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令和２年第６回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  令和２年１２月１０日（木曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 斎 藤 信 一   ２番 渡 邉 啓 子   ３番 菊 地 厚 徳 

    ４番 本 多 保 夫   ５番 松 本   昇   ６番 佐 原 佐百合 

    ７番 鈴 木 康 広   ８番 武 田 悦 子   ９番 佐 原 吉太郎 

   １０番 須 藤 軍 蔵  １１番 押 山 義 則  １２番 菊 地 利 勝 

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

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

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

菅 野 昭 裕 

教 育 部 長 
兼生涯学習課長 作 田 純 一 政策推進課長 舘 下 憲 一 

税 務 課 長 菊 地   健 住民生活課長 安 田 春 好 

健 康 福 祉 課 長 後 藤   隆 再生復興課長 伊 藤 寿 夫 

産 業 課 長 渡 辺 雅 彦 建 設 課 長 杉 原   仁 

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

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 矢崎由美、書記 菊地拓也、鈴木真一、藤田良男 

 

一般質問者目次 

１． ２番 渡 邉  啓 子 Ｐ．１８～ 

２． １１番 押 山  義 則 Ｐ．２５～ 

３． １番 斎 藤  信 一 Ｐ．３６～ 

４． ８番 武 田  悦 子 Ｐ．４５～ 

５． ７番 鈴 木  康 広 Ｐ．６０～ 

６． ４番 本 多  保 夫 Ｐ．６８～ 

７． １０番 須 藤  軍 蔵 Ｐ．７３～ 
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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。 

   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、傍聴に鈴木健次さんほか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「読書活動の推進について」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。議長の許可をいただきましたので、さきに通告いたしました

２件について、これより一般質問を行います。 

   最初の質問は、読書活動の推進についてです。 

   たくさん本を読むことは、子どもの語彙力をアップさせ、言葉の発達を手助けして

くれます。良い本との出会いにより子どもは多くのことを学ぶとともに、想像力が養

われ、豊かな人間性が育まれていきます。 

   平成２４年度を初年度とする大玉村子ども読書活動推進計画が今年度末で期間満了

となることから、これまでの歩みを検証し、さらなる読書活動の推進について伺いま

す。 

   大玉村子ども読書活動推進計画では、子どもに読書の楽しさを実感させ、生涯にわ

たる望ましい読書習慣を形成させるためには、家庭、地域、学校等がそれぞれの役割

や責任を明確にし、社会全体で取組を進めていくことが重要ですとうたっています。

このことについてこれまでどのような取組が行われてきたのか、また、今後の取組に

ついて伺います。 

○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。 

   ご指摘ありましたように、大玉村におきましては平成２４年度大玉村子ども読書活

動推進計画を作成いたしました。その中に、基本的なこと、基本方針３つあります。

これらについてお答えしたいと思います。 

   １つ目は、子どもが読書に親しむ機会の充実というようなことをうたっています。 
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   これにつきましては、まず初めに、乳幼児期におけるブックスタート事業、これは

健康福祉課と一緒にやっている事業で、そういったことについて取り組んでおります。 

   それから、子どもたち、特に発達の適正ってあるんですけれども、そのとき、その

ときに身につけると、非常にその後まで成長がよく促されるというようなことである

んですけれども、読書も全くそうだと思います。ですから、読み聞かせというような

ことが非常に大事になっていますので、乳幼児期の絵本とか物語のそういったものに

親しむ体験として、ふれあいホールあるいは大山公民館におきまして、おはなし会に

よる読み聞かせをやっております。また、学校におきましても読書習慣の確立という

ようなことを重点にしておりまして、各学校の要請によりまして、学校支援ボランテ

ィア、今年度でいいますと２つの小学校に４１日、延べ５２人の方にお世話になって

おります。そういったことを派遣して読み聞かせを行っております。 

   それから、２つ目の基本方針としまして、子どもの読書環境の整備と充実、それを

うたっております。 

   これにつきましては、学校の図書室機能、これを充実するために各小中学校に学校

司書というのをお願いして派遣しております。 

   それからまた、県のほうでやっている事業なんですけれども、サポートティーチャ

ーという事業があります。その中の読書活動に関するサポートティーチャー、これも

お願いしておりまして、各学校、小学校、中学校に年間で２４回、これは読書に携わ

った方とかそういった方々においでいただきまして、環境整備、図書室の環境整備、

あるいはまた、授業とか調べ学習とかそういったことについて本の入替えとか何かが

必要になってくるんですけれども、そういったものについて支援をいただいておりま

す。 

   ３つ目の基本方針といたしまして、子どもの読書活動についての理解の促進という

ようなことをうたっております。 

   これにつきましてはいろいろ活動をやっておるんですけれども、平成２８年度、こ

れは二本松市、本宮市、大玉村、一緒に取り組んだ中身なんですけれども、家族読書

おススメ図書１００選というのを選びまして、これを子どもたちに与えております。 

   これは一つの読書ノートみたいなことで、自分の成長を振り返ったり、成長のため

のステップというようなことで、１００冊の本を選んで、これを子どもたちに配って

おります。でも、増刷できないものですから、それを教育委員会のほうで印刷しまし

て新しく入ってくる３歳児の子どもたちに渡しておりまして、これも続けていきたい

と思っております。これは子どもの読書もさることながら、親子で読書に楽しむ、そ

れからまた、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、そういった方々と一緒に楽しんで、

読書に親しんでいただくというようなことで作ったものでございまして、これをまた

奨励していきたいなとそんなふうに思っております。 

   今後の取組なんですけれども、この２４年度につくりました大玉村子ども読書活動

推進計画、これの更新というか書換えと、今、編成作業を行っております。こういっ

た、今までやってきた中で成果のあったものを基にしながら、今度、新しい時代の要
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請と言ったらいいんでしょうかね、電子ブック等のＩＣＴ関係、そういったことの、

どんなふうに扱っていくかみたいなことについて、しっかりと計画を立てて今後に生

かしていきたい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） サポートティーチャーの派遣や学校司書の配置により、子どもたち

が本に親しむ機会が増えたということは、大変よいことだと思います。読書が好きな

子はさらに好きに、好きでない子も興味が持てるように、また、家族で読書に親しむ

よう、さらなる読書活動の推進を望みます。 

   次に、移動図書館について伺います。 

   移動図書館は図書館で本を借りるのとはまた違った楽しみがあり、子どもたちはあ

だたら号が学校に来るのを楽しみにしています。今年度は新型コロナウイルス感染症

の影響で運行が休止していますが、感染拡大が収束すれば再び運行されるのかと思い

ます。現行の大山、玉井小学校に月１回の運行を２回にするなどの考えはあるのでし

ょうか。車両が老朽化している問題や、回数を増やせば運転手の確保の問題がありま

すが、今後の移動図書館の在り方をどのように考えているのかを伺います。 

○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） ２番議員さんにお答えいたします。 

   移動図書館車あだたら号の運行につきましては、学校の図書館機能の補完、補充を

図るために両小学校でそれぞれ月１回ずつ運行しているところではございます。学校

への運行につきましては、生涯学習課の職員が運転し、あだたらふるさとホールの職

員とともに、貸出しそれから返却の業務に当たっているというような状況でございま

す。運行に当たりましては、選書、移動図書館車への配架等に加えまして、運行後の

書架の整理、次回の運行のための図書の補充、利用状況の集計等の業務がありますこ

とから、現在のふるさとホールの職員体制では月２回の運行は難しい状況ということ

でございます。 

   あだたら号の車両本体につきましては、昭和６１年１０月に初年度の登録がなされ、

平成９年に郡山市より譲り受けて運行を継続していることから、かなり老朽化しては

ございます。公共図書館機能が必ずしも充実と言えない本村にありましては、移動図

書館車の果たす役割が大きいことから、まずは現行の車両を修理しながら大切に使用

し、そして更新も検討しながら運行を継続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） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 個人的に約２０名の子どもたちに聞き取りをしてみたのですが、移

動図書館を楽しみにしているという子どもが多く、月に１回より２回のほうがうれし

いという声が半数以上でした。たまたま、私が聞き取りをした子どもたちが本好きの

子が多かったのかもしれません。先が見えないコロナ禍において、この質問は時期尚
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早であったかもしれませんが、移動図書館を心待ちにしている子どもがいるというこ

とをお伝えしておきます。 

   次に、あだたらふるさとホールについて伺います。 

   あだたらふるさとホールは、現在、午前９時３０分から午後６時３０分まで開館し

ております。しかし、午後５時３０分以降の入館者が少なく、冬期間はさらに少なく

なるという状況があることから、開館時間を再検討する必要があるのではないかと考

えます。冬期間だけでも閉館時間を少し繰り上げることを考えてもよいのではないで

しょうか。考えを伺います。 

○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番議員さんに再度お答えいたします。 

   あだたらふるさとホールの開館時間につきましては、オープン以来、開館時間を

８時半から午後４時半までということで運営をしておりました。しかしながら、仕事

の帰りにも図書室を利用したいという村民の方々からの声、要望がありまして、それ

によりまして、平成１８年７月２０日より開館時間を午前９時半から午後６時半とい

うふうにしているところでございます。 

   今年度の午後５時半以降の入館者数は、４月１日から１１月２０日までで６４人と、

必ずしも多いというふうには言えませんが、利用者の要望に応えまして読書環境を維

持するため、閉館の時間につきましては現状を維持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） ２番。 

○２番（渡邉啓子） あだたらふるさとホールは一般的な図書館とは異なり、歴史民俗資

料館に図書館が併設されているという特徴があります。 

   近隣の市町村の図書館の開館時間を調べてみましたが、地域によってまちまちのよ

うです。冬期間だけ閉館時間を繰り上げているところもありますし、土曜、日曜、祝

日は午後５時までのところが多いようです。しらさわ夢図書館は日曜、祝日は午後

５時までですが、月曜から土曜は午後８時まで開館しています。直接行って伺ってみ

たところ、夜間もほとんど毎日何人かの利用があるとのことでした。 

   一方、あだたらふるさとホールの午後５時半以降の利用者は、今のところ１か月に

３人以下の月もあり、時間帯ごとの利用者数を把握するため、今年度から１時間ごと

の利用者数のデータを取り始めたそうです。冬場のデータはこれからになりますが、

特に冬場は日没以降の利用者が非常に少ないと感じたことからデータを取り始めたと

のことでした。仕事の帰りに図書の返却をしたい方がいらっしゃるとすれば、ブック

ポストを設置するなどで対応できるのではないでしょうか。ブックポストがあれば休

館日にも返却することが可能です。 

   また、ふるさとホールでは読みたい本を電話で申し込めば自宅に送ってもらえる資

料お届けサービスも始めましたので、直接足を運ぶことができない場合でも本を借り

られるようになりました。現在、あだたらふるさとホールでの図書の貸出し、返却は
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バーコード管理になりましたので、返却用のブックポストがあれば、さらに便利に図

書の利用ができると思います。閉館時間の変更は考えていないとのお答えでしたが、

ブックポストの設置をぜひとも検討していただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。考えを伺います。 

○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。 

   ブックポスト、返却の部分ということでのポストということになろうかというふう

には思います。こちらのつきましては、検討のほうに進めさせていただければという

ふうに考えてございます。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ぜひとも前向きに検討していただければと思います。 

   次に、２件目の質問です。 

   子どもの遊び場の確保について伺います。 

   大玉村は福島県内の市町村の中で子どもの割合が最も高いです。子育て支援が充実

していることが魅力で移住してくる方もいらっしゃいます。村ではいろいろと子ど

も・子育て支援事業に注力していますが、今後は遊び場の確保など環境面での整備を

進めていくことも必要なのではないでしょうか。 

   コロナ禍では、一時期ではありますが、村外のキッズパークなどの利用がその市内

在住者に制限され、子どもを連れていったが利用できない状況があったと聞いていま

す。本村の屋内運動場は個人での利用はできません。在宅で子育てされている方、ま

たは平日仕事が休みの方も含めて、これらの方を対象に週に１回くらい、平日の午前

中、屋内運動場や保健センターのホールを子どもの遊び場として開放することはでき

ないでしょうか。また、滑り台やスポンジブロック等の遊具があれば遊びの幅が広が

り、親子で楽しい時間を過ごせるのではないかと思います。 

   在宅で子育て中のお母さん方と話をして感じたことは、子どもの遊び場を求めてい

ると同時に、母親自身が友達を求めているということです。移住されてきたばかりの

方はなおのこと地域とのつながりが希薄です。核家族化が進み、コロナ禍ではますま

す孤立しがちな親子にとって、同じ境遇にある方との出会いは大きな意義があると思

います。村の考えを伺います。 

○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。 

   私のほうからは、屋内運動場ということでお話しさせていただきます。 

   屋内運動場の平日午前の利用についてということでありますが、平日の午前中はゲ

ートボールの方々であったり、テニスの方々であったりという利用団体がありますこ

とから、多少調整が必要になってくるというふうにはなってございます。 

   また、屋内運動場につきましては、人工芝に砂を敷き詰めましたサンドフィルコー

トということになっておりまして、遊具を入れた場合に、その清掃であったり消毒で

あったりということ、それから保管場所ということが課題になる部分ではございます。 



 

- 23 - 

 

   さらには、管理人配置についても整理する必要があるということではございますが、

なお、開館できるようなことにつきましては、今後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。 

○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。 

   現在、保健センターのホールにつきましては、ほぼ毎月のように定期的に実施をし

ております乳児健診等はじめとした各種健診で、そういった保健事業のほかに、ホー

ルに併設されている診療室を利用しました、月に４回のこころの健康相談等で利用が

ございます。過去には、在宅の子育てのサークルの親子の方々が月に１度定期的に集

まるサークル活動もございましたが、現在はそういったサークル活動等の利用はござ

いません。 

   ご質問の中で、週に１度の午前中の保健センターの開放というご提案でございます

が、今ほど述べましたように、不定期的に保健センターのホールは健診等で利用して

いるという現状、それから昨今の感染防止、特に叫ばれておりますが、特に保健セン

ターでございますので特段な配慮が必要な場所であるといったこと、それから、遊具

等スポンジブロックをはじめとした遊具等の設置ということもございます。常設はな

かなか難しいということもご承知いただけるかと思いますが、収納場所についても現

在のところ難しいような状態ということで、そういった観点からも、現在はそういっ

た一般開放はしていないという状況でございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） 屋内運動場については、サンドフィルコートということでちょっと

難しいというお答えでしたが、遊具を置く場所だけシートを敷くなどして、何か対応

策を考えていただけたらなと思います。また、収納や消毒、いろいろと課題がござい

ますが、月に１度でもよいので、ぜひ前向きに検討していただければと思います。 

   さて、大玉村では、豊かな自然に恵まれているがゆえに、安心して子どもを遊ばせ

られるようなきちんと整備された公園が少ないです。コロナ禍では特に、換気を気に

することなく子どもを外で伸び伸びと遊ばせたいと、子を持つ親は思っています。 

   本年３月定例会の一般質問でも、私は、地域コミュニティーづくりの拠点としてふ

れあいセンターの建設を求めた折りに、そこに誰もが気軽に集えるような公園を併設

すれば子育て支援にもなり、健康づくりにも役立つのではないかという声を上げさせ

てもらいました。 

   私自身の子育て時代を振り返ってみても、村内にみずいろ公園のような遊具つきの

公園があったらいいなと幾度となく思ったものです。特に、都市部から嫁いで来られ

た方や、移住して来られた方は、村内に公園がないということに不満を感じているよ

うです。私の家の前を保育所の子どもたちが散歩している姿をよく見かけます。保育

所の庭が狭いので、クラスごとに時間を区切って外遊びをさせるなど工夫している状

況があります。散歩する姿を見るたびに、近くに大きな公園があればいいのになと感
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じておりました。保育所の子どもたちが歩いて行ける場所に公園が設置されれば、保

育所の子どもたちはもちろんのこと、一般村民も利用でき、その利用価値は非常に高

くなると思います。 

   また、幼稚園から帰宅した子どもが遊び足りない、どこで遊ばせたらよいのかとい

う声も耳にします。子どもは日中体を動かしてよく遊ぶことで、お昼寝や夜の睡眠の

質が高まります。子どもたちの健やかな成長のためにも、安心して子どもを遊ばせる

ことができるような遊具つき公園の設置を強く求めます。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） ２番議員さんにお答えいたします。 

   現在、ご指摘のとおり、保育所の子どもたちは散歩の際には歩いて、あとは補助車

等、運搬車等も利用してございますが、散歩と一緒に改善センターの芝生のグラウン

ドとか総合福祉センターさくらの芝生の園地に行くなど、公園ではございませんが、

散歩の際に利用している施設がございます。散歩そのものも身体的活動の一つという

ふうに捉えてございますので、散歩も体を動かすという意味ではかなり有効な手段で

あると認識はしてございます。 

   ただ、遊具につきましては、過去に全国的な流れとして、管理がなかなかいかない

ということで、事件、事故等が多発して撤去していったというようなこともございま

すし、現に村内にある神社の公園なんかも滑り台、ブランコなども撤去していたとい

うような過去の例もございます。そういったものを含めて、遊具つきの公園というの

がなかなか難しいかなということもありますし、また、前の議会の一般質問の際にも

あったかと記憶してございますが、公園ということで、近隣の公園を利用する方もい

らっしゃいますし、村内に大きな公園１つ造ったとしても、車での移動となれば、遠

い方、村内における遠隔地の方は近隣市のほうに行くケースも考えられます。 

   いずれにしても、有利な補助の財源も見当たらない現在のところでは、公園の設置

については難しいかなと認識してございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ２番。 

○２番（渡邉啓子） １１月２８日付の福島民報新聞に、本村の保育所が４月から公私連

携型に移行するという記事が掲載されておりました。村は、環境改善の一環として建

物の増築や所庭の確保などを検討していると書いてありました。大いに期待するとこ

ろであります。保育所の所庭の確保も重要ですが、誰もが気軽に集える公園の確保も

早急に対応していただければと思います。 

   財源の確保や遊具による事故の危険性など、いろいろ課題はあると思いますが、子

育て支援に力を入れている村として、村外の方も遊びに来たくなるような魅力ある公

園の設置を近い将来に期待しています。村長の考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ２番さんにお答えいたします。 

   今、言われたとおり、村に来られた方たちが、外部から来られて、来てよかったと
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いうような村づくりにはやはり不可欠な施設であろうというふうには認識しておりま

すので、第５次総合振興計画が来年から始まりますので、その中にしっかりと位置づ

けを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） ２番。 

○２番（渡邉啓子） ここに、こおりやま広域圏子どもの遊び場マップというものがござ

います。大玉村では、このマップに載っているのはフォレストパークあだたら森のキ

ッズプレイス・キッズパークのみです。私はこの施設の存在を今回初めて知ったので

すが、このマップに掲載されるような公園が一日も早くできることを期待して、私の

一般質問を終わります。 

○議長（菊地利勝） 以上で、２番渡邉啓子君の一般質問を打ち切ります。 

   １１番押山義則君より通告がありました「玉井字又兵衛山地内の農地改良と称した

残土処分の実態と対応を問う」外２件の質問を許します。１１番。 

○１１番（押山義則） １１番押山義則であります。議長の許可をいただきまして、通告

に従いまして令和２年１２月議会一般質問を行います。 

   さて、９月議会の決算特別委員会の産業建設部の審査意見で、農地改良と称した残

土処分などの行為が見られるため、住民の安心・安全を重視し、農地法を遵守した指

導徹底を行うとの意見が採択されたところでございます。このことは、玉井字又兵衛

山地内の農地改良の実態を踏まえまして、盛土の流出の危険性などから数年前から指

摘してまいりましたが、一向に改善されない状況に対しての意見であります。 

   これまでも、建設残土の土壌汚染調査などを通じて有害物質の有無や、盛土流出の

おそれ、現場の草刈りなど、子どもの通学路でもあることを踏まえ、度々問題提起し

てまいりましたが、残土の搬入はますます加速化し、ダンプの通行量も増加、盛土の

山も定型化しておりまして、草刈などの周辺整備もされぬままイノシシなどの出没も

ございまして、子どもの通学路も変更して対応している状況にあります。 

   まず、伺います。直接農地改良等の申請を担当しておられる農業委員会、また、残

土の土壌調査や周辺の災害防止に向けての工事を担当しておられる部署において、状

況把握をどのように捉えておられるのか、それぞれ伺います。 

○議長（菊地利勝） 農業委員会事務局長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １１番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   玉井字又兵衛山地内の農地形状改良行為のご質問でございますが、これらの経過、

