へ民営化となった事例があること、また、社会福祉協議会は最も

行政にも近い組織であること、さらに同協議会のメリットとして職員が増えること、

予算規模が増えるといったスケールメリットなどを説明してございます。 

   内容につきましては説明としては以上ですが、反応としては、私、ちょっと同席は

してございませんが、課長が理事でございまして、反応的にはそういった反対意見

等々はなかったと聞いてございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 反対意見はなかった、要するに１００パーセント賛同ということ

で理解してよろしいんだと思いますが、社協と役場は住民の福祉に関しては一体だと

いう考えの下、社協の基盤をしっかり整えてお互いを補完しながら事業を展開をする

と、３月議会での私の質問に対しての村長の答弁でございます。当然と考えますが、

私も社協の体制の強化は喫緊の課題と捉えております。社協の運営事業内容、これま

ではさくらを通じての指定管理だとか、運営費、また介護関連事業、その上に加えて

の保育事業となります。保育事業だけで年間約１億５，０００万円から１億

７，０００万円ほどの事業費の増加となります。それに伴って、職員の配置や保育所

の募集などもありますが、取りあえずその体制強化はどのような考えでおられるのか、

社協の職員数のこととか、今ほど職員の増も考えられるというふうなことの答弁もご
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ざいましたが、その辺はどの程度の体制強化、考えておられるのか、予想されておら

れるのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １１番議員さんにお答えいたします。 

   保育所業務に関して、現在の現場にいる保育士等々４８名、これは会計年度任用職

員、正職員も含めての総数でございますが、こちらがほぼ同数程度移管されるという

ことは想像に難くないということでございます。そういった人数が増えるということ

に関しては当然事務量も増大するということで、現在村からの派遣といいますか、出

向となるかどうかもまだ未定でございますが、そういった事務関係を担う職員１名、

増員の考えで進めているところでございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 職員が、４８名がそのまま移管される、さらに村からの派遣職員

も１名、体制としてはそう変わらないんですが、事業費が大きくなるによっては、も

う少しきちんとした体制の強化を考えてほしいところではありますが、例えば、保育

事業の民営化が実現し、社協への業務委託後、我々議会のこれまでの監視、評価の手

から離れることになります、保育事業については。そういった面から議会の一員とし

ては、巨大化する社協に対しての懸念とか心配、民営化に際してのそのあたりの評価

が私一議員としては検討課題であります。 

   １つ、改めて伺いたいんでありますが、社協の運営の参画に議会が関わることは制

度上問題なんでしょうか。例えば、理事の１人として議会の代表が運営に参画するな

どは検討できないんでしょうか。その点、改めて、制度的なことでございますが伺い

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。 

   昨日お話をいただきましてから、いろいろな資料のほうを調べさせていただきまし

た。特に、該当する部分につきましては地方自治法が該当いたします。地方自治法第

９２条の２、これにつきましては関係私企業からの隔離という条項でございます。 

   条文を朗読いたしますと、「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共

団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責

任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者」こういったも

のに対して、なることができないというふうな一項がございました。この条文につき

ましては、禁止の制度が設けられましたのは、これらの行為が当該普通地方公共団体

と議員である者との間に継続的な利害関係を発生させることになるだけに、これらの

行為を放任すると議員の職務が公正に行われなくおそれがあるからであるという、逐

条の一文がございます。 

   さらに、完全になれない、なれるなれないの判断につきましては、大変難しい要件

がございます。それにつきましては、今までの裁判判例、これは司法の場で準則とい

うふうに言っておるようでございますけれども、１つとしましては、地方公共団体に
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対する請負量が法人の全体の業務量の半分を超える場合、２つ目としまして、それを

超えない場合であっても、当該請負が業務の主要分を占め、その重要度が職務執行の

公正、適性を損なうおそれが累計的に高い場合であるというふうに２つの例を示して

おりまして、これが該当するかどうかというのは、最終的に司法の判断に委ねられる

ということで、今完全に、できません、できますというふうな答弁はできないところ

でございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   村のほうから補助金が出ます。当然、２人目以降無料化とか、さらに優遇措置を拡

大したいというふうに考えております。そうすると、かなりの額が村から社協のほう

に、保育所の運営として出ますので、それに対しては村の監査委員が監査をすること

ができますので、間接的ですが監査委員の中には議員が１名入っております。これは

議員ではなくて監査委員として入っていますので、これについては補助、該当する事

業等についてはしっかりと監査ができるということですので、十分にそれは反映でき

るだろうということと、あと、社協には評議委員会と理事会と２つの組織があります。

評議委員会で理事を選んだりと、どっちが権能があるんだというと評議委員会のほう

が権能が強いわけですけれども、ここには２名の議会推薦の議員が入っておりますの

で、社協の運営については十分に議会の意思というのは反映できるだろうというふう

に考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。 

   冒頭に、透明性のある民営化と申し上げました。現状、社協の理事長は副村長が担

っておられます。以前は民間からの登用でありましたが、今後も今の状況が続くこと

になるのか、その辺も伺いたいところなんでありますが、その辺りが一番村民の関心

のあるところでございます。役場が２つとなるといった声の起因になっております。 

   先ほど、社協の運営の監視とまでは申し上げませんが、議会の仕事は行政に対する

監視と評価と、そう心得ておりますのでその観点から伺ったわけでありますが、表面

的には、予算の審査をする立場上参画はできないと、そういうふうに理解いたしまし

た。 

   さて、この１２月には公私連携型保育所制度の下、協定書の締結と、事務的に民営

化計画が進められるんでありますが、改めてその公私連携型保育所制度のメリット、

デメリットについて、先ほども多少答弁はありましたが、伺いたいんでありますが、

民営化のメリット、デメリットに関するこの先進地調査や、これは自治体から見たメ

リット、デメリット、保護者から見たメリット、デメリット、それぞれどのような検

討をされたのか簡単で結構ですのでご説明願います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 
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○住民福祉部長（中沢武志） １１番議員さんにお答えいたします。 

   先ほど、社協の体制ということで私の答弁で４８名と人数を申し上げましたが、こ

れは会計年度任用の数であり、正職員を含めますと５５名でございますので５５名と

いうことでご訂正いただきたいと思います。大変失礼いたしました。 

   それで、公私連携型保育所の制度のメリット、デメリットということでございます

が、メリットということでございますけれども、法に基づく制度の活用ということで

移管をしながらも村が関与できるというところもございますし、また財政面でござい

ますが、村直営の場合、運営費に対する補助はございません。在籍児童数による地方

交付税算定に含まれているといった、財源が特定できない状態で、現在、制度上これ

は致し方ないところでございますがなってございます。ただ、これが民営化によりま

して認可保育所となった場合、運営費ということで国２分の１、県と村４分の１の補

助ということで運営側としてはそういった数字が明確化されるということになります。 

   あとそれから、別な面で、村直営の場合ですと、これも以前の議会のほうでもお話

が出たかと思いますが、保育所を増改築等といった施設の整備に関する補助というの

は、現在は村営ですのでございません。ただ民営化になれば、これは保育所等整備交

付金ということで、これも同様の割合で国が２分の１、県と村それぞれ４分の１ずつ

の補助が受けられるということになってございます。 

   それからあと、保育士の処遇改善といったところが期待できるところでございます。

現在、フルタイム及びパートタイムの委託職員ということですが、今年度から会計年

度任用職員ということで一部改善が図られておりますが、いまだに正職員という身分

ではございませんが、民営化によって正職員になることが期待されます。そういった

ことで雇用が安定して、保育士の意欲等々にもつながり、ひいては保育の質の向上に

もつながるといったところを考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   私は、この民営化によって、行政改革の一環で人件費の削減が村としては一番、行

政から見たメリットなのかなと捉えております。いわゆるコストダウンができる、そ

ういう考えが一番なのかなと思っております。 

   民営化によって、社協なら社協でできる福祉関係の事業、大玉村ならではの特色あ

る保育環境の実現、その辺が可能になるのかなと思っております。ぜひ、特色ある保

育環境の実現に結びつけて、この民営化に向けて進んでいっていただきたいと思って

おります。 

   次に、この民営化に向けての具体的な内容についてちょっと伺ってまいります。 

   先ほどから何度も質問しておりますが、社協の体制強化に合わせて、現保育所職員

の４月からの取り扱いについて端的に伺いたいんでありますが、働き方改革は、それ

からそれぞれ理想とする姿というものは想定されているんだと思いますが、社協の運

営の中で保育所の位置づけといいますか、そういう組織経営性はどのようになってい
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るのか、またあわせて、村派遣職員の業務内容、これは鏡石での研修で一番興味があ

ったんでありますが、保育環境の違いもあって鏡石町は参考になりませんでした。大

玉村として、改めて、どのような内容で職員派遣がなされるのか伺います。 

   それから、保育所長の権限はと質問を設定いたしました。これについては、人材に

ついては現場主義なのか、形式主義なのか伺いたいのと、一番のここで聞きたいこと

は、昨今、幼児の虐待問題などがクローズアップされております。そういった観点か

ら、この保育所長の権限というものが、配慮も必要なのかなと考えております。しっ

かりした組織と権限の明確化、その点も併せて伺いたいと思います。 

   それからもう１点、昨今、保護者の育休との関係が保育所の運営の中で、預かる預

からないで問題視されております。そういったことを含めまして、それぞれ２月に改

めて保護者説明会があるようでございますが、社会状況や世相に合った規約設定とか

説明の必要があるかと思っております。どのような、条件整備を考えておられるのか、

そしてまた現在どのような企画なのか併せて伺います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   まず、今の質問については担当部長のほうから答弁させますが、コストダウンが目

的だというお話を先ほどされましたので。決してコストダウンということは考えてお

りません。要するに、地方交付税で少ししかもらえないものを、民営化することによ

ってかなりの額がいただくことができると。そこに差額が出るというのは鏡石でも先

進事例ではありますので。その財源の振り分けをしっかりと子育て支援のほうにして

いきたいと。今やりたくてもできないような子育て支援にその財源を新たに充てると

いうことですから、子育て支援の予算は増えるとも、この移管によって浮いた金を浮

かすと、コストダウンをするというふうには考えてはおりませんので付け加えておき

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） １１番議員さんにお答えいたします。 

   現職員、今現在保育所で働いておられる方、いずれ所属といいますか身分的にも一

旦、移管されるということになります。正職員については派遣という形をとるように

なってございます。また、会計年度任用職員については社協側で採用という形になる

というふうに想定してございます。 

   また、所長に関しては現場の最高責任者ということでございまして、当然、現時点

では保育所の職員の中から選ばれるということを想定してございます。また、虐待関

係でございますが、これは当然通告義務がございますので、移管先、民営であろうが、

私立幼稚園であろうが、私立保育所であろうが、そういった虐待の兆候、例えばです

が体に傷等があったり、行動が通常と、一例で言うとおびえる状態になったなどとい

う場合には通告義務がございますので、これは速やかに村の福祉関係の部署が動くよ

うになってございます。 



 

- 45 - 

 

   それからあと、育休関係でございますが、産前産後の状態の場合には保育に欠ける

と、保育が難しい状態だという判断で、そのときは保育所で預かると。これは当然で

ございますが、育児休暇、産前産後休暇が抜けたあとの育児休暇がございます。その

制度を利用した場合には、現在としては額面どおりといいますか、文言どおりでいえ

ば保育に欠ける状態には該当しないという判断ではございますが、現在はそういった

特別な事情がある場合は、協議に基づいて預かる等の対応をしてございます。この辺

は今後も同様の形を考えてございますので、ある程度の線引きは必要でございますが、

柔軟な対応を心掛けたいというふうに、これは移管先と協議をしてまいりたいと考え

てございます。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。 

   先ほども特色ある保育環境の実現と申し上げました。いろいろなケース・バイ・ケ

ースが考えられます。そういうところの充実が村民の安心、安全で、社協に保育所運

営を任せられる、そういう思いだと思っておりますので、ぜひそういう点を留意して

いただきたいと思います。 

   最後に、村長に伺います。社協は、村民にとって、高齢者にとって最後の心のより

どころとなる運営母体だと考えております。社協の充実は、村民の安心、安全に直結

いたします。保育所の民営化と併せて、福祉政策の要としての社協の充実、それにつ

いて村長の意気込みを伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   先ほどから、高齢者の問題とか子どもの問題とかお話がございました。役場の人事

体制の中で、全てを日常的にこなすというのは定数の関係からもこれは困難だと、困

難というか無理だということになりますので、その補完的だと、一体となって、福祉

を担う社会福祉協議会がそこで存在するということですので、村としては、今後も社

会福祉協議会の体制についてはしっかりと支援をしていきたいということと、法人と

しての、社会福祉協議会には通常の社会福祉協議会と社会福祉法人としての存在、

２つの形態があります。大玉の場合には途中で法人に、社会福祉法人になったと。そ

の法人としての人的、財政的な規模というのは大変小さいものがありましたので、や

はりある程度財源があって、人がかなり多数いて、そして事業を遂行するとその中で

人を回したり金を回したりすることができるということですので、法人としての、社

会福祉法人の社会福祉協議会、大玉村社会福祉協議会の運営にはやはりある程度の安

定的な規模が必要になるということですので、今回の保育所の移管については、大玉

村社会福祉協議会の規模としてはしっかりとしたものになるんではないかというふう

にも期待をしておりますし、先ほど言いましたように、一体となって住民福祉のため

にしっかりと共に支援をしながら、頑張っていただきながら進めていきたいというふ

うに考えております。 

   以上です。 



 

- 46 - 

 

○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。 

   村長の考えるこの民営化による社協の強化、しっかり取り組んでいただきたいと思

います。令和３年の４月１日から民営化が実現する予定でございますので、ぜひ忌憚

のないように頑張っていただきたいと思います。 

   以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、１１番押山義則君の一般質問を打ち切ります。 

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

（午前１１時４７分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） １０番須藤軍蔵君より通告がありました「財政の見通しと村政執行

の基本姿勢を伺う」の質問を許します。１０番。 

〇１０番（須藤軍蔵） 議長の許可の下、通告をいたしております財政見通しと村政執行

の基本姿勢について伺います。 

   コロナ禍は、収束どころか、県内においては、むしろじわじわと感染が広がってい

ると、こういうような状況にあります。こうした中、昨日、新聞報道によれば、４月

から６月の四半期の国内の総生産数値は７．９％減ということで、これが年間を通し

て続くと見れば２８％の減だというような、非常に危機的な状況に陥っているという

今の状況であります。 

   この質問を行うに当たり、直近３年の決算ベースでの村の歳入、特に村税と地方交

付税について見たものを表にしてみました。 

   なお、平成３１年、令和元年は９月議会で発表になったもので、私が通告したとき

はまだ発表になっていなかったということで、３１年ではなくて、２８年から３０年

というふうになったわけであります。当局や職員の方については、こだのは特別話に

ならない話なんだけれども、私はまだまだ紙ベースしかあんまり信用しないというか

ね、落ち着かないというか、そういうことで、これを見ながら以下の質問をしていき

たいと思います。 

   村税収入はもちろん、国からの地方交付税、この交付税は、いつも言っているよう

に、全国どこでもどこに住んでいても一定の行政サービスを確保するということで、

いわゆる国の国税、交付税の中から一定の割合で地方に交付して、そういうような法

律によって決められているものであって、単なる国からのお上からの恵みを頂くとい

うような性格のものでないことは言うまでもありません。しかし、そうは言っても、

先ほど言ったように、国そのもののお金が減ってくる、あるいは村の歳入も少なくな

るという、これ、今の状況を見てみれば、そういう減というのは必至の状況でありま

す。端的に、そうした状況を踏まえて、来年度の税収の見通しというのはどの程度に
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今現時点では見ておられるか、まず最初にその点についてお伺いをいたします。 

