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平成２２年第９回大玉村議会定例会会議録

第３日 平成２２年１２月１０日（金曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 押 山 義 則 ２番 武 田 悦 子 ４番 鈴 木 義 一

５番 菊 地 利 勝 ６番 渡 辺 泰 章 ７番 佐 藤 悟

８番 遠 藤 義 夫 ９番 佐 々 木 市 夫 １０番 鈴 木 宇 一

１１番 遠 藤 文 一 １２番 佐 藤 誠 一 １３番 須 藤 軍 蔵

１４番 佐 原 吉 太 郎 １５番 大 戸 隆 １６番 菅 野 行 雄

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

３番 小 沼 清 子

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

教 育 長 押 山 利 一 総 務 課 長 菅 野 卓 也

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 遠 藤 勇 雄

農 政 課 長 鈴 木 幸 一 建 設 課 長 菊 地 健

上下水道課長 押 山 正 弘 住民生活課長 菊 地 平一郎

健康福祉課長 武 田 孝 一 農地再生室長 武 田 好 廣

会 計 管 理 者
佐々木 正 信 教育総務課長 武 田 伸 一

兼 出 納 室 長
農 業 委 員 会

生涯学習課長 舘 下 憲 一 本 多 保 夫
事 務 局 長

アットホーム
菅 野 昭 裕

おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

一般質問
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会 議 の 経 過

○議長（菅野行雄） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、３番小沼清子君より欠席届がありましたほか、１５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（菅野行雄） なお、本日、傍聴に武田明守さんほか７名の方がお見えになってお

りますので、ご報告を申し上げます。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第１、一般質問を行います。

１番押山義則君より通告ありました「コミュニティスクールについて」ほか３件の

質問を許します。１番。

○１番（押山義則） おはようございます。押山義則でございます。

議長の許可を得ましたので、通告した内容に従いまして平成２２年度の１２月議会

定例会における一般質問を始めます。

まず、最初に、コミュニティスクールについてお伺い申し上げます。これまでも大

玉村教育委員会を中心に、それぞれ教育の充実を求めて鋭意努力されているものと考

えております。敬意を表すものであります。また、大玉村、来年度より全校、幼稚園

を含めましてコミュニティスクール、いわゆる学校運営協議会制度に移行するという

ことで、９月の講演会などを皮切りに、教育懇談会の実施とか説明会の開催等、大変

積極的に啓蒙活動がなされてきたところでありますが、まず、はじめに、なぜ今この

時期にコミュニティスクールへの移行が必要なのか、現在の教育環境で何が足りない

と考えていらっしゃるのか、また、何を問題点としてとらえておられるのか、コミュ

ニティスクール推進の理由を改めて村長並びに教育長に伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

詳細については教育長の方から。私は基本的なことということで、要するに、いつ

の世も大切なことは言うまでもありません。教育であります。そうしたことにおいて、

学校に教育をややもするとお任せ切りの面が多かった。そういう面において、要する

に地域も良い意味でかかわって、より良い人材の子どもの教育にかかわっていこうじ

ゃないかと、そういうことでのコミュニティスクールということでございます。あと、

詳細につきましては、教育長の方から答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １番議員さんにコミュニティスクールの推進の理由について、お

答えを申し上げたいと思います。
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この時期にというお話がございましたが、私、教育長に就任してから今年５年目と

いうことで、１年目、教育長として村の教育現場の状況を見たときに、すべて学校の

運営管理というのは法律上校長に委ねられております。教育委員会は指導助言とする

ということになるわけですが、指揮という部分ではないんですね。１００％命令して、

これをやりなさいということではありません、法律的にいいまして。ですから、基本

的には校長に運営は委ねられているということでございます。１年目、詳しいことは

省略しますが、各保護者の方から、ずいぶん私のところに、今の学校教育の抱える矛

盾とか問題点について、村長の方にもだいぶお話がいったと思いますが、それは、教

育の一貫性という部分です。校長が替わる度に学校の方針が変わる。星を見るのが大

切だということで星を見る台を造ったら、次の次の校長が、これは子どもたちの高校

生の遊びの場、夜遊びの場になってしまうので撤去すべきだということで撤去いたし

ました。そういう、皆さんも既にご存じだと思いますが、人が異動すると方針がガラ

ッと変わるというようなことが再三行われて、当たった、当たらないというような、

この前もフォーラムのときにお話がありましたが、そういうことが現実的にあると。

それから先生方が非常に忙しいと。それから、すべて家庭教育のことまで学校にすべ

て委ねていると。箸の持ち方から本当に食べ方まで、ありとあらゆるものが学校にあ

る面押しつけられていると。そういうものを解決する方法として、人の異動に左右さ

れないような学校をシステムとしてつくる必要があるだろうと。それは、教育委員会

と学校という従来の括りではなくて、その間に住民の皆さんの意見とか取り入れる。

それから、専門家の意見を取り入れる組織が必要だというふうに考えました。２３年

に至るまで５年間やってきました。２年目に、第三者評価ということで、まず学校の

現状を分析しようということで評価を行いました。文科省から委託を受けて。これは

２年間実施しました。学校の問題点、それから教育委員会も審査を受けましたので、

教育委員会、教育長、それから事務局職員等の評価も併せて行われたと。そこで問題

点を洗い出して、そして、その後この学校をどういうふうにしていくのかという教育

委員会とかいろんなコミュニティスクール推進委員会、昨年度も実施しております。

これは文科省の補助、委託事業でやっていますが、そういう研究を重ねて、大玉村に

コミュニティスクールを導入すべきという結論に達しました。それは、不足している

ものというのは、今言ったようなものも含まれているわけですが、いちばん不足して

いるのは、地域の皆さんが学校に任せっきりだという問題なんですね。学校自体は大

玉村が設置をして、大玉の子どもたちが通っている。そこに、県から派遣された教員

に、しかも定期的にいなくなる先生方に、すべて１００％委ねていいのかと。これは

学校に対するクレームが非常に多かったんですね。そういうことで、そういうものを

不足する部分を解決するためには、人が替わっても、それから地域の人たちが大きく

変わるシステムと、そういうシステムをきちっと作らないとだめだと。そのシステム

はどうあるべきかというふうに検討する段階で、国の法律でコミュニティスクールと

いう制度があるよということが分かりましたので、考えていることとほとんど一致し

ておりましたので、コミュニティスクールという形で途中から導入を検討してきたと。
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平成２２年度も今検討中でございますので、今日、議員さんの皆さんからいただいた

意見については、検討委員会の方に伝えて反映をしたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 社会全体が子どもを育てる。最近、政府の方針で子ども手当などに

も結びつくんでありますが、政府の方針なども、これは厚労省の関係でありますが、

一向に定まらず、月額１万３,０００円とか３歳児未満は７,０００円増額とか、これ

永久に続く政策という確信も得られない状況で、このような状況下で安心して子ども

を産み、また、そういう決心ができるのか、全く不安な社会状況にあります。そんな

中で、私もコミュニティスクールを基にした教育環境づくり構想ですか、決して否定

するものでもなく、むしろ積極的に姿勢は評価するものであります。ただ、今、教育

長がおっしゃいましたように、現状を伺いまして構想があまりにも立派すぎて、果た

して住民の理解がついて行けるものなのか、そういうものを懸念するものであります。

結局、教育の世界も今の世の中同様に、アナログからデジタル化と申しますか、そう

いう状況になってきておりまして、それらに危機感を持った方々がコミュニティスク

ールというものの発案に結びついたのかなとも考えたのでありますが、今年度、大玉

中、代表校としてコミュニティスクール推進事業調査研究校ですか、これに指定して

調査研究をされたと思いますが、まだ年度中でありますが、結果報告、中間報告は可

能なんでありましょうか。私がここで懸念するのは、調査研究の検証も終わらないの

に、来年度より制度を取り入れる。その急ぎすぎというか、文科省の敷いたレールの

上をひた走る状況、悪くいえば成果主義路線というんですか、教育界の対応にいささ

か疑問を感じます。その辺どう思われるか伺います。

また、この制度の促進のために先ほども申し上げましたが、村内５か所で教育懇談

会を開催されたことは承知しております。参加者が５か所で計１００名程度。出席者

の内訳も、一般住民と思われる方はごくわずか、そう認識しております。教育委員会

として、これで住民への説明責任は果たしたとお考えなのかと思っております。また、

この制度を取り入れることによる長所のみが力説されておりますが、逆に短所につい

て、どのような検証をなされたのか気になるところであります。改めて、そのあたり

村長並びに教育長、どのように考えるか伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 基本的な考え方ですが、これは、やはり地域住民がかかわって、良

い意味で、より良き次世代の人材をこれはやっぱり一緒に汗を流そうじゃないかと、

そういう考え方。

それから、ちょっと理想が高すぎるんじゃないかというようなことも今あるようで

ありますが、準備期間がもっとあってもいいんでないかと、これはやっぱり理想なき

ところには計画なしなんです。したがって、理想をやっぱり掲げて、そして、そこに

一歩でも二歩でも前進すると、これが前向きの考え方であるというふうに思っており

ます。あと、以下詳細につきましては、教育長の方から答弁させます。
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○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １番議員さんに再度お答えを申し上げます。

住民理解という点で、それと併せて懇談会、教育懇談会の参加人数の関係というこ

とですが、１００人のうちの半分は学校の先生です。ということは、今まで学校の先

生が夜の懇談会に出てくるなんていうことは考えられなかったんですね。ですが、先

生方の理解が非常に進んでまいりまして、年間４回から５回の全員の先生が集まって、

夜とか夏休み中に講演をやるというようなことが今行われて、先生方もそれを積極的

に受け入れて講演に参加していただいているということで、まずは理解としては、住

民理解と同時に教員の理解がないとだめだということで、今一生懸命やっているとこ

ろでございます。これは、我々が今取り組んでいるのはシステムを作っているんです。

このシステムがどう機能するかは動いてみないと分からない。ということは、基本的

なことを申し上げますと、コミュニティスクール、学校運営協議会は、教育長なり教

育委員会のコントロール下には入れないということなんですね。教育長がコミュニテ

ィスクールの学校運営協議会に、こういうふうなことを決めてくださいと、こういう

ことを学校に言ってくださいと、もし言ったら、これは住民が学校の一定の運営に参

画するという意味がゼロになってしまいます。これは単なる諮問機関になってしまい

ます。この学校運営協議会というのは、独立機関になります。その中で、各大学の先

生とか、当然学校の校長とか教員とか、保護者の代表とか、学識経験とか、多方面の

方に入っていただきます。障害児を抱える親の会の会長さんとか、そういうふうにし

て、あらゆるメンバーが入ってまいりますので、その方たちに大玉の教育、ビジョン

に基づいて、基本は教育ビジョンです、これは。教育ビジョンの話をしますと長くな

ってしまうので、後で質問もあるようですので省略しますが、その検討会の中で今進

めているのは、今言ったようにシステムをどういう方法で進めるかというシステムを

一生懸命考えている。これは、もう既に文科省からの助成で２年目に入ります。これ

ほど慎重に事を進めているのは、多分大玉村のみじゃないかと。普通はトップダウン

で、上から来年つくれといってやっているところがかなり多いですね、京都か何かも。

ただ、我々は時間をかけて、第三者評価の部分まで含めると４年かけて、このシステ

ム構築に向けて進んでいると。それから、文科省うんぬんというお話がありましたが、

文科省の法律をすべて履行するかどうかということは、コミュニティスクールの独自

の判断になりますので、教育委員会で基準は示しますが、コミュニティスクール、学

校運営協議会に私が行ってコントロールしてというようなことは一切ありませんので、

この前の講演でもありましたように、このコミュニティスクールは歩きながら考え、

歩きながら進めて改善していくというのが現状でございます。ですから、年数につい

ては、そういうことでございます。

それから、なぜ急ぐのかということですが、今言ったように、もう機は熟したと。

これから県との協議が出てまいります。先生方の人事に対して要望することができる

ので、先生方は県の職員ですので、県教委とこのコミュニティスクールを立ち上げる

に当たっての事前協議、承認は必要ありませんが、一応理解を得ると。まあ、いいで
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しょうというお墨付きはいただかないと人事にかかれないということがありますので、

決してこの時期でないと間に合わないと。それから、皆さんにお話をしたのは、教育

ビジョンもコミュニティスクールの中身も今現在検討委員会なりで策定委員会で推進

中でございます。中間報告をさせていただいたということが、先ほど中間報告の話が

ありましたが、皆さんにお話ししたのは中間報告でございます。そのときに皆さんか

ら、この制度に対して是非ご意見をいただきたいと。ですから、まだまだ意見をいた

だく素地はあるということでございます。

あと、教育懇談会については、毎年これから実施するということで、今年１００人

なら来年２００人、これ１０年やれば１,０００人の方に理解をいただけるというこ

とで、気長に、決して高邁な無理のある制度、構想ではありませんので、これは問題

点というお話がありましたが、これは、いかに地域の人たちに協力を理解していただ

けるかと、そして実際に協力していただけるかということが今のいちばんの問題とい

うか、やらなければいけない点かなというふうに考えています。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 幼稚園、小学校、中学校、一貫教育のような形になるようでありま

すが、私は小中はともかく、幼稚園含むというのは、私はいささか疑問に思うところ

あります。鉄は熱いうちに打て、そういう言葉もありますが、入園式でも分かるよう

に、まだまだ幼さの残る子どもたちです。こういうシステムそのものが子どもたちに

ストレスというか、それを生じるようなことというのは懸念されないものでしょうか。

そして、子どものストレスがイコール親のストレスに変わっていく。間違いはいろん

な問題、そういううんぬんということも私は大変気になるところであります。そうい

うところを教育長に伺います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

一貫教育というのは、幼小中で、私が今校長に指示しているのは中高でございます。

小１プロブレムということで、環境が変わる度に子どもたちのストレスがものすごい

大きい。幼稚園でお遊戯していたのが、小学校に行ったら４５分とか４０分間机に座

って先生の黒板を集中しながら勉強しなきゃならない。この落差がものすごい大きい

んですね、子どもにとっては、精神的にも。幼稚園の内容と小学校、先ほど指摘あっ

たように違うということは、それに行く子どもたちを中心に考えると、非常に負担に

なっている。それから、中学校に入るときも、小学校から中学校に行くときに負担に

なると、完全に変わってしまいます。結局、中学校１年生に不登校がいちばん多いと、

今大玉中も不登校がぼつぼつ１年生に出てきておりますが、これは、やはり環境が変

わったことによって子どもたちの対応能力の限界を超したときに、そういう問題が出

てくるということですので、私は学力の面での幼小中連接という部分はすべてではな

くて、逆に、そういう生徒指導とか特別支援とか、知・徳・体すべての部分での一貫

教育というふうに考えておりますので、ただ校舎が別々ですので、できるだけカリキ

ュラムを同じくしていただくと。今、小学校、両小学校は今まで１年に１回も交流が
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ありませんでした。そして、中学校になると一緒になる。ですから、小学校のときに

合わせようということで今年の自然教室、相馬の海浜少年の家に行ったものは、大山

小と玉小が同じバスに乗ってごちゃごちゃになって乗っていって活動したと、これも

幼小中連接の効果です。これも当然コミュニティスクールの中に含まれていきます。

コミュニティスクールの名の下に幼小中連接が強力に推進される。この内容を説明し

ていますと大変時間がかかるので、そういうことをやっているということでございま

す。

それから、あと障害のある子どもが幼稚園から小学校の方にスムーズに情報が伝わ

らなかったという過去の例があります。小学校に入ってきて初めて、おお、これは支

援を付けなきゃだめだぞということが４月になってから分かったというような事例も

過去にございますので、それをきちっと情報を、おぎゃあと産まれたときからつなぐ

ために健康福祉課の方とタイアップをして、笑顔というファイルを作って、それをず

うっと情報を継続していくと。そういうものもコミュニティスクールの中の機構の中

に入れ込んでいくというふうに考えております。

それから、親のストレス、子のストレスというお話がありましたが、後で出るもの

の答えになってしまいますが、大変親のニーズが多様になってきています。それを学

校だけじゃなくて、コミュニティスクールの中でも、教育委員会の中でも、やはり解

決するための方策を考えるということで、より多彩なそういう解決策、方策が取れる

ので非常にクレームが減ると。先にやった町村は飛躍的に親からのクレームが減った

と、意見が通りやすくなるということですね。ということがありますので、多分スト

レスというのは軽減されるだろうというふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。

説明会なども通じて、この制度が家庭、地域、学校が共同して教育を支えていく、

村の目標であります協働の村づくり達成の足がかりととらえていいのかなと。また、

薄れている地域のつながりの強化に結びつく。制度の目的としては大いに理解するも

のでありますが、一方で細かい問題点ありますが、私としては、いささか心配する状

況もありますので、端的に何点か伺います。

まず一つ目に、学校の運営に地域住民の参加、これ、どの程度必要と考えているの

か、これは村長に伺いたいんです。例えば、それに対して弊害はないのか、素朴に伺

います。

二つ目には、教職員の採用に住民の意見が反映できるとありますが、これは必要と

考えるのか。先進地によっては、校長を民間から選んでいるような状況もあります。

その点伺います。

それから、三つ目に、これは大きな問題なんでありますが、学校運営協議会の協議

委員とか、また、この中に含まれる学識経験者、そういう識者の中の一部の人たちの

意向に学校運営はもとより、教育の方向性についても振り回されるようなことは、こ

れ起きないか、これは大きな問題ととらえております。
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４番目に、今ちょっと教育長から説明ありましたが、住民の参加でクレーマー的な