さらに事業概要等についてご説明を申し上げたいと思います。 

   本件につきましては、平成２４年１１月３０日に農地所有者３名の方を届出人とし

て農地形状改良行為計画書が提出されたところでございます。事業概要につきまして

は農地の利便性を図るための盛土工事というふうな内容で、事業者の請負による工事

施工ということで、平成２４年１２月１日着工、平成２５年１１月３０日完了予定と

の内容の届出でございます。 



 

- 26 - 

 

   その後、期間内にこの農地形状改良行為が完了しないことから、届出人３名の方に

対して、平成２６年２月４日付で農地形状改良工事の完了届けの提出についての文書

を発出してございます。これに対して、平成２６年５月１日付で完了予定時期を同年

７月３１日とする計画書の変更の提出がございましたが、その後にこの改良行為完了

には至らず、その後、数回にわたって口頭での指導を行っているところでございます。 

   その後、農地形状改良行為の事業期間では本件が完了の見込みがないことから、平

成２７年１２月２８日付で使用貸借の設定による盛土工事の実施を目的とした農地法

５条第１項の規定による一時転用の許可申請書が提出されまして、福島県農業会議、

常任会議、委員会議を経て、平成２８年２月１５日で一時転用を許可してございます。

事業内容は当初計画のとおりでございまして、完了予定が平成３１年２月１４日でご

ざいます。 

   この際に、指導といたしまして庁内の回覧によって指導内容、建設課からは周辺の

施設環境等に影響を及ぼすことがないよう万全な措置を行うこと、及び事業期間中に

村道を破損もしくは汚損した場合には自らの責任において対処することを指示してご

ざいます。また、再生復興課からは廃棄物の混入がないこと、盛土流出がないこと、

除染土壌を保管している場合の事前協議についてそれぞれ指示をしているところでご

ざいます。 

   その後、一時転用の完了予定日を経過した平成３１年３月２２日に工事進捗の状況

報告の提出がございました。これにつきまして、土砂の受入れがその時点で少ないと

いうふうなことで、全体の進捗率は７０％の報告でございました。 

   ここからは、農業委員会としてこの一時転用の早期完了に向けた現在指導を行って

いるところでありまして、昨年７月からは３か月ごとの定期的な進捗状況の報告を求

めているところでございまして、直近の報告では進捗率が８５％という内容でござい

ます。 

   以上、申請の経過、事業概要、指導等々についてご説明を申し上げました。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ご丁寧な答弁、ありがとうございました。 

   今の答弁を聞いて、それぞれいろんな形で注意喚起はされているものと理解してお

りますが、私のこのたびの一般質問の趣旨は、このような残土処分、残土処分という

言葉が合うかどうかはこれもまた問題なのでありますが、この行為に対しての行政の

対応、そして在り方を検証することでございます。 

   実は、この農地改良と称した事業の申請がなされたとき、隣接地の農地が身内の私

有地のために相談がありまして、既に隣地に住宅が建っており、かねてより土砂流出

のおそれがある土地と理解しておりましたので、既に申請に同意した状況でありまし

たが、農業委員会に申請の取下げをした、私が経緯がございます。携わる業者が建設

残土を取り扱っているとその認識をしておりましたもので、建設残土の処理の問題が

あちこちで起きており、その懸念からの措置でありました。それ以来、事業の経過を
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見守ってきたものでありますが、今のような状況は、ある程度私自身としては想定で

きたことであります。残念ながら想定どおりの結果を招いてございます。 

   しからば、どうしたらばいいのかということなんですが、最近地域から大変不安視

する声が私に届きます。そういうこともありまして、先頃の報道で愛知県での同様の

案件がありました。養殖地を田に復元するための盛土だったんでありますが、現実は

田園の中に１０メートルものの残土の山が築かれて、結果、問題の解消は建設業者よ

り土地所有者にありまして、その整地に何千万円も要すると。そういうような、また、

搬入建設業者の誠意も見られないままに土地所有者が途方に暮れているといった報道

でありました。見方はどうあれ、同様な状況のおそれがあるのではないかと懸念して

おります。 

   現実、農業委員会の農地改良の許可申請で結論として、今現在でありますが、建設

残土の処理事業がなされるということは、当初は想定できないのかもしれませんが、

改良の資料内容とか概要は掌握、しっかり掌握すべきで、また隣接地の同意の必要性、

それから地域の景観、景観保護の必要性、それから建設課などの関連する部署への意

見聴取や指導などされていたとは思えないような今の状況、結果ではないかと思いま

す。言い方変えれば、縦割り行政の盲点が招いた結果なのかなと思っております。地

域住民から言わせれば、きつい言葉ではありますが、行政の怠慢以外の何物でもない、

住民の安心・安全をどう捉えているのかということになります。 

   改めて伺いたいのでありますが、現実、このような状況を打開するため、地域の安

心・安全を守るため何ができるのかということであります。私としては、こういうこ

とが二度と起きないようにするための、委員会での条例制定の方向性を訴えたところ

なのでありますが、改めて大玉村として条例の制定を求めたいところなのであります

が、考え方を伺います。 

○議長（菊地利勝） 農業委員会事務局長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １１番議員さんに再度お答えを申し

上げます。 

   まず、本件につきましての追加のご説明を申し上げたいと思います。本件につきま

しては、現在のこの村内の開発等につきましてでありますが、これは無秩序な土地の

開発及び利用を防止する目的で、大玉村開発指導要綱を定めて、土地面積０．１ヘク

タール以上の民間の開発事業を適用対象に指導を行っているところでございます。 

   しかしながら、今回ご質問の件につきましては、いわゆる盛土による農地形状改良

行為との内容でございまして、農林漁業及び自己の居住の用以外の土地区画性質の変

更に関する事業という開発指導要綱の適用対象には当たらないというもので、ここが

ネックとなったものでございます。 

   したがいまして、これにつきましては、農地法の他法令との調整という法令を根拠

にして、それに基づく指導を行ったという内容でございまして、これらをどのように

考えていくかということが大きな課題になろうかと思います。地域の安心・安全の確

保は重視されておりまして、何よりも増して重要な課題であるというふうに私どもも
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認識してございます。 

   今ほど議員のほうからご質問のございました条例については、全国的に建設残土の

処分を目的とした土砂条例というものの制定が一部進んでいる部分がございます。国

の調査によりますと、ちょっと古いデータなんですが、平成２９年当時で条例ありが

２０都府県、条例なしが２７道県というふうな状況でございまして、福島県としては

この段階でまだ建設残土処分というものの土砂条例、まだ制定されていないような状

況でございます。 

   今後の考え方でございますけれども、村内における状況あるいは県、それから他自

治体の動向等も十分注意しながら条例制定等について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） １１番。 

○１１番（押山義則） 大変前向きな答弁だと理解しておりますが、今回、私自身もいろ

んな形で、これに対する対策は行政としてどういう方法があるのかなということをい

ろんな方面から調べてみたんですが、国土交通省のホームページでは、建設残土の取

扱いに対する実務担当者のための参考資料、そういう形で表現されております。不適

切な事案への対応は、問題が深刻化してからでは解決が難しくなるので、初期対応を

速やかに、かつ毅然と行い、行為が小規模なうちに対応するよう心がける。住民から

の情報があるにもかかわらず、あるいはいずれかの部署で異変と感じているにもかか

わらず、庁内での役割分担が明確になっていないこと、これは自らの諸悪でないから

といって見ていないふりをしていると問題が大きくなってしまうとの声があると。庁

内の関係者や、関係者が情報共有を密にして速やかに連携して対応することが重要で

あることや、指導している状況を公にすることで悪質な行為者への抑止力になるとの

指摘もあります。省令や条例、それから地域の状況に応じた知見と合わせることで、

不適切な事案の発生や深刻化の防止につなげると私自身は考えております。 

   そういった意味での、村独自の、県とか何かのこともございますが、日本で最も美

しい村としての、そういうものの、そういう意味での必要な景観条例のようなものも

ございますが、そういうものと合わせた、そして村内に建設残土の業者がいることも

理解いただいて、これからそういうことが起こらないとは限らない、私は今、自分の

地域でございますが、それぞれ地域の方はもう今の盛土の状況を見て、大変、いつ来

るんだろう、いつ崩れるんだろうというようなそういう考えの方が、隣地の方たちと

してはその恐れでいっぱいであります。また、土地所有者もどうしていいか分からな

いというのが今現在の皆さんの感想でございます。そういう、どちらも不安になるよ

うな、そしてまして地域の安心・安全が保てないような状況というものを行政が黙認

していては絶対いけないと私は考えております。そういった意味での条例の制定を一

日も早く願うものであります。 

   危険性と言いましたが、現実、今の状況、地形上からも環境上からも崩落の危険性

が大変感じられます。もともと現在の盛土、場当たり的な対応で、今の盛土のとか整
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地されている状況、今朝も見てまいりました。水路のもともとの土砂流出のおそれの

あるところで、そういう崩落のための水路があるところで、その境までぎっしり盛土

されております。それから、村で昨年度対応してくれた、道路の改良工事されて危険

防止をしていただいた箇所もございますが、あそこの隣地ももう高さ１０メートル近

くの山が、盛土の山が現在ございます。８５％の充足と伺いましたが、あの土砂をな

らせば、また土砂が余るようなそういう状況なのかなとも理解します。 

   あれだけの斜面が、ああいう水が出るような場所にやる業者の考えも理解できない

のでありますが、やっぱり今それを防いでおかないととんでもない事態が起きる、地

域ではそういう心配をしております。その辺も含めましてさらなる指導と、そして安

心・安全を保てるというある程度の認識を両方で、地域も行政も共有できるようなそ

ういう対応を切に願っております。 

   改めて指導の徹底と早急の対応を願いまして、この項目の質問は終わります。 

   次の質問に入ります。 

   過日の村民の声を聴く会での意見から、大玉村の文化、歴史遺産などの発掘、発信

の現状を問うと質問を設定いたしました。日本で最も美しい村として、そしてあだた

らふるさとホールを拠点とした事業展開がされていると理解しております。 

   大玉村歴史文化基本構想とかおおたま学の編さんなどを通して、専門的見地の職員、

そしてまた文化財保護審議あるいは調査員の活動の下、馬場桜をはじめとしたそれぞ

れの文化遺産や伝統文化の数々の管理保護、調査に努められているものは認識してお

りますが、総体的な感想としてでございますが、ただ一点、せっかくの文化、歴史遺

産の発信力といいますか、内外への発信力が足りないのではと感じております。いろ

んな意味でデジタル化が求められる昨今でございますが、各自治体や文化団体、また

観光分野でそれぞれの創意工夫が求められ、ホームページの充実をはじめ、発信力の

充実が大切なポイントでございます。 

   そういった意味から伺いたいんでありますが、大玉村の魅力を十分に内外に発信で

きているか、抽象的な質問ではございますが、こういった事業を総括する意味での、

まずそのあたりの感想を、できれば村長にも教育長にも伺いたいんでございますが。 

○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。 

   ご指摘ありましたように、本当に歴史文化基本構想、これをつくりましてそれの発

展として、おおたま学、まもなく出来上がりますけれども、そういったことについて、

歴史、文化あるいは自然、そういったことについて作成中であります。ただ、発信力

という点におきましては、まだ課題があるのかなと思っています。 

   今、地域おこし協力隊の方にお世話になっておりまして、ホームページ、そういっ

たものについてこれからもっともっと発信していく、そういった可能性があるのかな

というふうに捉えております。村内に限らず村外に対する発信というようなことにつ

いて、さらに研究、検討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） １１番。 
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○１１番（押山義則） 昨日の村民の声を聴く会でも意見がありました。せっかくの歴史

遺産、内外に説明できるガイドスポットの必要が求められると。されていないのがあ

まりにも不親切で、よそと比べると大変寂しいと。ある意味で怠慢というような意見

もございました。 

   大玉村、古墳時代から、また、明治維新や近代までそれぞれの歴史遺産が生まれた

状況にございます。それぞれの分野で研究とか調査は進んでいると思っております。

せっかくの努力でございます。内外に発信するのを具現化してほしいところでござい

ます。村民の皆さんはじめ、訪れる皆さんの興味を持っていただきまして、さらなる

調査、研究に結びついてほしいと考えております。大玉村歴史文化基本構想やおおた

ま学の調査、研究の成果を生かすすべを考えてほしいと、取り組んでほしいと、そう

いう考えからの質問でございます。 

   村民の声を聴く会では、説明板の設置や案内板の必要性が訴えられておりましたが、

様々な手法考えられると思いますが、即座にその点あたり検討いただけないでしょう

か。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 基本的な考えといたしまして、大玉村にある、埋もれているそう

いったものの文化財的な価値、それをもっともっと発掘して、そして審議会の委員の

皆様方に専門的なアドバイス等いただきながら、指定文化財を増やしていこうという

ようなことが基本的な考えにあります。現在１９の、国の馬場桜をはじめ１９あるん

ですけれども、そこの中に説明板、案内板が作ったのが１９件中１４件なんです。で

すから、そのほかのことについて地権者、地元の人たちと協議しながら、もっともっ

とＰＲしていく必要があるのかなとそんなふうに思っています。 

   それから、おおたま学についてでありますけれども、これは大玉だけの財産ではな

くて、あるところに置いてもらって、どこの人でも手に入れる、入れてもらえるよう

なそういうようなことで考えています。 

   それからもう一つは、ＱＲコードを使っていまして、例えば鳥の鳴き声であるとか

そういったもの、そういうものもおおたま学の中に今入れるべく最後の調整を行って

おります。そんな形でもっともっとＰＲしていきたいと、観光とかそういったことと

もリンクさせ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） １１番。 

○１１番（押山義則） 前向きな答弁ありがとうございました。 

   私自身も大変歴史とかそういうものに興味がありまして、議員のなりたての頃から

でございますが、安達地方三十三観音巡りの資料などを担当に届けたり、活用を提案

してきた経過がございます。残念ながら取り上げてもらえないままどこかに埋もれて

いる状況だと思いますが、結構苦労しました。三十三観音の写真を全部撮ってそこの

住所から地図まで作って提案したんですが、担当者変わるたびにするんですが、一向

に採用されない。また、私も玉井の酒造りの文化の調査の研究や、母成街道、歴史の

道としてクローズアップできないかとか、個人的に大変興味を持って仲間と進めてい
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るんでございますが、いろんなものを発信力、具現化することで村民の皆さんの興味

を引き出せるのではないかと思います。 

   一番は、そういう方がいても、そういう研究されている方も会うんでございますが、

なかなか具体的な話に入り込めない。結局は村にそういう文化が少し足りないんでな

いか、そういうふうな思われ方、感想を聞かされます。非常に残念なんですが、ただ、

こういう歴史とか何かというのは時代が流れていくうちに埋もれてしまいます。だか

ら、ある意味で私らの世代は最後のチャンスなのかなとも、そう考えている自分自身

も、節もございます。 

   そういった意味で、今、彼らが申しますには、大玉村のそういう事業展開、少しマ

ンネリ化していないか、そういうきつい意見も聞かれます。ぜひこういうことを議会

の中で啓蒙して、大玉村ならではの手法でホームページの充実や発信力の強化を図っ

てほしいとの意見でもございました。ぜひ村長、そういうことを基に、考え方、改め

て伺っておきたいんですが。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １１番さんにお答えいたします。 

   おっしゃるとおり、大玉村には歴史も文化も豊富にあるわけですが、それをどう発

信するかということは非常に大切だと。図説大玉の歴史を三村先生の努力で発行させ

ていただいて、今回それをもう少し平準化したというか、読みやすく分かりやすくし

たおおたま学という本が全戸に配布されますので、そういうことで大分、村民の方も

村に対する文化、歴史については認識を持っていただけるのかなというふうに感じて

おりますが、外部に対してにつきましては、先ほど教育長言ったように、やはりそう

いう体制を作らないといけないということで、大分前から探しておりますが、今、Ｉ

ＣＴ関係の技術者とかそういう方というのはもう奪い合いの状況で、なかなか村で確

保ができない状態で苦慮していますが、諦めずに、しっかりとそういう人材を確保し

て、外に対してもしっかりとアピールをしていきたいなというふうに感じています。 

   やはり、新しく入った方も、そういうものを見て大玉村いいところだなと、歴史的

にも文化的にもいいんだなということを理解していただくことも非常に大切なことで

すし、もともと住んでいる方にも再認識をしていただくということも非常に郷土愛に

は結びつくことですので、しっかりと対応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） 前向きな答弁ありがとうございました。ぜひそういう方向性で進

むことを期待申し上げます。 

   最後の質問に入ります。 

   農業振興公社の役割と認識を伺うということで質問申し上げます。 

   農業振興公社の設立が村長の所信表明で発表されました。基幹産業を農業と捉える

大玉村にとって公社の設立が産業振興に不可欠と、かねてより必要性を感じておりま

す。大玉村、基幹産業が農業ということで、ある意味で少し遅きに失したという感覚
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も一部では持ってございます。ただ、こうやって構想が発表されたことは大変期待を

持っているところでございます。公社の開設によって農業後継者問題や耕作放棄地な

ど、課題が山積する中、公社への期待は大玉村の農業環境や観光振興の発展に向けて

大きな意義がございます。また、農業振興に対しても大変な試金石になるんではない

かと捉えております。 

   改めて伺いたいんでございますが、農業振興公社の設立に向けて準備がスタートし

たと伺っております。公社の設立目的及び概要を改めてお示し願います。 

○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。 

   農業振興公社設立の目的というご質問でございますが、まず前提とするところにつ

いてご説明申し上げたいと思います。 

   本村農業について、第４次大玉村総合振興計画においては、後継者対策を推進し意

欲的な担い手の農地の集積を誘導し、経営規模の拡大や新規就農者の受入態勢の整備、

営農環境の保全、オペレーターの育成や農作業、受委託の促進を図ることにより、地

域実態に応じた生産組織を育成し、経営の効率化、遊休農地の増加を防ぐというふう

に示してございます。しかしながら、現在の今後の見通しにおいては、担い手のさら

なる高齢化あるいは後継者不足の問題、さらにはＪＡが現在担っております水稲育苗

の生産販売の先行きの不透明というふうな状況もございまして、村内の水田を守って

いくためには、家族農業への継続的な支援と同時に、意欲的な担い手への農地の集約、

集積が喫緊の課題というふうに認識をしてございます。 

   このため、担い手農家の補完と協調あるいは新たな担い手育成と新規就農者の受入

事業など、地域に根差した、さらに本村の地域農業を支える拠点というふうな位置づ

けで、農業、畜産を含む農業に加えまして、林業の振興、維持、発展に寄与すること

を目的とした公社を設立するということが設立の大きな目標でありまして、目的であ

りまして、これらの課題の解消を図っていきたいというふうに考えてございます。 

   この公社が担う事業内容につきましては、現在、検討委員会において協議、検討を

行っているところでございますが、委員の中の農業経営者に公社の果たすべき役割に

ついて、必要あるいはどちらともいえないというふうな選択肢でアンケートを行いま

したが、これによりますと、主に必要だというふうな認識が高いのが、稲の苗の生産

販売あるいは販売後のビニールハウスの賃貸借、さらには担い手農家への農地集積、

集約業務、担い手新規就農者の育成支援というふうなことが、アンケートの中からは

比重が高いというふうな内容でございます。 

   現在、この事業内容につきましては、先ほども申し上げましたように検討委員会で

検討中でございますけれども、この振興公社、その現状を維持するというだけではご

ざいませんで、新たな作物への取組ですとかそういった前向きな取組、そういったこ

とも踏まえて、公社が現状を踏まえながら、また、前に向かって進んでいく本村農業

の拠点になるようなそういうふうなものとして事業内容の検討も進めてまいりたいと
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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） 設立目的は理解いたしました。概要もそれぞれお示しあったんで