〇議長（菊地利勝） 総務部長。 

〇総務部長兼総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   新型コロナウイルス感染症が拡大しましてから６か月が経過した状況の中におきま

して、村民税及び固定資産税につきましては１月１日現在での課税であること、また

村内におけるコロナを理由とした社会保険から国保への加入につきましてもほぼ今現

在はないこと、さらに村内におけるコロナを理由としました企業等の倒産、廃業につ

きましても予想していたほど発生していないことなど、現時点におけるコロナの影響

がどれほどのものなのか的確に判断する情報や材料が乏しい状況下にあります。この

ため、令和３年度の村税の見通しにつきましては、年末にかけての世界及び国内経済

の状況、さらに県内の景気の状況など、そして村民の労働環境、収入状況や事業者の

景気状況などを総合的に判断をさせていただきまして、今後、令和３年度におけます

村税の見込みを推計してまいりたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

〇議長（菊地利勝） １０番。 

〇１０番（須藤軍蔵） そういう推計を今少し見ながら進めていくというようなお話であ

りました。 

   次に、積立金の状況についてお伺いします。 

   事業の目的に向けて各種の積立金というものがなされているわけでありますが、令

和２年度の当初予算にあっては、その幾つかについて取崩しがなされたと、そしてま

た歳入不足でこれらがタコ足の足を食うようになっては困るなという心配から、さき

に村長にちょっとお話しする機会があったので話したら、何も心配することはないと、

俺がやったときの数字はこのくらいで、今はこうだと、心配すんなという話でしたが、

それは数値的にやっぱりきちっと示して、今度のがなも出ておりますけれども、まず

議員はもちろんですが、今日は区長ＯＢ会の方々、そして村民の多くの方も傍聴され

ておりますので、こういう基金の状況、現在の状況というものについて、改めてお示

しをいただきたいと思います。 

〇議長（菊地利勝） 総務部長。 

〇総務部長兼総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   今のご質問の中にもございましたけれども、各種基金につきましては、各種補正予

算、これらの予算の編成に当たり、計画する事務事業の目的や経費等の内容を確認し

た上で対象となる基金の取崩し額を確定しまして、目的に沿った事務事業に充当をし

ているところでございます。 

   ご質問の目的に沿った基金の確保に関しましては、主な基金の状況を１００万円単

位で申し上げたいと思います。 

   １つ目が、財政調整基金につきましては、令和元年度末現在で６億９，６００万円

でありましたのに対し、今回、９月補正時点が８億２，６００万円でありまして、

１億３，０００万円の増となっております。 
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   ２つ目の減債基金につきましては、令和元年度末現在で９，５００万円に対しまし

て９月補正時点が１億１，０００万円で、実質１，５００万円の増となっております。 

   ３つ目でございまして、災害対策基金は、令和元年度末で４，４００万円に対しま

して、今回、９月補正時点が６，０００万円で、１，６００万円の増となっておりま

す。 

   これら令和２年度当初予算や８月までの各種補正予算において、それぞれ基金の取

崩しを行ってまいりました。これはほとんどがコロナウイルス感染対策への充当でご

ざいますが、９月補正予算の結果、それぞれ増額となっております。また、旧庁舎建

設基金、これにつきましては平成２６年度末現在で３億２，４００万円に対しまして、

基金名称を公共施設整備基金に改正しました令和元年度末現在が５億７，８００万円

で、２億５，３００万円の増となっております。 

   以上でございます。 

〇議長（菊地利勝） １０番。 

〇１０番（須藤軍蔵） それぞれありがとうございました。 

   住民の皆さんに、そうした面について安心感を持っていただく、そのことによって

住民の安心して地に足をつけた活動ができるんではないかなというふうに思いますの

で、行政の発信をさらによく広く広めていただきたいと強く要望をいたしておきます。 

   次に、先ほど申したように、村税は住民サービスの根幹をなす財源でありますが、

この表の中では、これ全て所得税、固定資産税など村独自の財源として、ほぼ、大体

９億程度の確保がなされているわけでありますけれども、若干のずっとプラスの傾向

にあるわけであります。これらが大玉村独自の施策であるところの、例えば給食費の

一部助成の実施、あるいは農業機械の共同利用の購入に対する助成、こうした村独自

の助成の基本となっている財源であります。こうしたものに加えて、さらにこの財源

の中から、いわゆる特会であるところの国保や、あるいは介護等、こうしたところへ

の繰出金というのもなされていると思うんですけれども、これらのいわゆる一般、そ

ういう財源から特別の会計のほうにも繰り出している、そういうお金について、事業、

あるいは大枠での金額などについて分かる範囲内でお示しをいただきたいと思います。 

〇議長（菊地利勝） 総務部長。 

〇総務部長兼総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えを申し上げます。 

   ご質問をいただきました各特別会計に対します一般会計からの繰出金につきまして

申し上げたいと思います。 

   初めに、国民健康保険特別会計に対する繰出金につきましては、内容的に保険基盤

安定負担金で３，０７２万７，０００円、財政安定化支援事業費で３５０万

６，０００円、最後に人間ドック事業費で３８８万４，０００円など、これら以外の

ものも含めまして総額６，４９２万５，０００円でございます。 

   次に、介護保険特別会計に対する繰出金につきましては、保険給付費で

８，６２５万円、地域支援事業費で８６２万２，０００円、低所得者保険料軽減事業

費で５５０万円など、総額１億１，６１４万８，０００円であります。 
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   次に、後期高齢者医療特別会計に対する繰出金につきましては、保険基盤安定負担

金で１，６００万円、保険事業費で８９万５，０００円、事務費で１４６万円など、

総額１，８３５万５，０００円であります。 

   次に、農業集落排水事業特別会計に対する繰出金につきましては、長期債利子及び

元金償還額の一部に対し５，６８９万４，０００円であります。 

   以上、４つの特別会計に対する繰出金の合計は２億６，７９１万７，０００円とな

っている状況でございます。 

   以上でございます。 

〇議長（菊地利勝） １０番。 

〇１０番（須藤軍蔵） それぞれ丁寧な説明ありがとうございました。 

   財政と事業の関わりの中で、もう１点は、今年度の予算を決定したのは３月１６日

でした。そのときはちょうどコロナ、いろんな対応策の真っ盛りで、中学校の卒業式

なども大幅に縮小して、そういう状況の中で事業が一応決められたわけでありますが、

このコロナ対策で対応にそれぞれ苦慮されたと思うんですけれども、こうした中で来

年に向けたところの村の振興計画、あるいは国土利用計画等々、さらにはまた今年の

村の重点施策として打ち出した健康長寿の事業展開等々、その遅れというものは否め

ないんではないのかなというふうに思われますけれども、こうした財政、あるいはコ

ロナの関わり等も含めて、その事業の現状、そして今後の推進方策というものについ

てお伺いをいたしたいと思います。 

〇議長（菊地利勝） 総務部長。 

〇総務部長兼総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えを申し上げます。 

   ご質問いただきました各種計画や事務の進捗状況でございます。 

   今後、１０年間の行政運営の方向づけと村づくりの基本となります諸施策を定める

第５次大玉村総合振興計画策定や第８期介護保険事業計画、そのほか国土利用計画大

玉村計画や大玉村都市計画マスタープラン、これらの各種計画の作成が本年度行われ

ておりますけれども、ご質問にありましたとおり、新型コロナウイルス感染症の影響

によりまして聞き取り調査等の着手が遅れた経過がございます。また、事務事業にお

きましても同様でございます。そういった経過がございますけれども、今現在は年度

内の策定完了、事務の進捗に向けまして、それぞれ事務作業を進めているところでご

ざいます。 

   今後につきましては、新しい生活様式に沿った感染症対策を徹底しながら、各種会

合や各種事務事業など、次年度に向けました取組を進めてまいる考えでございます。 

   以上でございます。 

〇議長（菊地利勝） １０番。 

〇１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   最初の表のところに戻る話になりますが、村独自の税収、あるいは交付税で全体の

大体５割程度を占める大きなものでありますが、村税は、村の事業としてどこにでも

振り向けられる財源ですから、自由です。おかげさまで、この固定資産税というのは
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堅調に伸びて期待されるところで、たしか５年たつとまた一定程度、つくったばかり

は入らないんだけれども、５年たつと課税するのかな、そういうことで、固定資産税

については引き続き一定程度増えるのかなと思いますけれども、あとはいずれ、たば

こなりそうしたことは、その予税によって当然、ずっと少なくなっているというのは

当然のことでありますが、私はこの今回を通して一番質問したい眼目は、この先、先

ほどまだちょっと分からないということでありましたけれども、しかしながら、法人

税、あるいは様々な税金、あるいは収入というのは落ち込んでくるというのはもう避

けられないというふうに思うんですね。 

   そういう中にあって、村が様々に今まで積み上げてきた村民の暮らし、健康、ある

いは教育、そうした、いわゆる住民サービスというものをさらに維持、発展させると

いうことを願う立場からでありますけれども、村長は、今年の村政執行基本方針では、

「人は活力の源」に始まって現下の行政課題に対応し、１０年、２０年後をしっかり

と見据えた村づくりをやるんだとして、子育て支援、給食費の一部助成、高齢者対策

等々の村民の暮らし向上をさらに一歩進めるんだというような内容のお話でありまし

た。さらにはまた、自らが掲げております村民に日本一近い村政だ、そういう実現に

邁進していくんだということが、村政執行基本方針の中で高らかにうたわれてあるわ

けでありますけれども、今ほどお話ししたような経済的な、あるいはコロナ禍の先が

まだ見通せない状況のもとでの今後のこうしたことに対する、さらにしっかりと村民

の暮らし、あるいは福祉、教育を守るという立場からするなら、大変な状況の中でも

引き続き、この立場で堅持してやっていただきたいというのが願いでありますけれど

も、これらについて改めて今後の村政執行の基本の姿勢を伺っておきたいと思います。 

〇議長（菊地利勝） 村長。 

〇村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   本当に、このコロナについては現時点でははっきりと数値がつかめないということ

ですが、もう既にかなり多くの企業が廃業しているという状況を見ますと、税金の低

下につながることは間違いないだろうというふうに考えています。それからあと、米

価も既に中通りのコシヒカリ、１俵あたり６００円少なくなるとか、農協の関係とか、

あまり収入が増えるという部分においてはいい傾向ではないなというふうに感じてお

りますが、これはコロナについては先が見えないということがあります。一過性で来

年になると落ち着くのか、３年も４年も続くのかということは、これ、誰にも分らな

い状況ですが、そういうコロナ禍にあっても、やはり行政は止まることができません

し、住民サービスは後退は許されないというふうに考えていますので、先ほど８億

２，０００万の財政調整基金等々のものがあります。それから、減債基金も含めてい

くと、１０億近い基金を持っているということになります。 

   この基金は何のために積んでいるのかということになりますと、災害時とか非常時、

それから大型事業等で財源が不足した場合、これを使うと。家庭で言えば、いざとい

うときのための貯金ということですので、こういう今は、言うなれば、コロナという

非常時に災害と同じだというふうに考えておりますので、必要な財政出動はしなけれ
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ばいけないというふうに考えております。国の地方創生臨時交付金を頂いて、今はい

ろんな政策をしていますが、現実には既にもう数千万のそれを超している政策も実施

をしておりますので、この段階では、やはり基金を使っての財政出動というのは今な

んだろうというふうに感じております。 

   それは、やはり住民サービスを後退させないということで、今計画しているデマン

ドタクシー２台にすることとか、それからあと今、生活バスとか福祉バスとかスクー

ルバスとか公共交通がいっぱいいろいろありますので、それをどういうふうに統合し

ていくかという公共交通システムの見直しということもできるだけ早く実施をしたい

なと。高齢者、子育て支援についても、しっかりと後退のしないように前に進めてい

きたいなというふうに考えております。 

   ただ、これが二年、三年と続いたときには、住民の皆様に我慢をしていただかなき

ゃならない事態が、どの場面というふうには言えませんが、可能性としてないわけで

はありませんが、そういうときには理解をいただきながら一緒に進めていきたいとい

うふうに考えております。 

   以上です。 

〇議長（菊地利勝） １０番。 

〇１０番（須藤軍蔵） 村長から今お話しされましたような、そういう姿勢を堅持してい

ただいて、村政執行に当たられるよう強く願いつつ、質問を終わります。 

〇議長（菊地利勝） 以上で、１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

   ８番武田悦子君より通告がありました「保育所の民間委託について」外１件の質問

を許します。８番。 

〇８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

しました２件について一般質問を行います。 

   初めの質問は、保育所の運営についてです。 

   令和３年から保育所の管理運営を社会福祉協議会へ移すとの説明がありました。大

玉村保育所は平成５年４月に始まり、当初の定員は６０名、それが現在では１５０名

となっています。保護者の仕事の形態や社会情勢が大きく変わってきたことが、ここ

に表れているのではないかとも思っております。村立の保育所だからこそ安心して預

けることができるという保護者の思いや、その一方、働く皆さんにとっては正職員に

なれないという処遇の問題もあります。保育所の入所児童数は、行政報告で報告があ

りましたので省きますが、職員の雇用状況はどのようになっているのか、伺います。 

〇議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（後藤 隆） ８番議員さんにお答えいたします。 

   現在の職員の雇用状況についてですが、まず村正職員については７名、会計年度任

用職員は４８名ということで、合計５５名いらっしゃいます。 

   内訳も説明いたします。 

   まず、会計年度任用職員４８名のうち、フルタイムが３２名、パートタイムが７名、

それぞれ保育士です。パートタイムの保育補助職員が４名、あとフルタイムの調理員
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が２名、パートタイムの調理員が１名、パートタイムの看護師が１名、パートタイム

の検査員が１名ということで、合計４８名です。 

   以上です。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） この間、村立保育所として運営を行ってきて、様々な課題に取り組

んでこられたと思っております。今現在抱えている課題、どのようなことがあるのか

伺います。 

〇議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   課題ということでございますが、近年、経済面で安定を望む共働き世帯が増加して

ございます。そういった方々の保育需要が増加しておりまして、特に育児休暇を取得

しないで、産後休暇後に職場復帰を望む方々が増えているのかなと推察されます。そ

れに伴い、ゼロ歳児の需要が増加傾向にあるということ、それからあと増加傾向にあ

る保育需要に対応するための保育士の安定的な確保、もう一つは一時預かり関係でご

ざいますが、それについての需要もあると。それからあと、拡大する保育需要に対応

するための保育室も必要かなというところがございまして、またあとそういったこと

に対応するための財源といったものが課題かなと思ってございます。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） この様々な課題がある中、大玉村保育所を公私連携型保育所として