存在、あるいは保護者などの増加の懸念はないのか。

それから、５番目に、学校運営協議会が実施されることの情報によりますと、最初

の説明会の中では１学校に約１５名程度の協議委員を置くと説明を受けました。これ

は非常勤特別職の地方公務員とあるのでありますが、これらの報酬、待遇並びに任命

方法などについて、どんな考えなのか伺います。これについては、前回の全員協議会

の説明で、２０名程度の協議委員の構成で５施設を一括管理するとの説明もありまし

た。逆に言いますと、これで十分なのかということもあります。ただ、１５名で五つ

で７５名の協議委員というのは、これはちょっと多いなと感じておりますので、ただ

２０名になりますと、ある意味で教育委員会が二つできるような状況に陥らないのか、

そういうことも、要するに２０名にした根拠を伺います。

それから、六つ目、現在それぞれ教育環境の充実向上に努力されておられＰＴＡ役

員との関係、これはボランティア等の皆さん、そういうものの総合性、取り込む考え

なのか、別のものと、あくまでも別のものと考えていくのか、以上の６点それぞれ伺

います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 私に対する質問は、地域住民の参加は必要なのかという質問でござ

いますが、これは今ほどコミュニティスクールを導入することについての考え方、こ

れをるる申し上げてまいりました。そういう意味で、良い意味での地域住民が学校教

育にかかわると、そういうことで、地域住民の参加は必要であると、こういうふうに

認識をいたしておるところであります。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

まず、学校の運営に地域住民ということで、今、村長の方から答弁がありましたと

おりでございます。過去にソニー賞を取ったときに、地域の方々は、学校が地域に戻

ってきたという表現をしました。それは、学校はすごく遠くにあると、住民から手の

届かないところにあるというような意識があったのかなということです。今は開かれ

た学校ということで、学校を地域に開きなさいと、地域の協力を得ながら学校運営を

しなさいと、先生方も地域に対して協力をしなさいと、出て行って、というようなこ

とを求められております、学校現場としては。大玉の自治基本条例の前文にも、大玉

村の村の重要なそういう政策なり事業には村民が積極的に意見を述べ参画すべきとい

う条文が記載されております。これは、三鷹の自治基本条例なんかにははっきりと、

教育委員会と住民、学校ということで、地域住民ということで、地域住民が学校にか

かわるというようなことを条文でしっかりと書いてあるので、教育委員会としても自

治条例にそういう条例をできれば早いうちに入れ込んでほしいなというふうに思って

おります。住民参加は今、地方行政をやるうえでの不可欠の要件だろうというふうに

考えております。

それから、教職員の採用関係、住民の意見等があるが必要かということでございま
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すが、これは、こういう小さな町村だからこそ、どうしても必要なんですね。福島市

は福島市に何十校という学校がありますので、中で回しているんです。なかなか優秀

な先生は外に出してよこさないんですね。時々ぽろっと来るのが、いろいろ問題のあ

る先生がほかの伊達とか安達管内にぽろっと出てくるという、これが現実でございま

す。ですから、我々は良い先生を確保するためには、この法律にある、こういう先生

がほしいと、名指しではなくて例えば英語の指導力がある先生とか、大玉村は農業体

験をやりたいので農業体験に実績のある先生を呼んできてくれないかとか、そういう

形の要望がこの中から出てきます。県の職員ですので、コミュニティスクールの運営

委員会から我々の教育委員会の方に要望があって、それを県の方に伝えます。県は、

それを尊重しなければならないと。それが、沿ういうことができない場合には、でき

なかった理由を文書で出しなさいということです。県は、かなり厳しくなりますね。

ですから、大玉みたいに小さな３校しかない村だからこそ、やっぱり、そういう地域

住民の声を通して良い先生を確保するというのには、これは、もう不可欠なものだと。

先生方は県職員ですので、６年経てば異動の対象になってほかに行ってしまいます。

ただ少なくても６年間は、自分は県から派遣された教員だではなくて、大玉村の子ど

もたちのための教員であるという自覚を促すということも含めて考えて、効果だとい

うふうに考えております。

それから、学校運営協議会の委員又は識者の人たちに左右されないかということで

すが、先ほど言いましたように、人選でそれなりの見識のある方をお願いする予定で

あります。１５人、２０人というのは、今の段階の検討段階です。各校に１５名なり

２０名ずつ置くのは法律的に置きなさいということなので、五つの運営協議会が出来

ますが、それを全部全員を同じ人を委託する予定でいます。ですから、コミュニティ

スクール大玉学園という、これもちょっと時間がないので説明できませんが、大玉学

園のコミュニティスクール委員会ということで、委員会は一つになります。合同委員

会になります。ですから２０名なり２５名なり、今度具体的に人選に入りますと、増

える可能性も十分にあろうと思います。ただ、あくまでも責任は教育委員会にありま

すので、意見が対立して進まないとか、ものすごく、これが学校の運営を阻害すると

いうようなことがあれば、教育委員会は直ちに指定を取り消すことができます。そう

いうふうに法律上なっていますので、そういう場合には、やむなく取り消すというこ

とも可能でございます。

それから、住民の参加のクレーマー関係は、先ほど述べましたように減っていると

いうことでございます。

それから、報償関係、これは、この中には学校支援地域本部とか子ども教室とかボ

ランティアの組織も全部この中に入ります。今までやってきたそういう事業は。コミ

ュニティスクールの中に包含されると。その方たちが時給５００円とかボランティア

をただでやっていただいているときに、学校運営審議会が報償をもらいながらという

のはいかがなものかという、これは今の検討委員会の皆さんのお話でございます。で

すから基本的には無償と、会議費用は一切出さない。ただし、福大とか村外から来ら
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れた方については、役場で定めている多分５,５００円の日当と旅費という形、これ

は多分２名程度というふうになろうと思います。ですから、これから予算要求ですが、

いい機会なのでお願いしますが、１年に１回ぐらいは懇親会ができる程度の予算は確

保したいというふうに考えております。

それから、あとＰＴＡとの互換性については、ＰＴＡは、その各学校に配置されて

いる先生と保護者と、日本語でいうと父母と教師の会ということでございますので、

そもそもＰＴＡというのは学校とか家庭とか地域とをつなぐ、あと学校に対する協力

をする団体、社会教育団体でございますので、コミュニティスクールの場合は合議制

のある程度の権力を持った組織でございますので、これはお互いに連携しながら、当

然ＰＴＡもコミュニティスクールの中の委員に入ってきますので、連携しながら進め

ていくということでできると思います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。

もう１点だけ疑問点お願いします。この制度、学校側の楽をする制度への移行とと

らえられる部分もあるんでありますが、ただ、これ担当する立場の先生から見ると、

だいぶ負担が増えると予想されるんでありますが、そのあたりの話し合いというのは

先生側と十分話し合いは行われているんでしょうか、行われたんでしょうか、伺いま

す。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

負担は間違いなく増えるというふうに言われております。先進のところの事例はで

すね。ところが２年か３年すると、飛躍的に先生方の時間が出てくるということは、

地域本部は学校を支援するということがメインでございます。そして、支援するんだ

から口も出させろということですので、２番目です、口を出すのは。ですから、大玉

の場合、当面はあまり口出しの方は控えていただいて、できれば支援の方を重点的に

やっていただきたいなという希望でございます、これは。コントロール下にないので、

そうしますとは言えません。そういうことで今考えております。先生方には先ほど言

いましたように、昨年、３年前から講習会とか懇親会とか、話し合いとかということ

で集まっていただいて、あと毎年１回各学校に行って校長、教頭を外して中学校なら

１年の先生、２年の先生、３年の先生というように、それぞれ学年ごとに全部の先生

方といろいろお話をさせていただいています。そのときに、ざっくばらんにお話をし

ていただくということで、当然１００％の先生が理解をしているわけではありません。

アンケートを取りましたが、８０数％の先生方が十分に理解したし、この制度は推進

すべきだと思うというアンケートの結果も出ておりますので、だいぶ理解は進んだな

というふうに考えております。ただ問題は、すぐいなくなってしまうと。何も知らな

い先生方が入ってくると、その方たちには、やはりまたきちっと伝えなきゃならない

ということがあります。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。
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○１番（押山義則） ありがとうございました。

次に、大玉村教育ビジョンについて伺います。ここ１０年間を見据えた教育の基本

方針の構想ととらえております。策定委員会の努力は大変なものがあるなと認めると

ころであります。ただ、この基本施策、施策、目標について、ちょっと読ませていた

だいて気になるのは、まずコミュニティスクールありきという考えがちょっと気にな

るところであります。一つには、このコミュニティスクールの組織が出来ることで組

織の肥大化といったらおかしいかもしれませんが、内容については現在あるそれぞれ

の役割の明文化ともとらえられるんでありますが、何とか委員会とか何とか部会、そ

れらの複雑化が大変気になるところであります。難しくなりすぎて、かえって一般住

民の参加が躊躇されるような次第に陥らないか気になります。また、その内容の中で

私としては最も重要な学力の向上について、いささか配慮が足りないと感じておりま

したが、先般の全員協議会の中で文言については加筆していただいたようであります

が、先頃の県議会報告の中でも、全国統一の学力テストの結果について福島県の成績

がかんばしくないという結果で、学力の向上が県挙げて必須の課題であると述べられ

ております。我が大玉村の状況、我々の深く知り得ぬところでありますが、その点は

どのようにお考えなのか伺います。いずれ、この教育ビジョンも第４次大玉村総合振

興計画とも整合することでありますが、今後１０年間の計画について、これ最後にな

りますが、村長、教育長の将来の大玉村の教育の基本構想、これ根本的な考え、改め

まして伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 教育というのは、いつの世でも大切でありまして、これは教育委員

会でも四つの柱を立てておるようであります。これはやっぱり響き合う、共々に響き

合う、こういう教育、それの響。それからあとは、共に育てなくちゃならない共の教

育、それの共。それから、３番目には、教育はやっぱり信念を持ってしっかりと次世

代の人材を教育するという強い教育。それから、最後には、大玉村を愛するという郷

土愛に満ちた教育、四共、そういうことで次世代の教育をしっかり教育していかなく

ちゃならんなと、私もそういう考え方では教育委員会のビジョン関係の基本、これと

はことを事を同じくしているところであります。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

教育ビジョンにコミュニティスクールありきではないかということでございますが、

今いちばんタイムリーな問題ですので、どうしても重点的にそこに入ってしまうと。

まだ中間ですので、今のようなお話については策定委員会の方にお伝えをして、学力

向上の部分がという指摘があったよと、意見を今集めている段階ですので、そういう

ふうにお話をさせていただきたいと思います。ただ、委員会部会が多いということで

すが、コミュニティスクールの下にぶら下がっている委員会は学校支援部会とか教育

部会とか、それからあと地域教育部会、それから評価部会とか、あと広報委員会とか

サポート部会、この五つがあります。この五つのうちの広報委員会部会以外は今全部
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できているものです。学校支援地域本部が学校支援の部会、それから、あと地域教育

部会というのは子ども教室を中心としている部会、これは生涯学習課がかかわるもの

ですが、評価関係は自己評価、学校関係者評価、第三者評価ということで、これ福島

県でやっているのは大玉だけです、この全部の評価をしているのは。これが評価部会

の中で実施をする。それから、広報部会で広く広報する。あとスクールソーシャルワ

ーカーが配置されておりますので、サポート部会と。ですから、新たに作るのではな

くて今まで４年も５年もかかって作り上げてきたものをコミュニティスクールの中に

ぶら下げるという形なので、これを作ることによって負担になるということはないと、

きちっとした今度は一般の皆さんの意見を聞きながら、この部会をまた運営していく

ことはできるというふうに考えております。

それから、学力向上の部分ということでありますが、これは幼小中連接事業という

事業実施をもう３年目になります、やってきております。その中で幼稚園から小学校、

中学校の先生方に来ていただいて、学力向上委員会というものを作って学力向上のた

めの検討会を開いております。そのために、学力に関する全員の研修が年３～４回、

先生方の講習をやっております。それから、安達太良学校塾といういうことで、２０

人ほどの先生方が自分でお金を出して福大の先生、渡辺先生という方をお願いをして

きて、夜、昨日でしたか、７時から１時間半、学力向上のため、授業力向上のための

研修を自主的にやっております。ですから、来年予算化しますかと言ったら、いや自

分たちでお金を出して勉強しますということで、１回５００円ずつで都合５回その学

習をするというようなこと。管理職についても、学校経営塾ということで定期的に講

師を呼んできて、今の福高の校長を呼んで危機管理についての学習をしたりというよ

うなこと。こういうことは今既にもう行われておりますので、学力向上策はこれから

どんどん進めていきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） もろもろお答えありがとうございました。みんなで支え、みんなで

育て、みんなが育つ、大玉村の教育構想があまり大風呂敷を広げた状況に、また絵に

描いた餅にならないように警鐘する意味から、コミュニティスクールの成功を祈って

質問いたしました。ありがとうございました。

次の質問に入ります。次に、オーダーメイドの権限移譲について伺います。先頃の

新聞報道で、このことについて農業委員会の権限について大玉村と白河市が移譲を検

討しているとの報道がありました。行政として大変積極的な施策として大いに評価す

るところであります。そこで、移譲されることを前提として伺いたいんでありますが、

まず、村としての対応を伺います。権限移譲でどう変わるのかでありますが、根本的

に農地法という柱があるわけで、移譲されたとしても制度的には大した変化はないの

かなと思っておりますが、事務的には例えば条例化が必要になるとか、また許認可に

対して現在よりどの程度スピーディになるとか、もろもろ変化する部分。それから、

いつから移譲が可能になるのか、その辺お示し願います。

○議長（菅野行雄） 農業委員会事務局長。
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○農業委員会事務局長（本多保夫） １番議員さんにお答えします。

権限移譲、確かに現在、申請中でありまして、県の１１月の定例議会におきまして

可決されましたらば、県との事務引き継ぎ等を行いまして、農地法の３条から農地法

の第５１条の５項までの権限又は租税特別措置法、いわゆる相続税、贈与税関係、こ

の権限を村農業委員会が実施するものであります。この農地法関係で、いかにスピー

ドが図られるかという質問に対しましては、今まで県北農林事務所、農地調整課とい

うところがございまして、そこに進達をして協議をいただいて農業会議、そういった

手順で今まで行われておりましたが、今度は村の農業委員会で許可をすることができ

るということでございますので、県北農林農地調整課がそこで省かれますので、農業

会議との話し合いということになりますので、その部分、時間的にスピードが図れる

と、そういったところからいきますと、住民の負担が軽減され、また事務の敏速化が

図られるということになってきます。この１２月の定例議会において可決されまして

許可されますと、これは来年、２３年の４月１日からの権限移譲ということになりま

す。ですから、受け付けに対しましては３月から、３条はじめ転用関係、そういった

ものを３月の受け付けを村の農業委員会でいたしまして、４月１日からの許可という

ことになっていきます。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 例えば、こういうもので村で条例化は必要なのか。その点は。

○議長（菅野行雄） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（本多保夫） この権限移譲につきましては、条例化は必要としま

せん。規則ということで、県から村の方に来まして、村長から農業委員会の方に事務

委託という形となっております。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。ご丁寧な答弁ありがとうございました。