ございますが、私は公社のこの設立はスタートがものすごく大事ではないかなと感じ

ております。公社の設立によって村民の皆さんが期待するような、そういうしっかり

した概要を示してほしいと考えてございます。 

   公社の設立によって、農作業の受託、説明もございました。それから農産物の加工

販売とか、それから地域の観光振興、あとは特産品の開発、それから販売、今取り組

んでいるブランドの育成とか、それから説明ございました農地とか森林の管理、それ

から一番はやっぱり耕作放棄地の対策、それからもう一つ、都市住民との交流とか、

そういう様々なパターンが想定されますが、これ段階的に発展させていかれるものと

私は理解しているんでありますが、まず取りかかるもの、また、重点的に発展させた

い事業、それは取りあえず担当としてどのように捉えておられるのか伺いたいのであ

ります。とっそくスタートするに当たりまして。 

○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番議員さんに再度お答えを申し

上げたいと思います。 

   質問の前段にございました振興公社のスタート時点というふうなことでございます

けれども、当然、村民の方から大きな期待をいただいているということもございます。

しかしながら、課題となっているもの全てが同時スタートができるかということにな

りますと、これはかなり難しいことでございますので、議員からお話がございました

ように、やはり段階的に進めていくということが現実的になろうかと思います。その

際でも、将来的にこういうふうなものをというふうなきちんとした、そのロードマッ

プというふうな部分をお示ししながら、何年後には例えばこう、その次にはこうとい

うふうなことを示すことが大事なのかなというふうに考えてございます。 

   現段階で担当といたしまして、当初重点的に行わなければならないというふうに考

えておりますのが、１つは公社の重点事業として担い手農家への農地集積と集約、さ

らに新規就農者への育成支援というものを重点的な施策として挙げなければならない

というふうに考えてございます。また、公社は当然、収益的基盤がなければ、これは

成り立たない部分でございますので、収益的事業としては、当然これは農協との調整

も必要になりますが、育苗センターの運営あるいはその後のビニールハウスの活用、

さらに状況によっては堆肥センター等も含めた農施設の管理、そういったものも含め

ながらスタートを切っていく必要があるのかなと、担当レベルで考えてございます。 

   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。 

   公社の設立には、部長から答弁もございましたが、関連する協力団体の協力、協調
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が不可欠であります。地域の農業を支える人員はもとよりでございますが、農業に関

係する各種団体、また農福連携による事業展開なども考えられると思っております。

準備のスタートのあたり、そのあたりの考え方を伺ったんでありますが、今の答弁で

それはそのとおりなのかなと思っています。ただ、過日、村長との話合いだったりで、

農福関係も充実もさせたいというようなことの話もございましたので、その辺はしっ

かり取り組んでいってほしいと思っております。 

   ただ、私から１点、重ねてこの項目に関しての質問なんでありますが、企業参加の

可能性について伺いたいと思うのであります。 

   大玉村、建設業とか環境衛生に携わる、また、大きな農業法人も存在します。また

最近、近頃の近隣のニュースでこの農業公社関係、そういう関係の中に学術機関や地

域金融機関などの企業、主体的に参加することで、一番大事な人材の確保や事業展開

を有利に図れるというそういった考え方もございます。そのあたりの考え方、改めて、

考えておられるかどうか伺いたいんでございますが、村長でいいですか。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   今言われた農福連携、ＳＤＧｓの考え方で、障害のある方も含めて、農業も含めて、

環境も含めて、全てのその考え方を集約をしていくということの中に、農福連携を実

現するためには大学の当然知識も必要になってきますので、間もなく、今、ブランド

米については食農学類と連携をしていますが、福島大学と包括支援協定を結ぶ予定で

話合いが進んでおりますので、福島大学、それから日大とは、工学部とは既に結んで

おります、包括支援センター。農福に加えて学、それから当然お金の問題が出てきま

すので、金ですね、金融の金。それからあと企業が入りますから、当然、何かハウス

なんか造った場合でも出口をしっかりと出さなきゃならないし、できれば資金提供い

ただくということも含めて、民というのが入ります。最終的にはそれを取りまとめる

のが官ということで、それぞれ連携をして実施していくと。そうでないと実現は難し

いだろうというふうに考えていますので、それは施設園芸を中心として再生可能エネ

ルギーの利用等も含めて、農福学官金、民間ということで連携を図ってやっていく、

新しいスタイルのそういうものを、できれば国のほうにも提案をして財源的な確保を

図りたいなというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） 村長からは大変前向きな答弁なんでありますが、これは実現の難

しさは村長自身が一番感じているんだと思います。私なんかも、これ大玉村で果たし

て可能かどうか、自分なりの青写真を考えてみて、先ほど人材確保とか何かのことで

建設業とか、あと環境衛生とかのことも口にしました。結局、村内の大玉村にある事

業所というのはそういうものしか考えられないんですよね。あと地域の金融機関は、

それなりの収益が見込まれれば、金融機関はついてくるものと思っておりますが、そ

の辺の官の考える覚悟が一番大事なんでないかと思います。 



 

- 35 - 

 

   改めて公社設立に向けてのスケジュールとか何か伺いたいんでありますが、一番は、

期待することは、この仕事がスタートすることによって、農業を支える基幹、農業を

支える柱としてのあれは当然なんでありますが、ただ、それに伴う新たな雇用とかそ

ういうシステムづくり、また仕事づくり、様々な観点から期待をしたいのであります

が、ある程度のスピード感を持ってこの公社設立というのはやっていかないと大変難

しいのかなと。その辺の捉え方をどういうふうに考えているか伺いたいところなんで

す。 

   さらには、この農業公社、一番の村民に理解してもらいたいということは、改めて

経済的効果、経済的な効果を、村民の理解を深めることが大事だと思っております。

何度も申しておりますが、この公社の実現は村づくりの柱、根幹と私は捉えておりま

す。また、ある意味では大変大きな夢の実現だと思っています。そしてまた、次世代

に向けての大きな投資になるんではないかと理解しております。先ほど公社のいろん

なパターン申し上げました。確かに実現には様々な困難は考えられるのでありますが、

この官民一体になっての事業展開をいかに進めるか、そういうところであります。 

   この後には、村内で村長の懇談会が予定されていると伺っております。村長からは

公社の設立計画が村民に説明されるものと理解しておりますが、この公社の設立、大

玉村を支える一大企画でございます。その方向性を決定づける、経済も左右する、そ

ういう事業展開になるものと思っております。そういった意味で大きな期待なのであ

りますが、改めて経済効果と、１０年後、２０年後の大玉村の姿を見据えた理想とす

るその形、この公社設立に向けての村長の自信のある覚悟を示していただきたいんで

ありますが。 

○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。 

   これからつくる組織ですので、いろいろとクリアをしなきゃいけない問題もありま

す。ただ、言えることは、このまま農業、畜産、林業を、このままでいった場合の

５年、１０年後、大玉村の農業関係、農業それから畜産、林業の姿はどうなるだろう

ということをまず想定しなければいけないと考えています。かなり厳しいものがあり

ます。村中が耕作放棄地になってしまうとか、畜産１軒やめれば５町歩１０町歩の荒

地が出ると。ですから、農業振興公社は農業だけではなくて、その畜産も林業もやは

りしっかりとこの中でやっていくと。 

   ですから、かなり重い課題を背負った組織になりますが、ただ、やはり財政的なも

のとか、市町村規模の問題もありますから、一気に始めるということは難しいので、

先ほど議員さんがおっしゃったように、どの部分から始めていくのかということも、

スケジュールもしっかりとつくってやらなきゃいけないと。ただ、目標は高く持って、

着実に進むということですので、リスクがある場合でも、やはり将来に向かっての投

資であるという場合にはその投資は避けて通ることはできないというふうに感じてお

ります。スピード感を持ってということですので、来年の早ければです、いろんな条

件あります。拙速につくって動けないんでは困りますので、来年１０月にできればス



 

- 36 - 

 

タートを切りたいと。半年間、準備期間をまたさらに置いて、令和４年４月ぐらいか

ら活動ができればなと、実際的には。 

   やはり耕作放棄地やるためにも、やはり機械類の購入とか、田んぼを草刈りをする

用で今、機械があります。平面をずっと自動でやるような機械もありますし、バック

ホーの先に草を刈るようなものをつけて沿道を素早く刈り取る機械とか、そういう機

動力も大変今できておりますので、そういうものも含めて準備をしなきゃいけないと

いうことになりますので、やはり収益を上げる前に、投資のほうが先にいくだろうと

いうふうに考えていますので、財政的にできる負担の範囲内ということは、当然これ

は無理はできませんので、そういうことも含めながらしっかりとスケジュールを決め、

そして目標を定めて進んでまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １１番。 

○１１番（押山義則） ありがとうございました。来年１０月スタートされる、準備を万

全として取り組んでいただいたらと思います。 

   昨今のコロナ禍の中にあって、世界はもとより国内、地域の経済も大変疲弊されて

いる状況にあります。そんな状況下での農業振興公社の設立、大玉村にとってはある

意味で起死回生の策になると期待しております。来年は村長の改選期でもございます。

さらなる村政の意欲と、この政策をしっかり前面に押し出してコロナに負けない、揺

るぎない大玉村の未来をつくっていただきますことを願いまして、令和２年の私の一

般質問を終わります。 

   どうもありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 以上で、１１番押山義則君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時３５分といたします。 

（午前１１時１７分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 再開いたします。 

（午前１１時３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） １番斎藤信一君より通告がありました「コミュニティー支援につい

て」の質問を許します。１番。 

○１番（斎藤信一） １番斎藤信一です。議長の許可をいただきましたので、さきに通告

いたしました１点について一般質問を行います。 

   コミュニティー支援について。 

   本日は大玉村におけるコミュニティー支援についてご質問、ご提案をさせていただ

きたいと思います。 

   現状、大玉村に長く居住されていた住民の方々に加え、新しく転居されてきた住民

の方々も増えてきておりますが、やはり様々な問題が生じてきております。もちろん、

それらの問題を解決し、大玉村に居住する全ての皆様が快適に生活していくためには
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行政区や組レベルでの対応も大切だと実感しております。しかし、日本で最も美しい

村や、大いなる田舎という言葉を実生活レベルで住民の皆様に体現していただくため

には、行政区や組レベルにとどまらず、根底にある小規模地域すなわち集落レベルで

のさらなる支援も必要なのではないでしょうか。 

   以上を踏まえ、まず、ご質問させていただきます。 

   まずは、新しく大玉村に転居、新規居住をされた住民の方々への対応についてです。

現状、新規住民の方が抱えている問題をまとめてお伝えしますと、行政とのつながり

は容易にできるが、土地勘がない上に移住直後は友達も知り合いもいないため、地域

住民の方への積極的な交流やご近所付き合いが難しく、人足や集落行事があってもう

まく参加できないという点。 

   新地での生活において、例えば冠婚葬祭や隣組などの文化の違いに戸惑ってしまっ

たり、ふだんの生活の悩みなどをどうやって相談したらいいか、そもそもどこに相談

したらいいかも分からないという点。 

   仕事と子育ての両立に悩み、地域とのコミュニケーションをする機会がつくれてい

ない点などが挙げられます。 

   総じて、新しく居住される住民の皆様は、既存の住民の方々との交流機会が満足に

得られていないということになりますが、このことについて、当局におかれましては

この現状をどの程度把握しているのか質問します。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １番議員さんにお答えをいたします。 

   今の何点かご質問がございますけれども、全体的にということでございますので、

内容的には答弁をさせていただきたいと思います。 

   現状の把握でございますけれども、実際、個々の転入された方々の悩み等、そうい

ったものを含めました現状につきましてはなかなか把握が困難でございます。実際、

何件かは役場のほうに行政区、組、そういったところのどこにどういう話をすればい

いのかという電話での照会はございます。これに関しましては、やはり本来でありま

す行政区内、組内、そういったところの決め事でありましたり、慣習、そういったも

のが、今現在、組にしますと１０６の組がございますけれども、それぞれに違いが当

然出てきておりますので、それを全て行政で一律的にお話をするということは大変難

しい状況でございます。そういった中にありましては、電話で応対する職員のほうで

は、やはり皆さんのお住まいの組、交際組、そういったところでよくコミュニケーシ

ョンを取っていただいて、よりよい生活ができるように話合いの場をつくっていただ

きたいというふうな内容での対応はさせていただいているところでございます。全て

答弁できていないかもしれませんが、現状としてはそういった対応でございます。 

   以上でございます。 

○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。 

   それぞれ住民の方、転入された場合には、窓口に転入届を出されます。その際にご
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みの出し方とか、ごみのカレンダー、それから健診関係、それからコミュニティーカ

レンダー、それぞれの部署で作成しておりますそういったチラシ類と併せて、これは

それぞれの行政区に該当すると思われるところの区長さんのお名前と連絡先をお渡し

しております。その区長さんに対する、区長さんの誰かというお知らせにつきまして

は、重要というわざわざ丸印をつけまして、そういったいろんなことを、区長さんは

行政と皆さんのパイプ役であるとか、それからごみの関係の大まかなお話とかそうい

ったものということで、最後に地域のコミュニティーが重要であるため、組への加入

をお知らせしますと、お願いしますというような推進もしてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   そういった対応を踏まえてなんですけれども、今後どんな対応が、今不足している

ようなものがあるのか、考えられるか、質問いたします。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １番議員さんにお答えをいたします。 

   今現在、そういった悩み事でありましたり、近隣住民の方々との付き合い方、そう

いった難しいところがあるという点でございますけれども、今後におきましては、再

度、パイプ役であります行政区長さん、こういった方々との協議の場、懇談の場がご

ざいますので、そういった際にできるだけ各組そういったところへの、当然加入は再

度推進をしていきたいと思いますけれども、問題は組に加入されない方々も多数いら

っしゃるという現状がございます。こういった方々に対しましては、行政からのお知

らせの文書であったりそういったものについて入手できるような環境、役場への配置、

あと各公共施設へのそういった文書の配置、そういったものを入手していただいた上

で、行政情報をどんどん出していきたいというふうな考えを持っております。 

   また、あくまでも組との付き合い、そういったものに関しましては行政側の極端な

口出しをするべき点ではございませんので、あくまでもその交際組であったり、組の

中でのコミュニケーションにどんどん入っていっていただいて、よりよい生活をして

いただきたいというふうな、こちらからのアプローチは続けていきたいとは思ってお

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） １番議員さんにお答えします。 

   まず、これからどういう方策を取るかというお話がありましたので、確かに現実と

して転入された方がいろいろ困っているという話は聞いておりますし、相談があれば、

その都度区長さんにお願いをしたりしながら解決をしているということは何件もござ

います。私も直接関わったものもありますが。ただ、今言ったように、その集落ごと

に全部しきたりが違うんです。ですから、その問題は、団地に入った方は組をつくり

ます、１０軒とか２０軒で。これは自分たちでルールを決めますからあんまり問題に
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ならないんです。お付き合いも日常的に行われます。問題は、個別にその集落に入っ

た、新しく入った方がその集落となじめなかったり、集落で入ってくださいと言って、

入らないという方もいます、結構います。それから、入りたいと言って、いや、うち

のほうは新しい人はというものも過去にはありました。そういうものについてはお話

を伺った時点で区長さんにお願いをし、組長さんに言っていただいて解決した事例も

ございますので、そういうものはやはり役場のほうに相談をいただいて一つ一つ解決

をしていきたいなと。あと区長さんとも十分に話合いをしながらやっていただければ

というふうに考えています。 

   それからもう一つは、先ほど２番さんのほうにお答えをしましたが、第５次総合振

興計画の中で、いろいろと新しいものをつくっていきたい、公園とかお話させていた

だきましたが、大山地区に交流センター、住民交流センター、大山公民館に代わるも

のとして、移築です。それから子育て支援センターを合わせてやっぱり複合施設のほ

うがランニングコストもいいし、利便性もいいということで、第５次総合振興計画の

中に折り込めないかなというふうに考えております。ということは、折り込むという

ことは来年４月からの計画に折り込みますので、交流センターが例えばできれば、そ

の中で住民の交流、そういう今言ったような悩みに対応したり、子育ての悩みに対応

したりと、それから子どもたちが日中遊ぶ場所を確保できるということで、先ほど言

われたようないろんな問題は、ここである程度、そんな大きなものは造れないと思い

ますけれども、解決するのかなというふうに考えていますので、総合振興計画に位置

づけをし、毎回言っていますが財源を確保して、複合になれば、あちこちから補助を

かき集めてくれば財源確保できるのかなということもありますので、それについて位

置づけをしてやっていければ、将来的にはそういう場所は確保できるんではないかと

いうふうに考えております。 

   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。早くそういうところができていただけると、

すごくありがたいと思います。 

   次にお伺いしたいことなんですけれども、今まで居住されていた方、ずっと住んで

いた方の悩みなんですけれども、長く生活をしているからこそ感じる悩みなどは多く

あります。主な課題を述べさせていただきますと、さっきもしゃべっていたこととリ

ンクするような部分もあるんですけれども、ごみの出し方、屋敷に入らなくても勝手

にごみを出してしまうとかそういうので、ごみだけ捨ててくれとかというのでトラブ

ルになってしまう。 

   あとは、地域としては消防団をはじめ任意団体との地域活動のやっぱり担い手にな

ってほしいという思いが強くあると思うんです。ただ、そういうことに関しても、一

点張りで拒絶されてしまう。 

   これも似通ったものですけれども、お祭りや地元行事の参加、一切手伝いとか出ま

せんよと最初に言われてしまう。冠婚葬祭や隣組に関する集落ならではのしきたり、



 

- 40 - 

 

一回出てきて、そこでもめてしまってもう出てこなくなってしまう。 

   農業関係でも野焼き、田んぼのわらとかを燃やしました。あと堆肥の肥料散布をし

ました。するとすぐ通報されたり、あとは堆肥をまくのに移動していると道路で通せ

んぼをされたり、嫌がらせをされたりとかこういう話が、ちょっと前だったら何だそ

れという話なんですけれども、村の中歩いているといろいろ聞くようになってきまし

た。 

   新しく入ってきた人たちに対してですけれども、仕事優先で集会に参加してもらえ

ない、そして日曜日とか夜も遅くまで仕事をしているからだと思うんですけれども、

実際行っても留守が多くてなかなか本人と会えない。当然、そこから区費とか自治会

費とかの集金ができない、そういう悩みとかが挙げられています。 

   人の数だけ、世帯の数だけ、集落の数だけ悩みがあるように、様々な問題や悩みが

発生している状況であります。これらの諸問題に対して当局はどこまで、さっきと同

じ質問になるんですけれども、課題を把握しているのか質問いたします。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） １番議員さんにお答えいたします。 