社会福祉協議会へ移すということでありますが、まずこの公私連携型というものはど

のようなものなのか、伺いたいと思います。 

〇議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   公私連携型といいますのは、当初は公営で行っていた保育業務を民間に移すという

ことで、その際に協定等を結ぶと同時に、施設を無償にすると、かなり低額な金額、

もしくは無償に近い形で施設等を貸し出す、もしくは譲渡も含まれておりますが、そ

ういった手続を経て協約を結び、県に届けることによって公私連携型保育所というこ

とでの登録、それから各保育所の稼働ということになると認識してございます。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） この間、公私連携型保育所を社会福祉協議会へというのが前提とな

って、もう決まったことのように言われておりますが、社会福祉協議会、ここにする

というのは決定されたことなのかということをまず伺いたいと思います。また、この

社会福祉協議会へ移すメリット、これが何なのか、さらには公私連携型保育所として

民間に一度移してしまえば、それがもう未来永劫続くのか。例えば何か様々な課題、

問題がその民間の施設で起きても、そこの施設をそのまま民間として選択をするのか

どうか、このことについて伺いたいと思います。 

〇議長（菊地利勝） 村長。 

〇村長（押山利一） ８番議員さんに、社協に決まったのかという部分についてお答え申
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し上げます。 

   これについては設置要綱がございます。もう既に告示になっております。これは法

律に基づいて決めているわけですが、ここには、大きな都市の場合には公募、受ける

団体が幾つもあるところ、そういう社会福祉協議会とかそういうもの、それから私立

保育所を経営している法人とかそういうものがいっぱいある場合には、ここというこ

とでなくて、公募をすることができると。それからあと、緊急に、どういう場合が緊

急になるのかというのは、ちょっとこれは分かりませんが、緊急に移管しなきゃいけ

ない場合には公募によらなくてよろしいと。それからもう一つ、村長が必要と、首長

が必要と認めた場合には、公募によらないで決めることができるというふうな３つの

要件がございます。 

   大玉の場合には、社会福祉協議会、受けられる団体、大玉村社会福祉協議会しかな

いということで、村外の団体にお願いするということはあり得ませんので、社会福祉

協議会にお願いをするということで協議を進めていきたい。ただ、決定かというのは、

これから協定書を交わして、そして社会福祉協議会のほうの機関決定をいただいて、

受けますよというふうにならなければ、これは移管することはできませんので、現時

点では社会福祉協議会と話合いを進めながら、移管を前提にして進めてまいりたいと。

ここにある協定という中で詳しく決められますので、その内容についても担当部長の

ほうから説明させます。 

   以上です。 

〇議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   メリットということで、社会福祉協議会に移管する場合の社会福祉協議会が保育所

を経営する場合のメリット、村から持っていく場合のメリットということでございま

すが、社会福祉協議会、大玉村においては地域福祉における地域の核となる団体でご

ざいます。村においては、介護保険から放課後児童健全育成事業、いわゆる放課後児

童クラブといった子どもから高齢者まで幅広い年代が関わっており、村の福祉部門の

多くを担っていただいている団体でありますので、実務における安心感といったもの

もメリットの一つかなと思ってございます。 

   また、協定についてでございますが、仮にの話になりますが、協定先、いわゆる社

協が保育所運営にそぐわない状態、もしくはそぐわない団体であると判断されれば、

協定は取り消すこともできますし、期間もございますので、そういった更新もしない

という選択肢もございますので、議員ご質問のような、未来永劫、社協ができるのか

と、きちんとした適切な管理運営をしていただければ、ずっと将来、どの期間にわた

っての保育所運営になるか分かりませんが、そういったこともありますし、そうでな

い場合は公営に戻すことも可能ということで、ご承知をいただきたいと思います。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） 協定にそぐわなければというお話でありました。 

   これは、どのぐらいの期間をまず見て、そのような判断をされるのか、さらにまた
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その判断というのは、自治体が判断をするということでよろしいのか。 

〇議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   期間は５年ということで、これから協定の中に盛り込まれる予定でございますし、

その判断は、ご指摘のとおり、村ということになります。 

   以上です。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） 保育所が社会福祉協議会へ移るということが、もう既に大前提でご

ざいますので、この社会福祉協議会へ移るということになれば、現在の社会福祉協議

会、負担がかなり大きくなるのではないかなというふうに思うところもございます。

これまで以上に村からの支援というものが必要になってくるのではないかと思います

が、これらの点についてはどのように考えていらっしゃるのか、伺います。 

〇議長（菊地利勝） 村長。 

〇村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   移管する財政的なメリットとか職員に対するメリット等についてはお話をさせてい

ただきました。 

   社協のほうで負担、運営については、当然、今役場の中で健康福祉課のほうで運営

をしているわけですが、基本的には所長がおりますので、所長の下、先生方が話合い

しながら自立して運営をしておりますので、常日頃は入所するための手続とか、それ

からあと保育料の徴収とか、そういう事務的なことが中心となって役場のほうは関わ

っておりますので、保育内容等々については保育所内で完結しているということです

ので、それほど運営について社会福祉協議会のほうに負担はないだろうと感じており

ます。 

   ただし、そういう役場が今担っているような事務の一部をやはりやっていただくよ

うになりますので、これについては、前にも答弁しましたように、職員を１名、担当

として社協に置くか役場に置いといてやるか、これはこれから社協のほうと話合いを

するようになりますが、財政的なメリットということで、運営はやるわけですが、村

から例えば必要なものについては、財政的な面も含め、人的な面も含めて支援は継続

していくと。これ、大切な大玉村の宝の子どもたちを預かる施設ですので、決して丸

投げにして、そのままにしておくというようなことはないというふうにご理解いただ

ければと思います。 

   以上です。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） 職員の問題であります。 

   先ほど来、現在の正職員はそのまま村からの派遣、会計年度任用職員は社協の職員

というふうな形のことが示されておりますが、会計年度任用職員となって処遇も改善

されたというふうにも考えておりますが、社協の職員となればそれ以上、今まで以上

に、社協の正職員ということになれば、それだけで処遇が改善されるということだと
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は思いますが、そういう意味で全ての職員の処遇が改善されるのかどうか、伺いたい

と思います。 

〇議長（菊地利勝） 村長。 

〇村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   村の考え方としては、できるだけ多くの方を正職員にしていただきたいというふう

に考えています。 

   ただ、採用するのは社協ですので、やはり面接をして、あと本人の希望も聞かなき

ゃいけないと。私は正職員だと責任が重いので、そうじゃなくて、今までのとおりの

会計年度でいいですという方も多分出るかもしれません。ですから、お一人お一人、

社協に移管することになって、年度に入ってから、４月になってから、面接をしなが

ら、ある時点から正職員に切り替えるのか、事前に面接をしながらできるのかという

のは、これからの認可がいつになるかということも含めて、少し、若干流動的ですが、

できるだけ多くの方、安定した正職員にしていただければと、これは役場でするんで

はなくて、社会福祉協議会が任用するということなので、村としてはそれを望んでい

ると。必要があれば、財政的支援をしたいというふうに考えております。 

   以上です。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） この保育所が民間に行くということになれば、様々な不安を覚える

方もいらっしゃるのかなというふうに思っております。現在同様の保育内容、それが

維持されること、そして保育の質が低下しないということが大前提だというふうに思

っておりますが、これは何一つ変わらない、低下しないという理解でよいのか、伺い

たいと思います。 

〇議長（菊地利勝） 村長。 

〇村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   これで質が落ちる、サービスが落ちるということであれば、移管自体があり得ない

というふうに感じていますので、今、二人目以降無料化とか、それから一時預かり

等々について、それからあと村外の預かりに対する助成とか、それからゼロ歳児の在

宅の支援とか、そういう制度については一切変えるつもりはございません。それは維

持することが前提として移管をします。逆に、できれば、移管した時点でもう少しよ

くしたいと。まだ、ここではちょっと内容については詳しくは説明できませんが、移

管したことによって、維持したんではなくて、よりよくなったという形で移管して持

ってきたいなというふうに考えています。 

   以上です。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） これまで保護者への説明会など行われたというふうにも伺っており

ます。先ほど、認可というお話もありましたが、今後のスケジュールというのはどの

ようになっているのか、伺いたいと思います。 

〇議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 
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〇住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   現在予定しております移管までのスケジュールということでございますが、まず

９月、今月中ぐらいには保育所民営化計画を公表したいなと考えてございまして、必

要に応じて、先ほど質問の中に保護者説明会ございました。また、必要があれば、再

度の保護者説明会も、これ、ちょっと月は想定してございませんが、開催したいなと

考えてございます。１０月になれば、村と社会福祉協議会、それから保護者の三者に

よる三者協議会といったものを設置して、どういったことを、細かいことまで多分議

論が及ぶかなとは思うんですが、そういったことを詰めていきたいなと。 

   同時に、この頃になろうかなと思いますが、社協のほうでも体制を整えていただく

ための会議等を開催していただければなと、村のほうでは考えてございます。１１月

には、村と社会福祉協議会の間で公私連携型保育所に関する協定を、締結を考えてご

ざいます。協定の締結後、村は社会福祉協議会を公私連携型保育法人ということで指

定をいたします。同時期程度に、村の指定を受けた社会福祉協議会は、県のほうに公

私連携型保育施設設置届を提出して、これで認可と同等の効果と。民間がゼロから保

育所をつくる場合には認可というのが必要になりますが、公が既に設置しているもの

を公私連携型で手続をする際には、県からの認可という行為が出ないということを確

認してございますので、これで認可の手続は終了するのかなと思ってございます。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） とすれば、村と社協が協定を結び、その上で村が社協を指定し、さ

らに社協が県に届出をするということで、事務的な部分は終了するということのよう

ですので、スムーズに進めていただきたいというふうにも思います。さらに、この保

育所というのは、大玉村の子どもたちが健やかに成長する上で欠かせない施設であり

ますし、この大玉村の子育て支援施策の要となる部分でもあると、大変重要な意味を

持っているというふうに考えております。保育所を今後も変わらずに村の政策の中心

に据えること、そして子育て支援に取り組んでいく決意を改めて村長のほうから伺い

たいと思います。 

〇議長（菊地利勝） 村長。 

〇村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   先ほども申し上げましたが、大玉村の大切な宝の子どもたちをしっかりとやはり育

んでいくと、そして３年保育の幼稚園のほうにつなげていくということで、大変重要

な役割ありますし、大玉村の人口増加、人口維持のためにも、やはり保育所で預かる

ということは非常に大切なことですので、待機児童を出さないためにもやはりこうい

う政策は不可欠だなというふうに考えています。 

   これから、しばらくは増えるとも減る可能性はないだろうというふうに考えていま

すので、ゼロ歳児になるか１歳になるか分かりませんが、増築のことも考えておりま

す。移管して数年で増築の検討もしなきゃいけないなと、しっかりと受入れをできる

体制を引き続き取っていきたいなというふうに考えております。 

   以上です。 
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〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） 今後とも、しっかりした子育て支援の中心に保育所を据えるという

ことを引き続き取り組んでいただきたいというふうに思っております。 

   次の質問に入ります。 

   新型コロナウイルス感染症の拡大、これが止まりません。福島県内では、昨日、

９月９日で２４日連続して感染者が出ております。国は、これが第２波であるとは言

っておりませんが、広がっていることは事実です。これまでの対策では感染の拡大に

歯止めがかからなかった。では、何が重要なのか。やはりＰＣＲ検査を拡大していく

ことが感染拡大を抑制する大きな鍵になると思っております。 

   安達地方２市１村では、発熱外来を設置しております。行政報告では、８月１９日

現在で１０名の方が受診されているとのことですが、その後の利用状況はどのように

なっているのか、伺います。また、発熱外来を受診し、必要があれば、その場で検体

を採取し検査に回すことができるのかどうか、改めて伺いたいと思います。 

〇議長（菊地利勝） 健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（後藤 隆） ８番議員さんにお答えいたします。 

   発熱外来の村内の利用状況なんですが、８月１０日まで報告しておりますが、その

後ですけれども、２８日まで、８月末までの追加で８名の方が受診されてございます。 

   以上です。 

〇議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ＰＣＲ検査につきましては、現在、ご質問のとおり、安達地方広域行政組合で枡記

念病院のほうの敷地で現在実施しております。その後のＰＣＲ検査のつなぎというこ

とでございますが、付近にも複数のＰＣＲ検査する施設がございます。発熱外来で医

師の診断により必要ということになれば、そういった施設に最短でその直後程度に回

すことも可能かなと。現在、発熱外来は午後の診療でございますので、夕方遅くにな

ったケースが生じれば、もしかすると翌日の検査ということになる場合もありますし、

あとＰＣＲ検査が８月下旬のあの大規模な、大規模といいますか、クラスターが起き

た際には、相当数検査件数がございますので、そういった場合には後にずれ込むこと

もちょっと予想されますが、保健所のいわゆる調整によってスムーズにいくような現

在、体制は取っているのかなと思ってございます。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） ちょっと分かりにくかったんですが、結局のところ、発熱外来を受

診しました。その方は必要があればすぐ、その場ではないとは思いますが、その同じ

敷地の中の別な場所で検体の採取ができるということでよろしいのか、確認したかっ

たんですが。 

〇議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   大変失礼しました。そのとおりでございます。同一敷地内にＰＣＲ検査所もござい
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ますので、そういった形での検査体制となっております。 

〇議長（菊地利勝） 村長。 

〇村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   補足ですが、発熱外来の設置主体がいろいろあります。大きな病院で自分のところ

で発熱外来をやっているところは、そのままその病院でＰＣＲ検査をやっていれば、

即できます。安達管内の場合には、安達医師会の先生方が輪番で発熱外来を受けてい

るんで、先生が替わります、毎日。ですから、そこでＰＣＲ検査をするというのは体

制的に無理だということになりますので、その２０メートルぐらい離れたところに枡

記念病院で実施しているＰＣＲ検査所がございますので、そこで検査所のほうに空き

があれば、即、隣のほうに行ってＰＣＲ検査を受けることができると。 

   ただし、そちらのほうの枡記念病院のほうのＰＣＲ検査がいっぱいの場合には、こ

れはやっぱりやむを得ませんので、手続を取りながら空いているところに、行ってい

ただくというようなことになります。 

   以上です。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） この場合は、確実に症状が出た方が受診されるわけですから、先生

の判断で受ける、受けないということが決まるのかなというふうに思っております。 

   しかし、この様々なところで感染が拡大しているという状況があります。この医療

の現場、介護の現場、保育や教育、さらにはこの行政で働く皆さん、この住民の暮ら

しに深く関わる職場にいる皆さんが感染するということになれば、その影響はとても

大きいものがあるというふうに思っております。 

   東京都の「世田谷区モデル」というものが報道されております。誰でもいつでも何

度でも受けることができるとして、早期発見、早期治療につなげるというものです。

現実としても、まだそこまで進んでいないというようですが、この県内では、平田村、

さらには古殿町で、お盆の帰省を予定している大学生には無料でＰＣＲ検査を受けさ

せる。さらには、一般の方には有料ですが、ＰＣＲ検査ができるというようなところ

も出てきております。今現在の体制では、ＰＣＲ検査したい人が全て検査できるとい

うことになるには大変無理があるということもよく分かるわけですが、先ほど挙げま

した医療や介護の現場で働く皆さん、保育や教育の現場で働く皆さん、さらには行政

で働く皆さんのような方々が定期的にＰＣＲ検査を行えば、感染拡大を抑制すること

ができ、社会経済活動を継続すること、これが停滞しないということにつながるので

はないかというふうに思っております。 

   東京都千代田区では、区内の介護施設で働く職員４３０人に３か月ごとに検査を行

うというふうにしております。 

   発熱外来の新たな取組として、これらの仕組みを２市１村でつくることができない

のかどうか、いかがでしょうか、考えを伺います。 

〇議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 
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   ご指摘のとおり、医療機関、それから教育に携わる従事者の方、さらには行政職員、