農業委員会の対応が大変重要になると思います。そこで村長に伺いたいんですが、

私としては、移譲されることによってある部分、大玉村としての裁量が可能になるこ

とが理想と考えております。例えば将来においても大玉村独自の農業事情に合った制

度設定など、そういうことまで本当は権限移譲というのはあり得るのかなと考えたん

でありますが、見通しといいますか、希望的観測の実現を期待できるのか、その辺伺

います。また、農業委員会の例えば今各所で問題になっておりますが、廃止とか縮小

などを含めた、これ事務内容の再構築などの改編は視野にあるのかも併せて伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） この期待ということでありますが、これは今説明したとおりであり

まして、県北農林事務所とか農地調整課なんていう余計なこと、そういうところに時

間をかけないで、結局直接これ会議の方の諮問をして、そして村でこれ許可を下ろせ

るというわけでありますから、スピードは増すし、村もそれだけ責任制を踏まえて、

しっかりとこれは事務の処理ができると。そういう面でこれは良いことだなというふ

うに思っております。
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それから、農業委員会の是非論、これはいろいろと論議するような方もおりますけ

れども、これはやっぱり農業委員会というのは私はこれは必要であると、そういう視

点に立って農業委員会の必要性というものを今後も要望等をしていく必要があるなと

いうふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。

この後の質問にも大きく関係することなんでありますが、ＴＰＰ関連の政府談話で、

農地法、だれもが自由に障壁なく農業に参画できると、そういう農地法にすべきとの

話がありますが、これ賛否両論ありましょうが、これは村長、大玉村の農業は将来展

望して、これ農地法どうあるべきと考えるのか、これ基本的な部分で結構ですので、

村長の考えをお示しください。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは単刀直入に申し上げますと、大玉村の農地はしっかりとやっ

ぱり守っていかなくちゃならない。そういう観点に立てば、これはやはり農業委員会

は必要であると、これは大玉のみならずやっぱり日本の国としてもそうであると。こ

れは食料安全保障という見地からいっても、当然農業委員会、そして農地法等は必要

であると、そういうふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。

私としては、村長からもうちょっと深く踏み込んだ答弁いただきたかったんですが、

また時間も関係ありますので、次に入ります。

このオーダーメイドの権限移譲、よその自治体あまり積極的な取り組みが見られな

いんでありますが、村長、その辺、町村会長としてどう思われますか。また、もう一

つ、この権限移譲について、大玉村として今後どういった分野、また内容で権限移譲

を目指していかれるのか、併せて伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 私、農業会議の常任役員もやっております。県から諮問が上がって

きまして、私、今までずうっと１年のうえやっておりますが、１件も、ここでふさわ

しくないというふうな、要するに、これは認めるわけいかないというのはないんです。

それから村も３条、４条、５条、今までこれはふさわしくないというような、そうい

うことはなかったと思うんです。大玉村でも。だから、こういうのは、なにも暇手間

かけて、あっちに回したりこっちに回したりしている必要がない。だから、そういう

面では、今回この事務を権限移譲ということで村が処理できるというのは大変良かっ

たなと、そういうふうに思っております。

それから、これ町村会長ということでもって現に諮問委員になっているわけですが、

そういう実態である。これ以外の権限、実はもっとやりたい、これね。職員には指示

していたんです。やれるものは積極的に受けてくれないかと。その方が結局住民の視

点に立てば、より早く対応できるんじゃないかと。ところが現実的にはなかなか条件
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が厳しいんです。何でも下ろすと言っていながら、これは市には認める、これは町村

はだめだとか、あるいは肝心要のもっと受けたいようなものは法律ではこれは要する

に該当しないとか、こういうことでございますから、こういう面については、これか

らやっぱり時間をかけて、もっともっと地域主権というようなことも今言っておりま

すから、そういう絡みの中で、問題はそういう制度を改めてもらう。なかなか握ると

放したくないんですよ、これは。分かりやすくいえば。握ると放したくない。我が仕

事を持っていたい。だから、こういうのはやっぱり住民の視点に立って、下ろすもの

はどんどん下ろしてもらうと。地域支援ということを言っているのだったら、それを

実際いっぺんにはできないけれども、徐々に徐々に法律改正なら法律改正をして、ど

んどん下ろしてくれないかと。その方が事務の能率も上がるんです。そんなふうに考

えておりますので、これからも権限移譲等については積極的に、まずやっぱり根本の

法律そのもの、こういうことを改めてもらうようなことが非常に多いので、そういう

ことで運動をしていきたいというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。

今後とも住民サービスを主眼において努力していただきたいと思います。

次に、ちょっと質問順序を変えますので、先に米農家支援について伺います。今年

の産米の出荷もほぼ終了いたしまして、戸別補償制度による補助金の交付もつつがな

く進んでいるようでありますが、近頃の米市場での米価下落による減収の状況に農家

の悲鳴が聞こえてまいる状況であります。そこで、まず実態から伺いたいんでありま

すが、大玉村内の米価下落による減収の状況、これら村長の行政報告の中でも説明が

あったんでありますが、もっと丁寧に答弁願います。

それから高温障害による収量の実態、それから品質の状況、それから全農が定めた

支払合算金の内容と最終予想幾らに落ち着くのか、大体予想で結構です。それから昨

年との比較、今年度と昨年の比較。それから米農家の収支状況の把握、大体何パーセ

ントの減収、例えばこれ大規模農家とか小規模農家との違いもありましょうが、その

辺も含めてお願いします。それから支援希望農家の実態はこれあるのか、もろもろ分

かっている範囲で答弁願います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに、米農家の支援の関係でございますが、まず米

価の下落ということで、ご承知のように９月のＪＡの米の概算金、コシヒカリですと

前年より２,６００円減の９,４００円、これ６０キロ当たりですが、また、ひとめぼ

れについては３,８５０円減の７,９００円という数字が既に示されておりまして、米

出荷した農家についてはこの概算金が支払われているところでございます。この数字

が最終的に精算で幾らになるかという質問がありましたが、これのちょっと最終的な

ＪＡなりが全部出荷して、それを各出荷数量によって配分するということですので、

現時点では予測はできませんが、過大な精算金はなされないのかなということで現時

点は考えております。
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そういった中で、今年から米の所得補償という形で、既に定額部分につきましては

１１月上旬までに申請された方については、１２月２日に各個人の方に１０アール当

たり１万５,０００円というのが交付されております。そういった中で９月議会に

申し上げましたが、これらの定額分については、大玉村の交付見込額については約

１億２,０００万円という数字が見込まれておるところでございますが、昨今の米価、

２,６００円、コシヒカリですと２,６００円減ということで、これらの概算金の減を

どのぐらいの、大玉村全体でどのぐらい減少したかということで、大体大玉村の米出

荷俵数は飯米とか縁故米を除いて８万俵弱ということで、約７万５,０００俵が販売

されるということで見込みますと、これらの先ほどの２,６００円という数字を掛け

合わせますと約２億円という減が現時点での推計されるところでございます。そうい

った中で減収、先ほど１万２,０００円と米所得補償では、いわゆる変動部分、１月

の米価を基準にして３月に交付されるということでございますが、これらについては

１月の米価基準でございますので、どのような数字か把握できませんが、いわゆる変

動、このような減少しておりますので、定額部分と変動部分で、いわゆる米価の下落

分については補てんされるものと現時点では見ております。

また、いわゆる高温による品質の低下ということで先ほど質問ありましたが、今年

１１月２５現在のＪＡのいわゆる一等米比率につきましては９７.２％という数字が

出されておりまして、前年の数字を比較しますと、前年よりは０.３ポイント上昇し

ております。一等米比率について。ということで、いわゆる大玉村につきましては、

猛暑による品質低下はなかったと、数字を見ますと。ただ、会津地方につきましては、

一等米比率が５０％という程度が出されておりますが、いわゆる中通りについてはあ

まり猛暑の被害がなかったということで、数字的にも示している内容でございます。

以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 大変、大玉村は米、米飯については結果よろしいと、そういう状況

のように聞こえるんでありますが、既にいろんな県内でもそれぞれの自治体で救済支

援を始めている自治体もあるようなんでありますが、大玉村は今後どのようなそうい

う実態、県内の実態とかなにかとらえまして、例えば今後、将来において支援策とか

何か考慮してあったのか。例えば今回あたり、だいぶ夏場では結局高温障害が起きる

可能性などもだいぶ言われておりましたので、そういう考えが村としてどういう考え

を持っているのか、その辺伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは、今課長から答弁あったように、要するにその１万５,０００

円の分については先ほどお話しのとおり。

それからあと変動部分、変動部分がこれでもってどういうふうになるかというのは、

これは先行き見ないと分からない。その変動部分の要する補てん具合、こういうこと

によって最終的にどういう影響があるのか。そういうことでそれぞれの地域によって

特性があるというふうなことで、会津若松とか磐梯とか郡山の例があるわけでありま
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すが、こうしたこと等も参考にして判断をいたしたいなと、そのように考えておりま

す。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。

大玉村は、支援の必要性の少ないのは大変良い傾向と考えております。農家の皆さ

んの努力の結果と受け止めて、質問は終わりたいと思います。

最後の質問に入ります。ＴＰＰ、環太平洋パートナーシップ協定について伺います。

最初に、まず、村長、先頃の新聞報道や、また町村会長の活動として、我が国のＴＰ

Ｐ参加に慎重論と言いますか、参加反対の意思表示をされておられますが、まず何故

参加反対なのか、根拠と理由をまず伺います。併せてＴＰＰについてどのような認識

のうえに判断をされておられるのか、お尋ね申し上げます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） このＴＰＰについては、県の町村会としても、それから全国の町村

会としても反対という立場で、実は昨日もそういうことで東京に行って、それぞれ私

は農林水産省に行ってきたわけでありますが、そのようなことで要望等を強くしてま

いりました。これは、一口に言えば、なんで反対なんだと。食料安全保障、これは国

家でしっかりと責任持ってくださいよと。これは要するに、日本は今ご承知のとおり

４０％なんです。これを半分は自給率をやっぱり確保しなくちゃならんということで、

先にそういうふうなことを計画、発表している。ところが唐突に１０月１日にＴＰＰ

の問題がこれ参加促すようなことを発言した。これによって大変な、これは両立をす

るというふうなことでありますが、両立はこれはとてもじゃないけれども難しいと

思う。だから私たちが主張していることは、命の胃袋を市場原理に委ねていいのか、

普通の品物とは違うんだぞ。５０％と言っているんだから、５０％をしっかり確保し

なさい。それの制度設計をしっかりしなさい。そして、それから例えばグローバルゼ

ーションの世の中だから、国際化の中でうんぬんと言うんだったら話が分かる。その

５０％というまだ見通しついていないのではないか。その段階でそういうことを突っ

込んだならば、今でも農業情勢はこれ大変なことだと。昨日も私、篠原副大臣に言っ

てきたんですが、大臣、これ釈迦に説法になるけれども、今年の農林業センサスで耕

作放棄地全国で３９万６,０００ヘクタールじゃないですか、福島県も２万２,３９５

ヘクタールなんだと。この安達郡も残念ながら３,４６８ヘクタールなんだ。なんで

すかと、これは農業で食っていかれないからこういう実態なんですよ。だから、これ

は農林水産省は建元なんだから、これ副大臣、言うまでもないと思うけれども、しっ

かりとこれ頑張ってほしいと、そのように。だから、理由と根拠、これは食料安全保

障、これは国家でしっかりと責任を持ってください。レアアースでこれ学習済みじゃ

ないか。どんなことがあったって、この国際関係というのは保障できないんです、だ

れも。まして地球レベルで考えると、今でも１０億くらいの方が飢餓の状態なんです。

年間１００万ぐらいずつ死んでいる。そして、２０５０年には爆発的な９０億になる

であろう。日本人は減っております。しかし、地球レベルでは人口爆発的に増えてい
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るんです。そのときには今の食料の１.７倍必要になると、こう言っているんです。

そういう世界的な食料事情も視野に入れて、日本は１億２,７００万現在いるわけで

すから、だから、しっかりと食料の安全保障というのは国家で位置づけしてもらわな

いと困ると、そういう観点から我々はＴＰＰについてはあまりにも唐突すぎるぞと、

もっと制度設計をしっかりしてくれといういことで、今、国等にいろいろと要望して

いると、こういうわけであります。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。

ほとんどの自治体、また農業団体組織に至っては、ほぼ１００％、この度のＴＰＰ

参加については、こぞって反対を唱えておられるんでありますが、私は、いずれ将来

においてこの協定、我が国として避けて通れない部分があるんではないかなと考え

ております。農業実態を申し上げますと、確かに日本の農業はアメリカとかオースト

ラリアの大規模農業とは違った独自の地理気象条件とか、独自の手法経営感覚で成り

立ってきたんでありますが、今現在の状況においては、農業を産業としてとらえれば

全く安定産業とは言えない状況で、ひたすら衰退の道をたどっている状況じゃないか

と思います。農業従事者に至っては、平均年齢６６.８歳、新規参入者も少なくて、

１０年後には７５歳、１５年後は８０歳と、まるで考えられないような予想がされて

おります。将来的に見ても、とても産業とは呼べない現実があるんではないかと思っ

ております。先ほども農地法の壁について申し上げましたが、農地法の改正で新規就

農者の確保、これらの増加に結びつくとはとても考えれず、これまでの今までのよう

な補助制度で成り立つ農業を続けていけば、農業というのは国営企業にでもしないと、

とても食料の、先ほどおっしゃいましたが、確保も難しい国になるんじゃないかと考

えるような次第であります。かつて村長から、フランスの農業施策のすばらしさを伺

ったことがありまして、思い切った農業施策の充実を図ったことによって、食料自給

率、今や１２０％の高水準にあると。更には出生率の増加にも結びつけたと。フラン

スの大統領、自由貿易を前面に出して、更に強力な農業保護を図った施策、その行政

手腕といいますか、それは大いに評価された村長の認識の深さというのは、話を伺っ

たとき大変感動いたしたのでありますが、大玉村の農業も村長の行政手腕によって大

いに期待するところがあるなと、そのとき思ったのであります。要するに私の言いた

いことは、日本の農業とか大玉村の農業を守って反映させていくには、やっぱり相当

の工夫、努力、だれが言うことでもありませんが、ほしいということであります。現

実その努力が足りないとは言いませんが、前向きな検討というか、それがちょっと足

りないような気がします。そういう検討もしないで、結局、今、我も我も単にＴＰＰ

反対と叫んでいるような状況にしか、ちょっと思えないようなこともあります。そう

いった意味から、将来展望を見据えた村長の指導者としての何をすべきかというか、

その判断を願いたいんでありますが、先ほど村長から話ありました。釈迦に説法の話

でありますが、改めてその辺、村長の考え、感想を伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） 問題は、最低５０％は国家責任でまず確保する、そういう制度をし

っかりとしてくださいよ、制度設計をしてくださいと、これ第１点。

今すぐこれをやれば、今これ農村関係というのは肺炎を起こしている状態だと、昨

日も言ったんですが、ここにこのまま突っ込んだらば、これはとどめ刺すことになる

んじゃないか。自給率は１３％になるわけでありますから。現在の４０％が。だから、

よほどのこれをやらなければ、これはもうとどめを刺すことになるんです。したがっ

て、５０の確保の制度設計してくださいと。そして、じゃ、いつまでもそういうこと

でいいのかというと、そういう制度設計をして、そして、それなりの例えば食えるよ

うなそれだけの支援策を講じて、そして、ああ、こういう状況に日本の食料もこれだ

けの確保ができることになったなということで、これはやっぱり、まず韓国どうのこ

うの例に挙げられますが、これはＦＴＡでやっているんですよね。それは、２国間だ

ったら、お互いに国益を考えてできるんですよ、国益を考えて。これはこうしましょ

う、ああしましょうということができる。だから、そういうやっぱり段階を踏んで、

そして内部的にはしっかりと食料自給率の５０％を確保する。そういうことを責任を

果たしていただいて、それから段階ごとに考えていってもらう、そういうことに今要

望等をしておるわけであります。

それと、もう一つは、こういう安達郡で３,４６８も耕作放棄地が増えるというの

はこれは多面的機能、これは大変な多面的機能がある。福島県の所得面だけで、どの

ぐらいの農業所得があるかというと２,５００億円くらいなんです。ところが多面的

機能の温暖化の問題とか何か、そういうのを学術会議の計算をした試算によりますと、

３,０００億円なんです。だから、所得よりもそういうやっぱり面もあるわけです。

したがって、やはり単なる食料自給率うんぬんというのみでなくして、この国土形成

を維持していくと、そういう点からすると、農業そのものの今の所得よりもそういう

多面的機能の影響度も多いということもやっぱり忘れてはならない。これはやっぱり

我々が生きていくうえに地域づくりとか、国土づくりにおいては、これは必要不可欠

の問題であると、そういうふうに考えておるところであります。そういう意味で、将

来的にいつまでもという考えではありません。これはやっぱり、その前にやるべきこ

とがあるだろう、一緒にやろうとしても無理だぞと、そういうことで今主張している

というのが現時点であります。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。

先ほどもちょっと触れましたが、フランスの農業政策は、農業の生産費用の約７０

％近くが支援されていると伺っております。また、新規就農の若者に対しては、青年

農業者育成補助金という名目で、年間７００万円もの支援をしております。５年間、

６年間と続くそうであります。我が国も戸別補償制度をはじめ、水・環境とか中山間

地支払制度うんぬんとか改良事業なども含めまして、農業に対しての補助施策はいろ

いろ行ってあるわけなんですが、村長、大体日本の農業というのを延べにしまして何

パーセントの支援をいただいていると考えていらっしゃいますか、伺います。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 大体ここのところ毎年農林予算というのは２兆５,０００億円くら