   質問通告書にあります１番、２番がこちらの範囲かと思われますので、この部分で

答弁をさせていただきますが、ごみの出し方につきましては、ごみステーション設置

当初から、集落もしくはそういったごみの収集の団体に入らないと、そこの地区での

管理ということになりますのでこれは難しいと。そうでない方は、自己搬入といいま

して本宮にあるクリーンセンターに自分で持っていく、もしくはどこの所属にも属し

ていない役場の隣のステーションに持っていくというような二通りのやり方で現在対

応してございます。そのごみの団体、組織につきましても、ごみ収集のために要した

経費、例えばコンクリートブロックとかで床板を増強する、それからトラックの荷台

的なものを導入したり、補助も若干ございますが、そういったものを導入した際の費

用が途中から入っても負担を求められるケースとか、そういった、あとそれからごみ

の当番、現在も続いている場所もあります。そういったものの、加入して義務を負い

たくないというようなケースもあるようでございます。 

   あと、奉仕作業につきましては、私のほうとしましては、村内一斉美化運動、年間

２回の、これも大体集落単位でやっていただいておるところでございます。これらに

関しては、２時間ほどぐるっと回っていただいて、見つけたものを拾っていただくと

いうことでございますので、これに関しての入っていない、入っている方、集落いわ

ゆる組等に属していない方、属している方からの苦情、不満等は現在のところは聞い

てございません。 

   それから、消防団についてでございますが、これも昭和の時代は入るのが当たり前、

地元にいるんだから入らなければいけないというような、ほぼ強制的な義務感的なも

のもありましたので、加入率はそんなに悪くはなかったようでございますが、現在は

入るも入らないも任意だということでございまして、入らない権利のほうを強く主張

される方が多いようで、こういった消防団員の確保については各分団で個別に回って
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いただいて勧誘等しておりますが、苦慮しているというようなところで、現在、条例

上の定員は満たしていない状態というところであります。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １番議員さんにお答えをいたします。 

   項目の３番のほうにございます祭り、地元等への参加ということでございますけれ

ども、こういった行事等への参加につきましての悩み事、こういったものにつきまし

ては、特に苦情といいますか相談事ございませんので、現状としては把握はしていな

いところでございます。 

   なお、転入された方々につきましては積極的に組に参加をしていただきたいという、

先ほども申し上げました。これにつきましては、地域の伝統行事や役員まで行ってい

るそういった事例もございますので、各地区で温かく迎えていただくことが地域の自

主性につながるというふうに考えております。 

   また、冠婚葬祭関係、しきたりの問題でございます。これにつきましても若干先ほ

ども触れさせていただきましたけれども、あくまでも生活様式、それぞれ変わってご

ざいます。核家族化も進んでいる状況でございますけれども、こういった地域のしき

たり、先ほど申し上げましたとおり地区ごとに全く異なります。こういった点につき

ましての悩み事について相談ございませんので、現状のほうは把握なかなか難しいと

ころではございますけれども、そういったところへのやはり参加をしていただかない

と、せっかく住宅を新築して新たに大玉村においでになった方々の今後の生活もござ

いますので、あくまでも地域とのコミュニケーションを図っていただいた上で、より

よい生活に向けていただくというのがよろしいのではないかというふうには思ってお

ります。 

   また、仕事が優先でということで、連絡がつかない、留守がちが多いために、なか

なか参加を促すことができないというふうなご質問でございますけれども、それぞれ

組によりましては、役員構成、そういった行事等のこと、それについて、あくまでも

持ち回りでの役員選任が大半かというふうには思っております。これについて、お互

いさまということで、私の所属します組につきましても、年の順、年配の方から若い

住民に、順番に１年ないし２年で役職が回ると。お互いさまなのでこれはみんな快く

引き受けているところでございますけれども、そういった精神を持っていただきまし

て、話合いの場につきましても、参加のしやすい日時の調整を行っていただくなど工

夫を凝らしていただきまして、コミュニケーションの醸成に図っていただければとい

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） 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。 

   農業、野焼き、堆肥散布等についての説明、対応等というご質問でございます。 

   まず、野焼きや堆肥散布というものに関して特段の規制はございませんが、農家の
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皆さんに対しては、田んぼの収穫後のわら焼き、野焼き等の場合については、揚煙行

為、いわゆる煙を上げる行為に当たりますので、消防署への連絡というふうなことを

お願いしているところでございます。また、堆肥散布あるいは農作業後の公道走行に

おきましては、道路交通法の遵守とそれから道路を汚さないよう、汚した場合の泥払

い等について注意喚起をしているところでございます。 

   いずれにいたしましても、大玉村、農業を基幹産業とする村でございますので、ご

理解を賜るように、周知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） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   いろいろそういう悩みとかあるんですけれども、私なりにこういう諸問題に対して、

実現できるんじゃないのかなと思った策を提案させていただきたいと思います。 

   例えば、広報おおたまなどで新規居住者を対象にした特集などを組み、移住者とし

ての悩みや大玉村で生活していく上での豊富など、広く村民の方々へ周知、そして理

解していただけるような企画の実施。もちろん新規居住者のみに限らず、既存の居住

者の方々へも特集を組むことにより、既存、新規の住民の方々双方の悩みの共有を図

ることができ、お互いがどのような悩みを持って生活をしているのかを共有すること

ができれば、おのずと大玉村に暮らす人々という意識のレベルで一体感、そして相互

扶助の心が得られるのではないでしょうか。いかがでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １番議員さんにお答えをいたします。 

   大変よいご提案ではないかと私も思います。ホームページのほうは、今後どういっ

た、そういったご意見を活用できるか十分検討させていただきたいと思います。また、

広報紙のほうにつきましては、紙に活字ということでの表記が必要になってまいりま

すので、これにつきましては個人情報は当然載せることはできませんが、取り入れら

れる部分につきましては、今後、十分検討させていただきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   次なんですけれども、現状は新規居住者の方々への対応が、さっき区長という言葉

たくさん出てきたんですけれども、区長丸投げ状態であって、その区長自身も定期的

に替わってしまうと思います、任期があって。そうすると、なおさら対応もばらばら

になってくると思います。それに起因する新規居住者と地域の方々との摩擦が起こら

ぬよう、大玉村として各組長へ案内、ご紹介していただけるような仕組みがあればよ

いと考えています。例えば、それが仕組み的に難しく、あくまで区長に委ねるという

ことであれば、集落支援員として兼務していただくとともに、しっかりとそれに応じ

た報酬も支払うことで責任ある対応をしていただくことも可能なのではないでしょう

か。 
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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） １番議員さんにお答えをいたします。 

   組長丸投げということではございませんけれども、基本的に区長さんにご案内を差

し上げる理由がございます。それぞれ組長さんが、どこの組にその方が所属すること

ができるかという点でございますけれども、行政区の中でも、例えば玉井２区なのか

３区なのか、それはちょうど境界線によってどちらに行くかが大変難しいというとこ

ろがございます。さらに組におきましても完全に境界が決まっているわけではござい

ませんので、両者の組長同士、区長同士で協議をしてどちらの組織へというふうな協

議を今までもしていただいているところでございます。 

   こういったことがございまして、まず、組長さんをご案内申し上げまして、はっき

り分かる場合は、どこどこの組ですよと。不明な場合は、区長さん同士、組長さんも

協議の場に加わってどちらの組に入るかというのを協議をいただいているのが今まで

の経過でございます。そういったことから、区長さんのご案内を差し上げているとい

うことでございます。 

   報酬をお支払いした上での支援員ということでございますけれども、現在、職員も

各行政区のほうに行政区支援員という形で配置をさせていただいておりますので、そ

ういった案件につきましても区長さんと十分協議をしながら、支援のほうは今後も継

続していきたいというふうには考えております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   次に、新規居住者獲得が優先され…… 

○議長（菊地利勝） １番さん、すみません。よろしいですか。 

   今３番、昼食の都合、ちょっとあるもので。継続してください。すみません。１番。 

○１番（斎藤信一） ⑤番、新規居住者獲得が優先され、居住した後はほったらかし的な

ＰＲにならないよう、大いなる田舎として、そして大玉村に住むことと都会に住むこ

との違いという、よい点、我慢しなければならない点などの情報公開をしていくこと

も必要だと考えています。 

   昨今、ＳＮＳの活用も情報共有の手段としては大変有効であるため、例えば各集落

の活動内容を村民にＳＮＳを通じてシェアしていただくなど、若い世代にも気軽に情

報共有ができる仕組みが望ましいと考えます。また、ＳＮＳやスマホ操作があまり得

意でない方においても、既存の村のホームページなどで、村民の皆さんがどんな悩み

を持って、どんなことを希望しているのかという、例えば住民アンケート＆よくある

質問ページ等を作成し、住民の皆さんがリアルタイムで情報共有ができる仕組みを構

築してみてはいかがでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどのＳＮＳの活用関係またはホームページでの問合せに関しましてでございま
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すけれども、まず生活、どのような件に関しまして、相談内容により窓口というのは

当然変わってまいります。役場におきまして、電話をいただいた際には全て総務課で

一時的には対応しておりますけれども、ホームページの活用、そういった関係に関し

ましては今現在も相談関係、問合せ関係がございます。本年４月から１０月までそれ

ぞれお問合せ等いただいておりまして、その件数は６４件になってございます。 

   内容につきましては、本年度の場合、コロナの感染症関係とかごみの出し方、事業

関係等の状況が多い状況ではございましたけれども、こういった問合せにはそれぞれ

対応しておりまして、担当部署のほうからそれぞれ回答をしているというのが現状で

ございます。 

   先ほど、相互のＳＮＳ関係、そういったシステムの関係につきましては、大変よい

ご提案というふうには認識しておりますので、現在のホームページの中でそういった

システムは取り入れられるか、そこからちょっと検討に入らせていただければという

ふうに思っております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   今の質問なんですけれども、そういうＳＮＳを通じて、いい点ばかりじゃなくて、

いろんな点、そして新しく来る人も元からいた人も、いろいろ、我慢と言うとあれで

すけれども、許し合えるような方向に進めるような表現というか、載せていただきた

いなと思っています。 

   次なんですけれども、また、地域側の受入態勢の強化を図り、例えば移住者の交流

促進を支援する組織といったものをつくり、積極的かつ円滑に移住者の方々と地域の

皆様の交流を促せる仕組みがあるのも望ましいと思います。大玉村は魅力的な村です

というのを、ただ単に居住者を増やすという目的の外的ＰＲだけではなく、居住して

からも改めて大玉は本当に魅力的な村だと新規住民の方々に体感していただくような、

アフターケアの充実も必要なのではないでしょうか。回答をお願いします。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １番議員さんにお答えをいたします。 

   今現在、地域の後継者不足が当然深刻化しておりまして、人口減少、少子化、コロ

ナ禍による離職者の増と、そういった経済の落ち込みが様々課題がございます。大玉

村をせっかく選んで住んでいただけることに対しましては、今まで行ってきた村の施

策が成果を表しているというふうには認識はしております。 

   なお、新たに転入された皆さんが各組に参加していただいた上での交流も大変重要

でございます。転入者の皆様方の地域交流を後押ししていただけますそういったＮＰ

Ｏ法人等の組織ができれば、さらに交流が活発化して、住んでよかったというふうに

満足できる村づくりにつながるものとは考えてはおります。そのような支援団体がで

きることを行政としましても切に期待す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） １番。 

○１番（斎藤信一） ありがとうございます。 

   私もいろいろ声をかけて、そういうのをできるように頑張ってみたいとは思います。 

   以上、大玉村に居住される全ての皆様のコミュニティー支援における情報共有と地

域交流の促進という提案でした。 

   当局として、今後、この提案をどのように受け止め、行動に移していただけるか楽

しみにしております。村の基本構想にある、みんなで支える安心生活ができるよう、

共に頑張っていきましょう。 

   これで私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。 

○議長（菊地利勝） 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。 

（午後０時１０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） 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

対策と今後の支援について」外２件の質問を許します。８番。 

○８番（武田悦子） ８番武田悦子です。議長の許可をいただきましたので、さきに通告

しました３件について一般質問を行います。 

   最初の質問は、新型コロナウイルス感染症対策と今後の支援についてです。 

   新型コロナウイルス感染症は、終息に向かうどころか、ここに来てより感染が拡大

しています。週ごとに感染者の山が高くなってきて、連日のようにこれまでで最多の

感染者数という報道があります。ＧｏＴｏトラベルやＧｏＴｏイートなど、もちろん

経済を支える仕組みをつくることも必要ですが、それが感染対策や医療対策に優先し

て行われるものなのかは疑問があります。国は、ＧｏＴｏをやめるとは言いませんが、

やり方を見直すなどと言い始めています。ここに感染拡大の大きな要因があるのは明

らかではないでしょうか。福島市でもクラスターが発生しており、徹底した感染対策

をどう取っていくのかが求められています。 

   その一方で、このまま経済が停滞していけば、私たちの生活のあらゆるところに影

響が出てきますし、現実、出ています。住民の日常生活をどう守っていくのか、自治

体の果たすべき役割は大きいものがあります。今後の支援をどう進めていくのかが重

要だと思います。 

   これらを踏まえ質問します。 

   新型コロナウイルス感染症の影響が出始めた頃から、国・県をはじめ、大玉村も

様々な支援策を行ってきました。この中で、特に村で行われてきた支援策について、

どのようなことが行われてきて、どのような数字になっているのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 総務部長。 
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○総務部長兼総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えを申し上げます。 

   令和２年度の支援状況につきましては、新型コロナウイルスの感染症対応地方臨時

交付金の充当事業を中心にご説明を申し上げたいと思います。 

   今年度取り組んでいる事業につきましては、村内では４８の事業にわたっておりま

す。事業費にしますと約３億３，０００万円程度になっております。その中で、住民

の皆さんや事業者を対象としました主な事業につきまして、予算ベースで申し上げた

いと思います。 

   １つ目が、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業者の協力金、これは休業や

時間短縮に応じた事業者に対するもので、金額にしまして１，０００万円でございま

す。 

   次が、マスク等の購入のための新しい生活様式の実践に対応するための生活支援と

いうことで４，８７０万円になっております。 

   次が、飲食店等の応援前払い利用券発行支援事業、エール券と併せて実施をしてお

りますが５５０万円でございます。 

   次が、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等経営持続化支援金、これが

１，９００万円でございます。 

   次が、畜産農家等を対象としました新型コロナウイルス対策農業経営持続化支援金、

これが１，２００万円でございます。 

   最後になりますが、令和２年４月２８日から令和３年３月３１日までに生まれまし

た新生児の方、一律１０万円の給付を行います新生児特別定額給付金事業、これが

８５０万円でございます。 

   これらが主な支援内容になります。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 今、それぞれにご答弁いただきました、これらの様々な支援、この

支援で村内の商工業、農業の皆さん、そして、住民の皆さんも大いに助かった部分、

大きいと思います。しかしながら、今後も引き続いた支援、やはり必要ではないかと

いうふうに思っています。村の継続した支援、これをどのように考えていらっしゃる

のか伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   取りあえずは、１次、２次の国の臨時交付金を活用した事業を展開させていただい

ています。予算ベースでいくとそれを少し上回って支出していますので、精算でどう

なるか分かりませんが、上回った場合には村費を投入するということになるわけです

が、この後の継続については、国のほうでも第３次補正ということで１兆数千万予定

しているようですが、そのうち臨時交付金にそのまま来るのかどうかというのも、金

額も確定はしません、分かりませんので、一番はその臨時交付金を頂いて、それを活

用しながら支援のほうを重点的にやっていきたいというふうに考えていますが、もし支援
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が必要にもかかわらず臨時交付金が足りない場合には、やはり支援の継続という面で、

村費を投入するということも考え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） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   このしっかりとした支援をしていく、そのためにも、まず皆さんの状況を把握する

ということが大切なことではないかと思います。商工業者、農業の皆さん、これらの

皆さんのこの実態を把握するため、村が行われていること、どのようなことがあるの

か伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   商工業者あるいは農業者からの実態把握をどのように行っているかというお尋ねで

ございますが、まず、商工業者につきましては、春とは別に現在の状況について、商

工会において会員事業所へのアンケート調査を行っているところでございまして、現

在、取りまとめを行っているというふうにお聞きをしております。 

   農業者につきましては、特に影響の大きい畜産農家、これにつきましては、畜産団

体、畜団連との意見交換会ということで過日開催をいたしました。その中で、通常の

補助制度等の来年度の考え方と同時に、現在の状況等について聞き取りを行っている

ところでございまして、これらを今後について生か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） ８番。 

○８番（武田悦子） もちろん商工業者、農業の皆さん、大変でございますが、大変なの

はその皆さんばかりではありません。この今回の新型コロナウイルス感染症の影響で

仕事が減った、失業した、このような方もいらっしゃるのではないかというふうに思

っています。非正規で働く、特に女性の失業が大きな問題となっています。さらには

この間、自殺された方の数も増えているとも聞いております。これらについて村はど

のように把握していらっしゃるのか伺います。 

○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番議員さんに再度お答えをいたし

ます。 

   雇用情勢につきましては、担当といたしまして、ハローワーク二本松からの定期的

な情報あるいは福島労働局からの情報ということで、数字として押さえてございます

が、労働行政について村が直接タッチをするというのは極めて難しい部分でありまし

て、現在のところ、そちらの状況を把握しているという、数字として把握していると

いうところにとどまってございます。 

   以上であります。 

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

   ご指摘のあった自殺関係でございますが、現在のところ、こちらの担当部署におい

ては、そのような状況は把握してございません。件数として把握していないという意

味でございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 本当に深刻な状況に陥っていらっしゃる方もいると思うんです。現

実、仕事が減ったというお話聞いている方もいらっしゃいますし、本当にどうしてい

いか分からない、そのような方もたくさんいらっしゃるんだと思うんです。そういう

方の相談窓口をどのようにつくっていくのかというのも自治体の役割かなというふう

に思っています。 

   社会福祉協議会で小口貸付資金の窓口を行っておりますが、それだけではなかなか

間に合わないのかなというふうにも思いますし、やはりどこに、どういうふうにして

相談をしたらいいのか分からないという方も多いと思うんです。そういう方に対する

支援、相談窓口だけではなくて、本当に金品の支援という形も必要になってくるのか

なと思います。 

   年を越せないのではないかというような話も都会のほうでは出ております。そうい

う状況をしっかりとつかんで、村としての支援策も必要ではないかというふうに考え

ますが、どのようなお考えか伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   役場として把握する方法というのは大変難しいんです、個人の収入については。本

当に困窮した場合には生活保護という手段がございますし、民生委員等に相談すると

いう方法もありますし、社会福祉協議会もありますので、アンテナを高くして、そう

いうものについて対応していきたいなと思っています。 

   過去に、１週間でしたが、このコロナの影響の雇い止めとか何かについての相談窓

口を設けましたが、ほぼ不発に終わりまして、なかなか役場のほうにはそういう相談

は来ないのかなということですので、社会福祉協議会、それから担当部署、いっぱい

ありますので、そういうところでしっかりとアンテナを高くして、できるだけそうい

うものを把握できるようにしたいと。 

   ただ、個人に対する生活支援ということで生活給付を支給するというのは、制度的

には行政では無理な状態なので、仕事をあっせんするとか、ほかの市町村でやってい

るように、失業した方、学生等についてアルバイト先を役場で見つけるとか、役場で

そういう仕事をつくるとかということはほかの市町村でも行われておりますので、そ

ういう相談があればできるだけ対応していきたいなと考えています。 

   あと、村全体の状況は、私は１月の税金の申告のときに明らかになるだろうという

ふうに考えておりますので、その辺も含めてしっかりと把握をし、対応してまいりた

いというふうに考えています。 



 