住民の暮らしに必要な部署の職員に対して独自にＰＣＲ検査をすることができれば、

さらに感染が拡大し、ＰＣＲ検査の需要がさらに増加した際など、心配なく迅速に検

査を実施することができるということでは効果的のように思います。 

   ただ、現在、国・県につきましても検査の拡充を検討しているところでございます

ので、その動向も踏まえながら、ご存じのとおり、安達管内広域行政の事業でもござ

いますので、管内での協議をしてまいりたいと考えております。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） ２市１村だけで全てのものを負担してやるということには絶対的な

無理がございますし、国・県の財政的支援、この検査体制の支援というものも当然必

要になってくる事業だというふうに考えております。そういう点で、様々、国・県の

支援を求めるという行動は行われているのかどうか、伺いたいと思います。 

〇議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   先ほどの答弁で検討していくということでございまして、まだ国・県に対する要望

等については行ってございません。 

〇議長（菊地利勝） 村長。 

〇村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   これは２市１村で要望するということよりも、町村会としてはまとめて国のほうに

強く要望しています。市長会もやっている。地方自治６団体が、かなり強く国に助成

すべきだと、もっともっと検査所を拡大すべきということについては強く要望してお

りますし、県もかなりの覚悟を持ってこれを拡充するというふうに今取り組んでおり

ますので、なかなか２市１村でやるとなると、検査所の手配とか、現実的には１０万、

平田とか、あの数千人のところだといろいろ、あと自分のところの診療所を持ってい

るとか、あとは条件がそろっていればできるんですが、まず２市１村の場合には、な

かなかＰＣＲ検査のできるところは枡記念病院という状況の中で、ちょっと厳しいか

なと。 

   ただ、前と違って非常に簡単に検査が受けられるようになっております。ちょっと

入院すると必ずやるとか、例えば枡病院でも出ましたが、そのフロアにいる担当者何

十人も全部調べるとか、各施設の濃厚接触でなくても調べるとかというのもできてき

ておりますので、拡充は順次、今はできているんじゃないかなというふうに感じてお

ります。 

   以上です。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） 検査体制の充実が進んでいるということも理解はしておりますが、

様々な時期を捉えて、そういう点についても要望をしていっていただきたいというふ

うに思います。 

   この新型コロナウイルス感染症での休校から学校の再開、夏休み短縮などで、子ど
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もたちの心と体に大きな影響を及ぼすとともに、教育現場にも混乱が起きているので

はないかと思います。今年の異常な暑さの中、密閉を避けるために窓を開けなければ

ならない。そのためにせっかくの冷房も効かない。あまりの気温上昇に対応するため、

午前中で学校が終わり、子どもたちは一番暑い時間に下校する。どこか矛盾があるの

ではないかなというふうにも思っておりました。また、休校に伴い授業時数が足りな

い、その遅れを取り戻すために、子どもたちに相当な負担を強いるカリキュラムにな

っているのではないかとも思います。大切なことは授業時間の確保ではないというふ

うに思います。子供たちが分かるということが重要であると思います。教育にとって

何が重要なのか、十分検討する必要、検討する時期にあるのではないかと思います。

考えを伺います。 

〇議長（菊地利勝） 教育長。 

〇教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今まで例のなかったようなあの長期の臨時休業等々、本当に学校現場が大変混乱し

た状況にありました。しかも、年度末、年度初めという非常に大事な時期にこういう

事態に遭ったものですから、基本は感染拡大防止と、そして子どもたちの学びの保障

をどう両立させるかということで、ずっといろいろ改善を図ったり、教育課程の見直

し等々をやってまいりました。今現在なんですけれども、つい最近、昨日かそれぐら

い、国のほうから調査が来まして、各学校のその遅れの状況とか取組の状況について

の調査があったんですけれども、小学校、中学校ともほぼ正常な教育活動に移行にな

っているというようなこと、そんな報告をいただいております。 

   ご指摘ありましたように、大変つらかったのは、夏休みを大幅に短縮しなきゃなら

なかったというようなことがあります。通常ですと、７月２１日から８月２３日まで

３４日間、夏休みだったんですけれども、今回、いろんなことを勘案しまして、８月

１日から８月１６日までの１６日間、つまり１８日間、夏休みを短縮せざるを得なか

った状況にあります。そして、今、２学期始まったんですけれども、２学期になって

いきましたところ、暑さというようなことで、今度は感染拡大と暑さとその両方の対

策を考えながら、校長先生方、先生方と話合いをしながら、今教育活動を進めており

ます。 

   ご指摘ありましたように、学校の役割というのは、私は教師も含めた子どもたちの

学び合いの場であるというようなこと、そこが一番大事なことなんだろうと思います。

それから、また学校での子どもたち同士、子どもたちと先生方のその語り合いという

んですかね、そういったことが保障されるというか、そういった活動をすることが学

校の活動なんだろうと思っています。 

   それから、ご指摘ありましたように、授業時数の確保というようなことでは言って

いません。私は、あくまでも子どもたちに、その各学年で教える、習得させる内容が

あるわけですけれども、内容の獲得、つまり学びの保障をどうするか、それには授業

時数を伴ってくるわけですけれども、ですから、授業時数を確保したからそれで終わ

りじゃなくて、まず子どもたちの習得すべき中身を大事にしながら、結果としてそれ
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が授業時数に入ってくるという。ですから、仮の話というか、本音なんですけれども、

授業時数を下回っても、これは内容を獲得していっていけばそれでいいのかなという

ようなことで、教育の在り方を考えています。 

   それから、どうしても３密というようなことで、いろいろその学校の活動について

の制限等もあるわけですけれども、そういった中で、新たなこの授業のやり方みたい

なことについていろんな方が論評している部分がありまして、この前、校長会で話し

ましたのは、今まで、どちらかというと、これからの、今新しい学習指導要領が始ま

ったんですけれども、やっぱり対話的で深い学びというようなことで、どうしても話

合いというようなことが大事になってくるんだけれども、それだけに頼らないで、五

次元にもっと言葉をちょっとシフトして、導入を大事にするとか板書を大事にすると

か、あとまとめを子どもの言葉でまとめていく、そういった形で中身を定着させるよ

うな、そういう学習の在り方について考えていく必要があるのかなというようなこと

を言われていますので、そんなことについても先生方と話合いをしながら、この難局

を乗り切っていきたいなと、そんなふうに考えております。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） 子どもたちの学びをどう確保していくのか、大変重要で大変難しい

問題でありますが、このコロナに対する対策として３密を解消するということがござ

います。この３密を解消する上でも、子どもたちの学力を伸ばし、一人一人の個性に

寄り添った支援を行う、このためにも少人数学級の実現、これが欠かせません。 

   ７月初め、全国知事会、全国市長会、全国町村会の３会長が連名で、新しい時代の

学びの環境整備に向けた緊急提言を出しました。提言では、政府に、子どもたちの学

びを保障するために少人数編制を可能とする教員の確保を早急に図るよう強く要望し

ています。少人数学級を実現するために本気で県を動かし、国にその実現を迫ってい

く、現場をよく知る教育長にぜひ頑張っていただきたいと思っております。考えを伺

います。 

〇議長（菊地利勝） 教育長。 

〇教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   さきの６月議会でもお答えいたしました。少人数学級の必要性、今回、このコロナ

の問題でますます重要になってきているのかなというふうにも考えられます。 

   先ほど、ご指摘ありましたように、首長さんたちの会議のほうでもいろいろな提言

というのはありました。我々も、私は町村教育長会という会があって、あと市のほう

は都市教育長会という会があって、合わせた形が市町村連絡協議会という会がありま

す。その会で、毎年、県のほうに知事、それから議長さん、それから担当のほう、そ

れから教育委員会にも行って、要望・陳情を行ってきました。今年度も７月末に行っ

てきたんですけれども、そのことをずっと引き続いて行っていますが、今回はコロナ

の問題がありまして、そのコロナの感染に対する健康安全、それから学びの保障とい

うようなことで、そういった様々な要望を行ってきました。それから、全国組織もあ

りますけれども、そういったところでも同じような活動を行っております。 
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   今後も、引き続き本気になって取り組んでまいりたいと、そんなふうに考えており

ます。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） この少人数学級の導入については、政府の教育再生実行会議でも少

人数学級にすべきという提言がまとまっているというふうにも聞いております。ぜひ

とも、この少人数学級の実現に向けて取り組んでいただきたいというふうに思ってお

ります。 

   今回の補正予算には、ＧＩＧＡスクールの費用、契約が計上されております。これ

も大変重要なことであります。しかし、常に子どもたちと関わる教職員が疲弊してい

くばかりではよりよい教育は望めません。未来を担う子どもたちの教育に教員を増や

すことが今こそ求められております。全国町村会でも提言に加わっております。村長

からもぜひ声を上げていただきたいと思います。考えを伺います。 

〇議長（菊地利勝） 村長。 

〇村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   福島県は、既にもう少人数学級３３人程度、３０人程度学級、文科省の基準だと

１学級４４名ですが、毎年、３３名で福島県は少人数学級でやっていますので、ある

面は２５人が理想みたいなことを言いますが、３０人、３３人程度学級については、

少人数学級は、福島県は頑張っているなというふうに感じていますが、この前、県会

の移動政調会がありました。県会議員が３名ほど大玉に来られて、その際にも強くお

願いをしました。毎年、３３人学級が実現できるかどうかは、毎年、予算を審議する

んですね、その都度。ですから、今頃は、来年の４月から３３人学級でできるかどう

かが決まらないというような、そういう中途半端なことなので、こういうことはいか

がなものかと、腰が据わっていないということを強く県議のほうにお話をしましたら、

県議の一人も、政調会の会長さんかな、私もそれについては疑問を感じていたので、

県議会として検討させてもらいますというような返事をいただいていますので、あと

はもう教員の増配をぜひ強く要望していきたいなと。 

   前に、県の教育長とお話をする機会がありましたので、直接、いろいろと問題点は

提言をさせていただいた経過がございますので、これからも続けてまいりたいと思い

ます。 

   以上です。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） 教員の問題は、それこそ正職員の問題等々、様々な問題があります。

教員の成り手が少なくなっているなどという問題も出されております。様々な課題が

ある中ではありますが、ぜひとも少人数学級実現に向けて皆さんの努力を今後ともよ

ろしくお願いを申し上げます。 

   新型コロナウイルス感染症が拡大していく中、様々な活動が自粛や中止というふう

になっております。もちろん感染拡大防止の点から必要なことでもありますが、この

感染症の収束は数年単位での取組が必要だとも言われております。この間、自粛で外
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の活動に参加しなくなった、いろんな人との関わりが少なくなったという方も多いの

ではないでしょうか。特に高齢者にとっては、外との関わりが少なくなっていくこと

は、マイナスになることのほうが多いのではないかと思います。これからは、感染対

策をしっかり行った上での社会活動が求められてくるというふうに思っております。

この対策はそれぞれに取り組まれておりますが、特に高齢者が集う地域でのサロン活

動などでは、どの程度感染対策が取られているのか。 

   公共施設を利用した活動では、手指消毒薬などは施設のものを利用することができ

ますが、集会所では全てのところに設置されているというふうなわけではないと思い

ます。また、感染対策の理解も様々ではないかというふうにも思っております。サロ

ン活動を進めるに当たっての感染対策の指針や手指消毒薬、さらには非接触型の体温

計など、備品の支援も必要ではないかと思います。考えを伺います。 

〇議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   高齢者の外出機会の減少ということでございます。これは本村も含め、全国的な大

きな問題となっていることは認識してございます。本村においても、村の公的な行事

をはじめ、各種団体、今言ったサロンも含めてでございますが、活動が自粛が余儀な

くされて、様々な活動が中断、再開に至らないという状況もございます。地域のサロ

ンにつきましては、社協事業ということで取り組んでいただいておりまして、その開

催形態、村の職員が一緒に同行して事業に参画するもの、それから社協の職員さんが

ついていくもの、またそうではないものということで、様々な形態でそれぞれの場所

で活動がされております。 

   感染防止対策につきましては、やはり議員ご指摘のとおり、マスク、検温、それか

ら消毒といった最低限の防止対策が必要かなというふうに思ってございます。国が示

している新しい生活様式の対応を徹底していただくよう社協のほうとも協議をして、

なるべく強くお願いしてまいりたいなと考えてございます。また、そういった入手困

難とか、あと費用の面で社協施設に対する補助金等もございますが、そういった面で

難しいという場合には、これも村のほうで必要なものは購入して提供するというよう

なことも検討したいというふうに考えてございます。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） 備品については、ぜひサロンごとに支給していただけるといいなと

いうふうに思っております。特に非接触型の体温計、あれはかなり高額でもあります

し、値段も様々ですが、それ１本あれば安心して、そして毎回、熱を測るということ

が蓄積されていけば、皆さんそういう生活が当たり前だというふうになっていくのか

なというふうにも思いますので、ぜひこの部分についてもお願いをしたいというふう

に思っております。 

   さらに、先日、新型コロナウイルスへの感染により介護施設が閉鎖になったという

ことが発生いたしました。村内でもこの施設を利用している方がいると思いますし、

施設の閉鎖によってデイサービスやショートステイを利用できないという方がいると
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思っております。これまでこれらのサービス、定期的に利用されていた皆さん、家族

の負担軽減はもちろん、本人も落ち着いた生活を送ることができていたわけですが、

施設を利用できないことで混乱、さらには認知症の進行に大きな影響があるのではな

いかと思います。幸い、またこの施設、利用できるようになったという話も聞いてお

りますが、このような場合、利用できないのは閉鎖したその施設だけではないと。近

隣の施設も、その施設を利用していた方の利用はご遠慮いただくというふうになって、

どこも使えないという現実がありました。本当に困ってしまう皆さんに自治体として

できることはないのかと、この点について考えを伺いたいと思います。 

〇議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   介護施設の入所利用者、それから介護従事者の感染が確認されたということでござ

いまして、施設も閉鎖されたということで、国は、介護を受ける方の負担にならない

ような施設の消毒対策、かなり感染第１波と言われている状況の際には１週間程度の

閉鎖というのもございましたが、県では、数日、場合によっては１、２日という事例

もございます。速やかにサービスを再開できるよう求めておりますけれども、一定期

間は利用できない、感染の状況によっては、そういった状況は発生しておるというこ

とで承知しております。このような状況が発生した場合、村としても情報の収集をす

るとともに、地域包括支援センターなどと連携を図りながら、サービスを利用する方

の担当ケアマネジャーの方と協議をしまして、他の介護施設で同様のサービスが受け

られるよう支援をしてまいりたいと考えてございます。 

   なお、通所施設につきましては、代替え施設を調整することはある程度可能かとは

思われますが、入所施設等につきましてはベッド等の居住スペースの確保の問題もあ

ることから、入所可能な施設間での調整、連携を促すことも検討してまいりたいと考

えております。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） ただいま伺った話、そのように進めばいいんですが、現実的には、