いなんだね、国の予算。２兆５,０００億円で、その予算をこれ執行しておるわけで

ありますが、農業の支援策というのは現実的には、それいろんなそれぞれの分野でこ

れ行われておるわけでありますけれども、私は日本の農業というものを農業で立って

いくためには、やはり今フランスのシラク大統領の政策、話されましたけれども、そ

の程度の農業で大体生活できるなということにやっていく、そういうことに支援をし

なければこれは自給率の５０％は確保できないと思う。そして、あとのグローバル化

の中で経済政策の中でやっぱり相当の収益につながる。そうした面をこの農業関係の

そういう国土形成、食料の安全保障、そういう見地から支援策をするというようなこ

とで思い切った政策をとってもらわないとだめだなと。しからば、今日本でどのくら

いの農業に対する支援をしてるんだということでありますが、２兆５,０００億円の

予算の中で、この予算を毎年執行しているわけでありますから、これ全部ではないけ

れども、言うなれば、その大体半分程度は現実的には支援ということになるなと、そ

のように考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。

今もちょっと触れましたが、戸別補償制度、これあるところからは今回の自由化、

打撃を軽減するための施策ともとらえられている部分もあるんですが、私の知る限り

は、これ戸別補償制度の目的というのは、食料自給率の向上と環境保全など農業の多

面的機能の維持にあると、そういうふうに理解しております。端的に伺いたいんです

が、今の戸別補償制度、この充実、これがＴＰＰ対策になり得ると村長考えているか、

それ伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 結論からいうと、これでなるとは考えない。こんなものではこれ根

本的に制度、先ほど何回も言っておりますが、根本的に制度を変えないとだめです。

５０％というのを目標にするのだったらば、しからば、どのくらいのどういう支援を

しなくちゃならないかということで、こんな今の戸別所得補償制度で、それで農業が

再生できて、そして５０％が達成する、そんなことはできない。だから、シラク大統

領がやったように、あるいはフランスもドイツと同じだったんだよね、自給率。ドイ

ツは今８０なんですよ。フランスは先ほど言ったように１００超えたんです。合計特

殊出生率もフランスは日本くらいに、やっぱり１.３くらいになった。それが結局そ

れによって、もちろん子どもの支援とか直接的なそういう制度もやりましたよ。だけ

ど農業のこの政策は大なんです。今これちゃんと２.０これ回復しているんです、合

計特殊出生率。だから日本もそういう面を考えると、ちょっと農業関係に対するしわ

寄せが長い期間あまりにも多かったな、ここでＴＰＰということになったら大変だと、

しっかりとここでやはり補償関係を考えて、それからやっぱり全体的な多面的機能と

か、あるいはそういう波及的な問題もいっぱいあるんだよと、大切なのはあと次世代
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の人材確保という機能も果たしているんです。次世代の人材確保。例えば、これは新

聞に出ておりましたけれども、この近間で９校を２校に統廃合して７校が実質廃校に

なったと。そういう７校が廃校になるということは、そこのところが大切な人材を生

み出してきたんです。今度はなくなるわけですから、過疎化になるんですから、行っ

た来たの違い。そういうことで、今日の経済繁栄があるわけです。現在、合計特殊出

生率は１.３７で、東京は１.０ですから、福島県は１.５になるんです。今でも１万

２,０００人、これ福島県人口減っていますが、毎年、しかし合計特殊出生率は福島

県は全国平均よりは高いんです。そういう大切な日本人の人材を、次世代の人材を生

み出すという農業、農村は働きもしてきたんだと。それを忘れてはならないと思うん

です。だから私は、国家の安全保障というのは国家安全保障と食料の安全保障と、そ

れからエネルギーの安全保障と次世代の人材確保安全保障。将来やっぱり日本の国家

は日本人で堅持していくという、そういう国家ビジョンという国家の安全保障をしっ

かりしてもらわないと困ると。田舎政策、農山漁村政策というのは、そういう次世代

の人材を確保するという機能も果たしているんではないですかというこようなことを、

常に私も要望等では話をしておるわけであります。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。

少し観点を変えて質問いたしたいんですが、自由貿易になると海外からの農産物で

日本の農業は大打撃を受ける。これはおおかたの農事評論家や農村向けの政治家、ま

た自治体の長の話であります。しかし、これ本当にそう皆さん思っているのか、ちょ

っと疑問にも感じるところあるんですが、だれが言うからこれも言う、付和雷同とい

っては失礼かもしれませんが、私は日本の農業はむしろ得をする、そういう考え方の

方にいささか少し共鳴するところがあります。理由を挙げれば、日本の農業、日本の

農産物、その質の高さとか、そして何よりもすごいのは、日本の農業人の競争力、そ

れにあると私も考えております。日本人は結局、安全でおいしい日本の食べ物に絶大

な信頼を寄せているということであります。これは大変メリットのある国内事情であ

りまして、かつての１０年前にも米不足時期ありました。でも、そのとき外国産米、

だれも日本人は口にしなかったですね。そういう現実があります。また、日本の食品

のブランド力というか、それは近頃は海外でも急速に高まりつつあります。だから、

逆のとらえ方して、自由貿易になれば私は、この機会を逃す手はない、そういう意見。

一部では、ＴＰＰに参加して農業が衰退する可能性などゼロであると、そう考えてい

る方もいらっしゃいます。ましてＴＰＰ参加反対うんぬんで、世界の中で日本の農業

だけが孤立した状況に陥る、深読みかもしれませんが、そういうことを言われておる

んでありますが、こういった認識、村長はどういうふうに考えるでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） それぞれの立場がありますから、今おっしゃるようなことを言って

いるのは、筆頭は多国籍企業だね。分かりやすく言えば。そういうところがそれを言

っている話なんですね。ただ現実的には、そういう方だけで日本の１億２,７００万
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人の国民は生活しているんではないですよと。この地方の農山漁村の果たす役割とい

うのは重要な意味があるんではないですかと、そういうことで考えておるわけであり

ますから、いつまでもと言っているわけではないんです。５０の目標をしっかりして

ください、そして、そのための制度設計をしっかりしてくださいと、そういうことで、

その間にいっぺんにいかなくともＦＴＡだとかＥＰＡということで、国益の関係はや

っていけるんじゃないですか。外交力発揮すればいいんじゃないですか。我が足下ぐ

らついて、これは農産物だけじゃないんですよ。人もそうなんです。人。人。物もそ

うなんです。サービス業もそうなんです。これ、どうですか。どんどん、どんどん人

も箍を外されて、そして日本人を使うと月給を例えば１３万円とか１５万円くれなき

ゃならない。ところがこれずうっと安いところ連れてきますと、これは半分以下で使

われる。これは金儲けには切りも限りもないんです。そういうこともどんどん考えら

れるんです。人も物もサービス業もそうですから、要するに関税撤廃ということにな

りますから、市場原理というものを大前提にしているわけですから、だから、そうい

うことをしっかり考えて、この国家観というものを考えてくださいよ。そういう見地

で食料安全保障、それから次世代の人材確保安全保障、これを忘れちゃいけませんよ。

私は、あくまでも日本人で日本の国家を堅持していくと。地球力は爆発的に増えてい

ますが、日本の国家は日本人で堅持していくという、そのためには農山漁村政策とい

うのは人材を生み出す、そういう機能も果たしているんですよと、だから間違ってな

りませんよと、そういうふうに考えておるわけです。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） おっしゃるとおりだと思います。私もＴＰＰ参加について本当に諸

手を挙げて賛成という考えではないんでありますが、ただ、これまでもＥＰＡですか、

それに始まってＡＰＥＣ、ＷＴＯ、ＦＴＡそしてＧＡＴと、それぞれ国家間協定と、

そういう枠組みの中で日本の経済成り立ってきたわけでありますので、逆に農業に対

しても保護されてきたと言えるんじゃないかと思っております。現在その立場が変わ

りまして、中国の経済などが大変目立っておりますが、これＴＰＰにしても現状の世

界経済情勢の中で、ある意味でアメリカ、日本による中国台頭への保険のようなもの、

そんな考えでないのかなと私はとらえているんであります。また、ＴＰＰ、関税撤廃

にしても、目標は１０年以上後の撤廃開始でありますので、これ徐々に段階を踏む慎

重さは、これは必要だとは思っておりますが、そういった意味で広域のバランスとい

いますか、日本の産業の中で私が考えるのは、日本の農業が今まで果たしている役割、

多面的、先ほど村長もうされました日本の農業が日本の国の中で国益守るために果た

している部分というのは、いっぱいあると思うんですよ。その政策の中で農業支援と

して要求していく、私の考えとしては、それが村長とか何かの指導者の仕事ではない

かと、そう考えるところも腹の中ではあるんです。その辺どういうふうにお考えでし

ょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これ何回も言いますが、国家政策なんです。国家政策で食料の安全
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保障ということを、そういうやっぱり、すべてもろもろの政策取り組み、これをしま

せんと、例えば大玉村長がなんぼ頑張っても、大玉村はこれ食料自給率今２２７％に

なっています、これね。だけども、こういう世勢ですから、本来ならば農業でも食っ

ていけるはずなんです。ところがこれはそういう位置づけをしておりませんから、だ

から、やっぱり国のこれはしっかりした、そういう位置づけが必要ですよと。位置づ

けをすることによって、しからば、どういうふうな、そのためには片方で儲けるため

に儲けの何パーセントぐらいはそちらの支援策と、そういうことで国の国土形成とか、

国家の国民の安定生活が確保できると、そういうふうにいかなくちゃならないわけで

ありますから、だから、その辺の位置づけをしてもらうためにしっかりしてください

よということで、今要望しているというのが実態なんですね。昨日も実は篠原副大臣

に話しましたらば、だれだれ政務官とかと言いましたら、いや、実は上海に行ってい

るんだというようなことを言ってました。だから、担当と何か農産物の大変、日本の

米高くとも買っているような、そういう方もいるので、そういう関係で行っているん

だと、そういう話されましたが、そうやって、これからやっぱり生きる道をしっかり

とやっぱり制度設計してもらわないとだめですね。そうでないと、今のままでは方法

ないと、そんなことに考えております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。

農業を基幹産業とする大玉村としては、総論としてはＴＰＰ参加は断固反対の立場

になると思います。ただ、しかしながら、単に反対じゃなくて、これは大玉村の農業

をどうやって生きていくのか、そういうことを深く考えたうえでの判断が求められる

と思っております。でないと日本の農業、大玉村の農業、将来展望はないと考えてお

ります。そのことを申し上げまして、時間となりましたので、私の質問を終わります。

どうもありがとうございました。

○議長（菅野行雄） 以上で１番押山義則君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。再開は１１時４０分といたします。

（午前１１時２６分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１１時３７分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） １３番須藤軍蔵君より通告ありました「平成２３年度予算編成に当

たって」ほか２件の質問を許します。１３番。

○１３番（須藤軍蔵） １３番須藤軍蔵でございます。ただいま議長より許可を得ました

ので、通告いたしております質問を行います。

今年もあと２０日余というところになったわけでありますが、この１年間、政治も

経済も全く同じところをぐるぐる回っているというように私は思えてならないわけで

ありまして、一歩も先に進む道が見えていないという状況かなというように思います。
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そういう状況だからこそ基礎的自治体である。つまり、自分たちが住んでいる村の果

たす役割、自治体の果たす役割というのは、いよいよ強く求められるというふうに思

うわけであります。大玉村がいち早く実施してきたこれまでの例えば中学校までの医

療費の公費負担、こういうものが医療費はもとより、福島県の５９自治体の中で４２

自治体で中学校まで無料にすると、７１.２％の実施状況にまでなったと。これ大玉

村が果たしてきた役割は極めて大きいなと改めて実感をしているところでありまして、

その後の９月議会でも子宮頸がんなり、あるいはヒブワクチンの実施などもようやく

国でもこれらについても考えなくちゃならんというようなところになっているようで

ありまして、そういう意味でも自治体の果たしている役割は大きいと思います。そう

いう中で平成２３年の予算、いろいろと進められている時期だと思いますけれども、

これまでの取り組みをこうしたものを踏まえて２３年の予算編成に対するところの基

本方針というものを端的にお尋ねをしたいところであります。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） ２３年度に向けての基本的な考え方ということでございますが、や

はり自治体というのはだれのための自治体でありません。大玉村の村というのは住民

のための自治体でありますので、そうした住民が主体、住民が主役、そして住民を尊

重すると、そういう自治体づくりをしっかりと踏まえていく責務があるなと、そうい

うふうに考えております。そういう過程、今までもそうでございましたが、そういう

過程において先駆けて議会等の格別の理解を得て取り組みをしてきました。そうした

ことた他の市町村にも影響し、更にはまた国等にも影響するようなこともございまし

た。大変これは有り難いことであるなというふうに思っておりますし、また、そうい

う面で責任もそれなりに重大であるなというふうに認識をいたしております。したが

って、今いったような基本的な住民の目線という視点に立って２３年度のもろもろの

事業関係も考えていかなければならない。

大きく分ければ、産業の視点、農業なり商工業なり、あるいは安全安心な環境、そ

ういう点についての視点。それから大切な保健福祉、こういう分野の視点。そして、

教育の充実、そのような視点。そして、最後には住民が仲良く生活をしていくという、

住民の和という、そういう視点。具体的にどういうことかというと、先ほども質問の

中でいろいろ出ました。こういう情勢の中での特に農業関係、こういうことについて

は先行きの状況等を踏まえて、これは格別の支援策というようなことを、これは限り

はありますけれども、特に気になることは、この後の関係とも関連がございますが、

枠外の交付税関係、こうしたものが財務省と、それからそれぞれの総務省関係と今火

花を散らしておるような状況でございまして、そういうものによって、これ財政が大

きく変わりますから、まだはっきり踏み込めないところがありますが、しかし、こう

いう状況を踏まえて最終的にはどのような支援が必要なのか、そういうことを考えて

おりますし、また、この具体的には、そういう中での直売所関係のようなものをかな

り生きがいにつながっております。こういうものをやっぱりもっと発展的に充実させ

る。そういうことを今内部的に検討をしております。また、保健福祉の分野等におい
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ては、医療機関の問題、あるいはまた大変高齢者の足の確保というようなこともあり