- 49 - 

 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 確かに村としてのそういう状況把握、一概に、個人情報等々もござ

いますし、その人の考え方もございますので、なかなか一足飛びに村に相談をすると

いうのは難しいかと思いますが、それこそ村長がおっしゃったように、民生委員の皆

さんや社会福祉協議会などの皆さんがもっと小まめにいろんな情報を取ってきていた

だいて、それを支援に結びつけることができればなというふうに考えておりますので、

どうぞよろしくお願いをいたします。 

   この新型コロナウイルスでありますが、感染の拡大を抑えるためには、やはり感染

をしているかどうか、これを知ること、検査の数を増やすことというのが大切だとい

うふうに思っております。前回の質問でも同じ質問をさせていただきました。大玉村

だけではどうしようもないということもよく分かりますが、この間、検査できる数も

増えたと聞いております。検査できる医療機関も増えていると聞いております。現在

の状況、村としての考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   検査に関しまして、県内、現在のところ２，００４か所というふうに記憶してござ

いますが、年内には七、八千か所になるというふうな話も出てございます。連日のよ

うにＰＣＲ検査、４００件等が県内でも行われておりますので、かなり検査の体制は

整っているというふうに認識してございます。 

   また、検査を受ける機会というのも相当数広がっておりまして、現在は、県の方針

でありますが、まずかかりつけ医、それから受診相談センターへの相談、もしくは発

熱外来設置している町村に連絡をということで、取りあえずの連絡という表現にはな

ってございますが、そういった形。 

   また、民間におきましても、県内でも来院して１万数千円、２万円台でＰＣＲ検査

を受けられる場所もございますし、インターネットを使った宅配的な形での、都内で

１万円台、今日も、東京でございますが１，９８０円で、外来的な形で受けられるＰ

ＣＲ検査も出てきたということで、ＰＣＲ検査に関しましては相当数増えていて、機

会も拡大しているという認識ではございます。 

   ちなみに、数字は持ってございませんが、発熱外来の件数、それからＰＣＲの検査

につきましても、現在のところ数日に１件程度ＰＣＲがあると、それから発熱外来に

ついても、管内１桁台の発熱外来の受診があるというふうには聞いてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ＰＣＲ検査について、ただいま１万から２万でできるというお話ご

ざいました。 

   この間、その何とか相談センターというところに確認したところ、なかなかそこで

は教えてはくれないんです。どこで自費でできますよとかそういうのは教えてくださ
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らなくて、ご自分でお探しくださいというようなお話でした。枡記念病院では自費は

やっていません。南東北に確認したところ３万３，０００円ちょっとぐらいです。そ

れに証明書を発行すると、それプラス３，０００円かかるというようなお話も聞いて

います。 

   なかなかこのＰＣＲ検査、自費でということにいかないという部分ありますが、こ

の間行われた村内各関係団体の感染症の対策会議ですか、あれの中でも、年末年始の

感染拡大地域との往来はなるべく控えていただきたいというお話ございました。確か

にそのとおりなんですが、どうしても行かなくてはならない方、仕事上、行かざるを

得ない方、そういう方も現実いらっしゃいます。そういう方に自費で、会社で行くん

だから会社で出せというのはそれは当然なんだかもしれませんが、自費で３万五、六

千円かかるＰＣＲ検査を受けろというのはなかなか難しいのかなと思います。 

   特にそういう皆さん、それ以外にも学生の皆さん、若い皆さん、首都圏で働いてい

る皆さん、学生の皆さん、お盆のときもそうでしたが、このお正月の帰省をとても楽

しみにされて、頑張っている皆さんがいらっしゃいます。そういう皆さんが帰ってこ

られない、そういう思いをして都会で一人で頑張っているのかなと思うと、そこをど

うにかしてあげられないかなというふうに思っています。 

   特に、今年８月の成人式は行われないということで、１月に延期になりました。こ

の１月に帰省される方、この間伺うと、うちのは大阪にいるから帰ってこられないと

言っているというお話も聞きました。そういう方に、ぜひＰＣＲ検査を受けて、安心

して成人式にも出てくださいというようなことができないのかというふうに思ってい

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。 

   ＰＣＲ検査をなぜ受けなければならないかというその理由が一番大切だと思うんで

す。心配だから、不安だから受けるということになると、これ全村民が対象になりま

すし、それだけの負担をすることも難しいし、検査機関もないということになります

ので、どうしても受けなければならない人については、やはり村としては対応しよう

というふうにしています。 

   ですから、会社で業務上は、これは当然もう会社で持つべきもの、個人で持つべき

ものです。学生の場合は、ちょっと今かわいそうというのはあるんですけれども、全

てに対応できるかどうかという問題、学生の場合には住所がありませんので、本当に

大玉出身なのかどうなのかと、証明出せとか何とかなんていうことにもなりかねない

んです、これ公費を出すことになると。むやみやたら出すことはできませんので。そ

こまでして帰ってくるかというよりは、どうしても帰らなければならない事情でなけ

れば、やはり移動しないのが、一番今お願いしているのは自粛しましょうということ

なので、こういうご時世なので我慢していただくということも必要かなというふうに

感じておりますし、あとは体調管理をきちっとやっていただくということもあります。 

   ただ、成人式については、上限２万で通知が出ましたので、助成しますと。東京駅
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前だと、先ほど中沢部長言ったその１，９００幾らでできるということですが、これ

も長蛇の列でなかなか難しいと。それから、いつやるかということが問題なんです。

１週間前にやったって何の意味もないです。その後の１週間に感染すれば、また無意

味ですから、やはり発症する前の３日前とか、２日前とか、４日前にその調査をしな

いと駄目だと。 

   ですから、なかなかハードルの高いものですが、村として今考えているのは、例え

ばです、保育所で１人の保育士さんが感染した場合、保健所で調べた場合、濃厚接触

はこの子どもたちだけで、先生方３人だけですと。これは県で持ってくれるんです。

あとのものは一切持ちません。ですからそういう場合は、村で全員を、必要があれば

先生方全員とか子どもを調べるとかということには、やはり村費を投入してもやらな

きゃいけないというふうに今は考えております。それは幼稚園も小学校も介護施設も

役場も同じということになりますので、そういうときにはしっかりと対応をしていき

たいなと考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ＰＣＲ検査、自費についてはかなり難しい部分もございますが、ど

うしてもの方には、ぜひとも村でしっかりとした支援をしていただきたいというふう

に、重ねてお願いをいたします。 

   ちなみに、南東北だと翌日以降の予約、当日は予約できないけれども、翌日以降だ

と日にちを設定して予約はできるそうなので、第二病院で行っているそうなので、ぜ

ひご参考までに。 

   次の質問に入ります。子育て支援の充実についてです。 

   大玉村は、子育て支援の様々な施策について先進地と言われ、これまでは他の自治

体を牽引する役割を果たしてきたと思っています。大玉村で子育てしたいと村に住む

若い世帯も多く、１４歳以下の年少人口は１４．７％と県内でトップとなっています。

日本の総人口が９年連続で減っていく中で、大玉村では子どもの数が増えている、長

年、子育て支援の充実に取り組んできたことが大きな要因となっていると思います。

これからさらなる人口増を見据えていくためには、より一歩進んだ支援を進めていく

べきだと思います。 

   そこで、保育所における支援策について伺います。 

   現在行われている２子目からの保育料無料は、預ける保護者にとって大きな意味を

持ちます。その一方で、子どもを１人しか持たない世帯もあります。子どもは１人目

でも２人目でも同じく村の宝です。ぜひとも１人目から支援をしていただきたいと思

います。考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   保育所を社会福祉協議会のほうに運営移管をするというのは、基本的には、財源を

確保して保育士の待遇を改善し、確保しやすくしたいということですので、それが第
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一義的なものとしてやっていくと。そして、当初予算を作成する段階で、それでもあ

る程度の推計の数字になりますが、ある程度もう少し浮くんじゃないかというような

ものを含めたり、もしくはとんとんの場合でも、予算編成時点で可能であれば第１子

目の減免を来年４月から実施できればというふうに今は考えて、予算編成時点でしっ

かりと結論を出したいというふうに考えております。 

   やはり今言ったように、１人しかお子さんのいない世帯というのは、ご夫婦という

のはかなりありますので、そういう子育て支援の恩恵を受けないで終わってしまうと

いうこともありますので、それについては十分に実施に向けて検討させていただきた

いと思います。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひとも４月から減免を実施していただいて、より一歩進んだ子育て支援施策にし

ていっていただきたいというふうに思います。 

   この保育所の問題です。保育所の園舎、増築に次ぐ増築を行ってきました。そのた

めに園庭がかなり狭くなっています。保育所の子どもたちが園庭で遊ぶ様子、何度も

見せていただいております。ぶつかったりすることもありまして、いつ大きなけがを

してもおかしくない状態です。子どもたちがゆったりと遊べる場所、これが近くに必

要だと思っております。 

   午前中の質問にもありましたが、保育所の子どもたちだけでなく、近隣の子どもた

ちも自由に遊べる場所となれば、よりいいのではないかなというふうに思っています。 

   さらには、保育所の駐車場の問題です。保育所の送迎用の駐車場、かなり狭くなっ

ています。朝は渋滞になるという話も聞いています。子どもたちが一緒にいるわけで

すから、安全を第一に考えなければなりません。もっと広い駐車場が必要だと思いま

す。お考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   そう遠くないうちに保育所の環境整備ということで増築をしたいということは、社

会福祉協議会に移管後になりますので、すぐにと、来年中にというわけにはいきませ

んが、その時点で、また保育所の庭、所庭が狭くなりますので、やはり新たに場所を

求めて所庭を広げると。それからあと、それも誰でも使えるような、土曜日曜ともあ

りますので、そういう施設については必要であろうというふうに十分認識をしており

ますので、これについては内部で検討を既に始めております。ただ、まだ土地の所有

者の問題とかありますので確定的なことは言えませんが、必要性は十分認識している

と。 

   それから、駐車場につきましても、今の駐車場が大変狭くて、あちこちに分散して

駐車しているという状況も当然承知しておりますので、これについても、新たな駐車

場を確保すべく、場所の選定等についても内部で検討を始めている状況でございます。 
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   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 一日も早く新たな園庭並びに駐車場、安心して子どもたちを預ける

ことができる保育所、環境整備を進めていただきたいというふうに思います。 

   次に、さくらカフェについて伺います。 

   現在、社会福祉協議会で運営されております、福祉センターさくらが開所した頃、

民生委員の皆さんが始めた保護者と子どもたちの居場所づくりから始まり、さくらカ

フェに引き継がれ、今に至ります。子どもたちの遊び場として、保護者の居場所とし

て、情報交換の場として、障害を持つ子どもの早期発見や相談支援など、大きな役割

を果たしてきました。 

   開催場所も福祉センターさくらから始まり、包括支援センターや西部ふれあいセン

ター、そして現在は大山公民館の２階で開催されています。２階ということで、子ど

もを連れて階段を上るのは大変なことがあります。そして、上で子どもたちが遊ぶこ

とによって大変危険も生じています。現在２部屋を使っていますが、とても狭く、子

どもたちが自由に走り回れるという状況にはありません。子どもたちは思いっ切り体

を動かせる場所を求めて遊び場を探しています。 

   さらには、新型コロナウイルス感染症の問題があります。手指消毒や検温、テーブ

ルなどの消毒は徹底して行われていますが、狭い部屋では密になりがちです。もっと

広い場所で開催できないのか、考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   広い場所の確保ができないので、我慢して大山公民館に、今、入っていただいてい

るので、あちこち行ってなかなか場所が固定しなかった事情もよく理解しております

し、それをどういうふうにすべきかということも念頭にはあるんですが、やはり今あ

る施設を恒久的に空けると、改善センターとかほかの施設を空けるというのはなかな

か困難な状況ですので、午前中もお答えしましたが、大山地区に建設する交流センタ

ーとか子育て支援センター、そこも固定的に使えるほどの面積を確保するのにはかな

り厳しいだろうというふうには考えていますが、箱物がいっぱいできますとランニン

グコストもかかるし、職員もかかりますので、その辺が限界かなというふうに考えて

いるところもありますので、あとは既存の施設の整理をしっかりして、兼用をしたり、

使わないときに別な使い方をするとか、移動して空けて部屋を確保するとかというこ

とについて、これから考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思って

いますので、その時点では確保できるだろうというふうに、十分なものが確保できる

かどうかは分かりませんけれども、そういう形で確保していくのが一番いいのかなと

いうふうに考えているところで、もう少し、今すぐ移動というのはなかなか場所的に

も難しい状況ですので、コロナ感染対策、十分行った上でやっていただければなとい

うふうに考えております。 

   以上です。 
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○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 大山地区に交流センターが造られるのは何年後になるのかなという

ふうに思いますし、そこも十分にスペースが取られないというふうになれば、さくら

カフェはどこに行けばいいのかなというのが長年の悩みでございますので、ぜひとも

既存の施設を整理していただいて、空いているところはあるようでございますので、

しっかりと場所を確保していただきたいというふうに思っています。 

   この現在、さくらカフェが使用させていただいている場所ですが、雨漏りがひどい

状況にあります。昨年の台風のときにかなりの雨漏りがあって、部屋の片隅の壁のと

ころに、傘を逆さにしたようにして、ビニールでこう雨を受けるような状況のもので

応急対応をしていただいてはいますが、どうしてもそこを塞ぐ形になっていますし、

雨ですので湿気があるので、カビが生えるんです。カビが生えると、この時期、エア

コンをつけて乾燥させると、今度はそのカビが飛散するという状況にもなっています

ので、ぜひともここは早急に対応していただきたいというふうに思っているんですが、

考えを伺います。 

○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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   大山公民館の雨漏りの件でございますが、９月に予算計上しまして議決いただきま

した。今、その補修に向けて手続進めておるところでございます。若干お待ちいただ

ければというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ９月に補正が上がっていることは知っておりましたが、もう１２月

を過ぎておりますので、早急に対応をお願いするところです。 

   次に、安達地方に特別支援学校の建設が決まりました。いつできるのか、保護者に

とっては、近くに通わせることができる、このことが大きな喜び、そして負担軽減に

なってきます。現在、遠くの学校に通わなければならない状況で、子どもにとっても

１時間以上の通学時間、かなりの負担になります。これが短くなることはとてもよい

ことだと思っています。小中学校の建設用地も決定したという話は聞いております。

開校の道筋、時期的なものはどうなっているのか伺います。 

   また、小中学校は新たに造るわけで、高等部は本宮高校に併設するというお話も伺

っています。この高等部だけでも早く開校できないのか、保護者にとっては本当に一

日も早くしてほしいという思いでございますので、状況を伺います。 

○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。 

   ８番議員さんからお話ありましたように、この件につきましては、最終的に昨年

９月の県議会で地元議員の質問に対して、建設予定地、この件に関わって、私どもと、

本宮、二本松、大玉、教育長３人で、それから首長さんたちもいろいろと入っていた

だきまして交渉してきたんですけれども、現在、昨年９月の県議会の質問での県教育

長の答えを基にして、県のほうで基本計画を作成中であるというような段階とお聞き
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しております。 

   これ、最初の話ではその開校目標、年度というのがありまして、平成３０年代の半

ば、ですから令和５、６年というようなことで、その開設予定の時期は変更になって

いないというふうにお聞きしてありますので、先ほどお尋ねありました件、高等部の

前倒し開設等も含めて、また県のほうと協議していきたいとそんなふうに考えており

ます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 高等部の件については、何かご存じであれば伺いたいと思いますが。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 高等部については、本宮高校に併設するということまでは聞いて

いますけれども、そこを先行するとかという話はまだ聞いていません。ただ、ご指摘

があったので、その辺もお伝えして、一日も早く開設できるように努めてまいりたい

とそんなふうに考えております。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 長年取り組んできてやっとここまで来たわけですので、本当に一日

も早く開校していただきたいと、そのように教育長のほうからも強く働きかけていた

だきたいと思います。 

   最後の質問に入ります。高齢者支援の充実についてです。 

   令和３年は、３年に１度、介護報酬が改定になる年です。これまで改定のたびに介

護報酬が変わり、介護事業所を運営していく上でも大変な状況になっていますが、利

用者にとっては、自己負担が増えることで、使いたいときに使える介護保険になって

いません。利用者負担は現在、１割、２割、３割と３段階になっており、この点でも

使えない介護保険になっています。 

   施設入所も要介護３以上となり、生活援助には回数制限が加えられるなど、ますま

す大変な状況です。より使いやすい介護保険にするためには、国の負担分をもっと増

やすしかない、制度そのものの問題だというふうに考えております。 

   これらについて村長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   制度をつくった当初は、高齢者の老後については本当に心配ないというような大き

な期待を持ってこの制度はスタートしたわけですが、やはり財源の問題ですかね、国

のほうでだんだん絞ってきて、サービスというか、対応、対象が絞られたり、サービ

スが厳しくなったりということで、大分変わってきているなというふうには感じてお

ります。ただ、この制度はやはり高齢者、介護を必要とする人たちにとっての制度と

しては非常に大切な、重要な制度でありますので、これをしっかりと維持していって

いただきたいなというふうに考えています。 

   ただ、介護をする方の担い手がやはり少なくなっている、ヘルパーがなかなか集ま
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らない、介護施設も集まらない、それをどうするかというふうになると、待遇改善だ

ということでやはり賃金等の引上げ、これでもまだ不十分な状況の中で、いたちごっ

こというか、国費を多く投入していただければいいわけですが、その国費を多く投入

しないで、その負担のほうを増やしていくような傾向ありますので、今の状況だと、

来年の大玉村の介護保険料も、今までだと県北の中でもそんなに高くないほうでした

が、利用率が非常に高くなっています。ですから大玉の負担も増えるんじゃないかと

いう危惧を今からしているような状況ですので、もう一度、国としても制度設計の見

直しというものは必要ではないか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） 全くそのとおりでありまして、やはり国がもっとしっかりと財政負

担なりなんなりをしていただかないと、介護をする職員の皆さんの処遇改善をするに

は、利用者の負担がどんどん増えていく状況では処遇改善に至らないということもあ

りますので、ぜひともそのあたりを村長としても国に求めていっていただきたいとい

うふうに思っています。 

   さらに、今年はこの新型コロナウイルス感染症の影響が介護保険を利用している皆

さんにも大きく影響を及ぼしています。国は、介護保険を行っている事業所で、感染

症対策として、利用者が本来の時間より短時間で利用しても、もともとの利用料を請

求できるとしたり、デイサービスなどではより高い報酬を算定してもよいというよう

なことを言っています。 

   事業所としては、このコロナの対応で利用者が減ったり大変な状況の中で、事業所

の運営そのものが危ぶまれる中では、このもともとの、もちろん利用料の算定である

とか、より高い利用料を算定すると、こういうことをしていかなければ成り立たない

という状況にもありますが、これは利用者にとってはとんでもないことであります。

使わない、利用しないサービスの分まで算定されるというわけでありますから、大変

な状況になっているということです。 

   少ない年金の中でやりくりしながら介護保険を使って生活をしている、このような

方もたくさんいらっしゃいますし、介護保険を使わなければ生活そのものが成り立た

ないという方もいらっしゃいます。この上乗せ部分、いわゆるコロナ禍の中で介護保

険の上乗せになった部分、これを村で支援する、このような制度がつくれないのか、

考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   その制度については考えていませんでしたので、今ここで方向性を示すことがちょ