その閉鎖となった施設を利用された方は、ＰＣＲ検査を受けても、うちの施設では受

入れは当面は自粛してくださいというのが現実だったようであります。なかなか受け

入れるほうとしてもリスクを抱えた方を受け入れたくないというのも分かりますが、

では、残された本人はどうすればいいのかと。家族のストレスはたまる一方というよ

うな現実もありましたので、これからこういう事案が発生しないとも限りません。ど

のような対策が本当にあるべき姿なのか、保健所の皆さんから言わせれば、ＰＣＲ検

査、この濃厚接触者でもない方が、ほかの施設の利用ができないというのはあり得な

いというような考えですが、施設からすれば、やっぱり少しでもリスクのある方の受

入れはというのも分からないわけでもないんですが、その辺の、村からどういうこと

なんだろうというようなお話を聞いていただくとか、少しでも早くそういう利用の再

開につなげられるような支援をしていただければ、大変ありがたいなというふうに思

います。 
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   先ほどのＰＣＲ検査拡大の中でも示したように、社会を支える基盤として、高齢者

や障がい者、子どもたちを支える現場で働く皆さんがいらっしゃいます。国の２次補

正で、高齢者や障がい者を支える現場で働く皆さんには、慰労金というものが予算化

されました。しかし、保育所や社会的養護関係施設、児童福祉施設などの皆さんには、

この慰労金の対象から外れるということになりました。愛知県や山形県など、自治体

によっては保育所や学童保育で働く職員に慰労金を支給するというところもございま

す。大玉村ではできないものか、考えを伺います。 

〇議長（菊地利勝） 村長。 

〇村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   まず、国のほうで医療従事者とか、あの関係ですね、看護師さんとかお医者さんと

かについて慰労金を支払って、その後、介護関係とか、それからあと障がい者関係の

職員の方に慰労金を払いました。これは、医療関係者については感染の危険性が高い

ということと、それから非常に緊張を強いられるということに対する慰労だと、過重

労働もありました。それからあと、介護及び障がい者についても感染をすると重篤化

しやすいということですから、やはり職場もその緊張を強いられる大変厳しい中で勤

務をするということで、追加で出されたというふうに理解をしております。 

   翻って、保育所とかという形になりますと、範囲を特定するのは難しいということ

があります。保育所はお子さんと接していますし、幼稚園も小学校もボランティア等

も、そういうふうにお子様と接している、そして高齢者と接している、例えばサロン

もそうですが、範囲の特定が非常に難しいということと、やはりこれは市町村単位で

はなくて、国・県単位で取り組むべき事案かなというふうに考えていますので、これ

は国・県のほうでも随時、範囲は拡大している動きがありますので、少し見守りたい

というふうに考えております。 

   以上です。 

〇議長（菊地利勝） ８番。 

〇８番（武田悦子） いつになるのか、先が見通せない現状にあります。冬に向けてイン

フルエンザの予防と併せて、コロナ対策が進められるという話も出ております。そん

な中でも、経済活動の再開が求められています。新しい生活様式は、今後も求められ

ることになると思いますし、感染対策も大変重要になってくるというふうに思ってお

ります。それぞれの時点で、何が重要なのか、何が求められているのかしっかりと把

握をしながら、対策を進めていくようお願いをし、一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

〇議長（菊地利勝） 以上で、８番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後３時１０分といたします。 

（午後２時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後３時１０分） 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） ６番佐原佐百合君より通告がありました「大玉村保育所の民営化に

ついて」外２件の質問を許します。６番。 

○６番（佐原佐百合） ６番佐原佐百合です。 

   議長の許可を得ましたので、さきに通告してあります３件について、これより一般

質問を行います。 

   まず初めに、大玉村保育所の民営化についてです。 

   さきに質問した議員さんと重なる質問もあると思いますが、質問させていただきま

す。 

   大玉村保育所の民営化計画については、令和２年６月に議会の全員協議会で当局が

今後のスケジュールと変更点の説明がありました。７月には保護者説明会が開催され

ましたが、保護者や保育士の皆さんからは、「保育士の皆さんの質は変わらないのか」

「民営化の具体的な内容が変わらない」「保護者会の中では不満は出なかったけれど

も、先生方を心配する声も出ていたようだ」などの声が聞こえてきました。 

   保育所民営化に伴う保護者や保育士の不安も踏まえ、大玉村保育所民営化計画案の

目的である、保育士の確保と保育サービスの質の向上、保育所の安定的な運営につい

て伺います。 

   （１）の人数については、先ほども行政報告やさきの質問にありましたので、カッ

トいたします。 

   （２）です。民営化に向けて、保護者の皆さんや保育所で働く皆さんにアンケート

をとるなど、意見を聴く機会はあったのか、お伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   保育所の民営化に際しまして、７月２日に保育所全職員を対象とした職員説明会を

開催してございます。 

   また、同月２１日には、保育所に通所ご利用いただいている全児童の保護者を対象

とした保護者説明会を開催してございまして、それぞれ民営化の趣旨、内容の説明、

計画の説明、出席者との意見交換を実施してございます。 

   なお、職員説明会の開催前の６月の時期でございましたが、民営化に関する質問等

を事前に質問書ということで、職員の方に出していただいて、回答を頂戴しています。

具体的な、数的には１３項目で、合計９６個の質問がございました。 

   また、今後も必要に応じて、保護者会、説明会を開催いたしまして、保護者の皆様

のご理解を得ていただくと。それから、職員に対しても、協議の中で、そういった

様々な疑問点を潰していくといった作業も進めたいと考えてございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 先生方には事前に質問書、意見をいただいたということで、

１３項目、９６件あったということなのですが、特にどういった内容、言いづらいの

かもしれないのですが課題などが見えてきたのか、もしくは、私もちょうど、行政か
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ら民営化になる現場で働く者として、現場の声を吸い上げてもらえなかったというの

はすごく苦しい思いをしておりました。 

   なので、上がった９６項目、これが保育所の先生方とで共有されているのか、もし

くは所長さんだけでも、この課題をどうやって向き合ったいくかみたいな、そんな話

し合いは持たれたのでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   質問書の中のおよその傾向でございますが、給与、それから休暇等、雇用形態、人

事といった、そういった処遇の問題というのが、当然あります。当然あると認識とし

ておりますが、そういった項目がかなりの部分を占めてございました。 

   その後、保育所の職員の代表の方といいますか、月例の打ち合わせがございました

ので、そこにも出席させていただいて、意見等を交換しております。 

   また、今後は、受入れを予定してと考えております社会福祉協議会、それから、保

育所、私どもとして細かい話の詳細について打ち合わせをしていきたいと考えてござ

います。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 処遇については、また次の項目で質問しますので、次の質問に入

らさせていただきます。 

   （３）についても、先ほど雇用体系などは、質問されていましたので、こちらもカ

ットさせていただきます。 

   （４）の管理運営を社会福祉協議会に移管するに当たり、職員の処遇を定めた具体

的な規定、計画があると、将来の希望を持って責任ある仕事ができると思うのですが、

計画を立てているのかお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   職員の処遇を定めた具体的な規定、計画ということでございますが、現在、社協で

は職員の給与規定というのがございます。ただ、今後、保育職を社協で運営していく

際に、その給与規定が合致する部分についてはそのまま準用することになると思われ

ますが、保育職という、今現在、社協にない職種が入るということもございますので、

必要によっては、内容の改正等々も必要になるのかなと思ってございます。 

   これらにつきましても、先ほど答弁いたしました社協側との協議等で詰めていきた

いと考えてございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 社協の規定があると思うのですが、例えば、先生方もこれから面

接があるようですけれども、定年は何歳までとか、あと村から派遣される職員の先生

方も何年私たちは社協の中で保育士をしなきゃいけないのか、定年はどうなのか、そ

んなことがはっきりしていないと、何か目標を持って仕事ができないのではないかと

感じます。 
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   なので、今、保育所では保育士の資格を取るために制度があって、再就職してから

保育士の資格を取っている方がいらっしゃるとお聞きします。そういう方も年齢が結

構高くなってから取られていると聞きますので、いきなり定年が６０歳ですなんてな

ってしまったら、かわいそうかなと思いますので、きちっとその辺は先ほど部長もお

っしゃいまいしたように、保育士の先生方に見合った処遇を明文化していただけたら

と思います。 

   これから面接ということなので、村かもそういった指導を社協にしていただいて、

規定等とつくっていただけたらいいなと思って質問いたしました。 

   次の質問ですが、村の備品について質問いたします。 

   私も民営化に移行するときに、個人情報の入っているパソコンとかは、全部撤収を

されました。今、保育所でも、多分パソコンを使われていると思うんですけれども、

以前見学に行ったとき、そんなに台数があったような気はしませんでした。パソコン

の台数が少なく、保育士の先生方は、みんな手書きでいろいろな書類を書いていると

も聞きました。 

   なので、パソコンをはじめ保育所で必要な物を準備していただけるのか。あと、特

に大事なものが入ったパソコンみたいな物を撤収された後、するのかどうかもまだ分

かりませんけれども、その辺も踏まえて備品関係についてお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   施設自体は同じところでございますので、そういったところは何ら変わりませんが、

備品等についてですが、リストの借用元の手続等は必要かと思いますが、基本的には

無償貸与という予定でございます。 

   質問にございましたような、パソコンにつきましては、現在、行政情報伝達のため

のＬＧＷＡＮ回線といった行政専用の回線のネットワークを使っているパソコンが今、

配備されてございます。これは、公共施設間のみのネットワークでありますので、こ

のパソコンと回線については、撤去することになるかと存じます。 

   ただ、パソコンがないと今、仕事が回らないというのも当たり前の話でございます

ので、これに代わるインターネット等のネットワーク設備、それからパソコン等は必

要となりますので、こちらで準備をしていきたいと考えてございます。 

   また、これらのほかに民営化に伴い、必要な備品等につきましては、事前に村が準

備する予定でございますので、社協とも協議の上、整備を進めたいと考えてございま

す。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 先生方の仕事の効率が上がれば、保育に対しての、十分子どもた

ちへの対応も手厚くなると思いますので、ぜひその辺は解消していただきたいと思い

ます。 

   次に、年齢の低い児童は、家庭的な小さな環境のほうが保育に向いていると伺って

おります。その子どもたちも、過ごしやすく、保育がしやすい環境にするためには、
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もう１か所保育所が必要ではないかと考えました。万が一、片方の保育所が、今回み

たいにコロナ感染が起きてしまったり、今後、インフルエンザの感染で休所になった

としても、休むことなく運営できるのではないかと思います。その点について考えを

伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   新たな保育施設を整備するということになりますと、他市町村の例で５億前後、直

営で毎年新たに数千万程度の予算が要するというような試算もございます。 

   村で設置するにつきましては、予算の確保が相当困難かなと思ってございます。 

   なお、新型コロナウイルス感染の拡大ということで、一時的に休所になった場合、

一部の濃厚接触者を除いて、全所消毒を数日で行い、先ほども答弁しましたが、以前

ほど、一週間とかその程度の日数を要していない今の状況でございますので、万が一

長期になる場合には、ほかの公共施設等を代替えの保育所施設として継続を続けてい

くというような考えで進めたいと思っております。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 新たな保育施設ということもあるでしょうけれども、私が思った

のは包括支援センターを多分、一度保育のために整備されたと思うんですけれども、

新たに設置しなくても、そちらをもう一回再整備して、せめて保育所２つつくるので

はなくて、ゼロ歳児だけとか、１歳児だけとか、そういったふうに分散をさせるとい

うことは考えられないのでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   もう一つつくるというのは財政的にも、これは大玉の規模からいえば不可能だとい

うふうに考えていますし、今のものを活用するのが一番と。 

   包括支援センターについて、今も使っています、広いところ。ですから、通常も使

っておりますし、足りない分は、先ほど言いましたように、増築をしたいというふう

に考えていますので。これがすぐに来年できるか、再来年できるかというのは、財政

の問題もあります。移管をすれば、国の補助がもらえるので、今よりはやりやすいん

じゃないかと。これは、村で負担をして増築をするようになろうと思います。施設に

ついてはですね。 

   ですから、それで十分、対応できると。園庭、保育所の前庭が狭くなった場合には、

改めて近隣で確保できるかどうかも併せて検討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） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 包括支援センターを今も活用しているとのことですが、それは通

常ではなくて、ずっとそこを拠点に使用しているわけではなくて、遊ぶときとか、そ

ういうときの利用だと思うんですが、そうではなくて、今、１５０人まで定員を増や

すということで、増設は多分考えていらっしゃると思うんですが、何かあそこに
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１５０人、先生入れたら２００人というよりも、少し分散したほうがいいのではない

かと思いました。 

   それともう一つ、今、保育所では若い保育士さんたちがいらっしゃって、産後明け

に一緒に通勤してくる保育士さんもいらっしゃると伺いました。私のこれは個人的見

解になるかもしれないんですが、一緒にお母さんと保育所に来て、何で僕のお母さん

は違う子どもの面倒を見ているんだろうとか、何か複雑な気持ちにならないのかと。

あと、発表会などあるときにも、少し、やはり影を潜めて見ているなんていうお話も

伺いました。２つ、もしあれば、もし今後、社協になったとしたら、学童の関係とも

どうなのかと思うんですけれども、双方、今までは村でやっていた場合は幼稚園とか

あったので、多分、異動とかということもあるんでしょうけれども、今後、民営化に

なると１カ所なので、そういった心配はないのかと思うのですが、この点については

どうでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答えいたします。 

   そういう提案を過去に保育所のほうにしたことがあります。そして、あそこに台所

をつくって、厨房をつくってやるということも考えましたが、やはり保育所が２カ所

になると管理が難しいと。逆に、いいように感じますけれども、実際は２カ所に分か

れると所長が大変、管理ができない。看護師も行ったり来たりしなければならない。

ということで、やはり、保育所としては１カ所で実施をしていくのが、やはりやりや

すいということで、補完的なものとして、１歳か２歳、ゼロ歳は行きませんので、包

括支援センターを今現在使っているということですので。 

   それは、増築をして、しっかりと設備をすれば、問題なくできるだろうということ

と、この子どもの数が増えることが、あと幾ら、何年続くかということを考えなけれ

ばなりません。ほかの市町村は全部子どもが減っているんです。大玉村は今、増えて

いますが、あと５年、１０年後に増え続けるかというと、福島県全体、日本全体が減

っているときに、大玉村だけが子どもが増え続けるということはあり得ないと考えて

います。ですから、１０年、２０年後のことも考えると過剰投資は控えたいというふ

うに考えております。 

   そして、今、きちっと対応できる設備でやっていきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 以前、保育所のほうに確認を取られて、そういったことだったん

だということ。でも、以前と今は状況が変わっていると思うんですけれども、それで

も同じだと思われるのでしょうか。個人的見解ですけれども。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答えいたします。 