ますので、こういうことを福祉バスを更に有効利活用というような視点から活用策が

考えられないか、そういうこととか、それから道路の整備のようなものについても、

まずは安全第一と、そういうことで安全対策、それからあとは不特定多数が利用する、

そういうところを優先的にというようなことで整備をこれは進めていく必要があるな。

そして、また教育の面については、先ほどもいろいろと質問がコミュニティスクール

の関係で出ました。大変これは重要でありますので、良い意味での地域の関わりを持

って成功をさせなくちゃならないなと、そういうふうに思っております。そのほか、

取り組んできましたそれぞれの子育ての支援関係、これは徹底的にやっていかないと、

これはやっぱりこういうときにこそ、そして少子化だからこそこれはやっぱり支援策

を講じていく必要がある。特に今、私は気になっていることは、高校生がある意味に

おいては谷間になっているなと見ておるんです。立派に卒業をして送り出してやる、

そうすると、義務教育ということでありますと、先生方もそういうことで考え方が違

う面がある。そして、また家庭もある程度目が届く。高校に行きますと、ちょっと放

されたような面があるのか、残念ながら、あんなに立派に卒業式においてやったのに

な、例えばいろんな事情があるのでしょうが、退学だとか、あるいはいろんな関係、

これを終始しております。そういうことを考えると、これはある意味においては谷間

だなと。しかし、あの３年間が人生を左右するような重要な時期でもある。これをや

はり目の届くような、そういう要するに分かりやすくいえば、健全で健康体でなくち

ゃならない。そういうこともやっぱり考えていく必要があるなと、そのように思って

おるところであります。それから、今の高齢社会に対する問題とか、いろいろこれ語

ればたくさんあるわけでありますが、もちろん、あと大切な２２年度から踏み切った

平和の問題とか、こういうこと等について、今までいいなというようなものについて

は継続していきます。更に今言ったようないくつかについては、新しい取り組みとし

て結論的には住民の目線に立った、今やっぱり限りある予算の中で何を優先的にやら

なくちゃならないかと、継続的に当然、耐震のようなもの、ハード的な事業関係は、

これは従来どおり前にも話をしているような計画の下に進めてまいりたいと、そうい

うことで、これから多少財政の面で変動の関係がありますが、そうしたことが対前年

度と同じようなことで確保されれば、かなりの部分が２３年度も積極的に予算の編成

ができるんではないかなと、そのように考えておるところであります。この別枠うん

ぬんというのは１兆５,０００億円なんですよ。この１兆５,０００億円がどうかとい

うことで、今総務省と財務省のバチバチやっておるわけで、昨日もこの件については

お願いをしてきたんです。これ新聞にそういうふうに出ましたので、いち早く昨日そ

ういうことでもって要望してまいりました。そんなことで、それらの予算が重要な意

味あるわけでありますけれども、いずれ今言ったようなことで、しっかりと住民が主

役の安心安定と、こういう村づくりのための予算編成、事業の展開、これを積極的に

してまいりたいと、このように考えております。

○議長（菅野行雄） １３番。
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○１３番（須藤軍蔵） ありがとうございました。

今、村長からも若干触れられました２２年度の財政状況の中で、それぞれの特別な

いろんな、２２年度の当初予算は前年対比で１６％増の４０億４,３００円なにがし

で始まったわけでありますが、その後２１年の繰越明許なんていうのもあって予算が

通年化してきたというような、いろんな分かりづらい面もあるんですが、そのほか国

の補正予算で例えば雇用人材、あるいは貧困支援対策とか、子育て安心こども基金関

係とか、医療の面では地域医療再生対策とか等々、大体１０項目以上のさまざまな形

のいわゆる交付税と、また、それに準ずるようなお金が来るわけですね。こうしたも

のを最終的には年度末ではおおよそどのぐらいになるか、事務当局では一定程度つか

んでいるかと思いますので、簡単で結構ですから、ひとつお知らせをいただきたいと

思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １３番議員さんにお答えいたします。

過日、補正成立しました円高デフレ対応のための緊急総合経済対策、この中で今お

っしゃられた事柄がそれぞれ盛り込まれておるところでありますが、本村関係につき

ましては、まず妊婦検診に対する公費助成の継続ということで、これが１１２億円の

うちの大玉村分ということになります。これについては５回を超えて、国が定める

１４回のうち５回を超えて行うものでありますから、最大９回まで基金で２分の１の

助成があるというような対策であります。疾病対策としましては、新型インフルエン

ザ対策、それから子宮頸がん等のワクチン接種、これらの推進ということで盛り込ま

れております。具体的に金額がほぼ確定しておるものについては、地域活性化社会資

本整備関係でございます。まず、地方交付税の増額ということで、今回の補正予算の

中で１兆３,０００億円の交付税が見込まれております。そのうち２２年度交付分が

３,０００億円であります。本村においては３,２００万円程度の交付税の増額が見込

まれておるところであります。それから地域活性化交付金としまして、きめ細かな交

付金ということで、国の予算２,５００億円のうち大玉村分については４,２００万円

程度が見込まれております。更には住民生活に光を注ぐ交付金、これについては９５７

万円程度の大玉村交付分が現在見込まれております。これらについてそれぞれ事業立

案しながら、早い時期に補正予算の編成をしろというような長からの指示を現在得て

いるところであります。以上です。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 今お話ありましたように、それぞれそういう形でのお金があると。

もちろん縮小すべきところは縮小しながら、使うところには使うと、そういうメリハ

リが必要でありますが、長からもお話ありましたように、要するに、いつまでもお金

があるわけではありませんけれども、そういうお金について、より先ほどのお答えの

中にありましたような事業についても十分やり得る、そういう財源的な裏付けもある

んではないかなということからのお尋ねをしたところであります。

次に、ＴＰＰ関係でありますが、これも先程来お話ありました。今回、８名の一般
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質問通告者のうち私も含めて５名が質問するということでございますから、いろんな

角度からございましょうけれども、今、焦眉の課題だという点では一致しているので

はないかなというふうに思うわけであります。先程来お話ありましたように、日本の

米のみならず、金融、保険、医療などさまざまな雇用の問題も含めて大変な、文字通

り日本の産業構造も根底から覆す、そういう大きなものでありまして、先程来お話あ

りましたような食料の安保、あるいは国の主権というものにもかかわる重大な問題だ

というような認識でありまして、あますところなく村長から前の質問者に対してお答

えありましたので私は繰り返しませんが、村長は、より町村会長という立場でござい

ますので、これらの件についてもより一層のご努力をお願いしたいところであります。

これ三つの柱で私質問しましたが、いずれもばらばらということでなくて、私なり

では最初のじゃ、どういうことで考えているのか、財政の問題はどうだ。そして、そ

の具体的に現れているＴＰＰ、そういうものからどう農業なり地域を守るのかと、こ

ういう筋立てて質問しました。バラバラではないんだと、やっぱりきちっとした筋な

んだということでありますので、こういう点について是非気配りをいただきながら、

私どもも先般、村長にも２３年度の予算についても１２項目について、それぞれ要望

申し上げ、一定の時間取っていただいて懇談もいたしました。今日の質問に対する答

弁も含めて、より広く村民の皆さんにお知らせをして、そして、また要望なり意見を

聞いて、来年以降の新しい年に向けて、より一層大玉村が発展する。そのために当局

共々、我々も全力を挙げてがんばりたいということを申し上げて質問を終わります。

○議長（菅野行雄） 以上で１３番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。

次に、２番武田悦子君より通告ありました「住宅リフォーム助成制度の創設につい

て」ほか２件の質問を許します。２番。

○２番（武田悦子） ２番武田悦子です。議長の許可をいただきましたので、先に通告い

たしました３件の質問を行います。

まず、最初の質問ですが、住宅リフォーム助成制度の創設についてお尋ねいたしま

す。この問題につきましては、今年の３月にも取り上げました。村長からは、検討す

る旨の答弁がありましたので、更にその後の全国でのこの取り組みの広がりも紹介し

ながら、本村での制度の創設を是非実現していただきたいと考えております。住宅リ

フォーム助成制度は、県レベルでは秋田県が最初に取り組み、更に岩手県や宮城県で

実施の方向にあり、市町村を含めると実施自治体は１７５にのぼっています。もちろ

ん建設業者など中小の商工業者の要求運動が大きな役割を果たしてきましたが、要

求が特段ない自治体でも、地域経済への波及効果が大きいことや疲弊している建築業

の再生を目指して積極的に制度を創設してきています。そこで、先進的に取り組まれ

ている秋田県の事例を紹介いたします。秋田県で最初にこの事業に取り組んだのは、

平成２０年度の湯沢市です。２１年度には、横手市と三種町が実施し、これが大ヒッ

トしました。秋田県は、横手市の事例を研究しました。そして、県の事業として平成

２２年度から事業化いたしました。秋田県における補助制度の利用状況ですが、１０

月２９日現在の数字が新聞に紹介されております。秋田県２５自治体の実績は、申込
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件数が１万１,６９７件、工事費で２５２億２,５７２万円にのぼります。単純計算で

は、１件当たり２１５万円の工事費になります。助成の率や限度額は自治体によりさ

まざまですが、少ない助成でも大きな需要を呼び起こしていることが分かります。も

う一つは、岩手県の宮古市の事例です。宮古市は今年４月から助成を開始し、２０万

円以上の工事に一律１０万円の補助をします。当初予算が５,０００万円でしたが、

申請が殺到し、１１月１５日現在２,３９７件の申請があり、予算は３億５,０００万

円に増額されました。宮古市では２４億円の経済波及効果を見込んでいます。リフォ

ームの内容は、風呂や台所の改修、畳の交換、屋根や壁の塗装、バリアフリー化など、

あらゆる住宅関連事業に及んでいます。このように地域経済への波及効果が明らかで

す。これらの事例も踏まえ、大玉村として取り組む考えがないかどうか、改めて村長

の考えをお聞きいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 住宅のリフォームの助成関係についての質問でありまして、これは

１戸建てを造るのには資金の面でもなかなかいけない、できないと。また、さらばと

いって、生活の利便性というものを追求できない。少ない予算で、なんとか快適な生

活ができるようにということで、その住宅のリフォームということについては意味が

あるなと、そういうこととそれから併せて、建築業者等の地元の仕事づくりに結びつ

ける。経済的な波及効果、それとあと併せて国産材の利用の促進、昨日も実は林野庁

関係にも行きましたので話をしてきたわけでありますが、国産材、こういうことでは

しょうがねえべと。最近ナラ枯れがうんと増えている。原因は何だ。早い話が、古く

なっているものを昔は炭にしていた。今そういうことをやらない。だから、古いとこ

ろから虫に食われて体力が落ちているので枯れていると。そういう実態なんで、やは

り自然のサイクル、こういうものをしっかりと林業再生プランの中でもっと予算を付

けて積極的に支援をほしいと、そんなふうに言ったわけでありますが、要するに、国

産材の利活用の推進。考えればいろいろと有利な面が、効果の面があるわけでござい

ますので、福島県でも全国の例は今話されたとおりであり、福島県も４市町、それぞ

れ特徴があるようであります。会津美里とか、それから南会津町とか広野町、いわき

市が既に実施をしておるようでありまして、また、その助成の内容もさまざまなよう

であります。いずれにせよ、今、村内の建築業者関係は大変これ困っているというの

は分かっておりますので、今ほど申し上げたような利点を考えれば意味合いがあるな

と、そういうふうに考えておりますので、それもこれも先ほどのいちばん気になるの

は財政の１兆５,０００億円の関係、これが気になるんです。この関係で影響は１億

円の上になるはずでありますから、大玉村で。ということを非常に気にしております

ので、その辺との絡みがありますが、そうしたものが前年並みにくるというようなこ

とであれば、こういう事業もそう大きな事業費がかかるわけではございませんので、

大玉方式の新しい目を出す理由と根拠はあるのかなと、そのように考えております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。
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今、大玉方式でというお話もありました。この大玉方式のさまざまこれまでも取り

組まれてきましたが、小さくとも輝く大玉村のこの取り組みは、必ず周りの自治体へ

も良い影響を及ぼすと思います。既に県内でも先ほど村長からもありましたように、

自治体で取り組んでいるところがございます。まだまだ少数ではあります。この大玉

村が実施すること、このことが近隣の市町村へも大きく波及すると期待できますし、

このことが更には県を動かす力になるのではないかと考えております。是非実施して

いただきたい、そのように考えております。

更に、この制度で大切なことは、制度設計をどのようにするかということです。対

象工事にあまり制約を加えないとか、申請の窓口を商工会や建設業組合など、どこで

もできる仕組みづくりが重要だと思います。実施に向けては、是非建設業組合などに

話を持ちかけてみてはどうかと思いますが、この点についてはどのようにお考えにな

っておりますか、村長の考えをお聞きいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） この取り組みについては、先ほど申し上げたとおりでありますが、

実施をするという方向になれば、今いったような商工会とか、あるいは建設業組合と

か、こうした関係等をどういうふうにしたらもっとベターなのか、その辺は十分実施

の段階で検討をさせていただきたいというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。

この大変厳しい時代だからこそ、是非このような仕組みづくりが大切だと思います。

大いに皆さんの知恵を生かして、この取り組みを一日も早く実現させていただきたい

と思います。

次に、一人暮らし高齢者などの。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 武田さん、申し訳ありません。

ここで昼食のため暫時休議をいたします。再開は１時３０分といたします。

（午後０時０４分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 引き続き２番武田悦子君の質問を許します。２番。

○２番（武田悦子） ２番目の質問に入ります。

一人暮らし高齢者などの生活支援、社会活動の支援についてお尋ねいたします。高

齢化の進展に伴い、一人暮らしのお年寄りやお年寄りのみの世帯が年々増加しており

ます。元気なうちは何の問題もないと思いますが、歩くのが辛くなったり物忘れが出

てきたりすれば、自分だけで生活するのがだんだん厳しくなってくると思います。将

来一緒に生活をしてくれる家族がいる人は別ですが、そのような人がいなかったり、

子どもが遠くで生活し一緒に暮らせないという人もいます。このような皆さんが元気
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なうちは大玉村で生活したいと考えた場合、一人で暮らすには不安があるが、炊事や

洗濯、あるいは買い物の手伝いがあればなんとか生活できる、更に一人ではなくアパ

ートのようなところなら暮らしてもよいと考えるかもしれません。老後の選択として、

そのようなアパートがあってもいいのではないかと思いますが、この点について村長

はどのように考えているでしょうか、お聞きいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

支え合って生きていく、寄り合って生きていく、そういう一人では容易でない。そ

ういう意味においては、そういう高齢者のホーム、いうなればグループホームみたい

になるわけでありますが、そういうものがあればこれは良いなと、率直にそのように

考えております。ただ、具体的に、それが行政がそれを施設を造って現実にそれを実

施に移すかというと、現時点ではこういう財政の状況でありますので、なかなか行政

でやりましょうということにはいかない。しからば、そういうものを仕向ける手法と

してＮＰＯのそういうものを立ち上げるような支援をして、そして、そういうところ

でそのような方々が支え合って生きていくような経営といいますか、そういうことを

やっていただくような促しをするということは、これはやっぱり前向きに考えていか

なければならないなというふうに思っております。また、それの以前の問題として、

役場の職員も大変私感心しておるわけでありますが、現在、でき得ることは住民に、

そういう方に手を差し伸べるということで、高齢者の支援ということで職員が３３人

登録をしておりまして、４１人の高齢者の手足になっていろいろ支援をしていってい

ると、そういうふうに、やはり住民全体が支え合って生きていくという、そういうふ

うな気持ちになってもらうのが、まず前段としては大切だなと。そして、いよいよこ

れはやはりかなりの部分世話にならないと生活できないというようなものについては、

おっしゃるようなグループホーム的なもの、こういうものは先ほどいったようなＮＰ

Ｏのような、そういう立ち上げを促して今後やっぱり対応していく。みんながやっぱ

り安心安全に生活していける、そういう地域づくりを目指していく必要性はあるなと

いうふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 今の問題、大変難しい面もあると思います。

集団がなじめない、このような方もおりますので、一律に高齢者アパート、グルー

プホームのような形と村長のお話ありましたが、なかなか難しいことではありますが、

一人では心細く不安だ、こういう人が多いのも現実ではないでしょうか。将来の生活

をどうしたらいいのか、一つの選択肢として高齢者アパートを考えていく必要が今後

出てくるのではないかと思います。更に住民の足の確保の問題についても質問いたし

ます。このことについては、以前にもバス路線の拡大などで質問いたしました。バス

路線の変更は大変難しいというお答えでした。しかし、交通手段を必要とする人が年

々増えているという実態もあります。一人暮らしや高齢者のみの世帯では何に困って

いるのか、もちろん、これらの方々ばかりでなく、日中は高齢者だけとか一人になっ
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てしまう方も多く、このような皆さんが自分の力で外出することは大変なことだと思