っと難しいんですが、臨時的なもので収まるのか、これからずっと続くのかというこ

とを考えるとなかなかすぐに、その増えた分を補助しますということができるかどう

かということと、介護保険制度自体の中でそういう補塡をすることが許されるのかど

うかという、例えば国民健康保険の場合には税金の補塡は駄目だよというふうに言わ
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れていますので、直接支援が可能かどうかということについても少し調べてみないと、

方向性をどういうふうにするとか考え方をちょっと述べることは難しいので、少し時

間をいただきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） この上乗せ部分の補助については、行おうとしている自治体もござ

いますので、ぜひともいろいろ参考にしながら検討していただきたいというふうに思

っています。よろしくお願いします。 

   さらに、この在宅で介護保険を利用しながら生活している皆さんには、介護用品購

入助成、さらには訪問理髪券、これらの助成事業が行われています。これら以外でも

様々な事業が行われていますが、介護用品購入券、いわゆるおむつ券、理髪券が利用

できるのは要介護４と５に当たる人というふうになっています。紙おむつ、これを利

用している人は介護度が４、５の方ばかりではもちろんありませんし、このような介

護用品を利用することでより快適な生活を送ることができると、要介護１の方から現

在は多くの方が利用されています。 

   毎日使うものですから、経済的な負担もかなり大きなものがあります。月額、大玉

村では３，０００円助成しているわけですが、この３，０００円の助成、二本松では

介護１から、郡山市でも介護１から助成を行っています。さらに郡山市では、介護４、

５の方には６，０００円助成するという制度もございます。ぜひとも大玉村でもこの

対象の介護度を下げていただきたいというように思っております。考えを伺います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   この質問からはそれがちょっと読み取れませんでしたので、内部的な検討をしてお

りませんが、郡山、二本松がそういう事例があるということであれば、少し県北地区

等を調査して、対応した場合にはどの程度の財源が必要なのかということも併せて検

討させていただきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） さらに、このおむつ券ですが、購入できるお店というのが決まって

います。この販売店、これはどのようにして決められているのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   これにつきましては、店側の了解、それから利用者の希望がございます。そういっ

たところにマッチングといいますか、両方の承諾が取れれば、現在５店舗、５つの事

業所さんを対象にそういった対象店としておりますが、今後、希望が増えればそれぞ

れ対応可能かと思いますので、そのような形で対応店舗を増やしていくことは可能と

考えてございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） このおむつ券の購入先の問題で、今、部長からは利用者の希望とい
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うお話ございました。利用者の希望はどのような形で伺っているのか。店舗を増やし

てほしいというお話を聞いているんですが、それがどういう形で届けられるのか、そ

ういう聞く姿勢をどういうふうに取っているのか伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   現在のところ、ケアマネジャーさんのほうにそういった要望が出されているという

ルートで、こちらに来ると承知してございますが、私のほうで具体的に、先ほど申し

上げた５店舗以外のお店での要望が届いてございません。今後はさらに調査をいたし

まして、そういった要望があればお答えしたいと考えてございます。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ケアマネからは要望を届けたというお話も伺っておりますので、そ

の辺の情報をきちんと精査をしながら、ぜひとも拡充をしていただきたいというふう

に思います。 

   次に入ります。 

   年齢を重ねても元気にその人らしく生きる、生活していく、そのためには健康が第

一です。そのための病気の早期発見、早期治療、これが大切なことだというふうに思

っています。健診の重要性、これは皆さんが考えていることです。平均寿命、女性で

８７歳、男性で８１歳となっている今、健康寿命をどう延ばしていくのかが大切なこ

とですし、村が目指しているのもそこだというふうに思います。そのためにも、

７０歳まで現在行われている人間ドック、もう５歳引き上げることはできないのか伺

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。 

   人間ドックにつきましては、現在、３５歳から７０歳までの、それぞれ到達年より

５歳刻みの方を対象に実施してございます。対象年齢につきましては、国の方針で

６５歳までであったものを６０歳まで引き下げるという措置が行われたときに、村は

逆に７０歳まで引き上げたという経過がございます。今ほどの質問につきましては、

なお今度とも、以前もそういったご質問ございましたが、検討とさせていただきたい

と思ってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ７５歳はもう現役世代だというふうにも思っておりますので、ぜひ

とも７５歳に引き上げていただいて健康寿命を延ばしていくと、そういう村にしてい

っていただきたいというふうに思っています。 

   そして、この人間ドックもそうですが、インフルエンザの予防接種、今年は６５歳

以上の皆さん、このコロナの関係で無料ということになりまして、今までより多くの

方が接種されたというふうに聞いています。このコロナの終息、見通せない中では、

やはり次年度以降もインフルエンザの予防接種が重要になってくるのかなというふう
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にも思います。コロナのワクチンができて、高齢者をまず対象として接種するという

話も出ていますが、それもいつになることやらということもありますし、インフルエ

ンザの予防接種というのが大切だというふうに言われています。 

   次年度以降も、今年のように全額補助というのはなかなか厳しいのかなというふう

にも思いますが、これまで１，５００円の補助で行ってきたものをもう少し引き上げ

て、皆さんに接種していただく機会をつくるということがいいのかなというふうにも

思っています。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。 

   今年度、ご承知のように高齢者のインフルエンザ、自己負担１，５００円ございま

したのが、コロナウイルス対策ということで実質無料ということにさせていただきま

した。今ほどご質問にありましたように、管内でのインフルエンザワクチンの保有量

といいますか、在庫も少なく、発注しても入ってこないというふうなお話も医師の方

から聞いてございます。 

   そういった実績、恐らく来年度になれば実績数もおよそ前年対比で分かるのかなと

思いますし、またあと、ご質問中にありましたコロナウイルスのワクチン接種、そう

いった動向、それから、現在まだ検証はされておりませんが、国のほうでもインフル

エンザの罹患が非常に少ないというふうに言われております。そういったものも踏ま

えまして、インフルエンザの予防接種につきましては今年１０月１日からでございま

した。これは来年度に入ってからも、引き続き検討は可能でございますので、今ほど

申し上げた観点から検討させていただきたいと思ってございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） 最後の質問です。 

   新型コロナウイルス感染症対策で、高齢者の居場所づくりとして空き店舗を活用し

た事業、予定されていますが、これの状況、さらには運営はどのようにして行われる

予定なのか伺います。 

○議長（菊地利勝） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   高齢者の居場所づくりを主な目的としました空き店舗の活用事業ということで、予

算化、既にされております。補助とあと備品ということでございますが、これらにつ

きまして、今、総合的に再度検討を加えておりまして、要綱の制定段階に入ってござ

います。これらにつきまして要綱が定まり次第、そういった事業者等、運営になる予

定と考えてございますが、ＮＰＯ法人等も想定しておりますので、そういったところ

と検討していくと。 

   それから、開始の時期につきましては、現在拡大している状況ということもありま

すので、今年度中には施設完成をさせ、事業を開始できるような体制を取っていきた

いなと考えてございます。 
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   以上です。 

○議長（菊地利勝） ８番。 

○８番（武田悦子） ＮＰＯ法人を運営母体としてということでございます。やはりいろ

んな方が集う場所となると思いますので、しっかりとした責任の所在であるとか、事

故等の対応であるとか、そのあたりもしっかりとしたものにしながら運営をしていっ

ていただきたいというふうに思っています。 

   高齢者、このコロナでなかなか居場所が見つからないでいる方も大勢いらっしゃい

ますし、高齢者だけでなくて、子どもたちも、その場所で一緒に集えるような場所に

していければいいのかなというふうにも思っています。ぜひともよりよい施設が完成

すること、開所することをお願いをいたしまして、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。 

   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２６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がありました「学校でのコロナ感染対策を

問う」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、学校でのコ

ロナ感染対策を問う、外１件の質問を行います。 

   子どもたちが学ぶ学校の中で、今、コロナ対策というものが非常に重要なものとな

って、実際にそれが行われています。それ以前から教員の多忙化というものが社会問

題となっているその状況の中で、より一層の多忙化に拍車がかかっているのではない

かという心配から、今回の質問をいたします。 

   最初に、現在の状況を伺いたいと思います。 

   トイレの清掃、これは今、公費を使ってやっている形だと思うんですが、誰がいつ、

期間、回数、どのような方法で行っているか、また、その費用は幾らかを伺います。 

○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。 

   現在、幼稚園、小学校及び中学校におきまして、９月２５日から清掃の業務を開始

しまして、週当たり１校１園、２回から３回、清掃業者に業務を委託し清掃を行って

おります。当面は本年度いっぱいの臨時的措置というふうに考えてございます。 

   業務委託に係る費用につきましては、幼小中全体で９月分が１６万５，８２５円、

１０月分が７６万８，９００円というふうになっております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ７番。 
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○７番（鈴木康広） ありがとうございます。９月１６万、１０月が７６万という金額、

ちょっと思ったよりかはかかるのかな、業者を使ってと考えると、実際に必要なこと

だと考えれば致し方ないのかなと思います。 

   では、その他にも学校全体で何か定期的に消毒とか清掃、その業者がやっているも

の以外にどういうものがあるかについて伺いたいと思います。 

○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。 

   消毒につきましては、文部科学省が定める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、それに基づきまして、大勢がよく手を触れる箇所、ド

アノブ、手すり、スイッチなど、それらを放課後や清掃の時間などに１日１回、幼稚

園におきましては教員や会計年度任用職員が、小学校及び中学校におきましては教員

や生徒、スクールサポートスタッフなどが行っております。 

   また、清掃につきましては、幼稚園では教員及び会計年度職員が毎日、保育室等の

清掃を実施しております。小学校及び中学校におきましてはトイレ以外の教室等につ

きまして、定期的に児童生徒が清掃を行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） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   基本的には教員とか、あと状況によっては生徒またはスクールサポートスタッフと

いう話だったのですが、その関連して、スクールサポートスタッフというのはどうい

う形の方が、どういう形の、費用というか形で来ているのかをちょっと伺いたいと思

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。 

   スクールサポートスタッフといいますのは、多忙化の問題が出てきまして、国が取

り入れた制度です。それを基にして、業務としましては、学校の業務というのは先生

でなければできない仕事、それから先生でもできる仕事、先生以外でもできる仕事と、

大きく３つに分けられます。その先生以外でもできる仕事というようなことにつきま

して、村では、今年、全県的に見ますと大規模校が配置となっていますので大玉には

回ってこなかったんですけれども、大玉も今回の現状に鑑みまして、各小学校に１人

ずつ、計３名を４月から配置して業務に当たってもらっています。非常に助かってい

ただいているというような学校からのお答えをもらっています。 

   臨時交付金が始まったときに、９月からかな、今度は全県全ての小中高、それから

特別支援学校に１人ずつ配置するというような形で県のほうから全額もらっています

ので、大玉では今、各学校に２人ずつスクールサポートスタッフを配置していただき

まして、今、部長が答えましたように、感染拡大防止等も含めた様々な業務に当たっ

てもらっております。 

○議長（菊地利勝） ７番。 
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○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   スクールサポートスタッフという形で、本来は最初に１人と、あと、そのほか今回

の臨時交付金該当から２人という形で、そういう形の県のほうの費用のほうの形で、

大玉村で実施できていると。 

   今、教育長の言ったとおり、教員が子どもたちに向き合う時間、これが一番教育の

場では必要であると、それが十分確保できる、これが何より必要と考えていて、定期

的な清掃などにより時間が確保できない状況になれば、本来の教育のための場を維持

できない、大玉でのこれだけの子育て、教育支援というのを行っていたとしても、そ

の最終的な目標というものが実際に達成できるかというのが不安視される。これはコ

ロナという大きな問題があるせいであって、決してその県全体というか国全体、大玉

だけの問題ではないと思うんですが、教育という場、子どもの一生の中の教育の場と

いうことで考えれば、非常に大きな、大事な問題ではないかと思います。 

   トイレ清掃に加え、学校で必要な清掃を行うための費用、これ県のほうのも含めて、

もし分かる範囲ではいいんですが、もし分からなければ別にいいです、それを伺いた

いと思います。 

○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。 

   年度当初より施設消毒用のアルコールなど消毒作業を実施しております。学校及び

幼稚園で使用する施設消毒用アルコール等の購入費用につきましては、教育委員会で

直接購入したもので申し上げますと、１１月までで１６万３，０００円ほどというふ

うになっております。また、このほか村で購入したアルコールの提供も合計しますと、

現在まで消毒に要した費用というのは概算で２０万円ほどというふうに見込んでおり

ます。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際に、その人件費を除く形、消毒に係る器具というのかな、用具類、その他の費

用という形で２０万という形、実施にその中には今回の学校の先生とか生徒とか、も

しくは職員がやっているものについては含まれていないと。 

   もし、少しでも教員の子どもに対する時間を確保するために、臨時職員を複数名、

１人で間に合うのであれば１人、２人必要であれば２人になるかと思うんですが、雇

用して、今やっている、特に先生方が時間を使っているところを代わりにやることを

行った場合に、費用的なもの、１人分なのか２人分なのかは別としても、今回その業

者に頼んだ分も含めて、もし業者に頼まずにこれを臨時職員雇用によって対応した場

合、どちらのほうが費用がかかるのかなと。結果としてそれで費用を減らすことがで

きないかどうか、それをちょっと伺いたいと思います。 

○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。 
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   現在、委託業者のスタッフ三～四人が、園児や児童生徒の利用に支障を来さないよ

うに、学校では利用のない授業時間などを活用して清掃を行っており、トイレの箇所

数も多いことから、１日二～三校、園の実施するのが限度というふうになってござい

ます。 

   費用につきましては、単純に計算をすれば、村で直接雇用して実施することにより

減らすことは可能かというふうに考えられますが、実施体制を整えるため、四～五人

を雇用するには相当な時間を要する、それとともに日常的な管理などを考えますと、

費用面を優先して実施することは困難である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） 今回、本当に救急な対応策という形で、実際に業者のほうの専門的

な知識を使った形で対応したということは、実際に必要なことだったと思っておりま

す。ただ、ちょうど来年４月以降のほうの新たな会計年度の中で、もし今からそうい

うスタッフが育つことができて、費用的なものについても少しでも減らせるのであれ

ば、検討の課題に一つには入れてもいいのかなと思いますので、そういう考えがある

かどうかを伺いたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 教育部長。 

○教育部長兼生涯学習課長（作田純一） 学校の消毒作業につきましては、先ほど最初の

問いでお答えしましたかと思いますが……、失礼いたしました。そこまでではござい

ませんが、清掃につきましては、今のところ臨時交付金活用してございます。そのこ

とから、今年度いっぱいということで進めていこうかな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） ７番。 

○７番（鈴木康広） 実際にその交付金等の活用によって、村の単費のほうは出さずに対

応していると。このコロナ対策自体、今後、後段の質問についてはアフターコロナの

こともちょっと触れるんですが、コロナのこの対策自体はずっと続くものではないと

考えれば、事業だった場合についてはどっちがいいのかという、当然それは行政の判

断もしくはその教育現場の判断となるかと思うんですが、すぐに今の問題、このコロ

ナ自体が解決するということ自体はまだ見込めないと考えれば、いろいろなこの検討

課題については、検討した上で判断していただければと思いますので、よろしくお願

いします。 

   では、２番、修学旅行などの実施状況という形で質問を行います。 

   子どもの成長過程では、友達との思い出をつくること、集団活動の中から学ぶこと

が大切であると思います。実際、私も子どもの頃に覚えているというのは、部活とか

もしくは体育祭、学校祭、もしくは今言った修学旅行などが一番の思い出になってい

ます。その中で友達といろいろ接したことが今の自分をつくっているんだなと考えて

います。 
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   ただ、実際に、修学旅行が決まった時期に今年は行えないという状況がありました。

そのために今回質問をしたいと思いました。現在の状況を伺います。修学旅行、見学

学習、学習旅行などの実施状況を伺います。 

○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。 

   今年度このような状況の中で、議員さんから指摘ありましたように、学校行事等々

の果たす役割は極めて大きいものというふうに考えております。特に修学旅行、その

最たるものかと思っています。 

   そういった中で、今年度の実施状況なんですけれども、中学校の修学旅行は４月に

計画しておりましたけれども、あのような状況で、しかも関西というようなことで、

その延期を余儀なくされました。ただ、１０月にコースを変えて日光と、それから那

須だったんですけれども、そこで２泊３日の修学旅行を終えることができました。 

   小学校のほうは９月、これは会津若松方面１泊２日なんですけれども、それを予定

どおり実施することができました。ただ、実施に際しては、バス輸送等々を考えて、

バスの台数を増やして密を避けるとか、それからまた、宿泊先のほうに計らっていた

だきまして、部屋に入る子どもの数を少なくするとかそういったこと、そんなことを

配慮しながら、予定どおり実施することができました。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   心配されていたその修学旅行などが実施できないで卒業を迎えるとか、要するに、

その学年、その時期が終わってしまうということはない形で実際に実施ができたと、

大変安堵しています。多分、無理して４月とか５月とかにやっていたとしたら、かえ

って心配が先に立ちますし、あと、宿泊施設等の対応もまだ十分にできていなかった

のかなと考えれば、９月、１０月という、ある程度、宿泊施設のほうでもコロナ対策

を行った上でお客様を迎える体制ができたところで実施できたのは、結果としてはよ

かったのかなとふうに私も思っております。 

   そのほかに部活動、これもすごく子どもたちの教育の中では大切なもので、大会に

参加して、それこそ、勉強を死ぬほど頑張ったという子は聞いたことがないんですが、

部活はもう死ぬほど、それこそ倒れるほど頑張っている子という話はよく聞きます。

その部活での大会参加、これが最終的な子どもたちの一つの大きな目標として頑張っ

ているんですが、そういうものについて、今年はいろいろな難しいことがあったかと

思うんですが、その参加状況はどうなっているでしょうか。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ７番議員さんに再度お答えいたします。 

   ご指摘ありましたように、部活動、運動関係は、６月から始まって、県北大会、県

大会、全国大会とそういうのがあるんですけれども、今年は実施できずに終わってし

まいました。本当に、特に卒業する３年生にとってはかわいそうな思いをさせてしま

ったなと思っているんですけれども、ただ、安達地区ではそれに代わって、３年生が
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活躍する場ができたというか、安達地区の中学校運動部活動交流会というような名称

で実施しまして、規模は縮小だったんですけれども、感染症対策に万全を期しながら

実施することができました。 

   それから、３年生が終わって、今度は２年生、１年生でやる新人戦があるんですけ

れども、これは９月だったんですけれども、これも実施時期を、これは９月の初め実

施の予定時期を変更することなく行うことができました。ただし、これの実施に当た

っては、子どもたちの感染症対策、それから保護者の応援をなくして、俗に言う無観

客というんですか、そういう中での実施になったんですけれども、これまた子どもた

ちがそこで活躍することができました。 

   それから、吹奏楽部が中学校あるんですけれども、吹奏楽部のほうも大会ができな

かったんですけれども、いろいろ先生のほうで工夫してくださって、ある吹奏楽の大

会に行って、県大会で最優秀賞、それから全国大会に行っても最優秀賞というような

ことで、大変名誉なことをいただいてきて、昨日、村長に報告したところであります。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） 取りあえず、３年生の正式な大会参加は難しかったんですが、交流

という形の、部活動交流会という形で、取りあえず、自分たちが頑張った一つのその

発表の場というか、そういう出す場は設けることができたと。あと、新人戦について

は基本的には無観客というか、多分、親の立場としては行きたかったと思うんですが、

ただ、今の状況を考えれば、子どもたちが主役で頑張るということを優先して、保護

者の方も我慢をして実施のほうに応援したのかなと思っております。 

   あと今、吹奏楽部については全国大会まで、これは何か工夫というのは、どういう

ふうな工夫をしたのかもちょっと伺いたいんですが。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 本来ですと直接行って、ある会場でやるんですけれども、それが