   保育所という大切な子どもを預かっているわけですから、こうしたほうがいいんじ

ゃないかという程度では、やはり動くことはできないということなんです。 
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   やはり、きちっと安全性を考え、効率性を考えて預かると。２カ所に預ければ、ゼ

ロ歳児はお母さんはあっちに行く、ゼロ歳児を降ろして。今度１歳児は、今度こっち

に移動してきて降ろさなければいけないと。朝の混乱するときに、あっち行ったり、

こっち行ったりになります。 

   ですから、理想はやはり１カ所で、きちっと預かるということだというふうに考え

ております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 村としての考え、十分に承知いたしました。 

   保育士の確保と保育のサービス、質の向上、保育所の安定的な運営をするためには、

保護者の皆さんや保育所で働く皆さんの声を十分に聴き取り、共有し、反映していっ

ていただきたいと思います。 

   ぜひ、現在の保育所の現状を皆さんも現場に行かれて、見ていただいて、現場の声

を拾って、民営化に進めてほしいと思います。本当に先生方、大変です。薬を預かれ

ば、全員の薬のチェック、朝、昼、飲ませなきゃいけない薬のチェック、今は午睡チ

ェックといって、どういう状態で体の向きを変えて寝ているかなんていう、すごい大

変な労働力だと思います。ぜひ、そんな中でやっている先生方の声を拾って、進めて

いっていただきたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   大玉村が目指す自主防災組織について伺います。 

   今年も大雨や台風の影響で九州や沖縄などで大きな被害が発生しました。本村でも

いつ起こり得るかもしれません。災害が起きたら、自分や家族の命を守るために行動

しなくてはいけない、普段から意識して考えている方もいると思います。 

   村は、いつ、どこでも起こり得る自然災害に対し、自助・共助の基盤となる地区単

位による自主防災組織の組織化を計画しています。令和２年度の重点事業でもある地

域防災力の強化について伺います。 

   以前から議会で話が出ているので自主防災組織の話は、私たちは知っていますが、

村民の皆さんは知らない人が多いと思います。改めて村民の皆さんに伝わるように、

自主防災組織とは何なのかを伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   自主防災組織につきましては、行政等による公助とともに、地域住民の方々が自主

的に連携、それから自立・共助による防災活動を行い、その地域の特性に合った有効

な防災対策を講じることにより、災害による被害の予防、軽減を図るということでご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 多分、行政から伝えていただける内容としては、そういうふうな
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答弁になるのかとは思いました。 

   でも、まだ少しそれでも、よく具体的には、すっと、なかなか自主的に地域で何か

進めなきゃいけないということはわかっても、ちょっと、まだまだ伝わりにくいです。 

   そこで、近年、災害に対して事前に何をすべきかを考え、自主防災組織の設立を検

討する地区もあります。二本松市や本宮市、災害協定を結んでいる北塩原村では、ホ

ームぺージで広報し、相談も受けています。本村では、設立の支援までをどのように

行う予定でいるのかお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 自主防災組織が何をするかということを、若干補足をさせていただ

きますが、災害が起きる、今回の台風みたいに、大きな災害が起きるだろうというと

きに、避難所を設置したり、事前に防災の対策を講じたりと、全村的なことについて

は、当然、行政が担うことになりますが、実際、独り暮らしの７５歳以上の高齢者が

今、１１２名実際におられわけです。７５歳以上で、独りで暮らしている方とか、地

域にいる。そうすると、その方全部に対して行政の職員が、現実に災害のときに行っ

て関わることは困難ですので、常日頃から地区で、先ほど言った役場がやるのは公助、

それからあと、地域がやるのは共助、それから自分の命は自分で守るというのが自助

ということになりますから、その共助の部分を自主防災組織で担っていただくという

ことで、常日頃から、どういうふうに逃げましょうねとか、どういうふうに避難しま

しょうねとか、それから、独り暮らしの虚弱の方とか老々世帯がいれば、誰が、じゃ、

連れて避難所まで行きましょうとか、そういう地域での助け合いの組織という形が中

心になるだろうというふうに考えています。 

   それに対しては、村は一定の助成をして、そして日頃から活動していただいて、で

きれば虚弱高齢者とかの日常的な見守り、元気かなという孤独死なんかが起きないよ

うに、地域でしっかりと見守るというところまで、期待をしたいと。 

   今、現在は１５区が、６番議員さんが所属しているところ、１５区が立ち上げに向

かって進んでおります。 

   それに対して、５区と６区のほうから、１６区と５区が、区長さんが行って、一緒

に研修をするという形でおりますので、一つ一つ立ち上げていくと。数年以内には、

全村的に立ち上がるということを期待しています。 

   行政区単位でやるのか、場合によっては、行政区が二つ、三つに分かれて地域とし

てつくる場合も可能になりますので、それについては、しっかりとＰＲをしていきた

い、説明をしていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   自主防災組織の必要性につきましては、区長会等でも説明をさせていただいており、

消防団にも協力等を要請しているところでございます。 

   地域からの要望に応じ、役場の防災担当、それから行政支援職員、地域の消防経験
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者等に協力をいただきながら、設立を支援してまいりたいと考えてございます。 

   ただ、その支援につきまして、どういった形になるか、これは地域の状態、状況に

よるところもあるかと思いますので、こちらとして理想としておりますのは、地域の

皆さんからの発案により組織化が望ましいかと思ってございますが、これ以前の答弁

にもさせていただいた記憶がありますが、必要なところになかなかできないというと

ころがあれば、こちらから働きかけて、そういった設立を促すといったことも必要か

なと考えてございます。 

   また、村長が申しましたように、ホームページ等、それから広報紙などによって、

ＰＲをしていくということもしたいと考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 区長会などで説明をしているということですが、なかなか区長さ

んもいろんなやることが多いです。「また組織つくるのかい」「またいろんなことや

んなきゃなんないのかい」というふうになる可能性もあります。言われます。 

   やっぱり最初は行政の方が、今、村長がおっしゃったように、具体的に行政が１回

声をかけて、住民の皆さんを集めて、きちっと話をしていただかないと、多分進まな

いのではないかと思います。なので、自主的にとか、自発的にとか言われましても、

区長さんも大変ですし、じゃ、誰がリーダーするのか、その人もすごい多分負担だと

思います。 

   なので、いろんなことができないと思います。今、村長に少し補足していただいて、

多分、ストンと少し落ちる部分もありました。なので、こういうことを区長会だけで

はなく、例えばそういう機運のあるところに行って、やっぱり行政が最初は人を集め

てお話を「こういうふうにしたいんだけど、どうだい」というふうな声かけをしてい

ただくのが、立ち上げに際しては一番かなと思います。 

   その中で一緒にやっていって、「実は自分たちでやってもらえるといいんだよね」

という、そこから自立していってもらったほうがというのを、ちょっと今回いろいろ

関わらせていただいているんですが、すごい難しさを感じましたので、やはり村民の

皆様に集まっていただき、理解をしていただくには、やはり村が最初に声をかけて集

まらないと、住民の皆さんは「何なんだい」となってしまうので、そういう努力はし

ていただきたいと思います。 

   次に、自主防災組織を設立した場合についてお伺いします。 

   行政の役割や具体的な支援策を考えているのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   行政の役割、それから具体的支援ということでございますが、防災組織が設立され

た場合、当然、村長の答弁にもございましたが、財政的な支援も含めてございますけ

れども、そういった金銭的な面、財政的な面の支援、それからあと、発災時、災害発

生している際にはなかなか難しいですが、平常時について、先ほどの答弁の中に行政
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支援職員という文言が入りました。それぞれの行政区に村の職員、行政支援職員とい

う形で全職員を貼りつけて、今、制度が始動してございます。 

   そういったところからの支援、例えばですけれども、そういった際の文書をつくる

とか、それから広報を流すとか、そういったものは行政支援職員のほうで可能かと考

えてございますので、そういった面での支援ということを考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 資金面や、行政職員の支援ということで、お話がありましたが、

もちろんそこも大事なんですけれども、日々、行政職員の方も一緒に勉強ができない

のかとは思っております。聞いてもわからないでは、いけないのではないかと思いま

す、すみません。 

   それで、忙しいとは思うんですけれども、実は、福島河川国土事務所では今年５月

に、阿武隈川緊急治水対策プロジェクトの計画を公表していて、その中に、「大玉村

は地域ごとに沿った防災訓練を実施し、地域住民の防災意識の向上に努める。同様に、

各地区で集会があった際に、災害ごとの防災に対する備えや行動の講習を実施する」

となっておりました。なので、これを棚に上げるわけではありませんが、ぜひ一緒に

やっていただきたいと。財政の面とか支援のほかにも、例えば勉強会やります、じゃ、

自主防災組織ができました、じゃ、いついつ勉強会やるので一緒にどうですかといっ

たときに、何か一緒に参加していただけたら、地域の皆さんと信頼関係を築くことも

できるのかなと思いました。 

   ただ、公務外になってしまうと、多分、大変なんだろうと思うので、強くは言えな

いのですが、もしくは、役場の中の勉強会として実施していただければと思います。 

   実は、天栄村では、村長が防災をすごく進めているらしいので、３年前から職員だ

けで防災の勉強会をしているそうです。コロナの後、職員さん全員で避難訓練もした

そうです。一般の方は入らなかったらしいんですけれども、ちょっと電話をして確認

をしたら、「どういったことでそういうふうにやったんですか」と言ったら、「村長

が一生懸命進めているので、自分たちも勉強会としてやらせていただいています」と

いうお話でした。 

   そうしたら、昨日ニュースで天栄村の小学生は、県にあります防災センターのほう

に見学に行ってバーチャル体験をしてきたなんてやっていたので、天栄村は、もう地

域住民、自主防災組織はないそうなんですけれども、みんなで何か取り組んでいるん

だなと実感しました。 

   ということで、地域によって違いがあると思いますが、自主防災組織の本村の目指

すところを、再度村長にお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 天栄の村長に会ったら議員が褒めていたとお伝えしますが、各町村

ごとに立地条件が違うんです。 

   言い訳ではなくて、天栄村は細長い豪雪地帯から会津に近いところから下まである



 

- 75 - 

 

ので、羽鳥湖含めて大変災害の多い地域なもんですから、やはり、早いうちからそれ

に対応することは当然必要。 

   大玉村の場合には、我々の自慢は災害のない村だということで、ずっと昔からきま

した。雪もそれほど降らないし、風がちょっと強いぐらいで、雨が降っても扇状地で

流れて行くだけだからということで、大変、災害の少ない村としての自負もありまし

た。そして、大玉を選んでいただいている理由の一つにも、やはり、そういうものが

入っているんだろうと思っていますが、ただ、近年の台風とかゲリラ豪雨を考えると、

もう、そういうレベルではなくなっているということ。ですから、逆に言うと、遅ま

きながら、しっかりとした防災体制を取らなければ、いつどうなるかわからないぞと

いうことで、地区防災計画と。今年の目標は、玉井地区１カ所、大山地区１カ所に地

区防災組織を立ち上げますということで、年度当初にお話をさせていただきまして、

これは基準をつくっても、合わないんです。住宅地が密集しているところと、山居で

本当にポツポツとしかない地域とありますから、これでやってくださいというモデル

がないもんですから、その地域、地域でしっかりと地域に合ったところの実情でやっ

ていかなきゃいけないと。 

   ただ、先ほど言われましたように、このコロナの関係で初動がやっぱり若干遅れま

した。でも、今度、やっと大山１５区から始まるということですので、今、議員さん

が言われたように、しっかりと住民任せではなくて、村のほうもしっかりと関与をし

て、計画をつくって組織をつくることになります。計画は、当然村のほうで主体とな

って原案をつくっていくということになりますので、しっかりと。できるだけ早く、

全村的にそういう組織ができるように。 

   何で、１５区と５区と１６区なのかというのは、土砂災害がハザードマップで起き

る可能性の高い地域からつくっていこうということで、今年、地区防災訓練を実施す

る予定でおりましたが、こういう状況の中で、若干やむを得ないと。まずは、組織を

つくりたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   とにかく、村民の皆さんが、今、やはり台風とか大雨が多く続いているので、何と

かしなきゃいけないという気持ちはありますので、ぜひそこを支援していただければ

と思います。 

   行政と一緒に村民の方ができる、何か、お互い様の組織、自主防災組織という固い

名前じゃなくて、何か、お互い様の組織とかそういったほうが村民もすっと入ってく

るのかなと思いますので、ぜひ一緒になって、信頼関係のつくれる、そんな組織がで

きればいいなと思って、この質問を終わります。 

   ３番目、最後の質問です。 

   誰にでも伝わる予算説明書の作成についてお伺いいたします。 

   毎年どのような事業があって、どのような予算規模で行われるのかを知るには、そ
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の年度の予算書を見ていただければ分かるとよいのですが、実際の予算書は事務的に、

かつ専門的に記載されているため、実際にどのような事業を行わなければならないの

か、その内容が分かりにくくなっています。 

   「村は、いろんなことをやって借金を増やしてばかりいんじゃないのかい」とか

「自主財源が少なくて大丈夫なのかい」など、村民の方から心配する声も聞こえます。

「村のお金は使っていない」「国２分の１とか、県４分の１」とか言われても、よく

分からないと思います。 

   そこで、少しでも具体的な事業の内容を村民の皆さんにお知らせすることを目的に、

予算説明書を作成してはどうかと考え、次の質問をいたします。 

   村民の皆さんに、その年の予算や事業を知っていただくために行っていること、工

夫していることをお伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   広報「おおたま」の活用を中心としまして、村民の皆さんにお知らせをしていると

ころでございます。 

   まず、４月号におきましては、村政執行の基本方針や各分野におけます重点事務事

業名と、その予算額を分かりやすく、簡潔にまとめた紙面づくりに努めているところ

でございます。 

   また、５月号におきましては、当初予算の歳入と歳出の概要等について、さらに

１１月号では、前年度決算の概要を掲載しておりますが、特に１１月の掲載の決算資

料におきましては、本村の財政指数といった専門的な数値を公表しておるために、そ

の用語説明も加えて掲載をしているところでございます。 

   なお、今後、令和３年度当初予算につきましては、広報紙に新たな紙面を加えて、

さらに分かりやすく説明をしたいと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） すみません、新たに広報紙面を増やしてというのは、今までにな

かった取組でしょうか。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） 再度、６番議員さんにお答えをいたします。 

   それぞれ４月、５月、１１月、条例上は年２回の規定でございます。 

   ４月については、村長の基本施政等について、加えた形で広報でお知らせをしてい

るところでございます。 

   規定の回数、それぞれございますけれども、新たにということは、今まで、例えば

専門用語というふうに、今、議員さんおっしゃっていらっしゃいますけれども、これ

はかみ砕いた形で、分かりやすく説明するためには、紙面を増やす必要がございます。

今まで、４ページ、５ページ、２０ページのうちそれぐらいのページ数を割いて利用

しておりましたけれども、１ページないし２ページを追加する形で、表現を柔らかく
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した説明に替えさせていただくという意味でございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 村民の方からも、広報「おおたま」の一般会計の数字を見ても、