います。しかし、買い物に行きたい、出かけたい、そのような要求は必ずあるはずで

す。福祉バスや役場の職員のボランティア、先ほど村長のお話にもありましたが、こ

のような外出支援事業、大変すばらしい事業でありますが、これにも限界があると思

います。先月、厚生文教常任委員会の研修で宮城県の丸森町を研修してきました。丸

森町も高齢化が進み、更に面積が広い町です。住民の日常生活を支える買い物や、買

い物をするための移動の手段の問題が大変申告になっておりました。その中で、さま

ざまな取り組みが行われておりました。是非このような先進地に学びながら、だれも

が自宅から郵便局や役場、更には本宮、そして買い物に自由に行けるような交通政策

を検討すべきだと考えますが、この点について村長の考えをお聞きいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは前にも質問がありまして、その後検討をいたしております。

新たに路線を確保する、バスを運行するといいますと、これは先立つものはかなりの

財政投資を必要といたしますので、内部的にいろいろと検討していただいておるわけ

でありますが、現在の福祉バス関係、これ余裕があるようでありますから、これの有

効利活用をなんとか考えられないか、そういうふうに思っております。そういうこと

でその当時、病院ということについて前提条件にして許可といいますか、そういうも

のをいただいておる、そういう経過もあります。ただ、今かなり縦割行政関係は緩和

されている面がございます。したがって、その辺もやはり十分考えながら福祉バス、

ひと頃はそれぞれ満員のようになっておりましたが、今はそうでもないようなんです。

私もちょいちょい見ますが。したがって、それをいついっかについてはどういうふう

なコースで回ると、いついっかはどういうふうなコースで回るということに、これは

病院をメインにしながら自分の目的とする所に結局、じゃ、何曜日はどこまで行くん

だなということであれば、そこに行って、そして、あとは帰りは何時ころまでにここ

に来ていればまた乗れるんだなと、その辺は事務的な調整は必要でありますが、そう

いう有効利活用策、当面最も経費が少なくて、そして、ある程度全村を網羅している

というようなことで、良い方法が考えられないか。担当にもそういうことで研究して

くれないかということは指示をしておりますので、年度内にはその検討の結果は出る

なというふうに思っております。それがどうしても難しいということであれば、第二

弾で、しからばどういう方法があるか、その辺は継続検討をさせていただきたいとい

うふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。

この問題は３月の議会でも出ました。今、福祉バスというお話もありましたが、こ

れらの仕事を新しい仕事づくりという、そのような観点も必要ではないかと思います。

商工会や社会福祉協議会などとも話し合いながら、新しい雇用も念頭に検討すべきだ

と思います。そして、更に住民の皆様が今何を必要としているのか、それらの調査、

本当に皆さんがバスの利用をどう考えているのか、ほかに本当に困っていることが何
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なのか、そのような調査ということも大変重要なことだと思いますが、これらについ

て村長はどのように考えていらっしゃいますか、お聞きいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） いろいろと、そういう私はいろいろなところにじかに出ております

から、じかに住民の声も聞いておりますが、今質問されたような、そういうバス、足

を確保してもらうと有り難いんだというような話は率直に受けています。ただ、村全

体でどの程度あるかどうかというようなことは、それはアンケートのような、これは

総体的に村の住民意向、こういうことをやっぱり掌握するということには大きな意味

がありますから、これは足の確保のみならず一般的な村政問題として、そういうもろ

もろの課題と、どんな考えをしているのか、どういうところに不便性を来しているの

かというふうなこと、これをやっぱりアンケートのようなことで掌握することについ

ては大変意味あるなと、そのようなことも前向きに検討をいたしたいと、このように

考えております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。

是非住民の皆さんの声を、大きな意味で村政に生かしていただきたいと思います。

最後の質問に入ります。最後の質問は、国保法第４４条の具体化について質問いた

します。経済不況、とりわけ働く労働者が突然解雇されたり、また米価の下落で農家

の暮らしは大変な状況になっています。大玉村は兼業農家が多いわけですから、失業

と米価下落のダブルパンチに見舞われている方もあると思います。このような方々や、

もともと収入の少ない方々が、いざ体調を崩したり重い病気になった場合、医療費の

自己負担が払えないということが容易に想像できますし、医療費の未納や分納をされ

ている方が出ているという話も聞いております。失業や米価の下落は、決して働いて

いる人の責任ではありません。お金がないからと受診を抑制し重い病気になってから

では、かえって保険財政への影響が大きくなります。低所得者や失業などで収入の道

をなくした方々の負担を軽減し、安心して医療が受けられるようにするのは、本当は

国の責任ですが、自治体もその一端を担わなければなりません。そこで、国保法４４

条の一部負担金の減免制度を具体化する必要があると考えますが、この考えはあるの

かどうか、お伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 私は担当に指示をしておりますのは、具合悪いときに医者にかかれ

ないような、そういうことは絶対しないようにと。したがって、資格証明書、医者に

行く前に資格証明書欲しいなんていったばかりに命落とすようなことがあったら大変

なことになる。短期保険証ということで、そういうことで医者にはいつでも行けると

いうこと、これはちゃんと道を開けておくようにということを指示をいたしておりま

す。また、ただいまの件でありますが、これは一部負担金の徴収猶予とか減免につい

ては国から基準が示されており、現実に、それをどういうふうに他の市町村等もやっ

ておられるのか、ちょっと私の耳には入ってきておりませんが、そうしたこと等も十
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分調査をいたしまして、これらの基準は示されておりますから、検討をいたしたいと、

このように考えております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ９月に厚生労働省から減免に関する基準が示されました。これは入

院をしている場合にのみ減免を受けられるという内容のようです。しかし、医療費の

減免そのものは入院、外来と区別することなく適用されるべきと思います。更に県内

では白河市や平田村など、医療費の一部負担金の減免を具体的に定めている自治体も

あります。大玉村でもこの制度を具体化し、基準を示すべき、是非このようにしてい

ただきたいと思いますが、この点について更に村長の考えをお聞きいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これらの内容等が、先ほど申し上げたように示されておりますから、

十分その辺を実施をしているようなところの状況、大玉村の未納の実態、それから未

納者の生活の実態、こういうことをよく調査をして、これらの措置について検討をい

たしたいというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。

大玉村の村民の安心、安全を守るために、是非自治体の役割として、この一部負担

金の減免制度を実現していただきたいと思いまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

○議長（菅野行雄） 以上で、２番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。

次に、８番遠藤義夫君より通告ありました「安定した農政と人材育成について」ほ

か１件の質問を許します。８番。

○８番（遠藤義夫） ８番遠藤であります。議長の許可を得ましたので、先に通告してお

きました２件の質問を行いますので、答弁よろしくお願いします。

まず、最初に、安定した農政と人材育成について。２２年度の作柄は、春先の好天

に恵まれ、生育も順調で豊作が期待されたが、収穫前の作況指数もやや良の１０３％

と報道されましたが、実際には夏の猛暑が影響して秋の収穫が終わってみると、中通

り地方１０３％の指数は我が村では疑問に感じます。品質こそ前年を保てましたが、

収穫量は平地では前年より軒並みにダウンであります。村長の行政報告の中で、契約

５万５２５.５俵に対して出荷が４万４,１８４.５俵と約６,００３俵ほど少なくなっ

たということは、そのまま本年の村の農家の減収の結果だと思われます。更に、所得

補償の名の下のばらまき政策により、米価が生産者に対して２,６００円も前渡金を

下げるなど、米生産農家にとっては大打撃であります。このような状況下で、本年度

の農業収入の減収をどの程度見込んでいるのか、お尋ねいたします。先ほどの課長さ

んの答弁では約２億円と言われましたが、村長の考えも聞きたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 一応作況指数関係は、米の場合１０３ということになっておって、

あと一等米については９７.２％でありますから、会津の方と比較するとかなり収量
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面と、ただ、先ほど課長が先ほどの質問者に言われたように、１億９,５００万円、

要するに昨年との米価の関係で２億円ということであり、あと今度これから変動関係、

これらについて結局どれだけに最終的に補てんになるのか、そういうことによって、

例えば米にとっての減収関係はこのくらいになるなということが明らかになります。

その時点でこの対応策をいろいろと考えなくちゃならないと思っておるわけでありま

すが、そういうことで、いずれにせよ、米以外の例えば畜産だとか、あるいは蔬菜関

係だとか、そういう関係で異常の猛暑ということで総体的にこれは数字的に把握した

いと思いますが、かなりのやっぱり実質的な、実質的なマイナスというのは相当にな

るのではないかなと。いずれにせよ、補てん関係等も含めて、これは年明けてから、

２２年のいったい農業関係でどの程度が結局損失額となったのかということは、数字

は把握する必要性はあるなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 村長も大変危機感を感じているということでございますが、米生産

農家にとっては大打撃でありますが、このような状況下で本年度の農業収入は相当減

ると思います。また、各分野に影響があると思いますし、来年度の予算に対しても影

響を与えると思いますが、どのように対処していくのか、お尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど申し上げたように、最終的に米についてはどのくらいになる

のか、あるいは酪農関係がどうなのか、あるいはその他の畜産関係がどうなのか、蔬

菜関係がどうなのか、異常気象、それから、あと価格の米については下落の関係につ

いての補てん関係も含めて、最終的にいったい農家の所得が対前年でどのぐらい減に

つながっているのか、これを、ある程度２月くらいになるとつかめるのかなと思って

おりますので、そうしたことを掌握をして、あと県等の、あるいは国等もどういう施

策を講ずるのか、この辺もやっぱり要望等すべきはすること。村にやっぱり独自でも

って対応するというのには限度がありますからね。だから、やはりそういうところの

状況を要望すべきことは要望し、そして、つかんで、そして、しからば大玉村として

精一杯努力するべきというのはどういう面なのかと、そういうふうなことをしっかり

と踏まえていきたいなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 次に、ＴＰＰにおける村長の考えと姿勢についてお尋ねいたします。

今、農業を取り巻く環境の中では、この話題が最大の問題であります。先の質問者

にもあったようなんですが、この問題は農家にとってばかりではなく、国の全体の問

題でありますので、各立場から広く意見を申し上げるべきだと思いますので、私なり

に質問したいと思います。菅首相は幕末の黒船を例えに、ＴＰＰこそ平成の改革と意

欲を燃やしているが、全く農業の持つ多面性を知らない無知な発言であります。主エ

ネルギーも自国で賄えない国が食料まで外国産に頼るような政策では、国力など全く

夢物語と思います。原油価格の高騰のときに、主エネルギーを輸入に頼る我が国の産

業のもろさを国民は痛感したはずであります。加えて、農産物の小麦価格も高騰のと
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きも小麦関連の食品が高騰し、家計を圧迫した記憶も忘れないはずであります。過去

にさかのぼれば、オイルショックによるトイレットペーパー問題も社会現象になった

はずで、現在は希少価値のレアアース問題も現実にあるわけで、先の質問者の答弁で

答えは出ていると思いますが、再度村長の考えをお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） この開国か鎖国かという表現は誠に的を得ない表現の仕方だと思っ

ております。現実的に、日本もこれ先進国には間違いないんです。現在２２２の世界

の国連加盟国の中で、人口は８番ですから。国は小さいと言いながら、これは６０番

目なんです。そして、周辺は全部これ海でありますから、日本の領海が２００海里の

領海になっておる。そういうことを考えると、日本はあとＧＤＰや中国に追い越され

ましたが、２位の位置をずうっと長年続けてきた。だから、大国か小国かといったら、

日本は大国なんです。にもかかわらず、先進国と言われるところでドイツも先ほども

触れましたが、８０％なんです。ドイツと同じだったフランスは努力をして、今１００

を超えているんです。そういうことを考えると、日本の４０％は既に６０％は、これ

は開国しているんです。だから、先ほどの質問者にも話をしましたが、食料の安全保

障というのは、やっぱり国策としてしっかりと位置づけしてもらわないと困ると、そ

ういうふうにお願いしているんです。国策の位置づけがないと、これは自治体で努力

するにも、これは限界があります。だから、そういうことでしっかりと国策で位置づ

けしてほしいなと。これ昨日も話をしてきたわけでありますけれども、それぞれ試算

したマイナスの影響があるんだよね。例えば、実質ＧＤＰ関係では８.４兆円減少と

か、農業生産では４.１兆円とか、林業生産では４９０億円とか、それから漁業生産

では４,２００億円とか、それから農業の多面的機能、先ほど福島県で３,０００億円

ということで言いましたが、これは全国的には、こういうことによって荒廃化するこ

とによって、要するに３.７兆円と、あと食料自給率は大体４０％から、このまま突

っ込むと１３％になるという。そして、今、食料関係のいろんな関連の企業とか何か、

ここに３５０万人の方が働いているんです。こういうのが吹っ飛ぶことになるんです。

そして、経産省でこれ試算した、これはあれですから言いませんけれども、例えば内

閣府で、じゃプラスの影響として、どんなふうに内閣の方では参加の場合試算してい

るんだと。実質ＧＤＰを２.４兆円から３.２兆円増加だと、この内閣府では試算して

いるんだよね。だから、先ほどの、今すぐこのままの状態でやれば、圧倒的に底辺は

全部これ崩壊するんです。だから、やはりしっかりとその辺を、どっちが先か後かと

いうことになるわけだけれども、きちっとやっぱり国家観、こういうとき大切なのは、

国の国家観、国の形をどう考えるんだと、そういうことで先ほど四つの国家の安全保

障を申し上げたわけだけれども、それをしっかりしていただいて、その中の食料安全

保障と次世代の人材確保安全保障、こういうことをしっかり踏まえて、今このＴＰＰ

については考えなくちゃならないんではないかと。遅れるとかどうとかと言いますけ

れども、これはああいうところに今回入らなければ、一斉に入らなければ交ぜてもら

わないなんて、そんなことないんです、国際法で。だから、その辺はＦＴＡの関係と
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か、あるいはＥＰＡの関係でしっかりと国策として食料の安全保障を確立して、そし

て徐々に徐々に、そういうふうな関係の中でやっていかないと、この日本丸はおかし

くなるよと。そして、この２０５０年にはこれも大体は遠からずとも近い数字だと思

うんです。これは９０億になれば、今の食料の地球レベルでは１.７倍欲しいんです。

だから、国で半分ぐらいをしっかりと確保しなかったならば、これを結局いつでも安

く、今のような量が入ってくるという考え方、これはやっぱり消費者は、むしろ農家

よりも消費者が真剣に考えてもらわなくちゃならないと思うんです。だから、都市部

等に対するＰＲがちょっと下手だなと。やっぱり都市部等の消費者こそ切実に、むし

ろ都市部のような方の声を聞くと、安くてどんどん買えると、こういう感覚が圧倒的

に多いわけですから。だから、地方の方は食うのはなんとか食える。いざというとき

に困るのは、コンクリかじって生きていくわけにはいかないんです。だから、消費者

の方の皆さん方が、国でやっぱり、しっかり我々の食べる、そういう食料については

食料の安全保障というのはしっかりと確保してくださいよと、これは消費者が本当は、

そういう声を挙げなくちゃならない。残念ながら、そういうことになっていない。ま

た、ならないように鎖国か開国かというふうな問い方をするから、だから、いつまで

も置いてきぼり食ったのではしょうがないなんていう、そういうことに先走ってしま

う。これは現実的には６０％を開国しているということなんですから、そういう考え

を持っておって、そういうことをやっぱり国策いちばんですから要望します。そして、

みんなの力で、これは一人ではどうしようもありません。昨日もこれ行って、先ほど

申し上げましたが、そうやって要望し、そして６月に方針決定になりますから、その

６月の方針決定されるまでこれは最大やっぱり努力をしなくちゃならないなと。そし

て、あと、そういう中であっても自治体、大玉村として、では独自にできることはど

うかと、こういうことについては、村の状況を踏まえて、やはり容易でないときには

容易でないなりの最大の努力をしなくちゃならないなと、それは当然考えておるとこ

ろであります。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 全く村長の言うとおりでございまして、ＴＰＰによる利益は米国や

輸出大国のあれで現在の日本の農産物の関税率は、主要国では決して高い方ではない

と思います。アメリカに次ぐ低さで現在１１.７％であり、今ＴＰＰで農産物の関税

が撤廃されれば、日本の経済は先ほど村長さんが言ったように農林水産の試算で出た

ように、すごい相当のダメージがあると思います。

こうした現状を踏まえた前に、国民の食料自給率をどのように考えているかという

内閣府の世論調査では、外国産の安い食料を輸入する方がよいと応えたのがわずか５.