かなわないということで、今年は録画、録音で参加したと。それで審査していただい

て、県で最優秀賞、それから全国で最優秀賞というそういう大変名誉なこと、嬉しい

結果を残してくれました。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） 追加的なお話、ありがとうございます。 

   実際に、今言ったようにできないことをどうやったらできるかということが、先生

方とかもしくは関連している大会のほうの方が工夫してできた一つの方法なのかなと。

こういう活動ができたことは大変ありがたく、また、実際に全国で優秀な成績を収め

るなんてなかなかできないので、多分、子どもたちにとってはかえって、もしかする

と今回のコロナというものは、マイナスイメージが強くなる中でも一つプラスのイメ

ージを持てることだったんだと思っております。 

   コロナ感染が去った後、まだ全然去っていなくて、これからだと思うんですが、特

に今、年末年始を迎えて非常にその第３波どうなるのか、心配な時期ではありますが、
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ただ、必ず明けない夜はない、いつかはこのコロナも去って、安心・安全な時期が戻

ってくると思っています。そのときに以前と同じような活動方法や回数、実施範囲で

活動することができるかどうか、また、コロナ禍の中で学んだ感染防止の方法の中で、

これからも継続すべき対策とか習慣、全てコロナが終わった後に、もう全て忘れて、

なくてよかったねではなくて、何か学ぶべきものがあるかもしれない、そういうこと

がもしあればということで質問しています。修学旅行などで、部活の大会参加などで

はどうか伺います。 

○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します。 

   今年度、コロナの状況の中で、感染防止拡大対策を講じながら、子どもたちの学び

の保障をどうしていくかというようなことが大きな課題でありました。そこで、様々

な工夫をしながら、今年度の教育課程、教育活動の今まとめに入る段階なんですけれ

ども、今、来年度の教育課程、教育計画をつくっている段階です。その中で、今年度

学んだこと、いろいろ経験して学んだこと、そんなことを生かしながら、基本的には

コロナの終息というのはちょっと全く見通しないんですけれども、従前どおりの計画

で、今、計画を立てております。したがいまして、修学旅行、学習旅行それから部活

動等々、それもできるものとして、今、計画を立てている状況にあります。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   来年は来年で、子どもたち大切な１年になりますので、できるだけその活動につい

ては、可能なものは、今言ったように安全対策を取りながら実施していただけること

をお願いいたしまして、次の質問に移ります。 

   地域住民での交流活動、協働活動を行う場合、これ学校と地域協働本部などなんで

すが、この辺はどうでしょうか。 

○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） ７番議員さんにお答えいたします。 

   協働活動事業につきましては、主に学校支援と放課後子ども教室ということで進め

ております。 

   まず、学校支援につきましては、４月から１１月末までの依頼件数、このコロナの

中でありましても１０７件、延べ参加人数２９０人の方々になっております。ただ、

昨年同時期と比べまして、コロナ禍の影響が大きく３２件１５３名の減というような

形にはなってございます。今年度につきましては、コロナ感染予防対策として新たに

教室やトイレ等の消毒作業の要請等もありまして、多岐にわたる学校支援をしていた

だいたというような内容でございます。 

   また、放課後子ども教室につきましては、緊急事態宣言時の活動ができませんでし

た。２学期からの活動開始ということになりましたが、年度当初の計画となるように、

開催日を大山教室は月曜日、玉井教室は金曜日の週２回に分けること、各週でやると

いうことではなくて曜日をずらして、当初計画どおりの活動回数が子どもたちに提供



 

- 67 - 

 

できるようなそういう工夫をして、また、感染予防対策としての活動内容の変更をし

ながら、地域のボランティアさんの協力の下で工夫をしながら、おおむね当初の計画

どおりの回数ということで、今、進めているところでございます。 

   そのほかに、コロナ禍によりまして、地域と学校との協働活動、商工会青年部と中

学生の実行委員会方式によるコミュニティフェスタなど以前行っておりましたが、そ

れについては中止せざるを得なかったということでございます。今後、感染状況を見

ながら、いろいろな事業が継続できるようなことで努め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） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際に実施のほうがもう再開できている事業、もしくは来年度という形で、そうい

うものについては通常どおりの実施予定、ただ、今年できなかったものについては、

今後どういう形であればできるか、ただ、これについては今言ったようにコロナの状

況とか、あとはその教育現場の忙しさとかもあると思いますので、それを加味しなが

ら、ただ、大玉村の教育のすばらしさというか、大玉らしさというものができれば今

後も継続して残っていくことを私は望んでおりますので、できる限りその対応策を取

りながら実施できればなと思います。その場合について、私も一ボランティアとして

参加したいと思いますので、よろしくお願いします。 

   遠隔地とのオンライン交流、台湾の姉妹校など、今回、コロナという形になったた

めに人と人とが会うことが難しいのであれば、今回ＩＣＴなど活用しやすい教育環境

となったことを踏まえて、オンライン交流など、子どもたちの国際感覚を養う一つの

方法になるんではないかなと思いますので、そういうものを現在検討しているかどう

か伺います。 

○議長（菊地利勝） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   大玉村の教育目標、総括目標は、「おおたまに学び、世界とつながる人間の育成」

というようなこと掲げております。そういった意味におきまして、国際交流というの

は極めて大きな意味がある。そんなことで、台湾の桃園の大竹国民中学との姉妹校の

締結をしました。残念ながら、今年度は行くことも来てもらうこともできなかったん

ですけれども、コロナの感染状況、この様子を見ながら、可能であれば今年行けなか

った３年生と２年生を台湾に派遣していければなとそんなふうに考えております。 

   それから、お尋ねありましたＩＣＴを活用しての交流なんですけれども、これも大

変有効であるというふうなことで、今年度末までに全ての子どもたちに１人１台の端

末機が整備されまして、校内環境も整えます。そういったことを考えたときに、これ

を使っての交流というようなことも大変意味があるのかなと思っています。 

   実は、私もいろんな研究会、事業の研究会とか、それから講演会とか、交流会とか、

そんなところにオンラインで参加させてもらって、その有効性というようなこと、課
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題もありますから、そういった手段を通して、方法を通して、国際交流というような

ことについて、あるいはまた国内の姉妹校等との交流について実現できるように努め

ていきたいなとそんなふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ７番。 

○７番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   いろいろな内容について、今、検討していて、もし実施可能であれば実施したいと

いうお話をいただきました。 

   このコロナが起きたことによって、多くの問題、実際に学校の先生の大変さとか、

行政のほうでのやりにくさ、実施に子どもたちも、もしくは一般の方も息苦しさとい

うか、何かちょっといろいろなものを抱えています。ただ、この中で学んだこととい

うか、何かその中で今後変えていく糧になるようなものが、もしかしたら１つ２つで

も残すことができるのかなと。震災によって非常に大きなダメージを東北は受けてい

ます。ただ、その中から学んで、今、変えようとしていることもある。要するに、復

興というふうな目標を強く持っていると考えれば、このコロナについてもそこから学

んで、そこから新しい何か方向性をつかむということがもしかしたらできるのではな

いかと思います。 

   そういう意味で、アフターコロナに向けて、今現在やっている内容についてもう一

度検討してみて、今後の教育もしくは大玉村の発展にプラスするようなものがあれば、

ぜひそれも継続、もしくはその一つの判断材料にしていただければと思いますので、

それをお願いいたしまして、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、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がありました「村、県教育委員会指定文化財の自然環境管

理について」外１件の質問を許します。４番。 

○４番（本多保夫） ４番本多保夫です。さきに通告しました２件について議長の許可を

得ましたので、質問させていただきますが、まず、今回、大玉中学校吹奏楽部の全国

大会において最優秀賞ということで誠におめでとうございます。これは大分前に連絡

が入っていたはずなんですが、一般質問の中には私、入っていませんでしたので、こ

の件については、ただおめでとうございますと言わせていただきたいと思います。 

   質問に入ります。 

   １番として、村、県教育委員会指定文化財の自然環境管理について伺いたいと思い

ます。重要文化財関連についてということで、今回は十楽院と二子塚古墳の２点につ

いて伺いたいと思います。 

   １番といたしまして、十楽院の文化財である鉄造観音菩薩立像はどのような保存状

況なのか伺いたいと思います。 

○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） ４番議員さんにお答えいたします。 

   十楽院の鉄造観音立像につきまして、平成２２年３月に、当時の玉井４区の区長さ
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んより、村指定文化財十楽院鉄造観音菩薩立像を安全上の理由から教育委員会に対し

まして寄託の依頼がありました。平成２２年４月よりあだたらふるさとホールにおい

て日々管理し、多くの方々に公開、展示して、保存、活用を図っているところでござ

います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） ありがとうございました。 

   現地には立派な看板は設置されておりますが、内容も殊詳しく説明されていますが、

肝心の観音菩薩の立像がない、だけれどもその説明書きがないんですね。今どこどこ

で預かっていますよと、こちらに行ってご覧くださいとか、鑑賞してください、理屈

は同じなんですが、そういったものが全く記載されていない。 

   これ私の勉強不足だと思いますが、私もそれ知らなくて、建物の中をのぞいていま

したらば、近所の方にそこにはないですよと。はあと私も言ったんですが、それはい

ろんな、さい銭泥とかいろいろあった関係上、それは村管轄で、村の判断、教育委員

会の判断でそちらのほうに持っていったんだとは思いますが、その説明、これ村指定

の有形文化財ですから、外から来た人は分からないわけですよね。その辺を説明書き

があるとなお一層いいものになったのかなと思いますが、これからそういった案内を

書く予定があるかどうかを伺っておきます。 

○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） ４番議員さんにお答えいたします。 

   私どもも、４番議員さんおっしゃるように、そこの説明書きにその記載ないことに

ついては確認不足だったというところは認識したいというふうに存じます。ただ、先

ほど建物の中の保安上の話で、教育委員会で持っていったということではなくて、

４区の区長さん、そちらから教育委員会のほうで預かってくれということでありまし

たので、そういう寄託を受けましたのでふるさとホールで預かっているということで、

教育委員会として、防犯上等から持ってきたものではないということだけは申し加え

ておきたいというふうに思います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） ありがとうございました。 

   ４区区長さんはじめ氏子さんたちの要望で、村のほうの教育委員会管轄で預かった

ということでありますが、それはそれで結構なんですが、やはりその説明書き、これ

は必要だと思いますので、ぜひ早急に対応していただきたいと思います。 

   時間の関係もございますので、ここで、前、通告しました１番の中の３番を含めて、

ここで発言させていただきますので、ご了承願いたいと思います。 

   十楽院の自然環境である杉の木、竹林の管理を村教育委員会もしくは村での管理は

難しいのか、当然、氏子さんがいて管理をしていますが、杉の木などはご存じのよう

に大分大きくなってしまって、とてもじゃないが氏子さんでは管理できないだろうと、
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そういう木になっております。 

   私もこの前よく見ましたらば、村道の約７割ぐらいまでに枝がかかってきています

ね。これから冬場ということで、除雪機なども入った場合、かなり危険になってくる

んではないのかなと。木を切るんではなくて、枝の処理だとかそういったもので対応

できる範囲ではないかなと感じたので、もし村が手助けをしていただけるんであれば、

村教育委員会でやっていただければ。というのは、氏子さんだけでやった場合、前に

もありましたように神原田神社で事故があったような、ああいうことは二度と起こし

てはならないと思いますので、何とか村か教育委員会で手助けをできないか、まず伺

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） 文化財の指定地内にあります杉の木、竹林等に

つきましては、基本的には、４番議員さんおっしゃるように所有者が行うものという

ふうには考えてございます。ただ、文化財への影響、そちらに影響が及ぶ場合には、

所有者や保存会の方々と協議などして、必要な対策について検討してまいりたいなと

いうふうには考えてございます。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） これは、通行上は支障木扱いにすれば村で簡単にできるんではない

かなと。確かに敷地の中に木はあって、枝は村道側に来ていると、これはあくまでも

支障木と言えるんではないかなと。この木を根っこから切るんであれば問題は発生し

ますが、枝の２本、３本を除去する分には支障木で対応できるんではないかなと私な

りには考えておりますので、その辺をよく検討いただいて、対応していただければと

思います。 

   次に、今あるカヤの木などは、村の天然記念物指定、県緑の文化財、村教育委員会

指定または大玉村観光十景と、これ馬頭観音ということでございますが、そういうふ

うに登録されていますが、村長が思う文化財とはどのように認識しているか伺いたい

と思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） ４番議員さんにお答えいたします。 

   文化財というのは、大玉村の長年の歴史の中で培われてきた各種の、自然のものだ

けではなくて風習とか、それからあと当然、彫刻とか仏像とかも含まれますが、今後

将来に向かって、大切な村の宝として保存、継承をしていかなければならないものと、

村民の誇りとするものだというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） ありがとうございました。私が想像していたよりすばらしい答えを

いただきまして、ありがとうございます。 

   次に、２番としまして、二子塚古墳の管理状況ということで伺いますが、これは県

教育委員会、村教育委員会指定となっています。古墳近隣農地所有者からの悩み、解
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決方法を、教育長には２度にわたっての質問をさせていただいた経緯がございます。

今回で３度目になりますが、木々による農地被害対策は全くなされていないのはなぜ

なのか、これをまず教育長に伺いたいと思います。 

○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） ４番議員さんにお答えいたします。 

   二子塚古墳につきましては、毎年、地区の代表の方と保存管理の委託契約を結びま

して、地区の方々に適切な保存管理を行っていただいております。しかしながら、文

化財への影響を及ぼすおそれがある場合には、所有者や保存会の方と協議を行い、必

要な対策を講じているというところでございます。 

   なお、平成２９年、二子塚古墳内で桜の倒木がありまして、所有者や保存会と協議

をしまして、文化財調査員の方々のお力をお借りして処理した経過ということがござ

います。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） ありがとうございました。 

   これは、あそこの古墳は確かに手入れはしてあります。所有者も、ここいろんな人

が入っていると思うんですが、木、ケヤキ、杉の木等々いろいろございます。中には

墓地もございます。この木によって農業に対しての迷惑度がかなり高いということで、

私は前回も何とかならないかということで質問させていただきました。村でもその辺

を重々考えての検討をさせていただきますよと言ったこともあったわけなんですが、

その後、全く答えが出てきていない。村の第１次産業である農業を守るんだという考

えの下、早急な解決を望み、次の質問に入らせていただきます。 

   ２番といたしまして、竹ノ内板倉線生活道路拡幅計画実施についてでありますが、

上長峰地区の生活道路拡幅計画の考えについて、２点ほどお伺いしたいと思います。 

   ①としまして、計画の見通し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。 

   本ご質問につきましては、平成２８年２月に、当時の大玉５区長より拡幅要望の陳

情がありました。下長峰地内、約延長１２０メーターの区間の拡幅要望というふうに

認識してございます。 

   この計画の見通しというふうな部分でございますけれども、現在、村内には住宅地

における狭隘道路あるいは整備を要する路線箇所が多数ありますことから、現時点に

おきまして、当該路線の拡幅計画の見通しについて、明確な年度を現時点ではお示し

することが困難でございます。当該路線の改良には、県道に接道するための道路のか

さ上げあるいはそれに伴うその手前の道路橋の架け替え等々が必要になることから、

慎重に検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

   様々、地元からいただいている要望につきましては、その一つ一つが道路行政にお

ける重要な課題だと認識してございますので、有効な財源措置あるいは費用効果の検
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討を行ってまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） ４番。 

○４番（本多保夫） ありがとうございました。 

   今の件は、これ村長との懇談会の席上でも出まして、前向きの姿勢で対応するよう

な回答だったはずなんですね。地区住民の方もかなり期待度は高かった。だけれども、

簡単に言うとお金がないからできません、なかなかと、補助金が出るまでちょっとお

待ちくださいというような今の答弁かと思いますが、そうではなくて、あそこの利用

度、生活になくてはならない道路なんだと。また、朝早く行ってみていただくと分か

りますが、中学生があそこを自転車で通って、地蔵面抜けて中学校に来るというよう

な大事な道路なんです。事故あってからでは遅いんです。 

   だから、それを早く計画していただけないかなという考えの下に、今の計画はない

んですかと聞いたわけでございますので、その辺を前向きに検討していただいて、も

う補助金がどうのこうのではなく、村の一般財源を持ち出してもやっていただきたい

と、そういう考えの下に、今、質問させていただきました。また、当局の答えもここ

ではっきり分かったわけですので、私も地元に帰ってそれなりの説明はできますので、

一安心いたしました。 

   ②として、県道竹ノ内橋から一級河川である安達太良川になりますが、現在の流入

の仕方では、ゲリラ豪雨、大きな台風など来た場合、上長峰地区側から流れる川が流

入は細くなり、結果、農地に被害を及ぼすようになるのはこれは明らかであります。

現地も見ていただくとよく分かるんですが、安達太良川との合流地点から約２００メ

ーターぐらい下流に行きますと、木々が覆い、土石が積もり、流れの妨げになってい

るとそういった状況なんです。これ一級河川ですから県とか関係機関にという答弁に

なるかとは思うんですが、そうではなくて、関係機関にいかに対応していただくよう

に要望していただくか、そういったものを早急に私はやっていただきたい、そういう

考えの下に、今、質問させてもらっているわけですが、この質問をおいて、村ではす

ぐに対応ということが可能かどうか、お伺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） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、今回のこのご質問の部分で、竹ノ内板倉線に関連してのまず答弁を先にさせ

ていただきたいと思います。 

   当該路線の改良には、大きく２つのポイントがあるというふうに考えてございます。 

   １つは、県道に接道するための、現在鋭角となっている接道部分をいかに直角に接

道させるか、それから高さのレベルをいかに取るかということが１点でございます。 

   もう一点は、今ほどもございましたように、安達太良川支川の弓張川が道路直下で

直角に、さらにその弓張川が、安達太良川にさらに直角に接しているというふうな部

分でございます。これにつきましては陳情書の中でも、河川が直角に曲がっているた

め、大雨時は溢水により通行止めや周辺農地に被害を及ぼしておりますというふうな
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陳情でございまして、当該部分についての認識はいたしている部分でございます。 

   これらの解消をどうしていくかというのが、この村道改修に当たっても重要なポイ

ントになるんではないかというふうに考えておりますので、こちらも含めて十分に検

討させていただきたいというふうなことが１点でございます。 

   また、安達太良川の土砂堆積物につきましては、県道、一級河川、県の管理部分に

つきましては、杉田川、百日川も含めて、県において土砂堆積の撤去、これを進めて

いただいているところでありますので、安達太良川の状況につきましても、確認の上、

県のほうに早急に要望させていただきたい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） ４番。 

○４番（本多保夫） ありがとうございました。 

   今おっしゃったような流れになっておりますので、ぜひここは新年度予算に含めて

いただくような、自前でできるような生活道路または河川敷、そういったものを十二

分に検討いただいて、第一の副村長の査定時によろしくお願い申し上げまして、私の

一般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） 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３７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、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といたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） １０番須藤軍蔵君より通告がありました「原発汚染水の海洋放出に

ついて」外１件の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 議長の許可の下、通告いたしております質問を行います。 

   本日最後ということで、大変お疲れだと思いますけれども、自分だったらどう答え

るのかなということを考えながら時間をお過ごしいただければと思います。 

   初めに、原発の事故に関わる汚染水の処理についてお尋ねをいたします。 

   東京電力福島第一原発の事故から間もなく１０年になるわけでありますが、今なお

福島県産品等々、これ市場においては非常に安価な状態に位置づけられており、これ

は今では恒常的なものになっているというふうにも言われております。 
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   また、漁業にあってはもうもっとひどい状況にあります。汚染水を希釈して海に流