「よくわからないんだ」なんていうお話も上がっていますので、ぜひ期待しておりま

す。 

    次に、もし視察などに外部から来たときに、本村の財政を伝えるために使用して

いる資料か何かはあるのでしょうか、お伺いします。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   視察を受け入れるその際の資料でございますけれども、前提としましては、おいで

になる団体の方々の求めに応じた資料の作成が基本でございます。 

   通常の際は、村政要覧に決算の状況等や財政指標、これらを記載しました概要版の

資料を添付しているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） 求めに応じた資料の作成ということで、いろんな、こちらも、本

村も取り組んでいるのだなと今、分かりました。 

   実は、私たち議員も、昨年、西川町に視察に行ったときに、本当に、多分自分たち

でつくったものだと思うんですけれども、村政要覧のほかに、議会のほうでは、多分、

重点事業だと思います、所管の事業名と事業費と概要が書かれていて、何か手づくり

で十分できるんだなと思ったので、この程度でもいいので、何か、常に外部が来たと

きの方、視察に来たときにそういうのができているんだったら、見れるような形が取

れていただければいいなと思っての質問でした。 

   ３番目の質問に入ります。 

   皆さんのやっぱり仕事の手を煩わせたくないと思うんですが、いつも予算審査特別

委員会のときに、説明書、この各委員会ごとにつくっていただいていると思うんです

が、それを基にしたらできるんじゃないかと思いました。 

   なので、できるところから、少し取り組んでみてはどうかと思ったのですが、この

案に対してもどうでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   予算説明書の作成についてのご提案でございますけれども、この件に関しましては、

平成３０年３月議会におきましても、同様の質問を６番議員さんのほうからはいただ

いておりますけれども、そのご質問の際に私のほうからの答弁としましては、各事務

事業に対する予算の執行状況や事業の内容を知っていただく資料としましては、歳入

歳出決算書並びに決算資料である成果報告書が適当である旨、答弁をしたように記憶

をしております。 
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   これにつきましては、事業の詳細、予算の形につきましては、あくまでも必要見込

み枠の計上ということで、最終的にはそれぞれの事業にどのぐらい予算が、村からが

支出されたという、そちらのほうがある程度分かりやすいということでの答弁でござ

いましたけれども、今回のご提案は、作成する際に説明資料ということで、各課がつ

くるものでございますけれども、そちらにつきましては、内容等を全て確認をさせて

いただきまして、活用できるかどうかの対応も含めまして、検討させていただきたい

と思います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ６番。 

○６番（佐原佐百合） ありがとうございました。 

   ３０年にも質問はしたと思います。村民の方は成果報告書を見られないと思います。 

   私が期待しているのは、村民の皆さんに、その年度の当初の予算の内容をお知らせ

することで、村政への理解が得られるのではないかと思ったので、そのための資料と

して、つくれないかという質問でした。ちょっと、私の質問が悪かったのでと思うん

ですが、行政の見える化を積み重ねることで、何か村民の皆さんが村政にもっと関わ

っていただけるのではないかと思いました。 

   実は、こんな立派なのはつくってくださいとは言えないんですけれども、ニセコ町

では１，０００円でいつも売っております。本当に１万円から、全部洗いざらい、

１万円の予算から、当初予算だけです、補正は全然入ってないです。福島県内でも、

いろんなところでつくっていますが、ニセコの後ろを見ると、説明なんかもすごく詳

しく書かれていて、こんな立派なのは要らないとは思うんですけれども、多分、事業

名が書かれてあって、当初の予算はこれですとか、前年はこうでしたみたいな。私も

村民の皆さんに聞かれたときに、「借金ばかり増やして」と言われても、「いや、で

もそれは、こうこうこうなんです」と言っても説明ができないので、であれば、事前

に村民の皆さんにも分かるような、こういった資料をつくっていただければいいので

はないかと思いました。 

   ニセコに視察に行った方とちょっとお話しできたんですけれども、「これはやはり、

言われるものではなくて、自分たちからやろうと思わないと、なかなか難しいものだ

よ」ということでした。ニセコのほうでは、「やったほうがいいね」ということにな

ったらしいです。 

   福島市も、ちょっと聴いたんですけれども、１０年かかったそうです、でき上がる

のに。なので、どっちかといったら、もちろん、私たちの資料としてもいただきたい

んですけれども、村民の皆さんが見てもらって、どういうお金で、どういうことをや

っているんだというのが分かればいいと思っての質問でした。 

   なので、すみません、村民の皆さんに向けてつくるということは、どうでしょうか、

当初予算だけで。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 
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   予算、今、皆さん、当初予算のほうお持ちかと思いますけれども、内容が本当に簡

略した内容だけで、３センチぐらいの厚さになっているかと思います。これは、分か

りやすくということになりますと、前回も私、ちょっと申し上げた経過があるかと思

いますが、３倍、４倍の厚さになるのは当然でございます。 

   基本、村長が毎年申し上げておりますのは、基本施政、それに重点事務事業でござ

います。これはその年に、重要なことを取り組ませていただきますという部分につい

て、特だしで申し上げている。それにつきまして広報紙のほうで、今、お知らせをし

ているのが、その部分でございます。 

   これに関しまして、ある程度、今までよりも一歩踏み込んだ形で分かりやすくした

ものということで、先ほど１つ目の質問でお答え申し上げましたとおり、ページを増

やさせていただきまして、分かりやすい紙面づくりを心がけ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） ここで、議長よりお諮りいたします。 

   議事の進行上、本日の会議時間は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、会期時間を延長することにいたします。 

   ６番さん、どうぞ。 

○６番（佐原佐百合） 予算説明書、ちょっとしばらくは難しいのかなと今、話を伺って

思ったところです。 

   まずは、先ほどの用語説明で、新たに取組が少し進んだということで、また機会を

見て質問をしていきたいと思います。できれば、私は何年かかってでも、この予算書

説明書というのができたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

   以上で、私の質問を終了いたします。 

○議長（菊地利勝） 以上で、６番佐原佐百合君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後４時１５分といたします。 

（午後３時５９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午後４時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

 

○議長（菊地利勝） ３番菊地厚徳君より通告がありました「循環型農業を堆肥センター

で考える」外１件の質問を許します。３番。 

○３番（菊地厚徳） ただ今、議長の許可をいただきましたので、発言させていただきま

す。菊地厚徳です。 

   この９月の定例会議で議員にさせていただきまして、ようやく丸１年になりました。



 

- 80 - 

 

私は、今回環境ということで、１年間ずっと質問をさせていただきまして、環境とい

うことで、それが一つ社会環境であって、それから、自然環境ということで、それに

付随するテーマを上げながら質問させていただきました。 

   今回は、堆肥センターということで、質問させていただきます。 

   循環型農業を堆肥センターで考えるとさせていただきました。 

   １年前は、殺虫剤に含まれるネオニコチノイドのミツバチなどの有用な昆虫などの

影響について質問させていただきました。ほかの議員の方の取り上げたというテーマ

でございましたけれども、今年度、本村のおいしい米プロジェクトということで、色

彩選別機の使用と、それから、色彩選別機の購入ということで、補助金の施策がなさ

れるということで、非常に私、そういうところで、殺虫剤以外の栽培方法にも、ある

意味で道をつけたかなというような、そういう意味でとてもありがたく感じておりま

したけれども。 

   ただ、私、本当に質問者としても、勇気１００倍になりまして、いろいろ緊張もあ

るんですが、１００％勇気というのもございますけれども、この勇気１００倍で

１万％の勇気になりました。私、一粒万倍の米の収穫を願いまして、これから質問に

入らせていただきます。 

   まず、堆肥センターの１番目の質問として、年間の利用件数ということで、具体的

なところがお分かりでしたら、よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ３番議員さんにお答えいたします。 

   堆肥センターの利用件数でございますけれども、昨年度につきましては、原材料と

なる牛ふんの搬入者が５名、豚ふんの搬入者が２名、合計７名でございまして、今後、

飼材の投入量が２，４５５立米となっております。 

   また、もみ殻の搬入者は延べ５６名で、投入量は８４４立米、購入者につきまして

は、延べ４８１名で、販売量につきましては２，５５９立米となっております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   今、牛ふんの５名ということなんでけれども、具体的に５名の方、どれがどうこう

ということではないんですけれども、この２，５５０立米、それから、８４４立米と、

牛と豚ということだけのようなんですけれども、発酵している機械というのは、鶏や

何かというのを混ぜると問題があったりするのでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ３番議員さんにお答えいたします。 

   鶏、鶏ふんでございますけれども、問題はないかと思いますけれども、今のところ、

もともと組織されたのが、大山の堆肥組合ということで、酪農家さんのほうでやって

いた組織が現在の堆肥センターということに替わっておりましたので、今のところは、

牛と豚ということで、実施しているところでございます。 



 

- 81 - 

 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   今、いろいろ具体的に出荷のトン数ということで、製品として２，５９９立米の出

荷があるということなんですけれども、それで、ここで、３番の、今、２番のところ

生産された堆肥は年間どれぐらいかということでお答えいただきましたので、３番の

施設の運営収支はどれぐらいか。これは、大体この５年間でいろいろな動きがあると

思いますけれども、ぜひ近５年間でお伺いできれば。よろしくお願いします。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ３番議員さんに再度お答えいたします。 

   堆肥センターの収支でございますけれども、直近の５年間、平成２７年度では歳入

のほう１，３７２万９，８７５円、歳出のほうが１，５３６万６，２３２円、平成

２８年度ですけれども、歳入のほう１，００７万６，８７５円、歳出のほうが

１，０６５万３６６円、平成２９年度でございますけれども、歳入のほう

１，４２３万７，１２５円、歳出のほうが１，６４２万１，９４０円、平成３０年度、

歳入のほうが５５８万２，３７５円、歳出が１，１６１万９，２７６円、令和元年度

でございますけれども、歳入のほう１，６６２万６９０円、歳出のほうが

１，７９０万５，２７１円となってございます。 

   平成３０年度の歳入のほうなんですけれども、５５８万２，３７５円ということで、

平年に比べ少なくなってございますけれども、こちらのほう５１７万８，２５０円な

んですけれども、年度内の徴収がちょっとできなかったものですから、３１年度のほ

うに繰越しさせていただいて納入してございます。その差額が出ておりますので、平

成３０年度の歳入につきましては、若干少なめということになってございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   ５年間でということですけれども、実際、こういう施設でありますので、収入に対

して歳出というのは、必ずいろいろな経費がかかってくるとは思いますけれども、そ

ういうところで、次の質問にさせていただきます。 

   この中で、コストのかかるものというのはいろいろ優先順位があると思いますけれ

ども、人件費というもの、それから、いろいろコンポを散布する場合に、例えばコン

ポ当たりどれぐらいの経費、それから散布するとか、そういうトータルなところで、

その辺のところというのは具体的に把握していらっしゃるのでしょうか。お願いしま

す。 

○議長（菊地利勝） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ３番議員さんにお答えいたします。 

   経費なんですけれども、昨年度でいきますと、電気料のほうが約７７万

４，１００円、燃料費のほうが約１１６万３，０００円ほどかかっています。あと、

修繕費なんですけれども、修繕料のほうが施設も古くなってきておりますので、毎年
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かなりの金額がかかっております。去年の施設のほうの修繕料に関しましては

３２４万８，０００円、備品の修繕料で１６６万６，０００円ほどかかっております。

人件費の方が、ちょっと今、資料を持っておりませんので、再度お答えさせていただ

きます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   いろいろな部分で、今、施設が古くなっているということなんですけれども、施設

自体いろいろ古くなっているということも含めまして、改善もそうなんですけれども、

次の質問につながることでもあるんですけれども、４番に移らせていただきます。 

   古くなっているということですけれども、村内では「おったまげた堆肥」というの

が、この間視察に参りまして、微生物飼材を使って國分農場さんで生産されておりま

して、それを我々購入したりしているわけなんですけれども、この「おったまげた堆

肥」というのは、製造方法ということでは、今、堆肥センターしておりますけれども、

何か同じ機械を回しているようなんですが、違いはあるのでございましょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   國分農場さんの堆肥センターの方式については、詳細に承知はしてございません。 

   本村の堆肥センターにおきましては、先ほどお話しいたしましたように、乳用牛あ

るいは肉用牛、それから豚の排せつ物、それからもみ殻、原材料についてはこれを使

いまして、この原材料を混合、撹拌しまして、微生物での発酵による堆積腐熟の後、

約３０日間養生を行いまして、袋詰め、出荷というふうなことになります。 

   撹拌方式につきましては、底から天地返しをするスクープ方式という撹拌方式、こ

ちらを採用してございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   天地返えのスクープ方式という、私、やり方としてはあれなんですけれども、微生

物を使っているということなんですけれども、國分農場さんもこの微生物飼材を使用

なさっているということなんですけれども、何か特別に、今回のその堆肥というのは、

田んぼに直接、我々のところでよく田んぼのあぜに置いてあったりなんかするんです

けれども、ああいう使用の仕方というのは、いろいろ発酵で違うと國分農場さんの方

もおっしゃっていたんですけれども、その微生物飼材というとあれなんででしょうか、

國分農場さんでお使いになっているようなものと比べるとどうなんでしょうか。すみ

ません、内容的にあれですか。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんに再度お答えをいたし

ます。 
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   微生物飼材、これは、いわゆる堆肥が生成されるというのは、腐るのではなくて発

酵するという過程を通すというものでございます。 

   この微生物を活性化する必須条件というのが、酸素と、それから、温度と水分でご

ざいます。これを適切に管理することによって、良好な堆肥ができあがるというふう

な内容というふうに承知してございます。 

   特に、特別な微生物飼材というものを投入しているわけではなくて、あくまでたい

肥の生産の一つの手法として、種堆肥、前の堆肥をあらかじめ原材料に投入をしなが

ら撹拌し、そこで発酵を促進するというふうな内容でございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   ということは、そのままふん尿のそのものを使って、もみ殻を入れてそれを発酵さ

せるというシンプルなやり方ということで、ありがとうございます。 

   そこで、今、田んぼに使うということと、それから畑に使うということで、國分農

場さんはいろいろほかの食物残滓なんかも入れているようなんですけれども、窒素比

率などというのは、もしあれでしたら、田んぼに使うという状況であれだけのでっか

いコンポでポンと入れるわけなんですけれども、あれは、私もよく昔やっていたとき、

稲が倒れたりしていたものですから、あれだけ窒素分のコンポのものを畑にまくわけ

ですけれども、その辺のところは、きちっとした何かデータがございますでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   本年５月に堆肥成分等の検査を実施してございまして、この中で、この堆肥に含ま

れる肥料３要素の全量は現物１トン当たり、窒素が９キログラム、リン酸が１２キロ

グラム、カリ１３キログラムというふうな内容でございます。 

   また、酸素消費量、それから発芽率の結果において、十分に腐熟が進行している、

いわゆる十分に発酵が進んだという堆肥であるというふうなコメントをいただいてお

ります。 

   さらに、臭気については、一般的な範囲だ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） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   窒素、リン酸、カリが、９、１３、１３、結構あるものですね。それがあれだけの