４％で、圧倒的多数は、安全で安心な食料を日本の大地からと消費者が思っているわ

けで、早急な日本のＴＰＰ参加は２国間のＦＴＡが進まないアメリカ、オーストラリ

アという農林水産物輸出大国に門戸を開くなにものもないわけで、政府には後継者不

足を盾にするが、全くこれは別問題で、後継者不足は現実には農業収入で食べていけ

ないのが実情であります。高齢者が年金をつぎ込んで農業を続けている内情も、しっ
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かり県なり国に訴えてほしいと思います。また、政府内には、国内農業などの強化策

を検討する食と農林漁業の再生推進本部という組織がありますが、その中にも国内農

業の強化策などについて議論がなされているわけで、また、その本部とは別に有識者

で作った検討会があります。それは農林漁業の再生実現会議というものでありますが、

その中の委員の一人に経済界を代表する小林栄三、伊藤忠商事会長がおります。こん

な談話をしております。「農業界と対決するのではなく、みんなが農業をサポートす

る構造を作るべきだ」と話しております。全く私も同感であります。政府方針に意見

を反映できる制度が当然必要であります。今、村長は、その立場に最も近い位置にお

り、どのように考えているのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 昨日もこれ話ししてきたんだけども、食と農林漁業の再生実現会議、

これ諮問機関ね、これは内閣総理大臣が議長で副議長が国家戦略大臣と農林水産大臣

なんだよね。篠原副大臣、このメンバーで本当にこれ５０％、１０年後に目指すとい

うことが、それからＴＰＰが突然出てきたわけですが、これで本当にどうなんですか

と率直に聞いたんです。（録音状態不明瞭のため調製不可）だから、昨日も仲間とい

ろいろ話してきました。こういうメンバーを選ぶのが大切なんじゃないですかと。自

分たちの答えを出しやすいようなメンバーを揃えてからは、これは推して知るべしじ

ゃないかと。そんなことで話をしてきたわけですが、大体どれだけの、どういうこと

をこの諮問会議で（録音状態不明瞭のため調製不可）これが非常に関心持っているん

です。だから、６月にこれをうんぬんというわけじゃないですから、この前に追っか

け、追っかけ、やっぱり我々の立場として、この運動をそれぞれの、やはりいちばん

は国会議員、国会議員もはっきり言って温度差があるんです。温度差がありますから

ね。だから、どういうところから票をいただいて、今の立場になっているんだと言い

たくなる。先生が今日あるのは、その地域はどうなっているんですかと。私も、はっ

きりこれ言わせてもらっているんです。我々と意見交換会もやっていますからね。だ

から、その辺はやはり最終的には有権者一人ひとりのやっぱり選挙人に重大な（録音

状態不明瞭のため調製不可）本当の代表者を送るという、我々にやっぱり責任がある

ということになるわけでありますが、そういうことで、せいぜいこういう組織がある

わけですから、この組織のこういう方々に対してもある程度は角度でもって声を訴え

たいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 村長の答弁に、農家としても非常に危機感を感じているわけなんで、

機会ある度に農業の実情を訴えてもらいたいと思います。要望して終わります。

次に、６次産業化と特産物の開発と推進について。政府は今国会で、６次産業化、

地産地消推進へ向けて新事業創設法案が可決される見込みでありますが、この法案は

農林漁業の振興や農村漁村の活性化、食料自給率の向上などにつなぐのが目的であり

まして、農林水産大臣が定める基本方針に基づき、農林漁業者が作成した農林水産物

などを利用した生産、加工、販売に一体的に取り組む計画を認定するとあります。農
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業改良資金、あるいは融資法の貸付対象者拡大などの特例措置を講ずるとあり、加工、

販売等に規制が緩和されたように受け取れるが、農家自身も農産物の価格低迷には不

安を感じており、付加価値の付く加工販売の考えはあるが、個人的に対応したのでは

設備投資などを考えると二の足を踏むのが現実であります。こうした６次産業化は、

制度を利用した村の後押しも必要かと思われるが、現在ある保養センター跡地にある

加工場の移設も含めて検討の余地がないか、お尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 国の位置づけがそういうことで、やっぱりしっかりやってもらう。

しかし、と同時に自己革命といいますかね、今までのような、そういう考え方で農家

自身もいいのか。あるいは自治体もそれでいいのかと。これはやっぱり改めるところ

は改めなくちゃならない。大きな、やっぱり改革をしなくちゃならないと思うんです。

６次産業化を進めていかなくちゃなりません。（録音状態不明瞭のため調製不可）だ

から、６次産業化というものにやはりこれは考えていくということ、これは大切であ

るなと。だから、今までの経緯と、やはり考え方はやっぱり変えていかなくちゃなら

ない。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 村長さん、機械の調子が悪いようで、暫時休議をいたしますので。

再開は２時２５分にいたしますので。（午後２時１１分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後２時２５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再度、村長の答弁を求めます。村長。

○村長（浅和定次） 先ほど青田の例を申し上げましたが、そういうことで、２５町歩の

水稲と、それから加工の６反歩の野菜関係、２反５畝のキュウリ、そして、あとクッ

キーとかパンとか米粉パンです。あとはお酒とかと、こういうことでどちらの懐に入

るのが多いかといったら、加工の方だと。だから、どちらかというと、母ちゃん方の

やっている方が収入が高いんだと。それはなぜかというと、田んぼの方については膨

大なる投資経費かかる。加工の方を私もずうっと見てきたんだけど、ああいう施設で

もって結構クッキー作ったりパン作ったり、そして、あと漬物、これは２階の方、２

階の方で漬物とか、そういうあれとか何かあるんだけれども、そういうのをちゃんと、

きちっとして、そしてそれぞれにして出荷する。加工の方が懐に入るのは多いです。

立派だなと思いました。そういうことで、やっぱり意識改革もこれはやっぱりしなく

ちゃならない、自らの。そういう、これは生産法人でやっておりますが、そういうこ

ともやはり促す必要はあるなと。それからあと自分の身の丈に合った、しっかりと耕

作荒らしたりしないで、身の丈に合った経営をしっかりやっていきたいと、これもや

っぱり大切にしなくちゃならないと思うんです。そういうことで、この両面性で大玉

村の農業者というものに対する今後のやっぱり有り様ということで、これは促してい

く必要があるなというふうに思っております。じかにじゃ、公共施設でどうなんだと
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いうことでありますが、直売所、大変順調にこれは売り上げが伸びております。では、

残ったものに対するこれをどう結びつけるか。例えば加工とか、あるいは食堂関係等

を利活用するとかと、こういうことに付加価値を付けるのに、今、担当に、新年度に

向けて直売所の食堂関係を視野に入れた充実強化、こういうことで、ちょっと知恵を

絞ってくれないかと今指示をしております。そして、それに併せて旧アットホーム、

今もこれ加工場になっておりますが、あそこにも、そういう漬物とか何かというよう

なことで、あれは臭いしますからね、だから、そういうことで、あそこは適地だよと、

そういう加工等も併せて考えてくれないかということを話しているんです。それから

あと、今の大玉の直売所の地産地消ということで給食センター、あるいは今の直売所

からアットホーム、だいぶ利用しております。正に地産地消というような面で、それ

がやっぱり大きく売り上げの方にも加速しているなと、大変良い傾向であるなという

ふうに思っております。そんなことで、大玉村の豊かな大地をこれを有効にやっぱり

生かしていく。時代のやっぱり意識改革をして、そして、やっぱりそれぞれに合った

農業農村として、これからやっぱり時代の変化に対応する、そういうやっぱり農業者

づくりをしていく必要があるなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 今、村長の言うとおり、６次産業を農家にとっては販売というのが

いちばん収入につながるわけなんで、なかなか農家自体というのは販売ができないと

いうことがいちばんネックになっているのです。また、国内の産業の中で農産物（加

工）も含めまして、安心安全ということで国際的に高い水準にあるわけなんで、輸出

の段階になると、これも農業関係者が関連しなければ、例えば商社が入れないとなれ

ば農業収入には全く該当しなくなるんじゃないかと、その辺も含めて村長の立場的に

国の方に要望していってもらいたいと思います。

次の質問に移ります。次に、農業研修支援と真の人材育成についてお尋ねいたしま

す。農業は「三ちゃん農業」と言われ久しいが、一向に後継者の育ちにくい農業であ

るか、今までの長い農業政策で実証済みで、今後も農家で食える時代が来なければ後

継者育成など夢物語で終わってしまうので現実であります。しかし、農家自体も変わ

らなければならない、いつまでたってもじり貧の生活から抜け出せないのも現実で、

こうした農家の意識改革には他の先進地視察を実際に見るのがいちばんでありまして、

機会をとらえまして若者と等の先進地研修を取り入れるような政策も考えられないか、

お尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これ、先ほどの答弁でも申し上げましたように、やっぱり意識改革

をする必要がある。そのためには、やっぱり実際そういうやっているところを視察す

るとか、あるいはそれなりの勉強をしてもらう必要がありますので、認定農業者のよ

うな方とか、あるいはそれ以外の一般の方とか、やはりそういう一つのきっかけをつ

くる、これが大切でありますから、研修等については積極的に指導していきたいとい

うふうに思っております。
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○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 次に、村長が唱える大いなる田舎で、村として目指す方向性は何な

のか、お尋ねいたします。村長から住民に目が届く、暮らしぶりがよく見える、住民

から村長に手が届く、小さくとも凜として生きる大いなる田舎大玉村、村政執行の基

本理念を安全、安心、住民主役の村づくりとして村政執行を行っており、順調に執行

していることは村民皆認めるところであります。本村が農業農村地域として自然を残

しながら生き延びるには、様々な試練があるわけで、人、物の交流にはある程度の観

光開発も必要かと思われるが、大いなる田舎構想では目指す方向性は何なのか、お尋

ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 自治体というのは、これは自治法の精神にあるとおり、それぞれの

読んで字の如く、自らが治めるということに書くわけでありますから、これがあまり

肥大化して、いうなれば自分の地形的にも掌握できない、あるいはどういうところに

どんな方が住んでいるのかも分からない。これは本当の意味の自治体の体をなさない

と思うんだよ。大切なことは、やはり田舎のこういう町村自治体なんていうのは、自

分の地理的な状況も分かる。あるいは村長から、私がいつも考えておりますことは、

村長から大体のことは目が届く、それからあとは住民からはやっぱり私のところにバ

ッと来てものを申せる、手が届く、こういうことがこれがやっぱり自治体の有り様で

あるというふうに思っております。

それから、私の言っている大いなる田舎というのは、これは私はこれを基本にして

いるんです。村民憲章なんです。大玉村に豊かな安達太良をはじめ広大なる田園、広

野があります。こういう、やっぱり大玉村、これをやっぱりしっかりと自然との共生

という中で、言うなれば活力をこれに見いだしていくということの大いなる田舎をつ

くり上げていきたいなと。これはやっぱり自然との調和した活力ある村、それからや

っぱり快適な住み良い村、教養・文化・知性豊かな村、それから健康と福祉、これを

重んずる村、それから温かい心の通うふれあいの村、この村民憲章、これを総して秀

峰安達太良連峰に広がる田園広野、そこに住み着く活力ある我々、これが大いなる田

舎という目標に掲げております。そんなことで、小さいからこそ輝く自治体大玉村、

凜として生きる大玉村、これを目指していかなければならないなというふうに考えて

おります。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 村長の意気込みは感じました。また、交流を図るという意味でも、

ある程度の面で都会から人を呼ぶ面でも、政策面でもちょっと考えてもらえばいいの

かなということで、これはまた後の問題になりますが、次に、農業生産法人化づくり

に行政の指導的役割が必要じゃないか。今、農業は大きな転換期に来ている。ＴＰＰ

の問題も将来的には受け入れるような状況に追い込まれる時期が必ず来ると思います。

現段階では無理でありますが、それには農家自体の意識の改革も必要であり、本村の

将来的な農業の姿も変えなければ、農業としての本村は大きく立ち後れてしまいます。
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本村の農業を家業から地域を支える社会的企業に育てていく必要があるわけで、機械

等の設備投資も個人でやるのではなく、集落営農とか農事組合組織などという大きな

組織で地域の土地を守るという考えで、後継者のいない農家、あるいは高齢で農業を

やっていくのが難しい農家などが法人化された組織に土地を貸す、つまり投資すると

いう考えで組織体制を作るべきで、農業委員会はもちろんですが、行政も組織作りに

指導的役割も必要と思われるが、村長の考えをお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは先程来から申し上げていますように、これは行政にも大いに

責めがあるというふうに思っております。農業者自身もやっぱり意識改革をしていた

だく必要がある。そういうことでやはり生産法人のような、こういう個々の少ない面

積で高いトラクター買って、田植機買って、そしてコンバイン買ってということにな

りますと、収入はこれ機械代にも返済金にも満たないなんていうこともあるわけです

から、だから、やはりそういう点はこの収入に見合った支出をどう考えるかというの

は大切だと思う。いかに結局そこに労働力を投じた場合に、どれだけの労賃になるの

か。こういうことを考えると、そういうやっぱり一つの食える農業組織とか、これは

やっぱり非常にそういう指導的な役割、行政にもあるというふうに認識をいたしてお

ります。もちろん行政にはこれ限界がありますから、関係機関とか、そういうことで

もって前向きに、ただ国に言うだけでなくて、自らがやっぱり改めるところは改めて

いく、この努力はしていかなくちゃならないなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） どうもありがとうございました。

次に、現在村にある認定農業者に期待することと今後の支援策についてお尋ねいた

します。本村にも村の農業の中心的役割を果たす目的で認定農業者が組織されていま

すが、政府の猫の目の政策で政策がくるくる変わり、規模拡大の農業経営をめざして

いる矢先に所得補償などの名目のばらまき政策で、今まで大規模農業を目指して積み

上げてきたものが根底から崩されるような不安を感じている認定農業者が多数であり

ます。認定農業者としての誇りを持った役割が果たされているのか、悩んでいるのが

実情であります。そうした意味から、今後、認定農業者に対して村として期待するも

のは何かお尋ねいたします。期待する認定農業者の活動を活発化させるには具体的な

支援策も必要であり、どのような支援策を考えているのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） この中心になって比較的意欲に燃えているというのは、やっぱり認

定農業者の方々でありますから、本村には８２名おります。こういう方に対しても、

先程来言ったようなことで積極的にいろんな支援といいますか、そういう意識の喚起、

こういうものをより一歩前進の促すようなことをこれはいろんな機会をとらえてやり

たいなというふうに思っております。

それから、具体的にということでありますけれども、こういう方に例えば農業生産

法人、モデル的に、意欲のある方に、ひとつよってたかって村も、それからＪＡも、
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指導機関の県の普及センターとか、そういうことでひとつモデル的なケースをまずつ

くらないと、これがやっぱり普及拡大にはつながらないなと思ったんです。ただ、そ

れともう１点は、非常に困ることは、いろんな制度とか何かに乗っかろうとしても、

くるくるくるくる変わるんだよね、減反政策みたいに。１点これ取ってみても。それ

から、こういうことでもって支援策が講じられるなと思うと、これ、いつこれが無く

なるか、変わるか分からないんです。だから昨日も、そういうことで話をしてきまし

たが、例えば今度の保険制度関係で厚労省から来て昨日説明会ありました。吉岡とい

う課長が来たから、これは課長に言ってもこれ無理だけれども、聞かれた事務的なこ

とだから、これ２５年から高齢者やって、あと５年以内にはその他の保険者をこれや

るんだと、被保険者やるんだと。これを本当にその見通しでこれお金をかけて進めて、

そのうちまた変わるということないんだべなと。これはなんとも私の、いや、そうだ

べなと。しかし、それをやられると、とんでもないこれは振り回されて日本全国の自

治体は大変なお金をかけることになる。国も無駄遣いになるんだよと。そういうこと

で農政もくるくる変わる。そういうふうに非常に変わるから、だから、その自信の持

てないというのはそういうところにあるんです。自治体も末端自治体いちばん困るの

は、本当に自信を持って、これはこうだということで１０か年間なら１０か年間大丈

夫なんだということであれば、１０か年間だったら１０か年間の中でそれなりの計画

を立てられる。途中でこれバタッと打ち切るということになったらば、さあ、今度は

仕掛けしたわ、それ相当にやったわ、今度そういう支援策はないわと、これは大変な

ことになるんだよね。だから、くるくるくるくる変わられるという、こういうことに

なるのがいちばん困るので、そういうこともやっぱりいち早く情報を得て、そして、

これやっていかなくちゃならないという末端行政自治体としての責務は感じておりま

すから、そういうことをやっぱりキャッチしながら、でき得る、そして今のモデル的

な意欲のあるもの、こういうものをまずやっぱり作り上げていくという、これが先決

だなと、お手本をまず作ると、それがまず大事だなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） どうもありがとうございます。