すのがより現実的だというようなことが、放出ありきの発言が何回かこれまでも繰り

返されているわけであります。希釈をしてといっても、トリチウムはなかなか処理で

きないんではないかと、あるいは、しかも放出は３０年とも４０年ともかかるんでは

ないかと、こういう様々な不安状況が今ある中であります。 

   こうした中、この１０月末で、福島県議会、そして県内市町村の７割に当たる

４１市町村の議会が、国に対してこの処理水海洋放出は反対だと、あるいはまた慎重

にというような意見書が国に対して行われました。我が福島県知事は今なお、国の判

断が決まってからとか、あるいは国民の理解を得られるような情勢をなどということ

の発言に、実態は今のところとどまっているわけであります。 

   私も、増え続ける汚染水、そのままでいいというふうには思いません。そしてまた、

じゃほかに持っていけばいいのかと、それもまたそういうことではないというふうに

思います。先ほど申しましたように、こうした置かれた状況の下で、この先もずっと

福島県民に対して同じ思いを押しつけてくるのかということに対しての考えが非常に

あるわけでありまして、これまでも、そういう押しつけることが現実的なんだという

考え方が非常に憤りを思うわけでありますし、これまでの歴代の環境大臣の中にあっ

ても、最後は金目でしょうと、つまり福島県なんか金目で解決できるんだというよう

なことが、何か福島県民を侮蔑しているというんですかね、金によって何とでもなる

連中だというような見方ということが、私は非常に憤りを実は感じているんです。 

   やっぱり福島県民、１０年たったけれども、まだまだ大変でありますから、こうい

うときに当事者中の当事者である福島県民が声を上げるというのは当然ではないかと

いうふうに思うんです。こういう時期に際して、大玉村の村長としてのこれらの問題

に対する率直な見解、まず承っておきたいと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   大変難しい問題ですが、状況を見ますと、まずは一番風評被害を受けるであろう漁

業者の組合が大反対をしているというのは、今まで１０年にわたって試験操業を繰り

返し、やっと魚１種類ずつ増やしていって、近々本当に完全に操業ができるという段

階まで何とか持ってきた、この１０年目にトリチウムを含む汚染水が放出されれば、

間違いなくこれは１００％風評被害が出るのはもう分かり切っていることですので、

その１０年の努力も無になるという事実もございます。 

   あと、茨城とか宮城、隣県の漁業者も同じような危惧を持っていると、韓国をはじ

め、福島県の漁業をはじめそういうものを輸入禁止のところがいっぱいありますので、

その中で、またそれを拡大するするだろうということは、この漁業の問題だけではな

くて日本の輸出に関して、またさらなる風評をもたらすだろうというふうに感じてい

ますので、殊、福島県に関しての問題ではないというふうに認識をしております。 

   第一には、やはり水と性格が似ているので難しいと言われているトリチウムの除去

についての研究をもう少し、日本だけではなくて世界を挙げて取り組んで、何とかこ
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れを希釈ではなくて取り除く方法が見つけられないものかなと、これが一番望むとこ

ろでございます。これが取れれば放出しても何の問題もないということになりますの

で、今日の新聞だと双葉町の町長は、中間貯蔵基地にタンクを新たに造ることは、や

はり双葉町民の思いを踏みにじるものなので反対であるということになったので、増

設が現実的には難しいということもありますし、神奈川県知事は、沖ノ鳥島でしたか、

遠方にタンカーで水を運んで放出したらどうだと言っていました。私もこれはいいん

じゃないかと思って、前から考えていたんですが、何か海洋法の法律的な問題も絡ん

だりして難しそうな話でありました。 

   ただ、基本的には、９月１８日に大玉村議会の皆さんが意見書を国のほうに出した、

対策をしっかり講じないうち、それまでは処理水の海洋放出はしてはならないという

ことに、最終的には意を同じくしているところでございます。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございます。 

   考え方としてはいろいろあると思いますけれども、例えば先ほどの黒岩知事でない

けれども、そういう考えも一つの方法ですけれども、私はそういう、どこかに持って

いけばいいということではなくて、やっぱり基本的に、そういう大きなものをしでか

したということに対するきちっとした一つのけじめと、そして安全性というものが確

保されるべきであろうというふうに、引き続き皆さんとともにこの問題では取り組ん

でいきたいというふうに思います。 

   次に、美しい村の道路関係について、治山治水であります。 

   国道の問題ですが、特にプラントから北側、約３００メートルに限って、この管理

はどこでやっているのか、あるいは歩道や土手などの雑草の状況は建設部署で見たこ

とがあるか、あるいは直接関係ないからやる必要がなかったのか、これらについて、

そこの３つまで続けてお願いします。 

○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） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   まず、国道の管理をどこで行っているかというふうな部分でございますけれども、

国道における路面補修あるいは除草、道路清掃、そういった維持管理につきましては、

福島河川国道事務所の出先機関であります福島国道維持出張所が所管して行っている

ところでございます。 

   また、歩道や土手の雑草の状況、見回ったことがあるかというふうなご質問でござ

いますが、これは、それぞれの道路管理者には、道路を安全かつ円滑に通行できる状

態にして供用すると、責任を持って管理する責務を負ってございます。したがいまし

て、村においては村道、県においては県道、国においては国道のそれぞれ安全を確認

するということで、本村において、国道の状況について村としてのパトロール、見回

りは行っていない状況でございます。 
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   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 直接関係ないからやっていないとこういうことだね、結論は。そ

うすると、例えば単に忙しくてできないと、我々もあそこ実は往復してみました、歩

いて。実際、うんと草生えたり、カヤが生えたりして、歩道としてはそういうような

状況にはない、それも美しい村の一つでありますけれども、美しいというのは様々幅

広いので、一概に言えないので、価値観の問題だからいいですけれども、少なくとも

一定程度整備するというのもこれまた一つの方法だと思うんです。 

   したがって、国ができないんであれば、その上は東北地方整備局というところが、

今言った河川国道事務所の上はそういうところだそうでありますが、国はこのいろい

ろ仕事頼むのに、電通などを使って盛んにやっているんですね。相当のお金でやって

いくというので、県でも国でも銭ないなら、そこと同じ価格で大玉村にやらせたらい

いんではないかと思うんです。その金額と同じなら多面的機能でも十分できると思う

んですけれども、そういう考えあるかないか、簡単に。 

○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） １０番議員さんに再度お答えをいた

します。 

   村と直接関係ないから、全く関係ないのかというふうなことでございましたけれど

も、これにつきましては、村として国道のパトロールあるいは見回りは行っておりま

せんけれども、当然、住民の方からの要望でありますとか、職員が通って、通った中

で気がついたことがあった場合には、その都度、速やかに国道であれば国に、県道で

あれば県に、高速道路に関することであればＮＥＸＣＯ東日本に通報あるいは対応の

要望を行っているところでございます。 

   また、国が手回らないんではというふうなことでありますけれども、お尋ねの多面

的事業での国道敷の除草ができるかというふうな部分でございますけれども、まず

１つは、多面的の事業を行うところが事業を受託する団体に当たるかどうかという部

分と、多面的事業で行う場合、国道が多面的事業の要件であります農道には当たらな

いものと考えられますので、また、交通量が多い国道におきましては大変歩道の除草

等も危険が伴うというふうに考えられますので、業として請負をする場合を除いては、

国にきちんと要望して実施をしていくということがよろしいんではないかというふう

に考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございます。常識的にはそういうことでしょうね。 

   あの地域の交通状態は、おかげさまで緩和のために４車線化してもらって、大変あ

りがたい、大きな力を持った先生もございますね、また、地元の県議会議員もござい

ますので、そういう方にもお願いするということも必要だと思いますし、また、先生

の間をうろちょろと、こう使いっ走りしている方もいるので、話したらばつながるか
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なと思ったら、これもつながらないと。あるいはまた、今年の秋、大玉村に移動政調

会というのが、自民党の政調会というのが、多分、分庁舎で行われたはずですね。こ

ういう機会にそういうことを申し上げるということは可能だと思うんですよ。 

   だから、本当に見ていればと私は思うんですね。夏１回行ってみて、この間もう一

回行ってきたんです、現場歩いて。歩道のところはきれいになっている、下は全然と

いうことであって、やっぱりそういうことも１つの、村長は入り口の部分は大玉村の

玄関口だと、おら家の方はともかくということ冗談交じりに言われるんですけれども、

玄関口であれば、あるようなひとつ段取りを、要望をしておきます。これ答えは要り

ません。 

   次に、用水路関係あるいは河川の管理、こういうことについて、昨年１２月の議会

で担当部長は、るるこれらについてのお話をいただきまして、この土地改良区のいろ

んな変わった状況なども説明しながら、主要な底地の所有、そういうところについて

は、主要な幹線水路は、あるいは取水の施設等々は土地改良区で管理しているという

ことで、あとその他の、もうちょっと下については村でなどということで、今、土地

改良と協議を詰めている状況です、こういうお話でございましたので、この夏ですか、

土地改良区で臨時総代会をされていまして、この区分というものを総代会で決定をし

ましたね。それだから、今度は土地改良区としての、もうどことどこをやるんですと、

全部１冊で明示しているんですから、公の場所で今度、議会、村としての、それを受

けての、簡単でいいですけれども要点について改めて確認をすべきだと、議会に言う

べきだべというようなことからの、要点だけで結構ですのでお知らせをいただきたい

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） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   用水路、河川等の管理区分を土地改良区とどのような協定を、その概要についてと

いうふうなお尋ねでございますが、まず、経過といたしまして、平成３１年４月から

施行された土地改良法の改正によりまして、土地改良区における財務会計制度、これ

の見直しがありまして、複式簿記制度を導入して貸借対照表の作成が必要となりまし

た。複式簿記会計では、土地改良施設を資産評価して、貸借対照表あるいは財産目録

に記載することになるため、村と土地改良区における施設の所有区分の明確化が求め

られていたところでございます。これに基づきまして、今ほど１０番議員ご指摘のよ

うに、昨年度の答弁のように、現在協議を行っている旨を答弁させていただきました。 

   今般、本年６月に、大玉村と土地改良区で大玉村農業用水路施設の管理区分の協定

書を締結いたしました。これの内容につきましては、具体的には、普通河川について

は村の所有管理、それから２万３，３０７メートルの幹線用水路、これについては土

地改良区、さらに土地改良区の管理施設として１７の頭首工、いわゆる堰です。それ

から９つの揚水機、さらに４つのため池、これらについては土地改良区が所有管理す

る施設となりました。一方、支川末端の用排水路につきましては、底地、村の所有、
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通常の管理に当たっては受益者が行うこととなるというふうな管理区分の協定を行っ

たところでございます。 

   今後、これらの区分によりまして、それぞれの施設管理者が施設の許認可あるいは

指導を行っていくというふうなことになります。 

   以上でございます。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 丁寧な答弁ありがとうございました。 

   ということで、今度は一般河川、そこの土地改良区で今言われたようなこと以外に

ついては、今度は村が管理と、あるいは許認可も含め川の占有というようなことにつ

いても村の一定の関与を、この前も説明ありましたが、いわゆる１つのたがをはめて

いくと、村としてのたがをはめてという、村として河川の占用という形で一定のたが

をそこにはめていくというふうな形で進めていっていきたいというふうに考えており

ますと、こういう答弁ですね。つまり、それ以外のところはそういうふうにするんで

すよと。 

   そこで、百日川と隣にある雨ケ沢についてお尋ねをいたしますが、そういうことに

ついて、あそこで漁業、養魚ですか、やられた方が廃業されたように聞いているんで

すけれども、村に対してもそれらの経過なり、何らかのそうしたことに対する報告な

り、何かございましたでしょうか。お尋ねします。 

○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） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   雨ケ沢に所在します養魚場、養鱒場の廃業につきましては、正式に村のほうへの廃

業したというふうな通知、連絡は受けてございません。この件について、先日、担当

課長のほうが業者に確認いたしましたところ、現在のコロナ禍の状況の中で魚の需要

が減ってきておりますことから、廃業の方向で検討しているものの、現在の在庫を放

出している状態であって、現在、その時期については未定であるというふうな話であ

りましたので、ご報告申し上げたいと思います。 

   以上であります。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 私、土地改良区の事務所で拝見したんですけれども、８月３０日

だったか現在で、いろいろ長い間お世話になりましたが廃業いたしましたというご挨

拶のはがきを見せていただきました。であるならば、いろいろと村と、昭和４６年代

からお付き合いした村にも何らかのあれがあってもいいのかなとこんなふうに思った

ものですから、聞いたわけであります。 

   したがって、そういうことでやっていないとすれば、いろんな意味で、実は、今ま

でやっていたときいろいろ言うと、これ営業妨害的なことになるので差し支えてきた

面もあるんですよね。今度はそういう意味では、それこそ枠が外れたので、１つお尋

ねしますが、村で出している地図です、図面ありますね、これ下で３００円で取れる
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やつで、これに見ると雨ケ沢という沢は、この雨ケ沢４の４というところで川はなく

なっているのね。これはそのままで別に問題ないのかどうか、それから取水している

ところ、実は私も大分前に見てきたんです。やらなくなったというから、あそこ通っ

ていくの悪いから、村の中ぐるっと通って、こんなになって行ってきました。イノシ

シの通った跡あったけれども、中、黙って通るっていうといろいろなんだけれども、

見てきました。全部あそこ取っているんだよね、３００くらいかな、あれ。そういう

ことの状態で、そのままでいいのかどうかということが、後の質問との関係で、私は

しておきたいと思います。 

○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） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   雨ケ沢の状況につきましては、こちらといたしましても、公図上において雨ケ沢の

水路が現在のところで途切れているということは確認いたしてございます。また、水

量につきましても、現在の施設に雨ケ沢の水については全量入っているということも

確認してございます。 

   これらについて、現在の経営者が廃業した、廃業の方向であるということを踏まえ、

その廃業後、さらに底地の所有者との話合いがまず必要かなというふうに認識してご

ざいまして、これらの底地あるいは施設のもともとの所有者というふうな意味になり

ますか、これらとの交渉が必要になると考えますので、これらをきちんと踏まえた上

でその水路幅をどのように確保していくというのは、当然のことながら大事な、重要

なことであると思いますので、事業活動の節目を捉えまして、水路の適正確保に向け

て努力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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 常日頃そうしたことについて私は考えているわけでありますが、

さきに行われた議会主催の村民の声を聴く会の際も、こうした環境に関わる件が三、

四件出ました。そういう中で、美しい村語っているんだからしっかりやれよとこうい

う意見も出たし、それから、議会は環境問題で大きな課題をもらったぞとこういう声

もかかりました。 

   そういうことを踏まえて、私はそうだなと思ったもので、この問題を取り上げてい

るんですけれども、要するに、今の養魚場だけの話をあえて取り上げているのではな

くて、今度からはこれ村で、さっき言ったように四十数年前に村が許可しちゃったと、

土地改良区と村、そこは間違いだったということをこの間、俺も言ったけれども、土

地改良区のちゃんと公文書でそれが間違いだったんだということ出ているので、今度

はこれ外れて、村が管理するんだと、河川は。 

   こういういいときに、きっちりとやっぱり方法を、この水上のほうに造る場合は考

えるべきだというのが今度の私の質問の趣旨で、鳥屋さんにしろ、牛屋さんにしろ、

魚屋さんにしても、やっぱり商売としてやるためには、一定数のそれはやるのは当然
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な仕事ですけれども、同時に、許認可権は県にあるとしても、やっぱりそこに同意書

なりつけるのは村でありますから、こういう村の水上のほうにこういうものを許可す

るということについては、先ほど言ったようにこの雨ケ沢がいつの間にか、私はこれ

ここで止まっているとは正直思っていなかったんですよ。 

   そういうことになるというようなことはとんでもないと思うので、大玉村のふるさ

と水循環保全条例あるいは大玉村の環境基本条例、この２つ、改めて要点だけ見させ

ていただきましたが、このふるさとの水、この環境循環の条例では、理念の中で、

「健全な水環境の保全は、水が人間の生命その他自然の生態系の維持に欠くことので

きないものであり、かつ、人間の社会生活の営みに不可欠な代替性のない資源である

ことを踏まえ、現在及び将来の村民が、良好な飲料水その他の用水を確保でき、その

他自然の水循環のもたらす恵みを持続的に享受できるよう適切に行わなければならな

い」という理念なんです。そこで、村の役割、事業者の役割、村民の役割と、こうい

うそれぞれ出て、それとこの水資源環境ですか、大玉村の環境基本条例、この２つを

セットに考えた場合、これからの一定の、やっぱり上流のほうのありようというのは

おのずからできてくるんだというふうに思いますけれども、ここらに対するところの、

今後のそうしたことに対するところの基本的な考え方等について、村長にお伺いした

いと思います。 

○議長（菊地利勝） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   養魚場については、先ほど部長が述べたとおり、途中で、地図上で途切れておりま

すが、もともとは底地は村の土地です、村有地。そこでその養魚場をやりたいという

ことで村有地を売却した、そのときに土地改良区と雨ケ沢の全量を使うという契約を

交わしたと。ですから、最初は川の線が入っていたんです、村の土地の中に。それが、

結局、土地を個人に売ってしまったということで、結果的にはその川筋まで売ってし

まったということになりましたので、筋が切れたと。 

   今回こういうことであれば、上でつなぐか、その土地をどうするかは、先ほど部長

言ったように、その今の地権者と、今、経営している方はその土地は持っていません、

その前の方ですから、お話をして、村が買い戻すのか、そのまま何かに使う気がある

のか、どういうふうにするか、それは何も決まっておりませんが、いずれにしても、

百日川のほうにつなぐと、そこにきちっと道筋を、河川を明示するということでやっ

ていきたいなと考えております。 

   いい機会というか、長年の何十年もかかった懸案がここで一つ解決するのかなとい

うふうに感じています。大分下流域に対してぬるぬるになっているとか、いろんな問

題があって、少しずつ改善はされてきましたが、これをもって、その水の問題は解決

するのかなと思っています。 

   全体的な水の問題については、総合振興計画でも、都市計画でも、国土利用計画で

も、全て山のほうについては、自然環境を保全する地域として開発を避けるというこ

との位置づけをしております。過去には、ゴルフ場の上のほうに森林都市構想という
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ことで、大規模な森林都市をつくるという計画も国のほうから持ち込まれましたが、

それも終わっていますし、それからあと、ゴルフ場右のほうに何千基という墓地構想

も来ました。これも何とか県と一緒になって阻止をしたということで、やはりあそこ

の土地は大変開発に魅力的な場所ではありますので、未開発ですので。ただ、村とし

てはしっかりと、国土利用計画でうたっている保全すべき自然環境と水涵養の場所と

いうことで、これからもしっかりとその位置づけを守っていきたいなというふうに感

じております。 

   以上です。 

○議長（菊地利勝） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 答弁ありがとうございました。 

   今言われたように、各種の計画の中でもそういう資源の保全というものがうたわれ

ているということでありますから、今まで様々なことがやられてきたことに対するこ

の反省といいますか、事例についても、きっちりとその教訓を受け止めて、これを、

先ほど言ったようにいい機会ですので、その条例の保護あるいは大玉村の財産という

ものをきっちりと守っていくんだという方向での努力を引き続きお願いを申し上げま

して、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、１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（菊地利勝） 以上で、日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、

散会いたします。 

   ご苦労さまでした。 

（午後４時２２分） 

 