量を、やはり大きな広いところに散布するということで、結構な量がやっぱり必要な

んだと思いますけれども。 

   例えば、今、微生物というお話があったんですけれども、私、農家を今やっており

ませんけれども、今、コロナウイルスがあります。小さな目に見えないものというの

は、とても皆さん、今、心の中では怖がっているという状態があると思うんですけれ

ども、農業というのは、ある意味では本当に、今おっしゃったように微生物という存
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在が身近な存在です。それでも、農家の方というのはそれを日常的に体に引き寄せて、

まいたり、はったりしているわけなんですけれども、そういう意味で、農家に近い子

どもたち、それから我々もそうですけれども、とても今回のこういう大変な状況を理

解したり、自分自身のこととして考えることではとてもいい環境に、ある意味でいる

と思うんです。本当に大事なところなんですけれども、怖がってばかりもいられませ

んけれども、そういうところで、例えば前回、先日もお話ししたことがあるんですけ

れども、たまたま、大玉村はＥＭ菌というので、プールの浄化とか、それからトイレ

に浄化して、使っているわけなんですけれども、ＥＭというのは、皆さん、どういう

ふうに、頭文字なんですけれども、あれはなんという意味か、皆さんご存じでお使い

になっていらっしゃるでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えいたします。 

   ＥＭ菌、私、詳細は承知してございません。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） 失礼いたしました。 

   我々、ＥＭということで、伺っていたのは、エフェクテイブ、有効なマイクロオー

ガニズムということで、微生物群という意味だそうなんですけれども、結局、それは、

そういう微生物の状況がいっぱいあるということで、別にＥＭという名前の菌が存在

しているわけではないそうなんですけれども、その状態を指すそうなんです。いろい

ろな菌が含まれております。 

   ですから、今、お話しさせていただきましたけれどもこのＥＭが一つのきっかけに

なって、自分たちの日常で本当に身近に手に触れたりなんかしているわけですけれど

も、微生物の理解という意味でとても理解の助けになると思うんです。 

   私、今回は、循環型農業ということで話をさせていただいておりますけれども、こ

のＥＭ菌というのは、微生物を自然界で起こっている循環型で発酵を使ってやろうと

いうことで、有効微生物ということで、発酵させているんですけれども、そういうそ

の自然界のものをこういうタンクの中でつくり出そうということらしいんですけれど

も、例えば、牛や先ほど豚が食べたものが消化されてふん尿となって堆肥センターを

経由して、田んぼや畑に返されるという、これが植物が利用した食物を再生産するこ

とで、食物連鎖が成立するわけです、循環するということなんですけれども。結局こ

の自然界の田んぼや畑を介して、ここは牛の口から肛門が自然界に入ってつながると

いうことで、そういう生態系が行われているということなんですけれども、今、その

微生物を使った堆肥センターでの有機堆肥ということなんですけれども、この有機堆

肥というのは、とてもある意味では自然界の循環の中でということで、とても作物の

中で有機栽培というのもありますけれども、非常に有効な、昔から堆肥は使われてい

るとされているんですけれども、ちょうど５番目に移らさせていただきます。 

   米のブランド化において、有機の堆肥の使用は大変重要であるというふうに考えて

おりますけれども、このブランド化に対して、堆肥センターの堆肥を使用するという
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ことは、私としては、今、いろいろ堆肥について伺いましたけれども、大玉産の米に

ついてのアピールポイントになるというふうに考えておったわけなんですけれども、

どうなんでしょうか。シンプルに、何も加えないということが、プラスに働くことは、

その辺はあれですけれども、村長の考えを伺ってもよろしいでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えします。 

   村は過去に有機栽培の「有機の里宣言」ということで、農作物、米を有機で栽培す

ると宣言をした過去がありますが、なかなか大玉の農業形態からいうと、有機農業を

進めるのは現実的には難しかったということですが、今、米のブランド化で福大の食

農学類とお話し、委託をしていろいろやっていただいています。 

   村内８カ所で土壌分析をしていただいていますので、どういうふうに３要素なり、

それ以外の気象のもの等についての分析をしていただいて、その結果、その土壌から

こういう米で、こういう内容だということを分析をしていただいているんで、当然、

堆肥センターの堆肥を使って有機農業を、それだけでいけるのかどうかというのは来

年３年目、来年の作付では、今度どういう作付をするかということも、福大と指導を

受けながら進めていくというふうになりますので、有機農業は、ぜひ使っていただき

たいと考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   有機農業という言い方をしましたけれども、今、有機農業を村でやっていらっしゃ

る方は実際にはいらっしゃらないということなんですけれども、前回お話ししたとこ

ろで、５軒ほどいろいろ有機飼材をお使いになっている農家さんはいらっしゃるとい

うことだったと思うんですけれども。 

   いろいろな意味で、飼材を使ってということなんですけれども、具体的な内容につ

いてはいろいろ、味のこともそうですけれども、有機というのは、農家さん一軒一軒

違います。それぞれに、それぞれのやり方があって、普通の大農法ではなんかという

と、やり方が一つ、決まったやり方でやるということなんですけれども、有機と言っ

た場合は、それぞれの農家さんのやり方、本当に、いろいろ多岐にわたった農法が考

えられているわけなんですけれども、次の６番目に移らせていただきます。 

   循環型農業を考えたとき、今、有機についてもお伺いしたんですけれども、これか

らの堆肥センターの在り方、それから村の農業、今、有機のことについてもお伺いし

ましたけれども、コンポは、堆肥センター自体も古くなったということも踏まえて、

村長のこれからのお考えもお伺いしたいと思いまして、よろしくお願いします。 

○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。 

   循環型、畜産もしっかりと産業として、今後も振興していきたいと。やっぱり、そ

の中での堆肥センター活用というふうになりますので、そこでつくった堆肥をまた、
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農業のほうの経路の作付のほうに活用していくという、非常に循環としては、農業形

態としては、これからも継続していかなきゃいけない循環だなというふうに考えてい

ます。 

   ただ、大分機械が古くなっておりまして、毎年かなりの修理の金額が出ていますの

で、いずれの機会に全面的に機械を更新するのか、今後どうするのかというような検

討は不可欠だろうというふうに考えていますが、当面は修繕をしながら、循環農業を

進めてまいりたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   いろいろ循環型ということで、今、村長も言葉として繰り返していただいているん

ですけれども、循環するということは、一つ、発酵の段階でもそうですけれども、命

がつながっているということです。先ほど堆肥のお話をしましたけれども、食べたも

のが糞として出されて、そのふんを発酵させてたい肥にして、また植物に返して、そ

の植物がまた我々、牛や豚ですか、そういう形で戻される、その循環の中に入るとい

うことなんですけれども、自然界では川も海もそういうことを、山の中もそうですけ

れども、なされているわけですけれども、その循環、命がつながるということです。

それも、その辺のところも含めて、命ということと発酵ということと、それからＥＭ、

そして今回のコロナ、とても農業というのは一つ、いろいろな多岐にわたるものがあ

りますけれども、非常に今、子どもたちもそうですけれども、我々も一ついろいろ考

え直したりする手だてになると思っております。 

   いい環境に大玉村農業がとおっしゃってくださっていますけれども、本当にいい環

境で、この状況に対処していけるのではないかと思っております。ありがとうござい

ます。 

   それでは、２番目の質問に移らせていただきます。 

   水害について具体的な対策はということで、質問させていただきます。 

   本当に近年、異常気象によって集中豪雨で土砂災害が多発しております。洪水被害

は予見できると言われておりますけれども、水路の整備状況などについてお伺いした

いと思います。 

   まず、最初の質問になりますけれども、この５年間で、集中豪雨により、復旧工事

が必要になった事例は村内で何件あるかということで、まず分かる範囲で結構ですの

で、お伺いいたします。 

○議長（菊地利勝） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ３番議員さんにお答えいたします。 

   まず、平成２７年度から令和元年度までの 5 年間の間に、本村において豪雨災害が

発生した年は平成２８年度、平成２９年度、令和元年度の３カ年であります。 

   年度ごとの復旧件数でございますが、平成２８年度につきましては、農業用施設

９カ所、この農業用施設と申しますのは農業用水路でございます、９カ所。土木施設
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１７カ所、この土木施設と申しますのは道路施設、また河川施設でございます、

１７カ所。計２６か所の災害復旧工事を実施しております。 

   平成２９年度につきましては、農業用施設９カ所、土木施設４カ所、計１３カ所の

災害復旧工事を実施しております。 

   令和元年度につきましては、農業用施設７カ所、土木施設６４カ所、計７１カ所の

被災がありまして、現在も災害復旧工事に取り組んでおるところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   相当、土木施設ということで、私も今、道路や何かの水の被害とか水路があふれる

とか、そういうことで質問をさせていただいておりますけれども、令和元年度という

と台風の被害であったりするわけですけれども、大作田の被害とか、そういうことが

考えられますけれども、例えばこの被害の中で一番被害が大きいというか、予想でき

ずに被害が来るというのは、里山といういい方はどうなのかその辺のところはあれで

すけれども、山から水が降って、その地域に家があり、水路もありということで、私

も住民の方から、今、水がそのまま流れて、鉄砲になって、神社の水路があふれてい

るんだとか、そういうことをこの間の７月のときにも伺ったりしたんですけれども。

住宅地とか、その境界線というのはいろいろなことが考えられますけれども、山は手

入れをしてなかなか皆さん里山というと、自然界に手を入れて、キノコを取りに行っ

たとか、畑をやるようになったとか、そういうことになるわけですけれども、人の手

を入れていろいろな環境を守っていく、管理するということではないですけれども、

キノコを取りに行ったりとかそういうことは管理ではないですけれども、手入れをす

るという、とても、言葉としては磨くのかなという状況ですけれども。環境に対して、

自分自身がそれを自分の感覚で捉えて、それがいい方向に進むように、例えばキノコ

が生えているんだったら、そこを環境を守ろうとか、そういう考え方で管理するので

はなくて、自然に即したそれを観察してやるという、そういう自然に対する対処の仕

方ということらしいんですけれども。 

   この里山、なかなかこの間も話をしていて、荒れちゃってどうしようもないんだと

いう言い方をされて、普通は人が踏み固めた山道があるんですけれども、もうその山

道もなくなってしまった。じゃ、どういうことなんだということなんですけれども、

結局、荒れてしまう、手を入れていないということなんですけれども、里山に手を入

れるということは、ある意味で農家でなくてもそうですけれども、自然と付き合うと

いうことだと思うんです。 

   そのところで、ある意味で農業の大玉ではありますけれども、この里山をしっかり

守るということは、今、小動物の被害もありますけれども、そういうことだけではな

くて、中を観察して、この崖が崩れているとか、そういう防災の面でも、今、水害に

ついてもあれですけれども、管理できると思うんです。そういう環境、それから、そ

ういう方向というものを持つということは、非常に大事なことだと思うんですけれど
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も、その辺のところも、非常に考えられるところと思っております。 

   それでは、２番目の質問を伺わせていただきます。 

   集中豪雨により村内各地で、水路から道路に水があふれることが繰り返し起きてい

るということで、先ほども話をさせていただきましたけれども、現時点で修繕、改修

ということで、要望を、先ほど件数や何かも上がってきて、例えば令元年度でいうと、

水路について言うならば、６４件、それから、農業用のものでしたら７件ということ

になっておりますけれども。 

   ここで、私がこだわっているところで、住民の方に言われるところでもあるんです

けれども、里山、例えばもう雨が降ったら即反応するのが、逃げようがないというか、

そこが里山のところで、私も１１区のほうに住まいをしているんですけれども、大水

が来て、山から水が来たのをそのまま家に居て、家からつながった道なんですけれど

も、道がなくなってしまったという経験があるんですけれども、そういった里山の、

例えばそういう地域の被害というのは、具体的につかんでいらっしゃいますでしょう

か。この辺がとか、それはどうなんでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   被災箇所でございますが、多岐にわたっておりまして、特にそこがその里山の地域

というふうな捉え方はいたしてございません。 

○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   今、件数的にいろいろお伺いして、全体的な防災ということで、捉えるということ

は非常に大事なことでありますけれども、実際に水が回って来た、逃げる状況で時間

のあるところで、あ、これは…… 

○議長（菊地利勝） ３番さん、具体的質問に入ってください。 

○３番（菊地厚徳） 分かりました。失礼いたしました。 

   ２番目の話をさせていただきましたので、３番目に移りたいと思います。 

   今年７月にも集中豪雨が発生して、杉田川の数位が急激に上がったりしていたのを

確認したんですが、川底に堆積物が見られたりするんですけれども、ああいうものと

いうのはどういう状況なんでしょうか。今後の村の対応も含めて、どういう状況で行

われているのか、よろしくお願いいたします。 

○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） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   ご質問のありました杉田川を含め、本村を流れます杉田川、百日川、安達太良川に

つきましては、一級河川でありまして、福島県の管理となってございます。 

   したがいまして、本村におきましては、福島県に対しまして、これら３河川の土砂

払い、河床払いを毎年要望しており、また本村の要望に対しまして、福島県では毎年

計画的にこれらの河川の河床払いを実施しているところでございます。 

   以上であります。 
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○議長（菊地利勝） ３番。 

○３番（菊地厚徳） ありがとうございます。 

   毎年計画的に、底さらいをされているということで、本当に、川の状況もそうです

けれども、こういう水田地帯というのは、雨が降りますと田んぼ自体が大きなダムに

なって、そういう水の被害を緩和してくれるという状況になるんですけれども、我々、

今、今回は、水害のこともそうなんですが、農業ということで、私、循環型農業であ

り、それから先ほど水害についてもですけれども、里山の話もさせていただきました

けれども、いろいろ有機農業、それから里山についてもそうですけれども、里山とい

う言い方をさせていただきましたけれども、農業については、実際に有機農業や何か

それぞれ個々に手を加えるものではあるんですけれども、里山についても手を加えて、

それぞれに対応していくということが非常に重要になってきて、それが防災であった

り、いろいろなことにつながっていくというふうに考えられると思うんですけれども。

今、里山のことについて話をさせていただいて恐縮だったんですけれども、農業、里

山、手入れをするということなんですけれども、手入れをするということは、ある意

味で子どもたちもそうですけれども、先ほども微生物の話でコロナということであれ

ですけれども……（不規則発言あり） 

○議長（菊地利勝） ３番さん、先ほどから言っているように、一般質問、具体的にお願

いします。 

○３番（菊地厚徳） 今回、そういう形で７月に発生した豪雨の話、それから循環型の農

業とそれから、水害についての具体的な話をさせていただきましたけれども、我々今、

今後もそうですけれども、この大玉村という地域に生まれ育つということが、ある意

味で農業の文化的な果実を得るわけですけれども、今、微生物というところの関わり

の農業と、それから例えば水害もそうですけれども、近くに自然があります。山里が

あります。その山里の関わりというのはやっぱり、農業と同じで、手を加えていくと

いうことが重要になってまいりますので、その辺も含めて、ぜひ今後ともいろいろな

意味で農業を一つ基準にして考えていただければと思います。 

   これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） ３番さん、自席でいいです。 

○産業課長（渡辺雅彦） 先ほど、堆肥センターのほうの人件費のほう、後で答弁と申し

上げましたけれども、委託料として、３１年度なんですけれども、約５０７万

９，０００円ほど支払っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） 以上で、３番菊地厚徳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５５分） 