次に、米価の下落に伴う農家の減収に対する支援策についてお尋ねいたします。米

余りなどを背景にした、かつてない米価の下落は、稲作農家に深刻な打撃を与えてお

ります。所得補償制度の交付金支払いが１１月の末から県内で始まって、村でも１２

月２日より始まったようですが、農家の収入は大幅に減少し、地代や飼料代、あるい

は機械代等の返済に困る農家が出ると思われるが、県やＪＡ中央会も農家に無利子融

資制度を打ち出したが、本村でも何らかの支援も必要であるかと思われるが、どのよ

うになっているのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これも先ほどの質問者に申し上げましたが、最終的に一応どのぐら

いの減収になるか、変動の補償関係も含めて掌握をいたしたいなと。そして、それに

よって村独自にどれだけ支援策を講じなくちゃならないか。当初に間に合わなければ、
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これは補正の段階とか、そういうことを考えております。ただ、現時点における制度

でもって利用できる例えば県の制度資金関係とか、あるいはそれぞれの取り組みをし

ているような、そういう事例もあるようでございますので、この関係につきましては

担当課長の方から申し上げます。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに、米価下落に伴う農家への支援策ということで

ございますが、現時点におきましては、県の制度資金でございますが、稲作経営安定

資金ということで、今年のいわゆる猛暑による品質低下並びに価格の下落で収入を減

少した農家に対しまして、いわゆる個人では限度額３００万円でございますが、県と

ＪＡグループで利子を負担しまして、末端農家には金利無利子ということで、このよ

うな制度資金が県内全域で創設されているところです。

また、自治体独自で行っている制度でございますが、猛暑によるいわゆる一等米

比率、品質の低下ということで、会津地方でございますが、会津若松市におきまして

は、いわゆる一等米比率が５０％程度ということで、１０アール当たり１,８００

円、減収分の半額という数字ということで報道されておりますが、１０アール当たり

１,８００円を交付すると。また、磐梯町におきましては、米生産農家へ１０アール

当たり５,０００円を交付するということで、この会津の２町が、市と町が取り組ん

でおるところでございまして、また、隣の郡山市におきましては、ＪＡ郡山が創設し

ましたいわゆる貸付制度で、県の制度資金等に対象にならなかった方に、いわゆる米

の下落部分とか品質低下の部分を貸し付けるということで制度資金を創設したという

ことで報道されております。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） それぞれ制度資金があるわけなんですが、なかなかこの制度資金か

ら外される人も出るんじゃないかと思います。今年あたりだいぶ困っているようで、

その辺の関係はどうなのか。村独自で緩和するとか、ある程度まで保証もしてやると

いうか、借金の保証ですか、そういうのもあるのかどうか。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに、村独自の支援ということでございますが、こ

れにつきましては、いわゆる米価の下落によりまして農協の概算金利等に１,６００

円、１俵当たり下がったということで、定額部分は先ほどの戸別所得補償の定額部分

は既に１２月２日に交付されておりますし、また、変動部分につきましても１月の米

価を基準に３月に交付されるということで、それらの状況と数字等を把握しながら、

今後の支援策について検討してまいりたいと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） どうもありがとうございます。

次に、省エネと環境に配慮した村づくりについてお尋ねいたします。前政権の鳩山

首相が打ち出したＣＯ2排出量２５％削減は、かなり厳しい数字だが、地球規模で考

えれば削減は地球温暖化防止の中でも最重要課題であり、各自治体とも取り組みがな
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されているところでありますが、本村でも風力発電等の調査を実施した経過がござい

ましたが、残念ながら本村には風力発電は適さないという結論でしたが、本村には豊

富とは言えないが、一級河川が３本も通り、小規模発電も可能であり、将来的には環

境に配慮した村づくりを考えるとき、また国策で環境問題が議論され、そういう時代

が必ず来ると思われます。そうした事態背景を先取りした調査等の考えはないか、お

尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは温暖化に対応した地域づくり、これは多額の金を投資すると

いうのはなかなか問題があります。ただ、多額の金を投資しなくともできるようなこ

とがあります。例えば大玉村の採取圃、あそこのところには前に電灯株式会社、発電

所があったわけでありますから、だから、そういうものに見合った、水量等に見合っ

た、そういうものは将来的に考えられないわけではないなというふうに思っておりま

すし、また、現時点においてもいろんな家を建てられる方が太陽光、だいぶ助成制度

もあるものですから、かなり今申請されております。こうしたこととか、村独自にも

あと省エネの取り組みをしております。そういう、できるところからやろうというこ

とで取り組みをしている実態、こうしたことについては担当の方から申し上げます。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

現在、村で太陽光発電に対しまして補助を行っております。現在まで太陽光発電の

件数につきましては１５件ございます。そのほかに薪ストーブに対する助成が２件申

請がございます。今現在、太陽光発電が完成しているというのは、そのうち１０件と

いうことになっております。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） これ、後から出る私の質問の中で、今で答えが出ちゃったようなん

ですが、次に、現段階での公共施設に節電効果のある発光ダイオード等の電球に替え

た場合、費用対効果はあるのかどうかお尋ねします。また、今、ＣＯ2削減に向けて

あらゆるものが省エネ対策品に置き換わって、電化製品から住宅、車まで変わってお

りまして、各自治体でも省エネ節電効果でＬＥＤの照明器具の普及が進んでいますが、

我が村ではどのような状況下にあるのか、また費用対効果はあるのかお尋ねいたしま

す。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えしたいと思います。

費用対効果ということでございますけれども、使用頻度や時間によって変わってく

ると思いますので、一概には言えないわけでございますが、二酸化炭素を減らせると

いうような観点から見れば効果はあるというふうに思っております。また、ＬＥＤの

電球については、価格的には一般の電球に比べますと１０倍以上というようなことも

ございますので、なかなか費用の面においては大変だというところがありますけれど

も、消費電力については５分の１程度というようなこともございますので、二酸化炭
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素の消費量はだいぶ減らせるものというふうに思っております。ただ、器具の交換が

必要だとか、あと場所によっては使えないというようなこともございますので、これ

から十分そのＬＥＤ以外の製品も含めまして検討していきたいというふうに思ってお

ります。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 現段階ではなかなか厳しい面があると思うし、また器具そのものも

高いということで、寿命性からいろいろ考えると、街路灯あたりはいちばん先に該当

するような方向にあるのかなと思いますが、その辺の検討も今後の課題になると思い

ますので、ひとつよろしくお願いします。

次に、クリーンエネルギーに対する国なり県なりの補助関係についてお尋ねいたし

ます。先ほど太陽光には補助があるということでございましたが、国土交通省は一定

の省エネ基準を満たす住宅の新築や改修工事にポイントが発行される住宅エコポイン

ト制度に、新たに太陽熱利用システム、先ほど言われましたようにソーラーシステム

が入っているわけなんですが、その中にまた節水型トイレ、あるいは高断熱浴槽を追

加するとありますが、この補助関係の申請はなかなか分からない部分もあるので、こ

れは業者任せなのか、また行政としても補助があることを知らせる手段を講じている

のかどうかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

現在、補助制度、先ほどお話ありましたけれども、国については太陽光につきまし

ては１キロワット当たり７万円というような補助がございます。また、県におきまし

ては、自治体で行っております事業に対して一部助成するというような事業もござい

ます。先ほどありましたクリーンエネルギーに対します補助事業ということですが、

これらのものにつきましては、インターネット等で国が示しているということでござ

いますので、各自治体においてこういった広報をしているというようなことは現在は

ございません。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 最後の質問になりますが、先ほどクリーンエネルギーとして使う段

階では、まだちょっと普及の段階ではないということで、いろいろ高いものもあるし、

代替に値しない部分もあるということでございますが、これから造る新しい施設とい

うか、今、保育所の増設、これは大山幼稚園の耐震改修工事の中でありますが、その

中で取り入れるような部分があるのかどうかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ８番議員さんにお答え申し上げますが、現在、大山幼稚園

の改修工事を行っておりますが、特にＬＥＤ等を設置するという設計等は組んでおり

ませんが、今後、電球等で取り替えて対応できるものであれば、先ほど申し上げまし

た費用対効果を考えて検討してまいりたいと思っております。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。
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○８番（遠藤義夫） 今言ったのはＬＥＤだけじゃなくて、例えばトイレ、節水型トイレ

とか何かという話したわけなんで、その辺はどうなっているのかお尋ねします。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） ８番議員さんに、今幼稚園のお話が出ましたが、小学校も含めて

ですが、エアコンが入ったり、照明が、壁が塞がれて暗くなって照明が多くなったり

するということなので、今、大玉中学校をモデルに文科省の方の環境対策推進事業と

いう事業、これ９月補正でしたね、その中で説明しましたが、学校でどれだけ省エネ

ができるかという実践、機械を取り付けて実践をして、その報告書をまとめて、それ

を各小学校、幼稚園で省エネを実践するということで、これからやってまいりたいと

いう計画をしております。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 以上で８番の質問を終わります。

○議長（菅野行雄） 以上で８番遠藤義夫君の一般質問を打ち切ります。

次に、１２番佐藤誠一君より通告ありました「来年度の重点施策事業について」ほ

か２件の質問を許します。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 議長の許可を得ましたので、既に提出しておきました３点の一般

質問をしていきたいと思います。

まず、はじめに、１２月となれば来年の予算の組む事業が当局で始まっていると思

われますけれども、前質問者も別な角度からやっておりますけれども、村長の答弁で

すと、産業、福祉、教育、住民の和等を含めた事業主体名じゃなくて、そういった内

容の事業を率先していくんだということで、農業については格別の支援策等を含めて

やっていくということでございますけれども、私、ここで税収減少での中での来年度

というふうにまず記載しておきましたけれども、当局としては税収減収はプラスなの

かマイナスなのか、まず、どういった見通しで来年度の予算に向けて今論議している

のか、まず伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） 税収の関係でありますけれども、まず、今年の９月、上半期の

実績を基に昨年度の比較ということになりますけれども、収入面では、これは概算に

なりますけれども、大体一般会計分で４,０００万円程度の減収かなと。これは今現

在でありますので、これは今後法人税の関係、それからたばこ税の１０月１日からの

改正、これによってプラスマイナス要件もございますし、入湯税の関係もございます

ので、そういったものをこれからの動向によって当然変わってくるということでご

ざいます。なお、２２年度の当初予算との関係におきましては、収入で現在のところ

６００万円程度の減収かなと、予算額に対してはという内容でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 私、記載したとおり、来年度の事業内容については、税収減少の

中の予算の取り組みということでございますけれども、村長に伺いますけれども、来

年度の重点事業名として、こういう大ざっぱでなくて、どんなものが直接あるのか、
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お尋ねしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 個々具体的な詳細については、これは今、盛んと担当の課長等が継

続事業、それからあとは私の方で総合的に判断して、どういう分野の新規事業を最終

的に決断するかと、これから指示をするわけで、詳細については、これはまだ掌握は

今の段階で話すわけにはいかない。内部的に政策形成をしっかりとやりたいなという

ふうに思っております。基本的には、何といいましても２３年度、継続でやる耐震関

係については、これは前にも申し上げているとおり、継続してやっていかなければな

らないと。それからあとは今の生活道路関係、こうしたことで、今即整備をしなけれ

ばならない、こういう箇所もありますので、これらの整備をやっぱり道路関係ではし

ていかなくちゃならないなと。それから子育て関係の支援、これをバックするようで

は困りますので、しっかりとこれは継続、現在のやってきたことについてはこれをし

ていく必要があるし、そして、財政との絡みの中で非常に今、手を加えなくちゃなら

ない、そういう点もありますから、その辺をどうするか、これからこれらの子育て支

援関係も視野に入れて考えていかなければならない。それから保健福祉関係等につい

ても従来のものはそのまま、これはバックするようなことはあってはならない。いろ

いろ要望等も出ておりますので、これも子育て支援絡みの中で例えば予防接種、そう

いう関係等についても、これもしっかりと考えて最終決断をしなければならないなと。

また、先程来からいろいろ話が出ております農業関係、こうしたことに対する、どの

くらいの結果的にはどうなるのか、これらに対する結果次第によっては、どのような

ことにすべきが大玉村としては最大の誠意なのか、この辺をしっかり踏まえなくちゃ

ならないなというようなことで、あとは定住人口増加、これらに対するいろいろの村

が要綱等に基づいた支援の整備、あるいは場合によっては村の適地によっては、独自

関係のそういうことも財政絡み、それからその土地の状況、そういうことを総合的に

判断して、これも引き続き継続してやっていかなければならないなと、そんなふうに

考えております。主だったことについては今申し上げたとおりでありまして、個々具

体的な詳細については、今それぞれ担当の課長等に指示しておりますので、そうした

ものがこの１２月大体いっぱいぐらいには上がってくる。そして、それを新年早々に

は固めて、そして２３年度の予算編成ということに向かっていきたいなと、このよう

に考えております。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 村長答弁ですと、今月いっぱいまで内部の詰めがかかって、これ

だという事業名はまだ発表できる段階ではないということでございますけれども、耐

震一つ含めていくと、多分やるであろう大山小学校だと思うんですけれども、大山小

学校を校長先生方とも交流会してきたわけでございますけれども、その中にひとつ希

望として直売所の芝生化がなったものですから、校長はもう既に校庭ですね、グラウ

ンドが芝生化になった場合には裸足で運動会するんだというふうな先走った話まで私

たち伺ってきたんですけれども、そういったものも含めてそういった予算、来年度に
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なるのか再来年度になるのか分かりませんけれども、どんな今考えているのか、この

場でお示ししていただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １２番議員さんにお答えいたします。

学校の芝生化につきましては、まず幼稚園を優先的にやっていきたい。来年度は、

大山幼稚園が今年度で終了しますので、来年度早々には当初予算でお願いをして芝生

化をしたいというふうに考えております。小学校につきましては、今、梁川、桑折で

すか、桑折の伊達崎学校というところが県の補助をもらって、ふれあい広場と同じ芝

を植えているわけですが、視察をしました結果、かなりちょっとはげている部分があ

ると。冬芝を蒔かないと全部冬の間に夏芝は枯れてしまうというようなことで、その

冬芝が今生えているのが青々としていますが、それが来年の夏になると冬芝は枯れて

しまうと。今、ふれあい広場にある芝がまた復活するということで、もしかすると毎

年冬芝を種を蒔かなければいけないかもしれないという話がございますので、小学校

については、その伊達崎小学校の１年経過を見てから具体的にやっていきたいという

ことでいますので、２４年度以降、順次進めていきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） それぞれ答弁ありがとうございました。

なにがなんでも基本方針として、村長、前質問者にも答弁したとおり、住民の目線

に立った方策をとっていくんだということでございますので、来年度の事業について

も大山小学校の耐震、また幼稚園の芝生化、その他生活道路、子育て支援、健康福祉、

また農業関係、定住人口の支援策等を、それぞれそつなく事業に上げていただければ

というふうに思っている次第でございます。まず、その点については終了させ、２番

に移りたいと思います。

村内の景気動向についてで、総合的にこういったことで記載されておりますけれど

も、なにがなんでも今、農業情勢は米ならず野菜、畜産、果物関係も、それぞれ今年

の春先の遅雪はじめ、夏の逆に猛暑、猛暑による秋野菜、冬野菜の種まき時期のいろ

いろなトラブル等がありまして、それぞれ、これぞという豊作でもないし不作でもな

いんだけれども、経済は日本の経済と同じくて不況だということでございますけれど

も、米価下落についても前質問者があったと思うわけでございますけれども、村内で

の被害、減収額は約２億円だということでございますけれども、やはり常々村長は、

農業は大玉村の基盤だと、礎だということをうたっておりますけれども、会津若松市

や磐梯町、または郡山でも、それぞれ独自の支援策があるというふうなことでござい

ますけれども、それぞれ各部落に出された県及びＪＡグループによる無利子の個人と

しては最大３００万円までの経営安定資金のほかに、そういった考えがあるのかない

のか、もう一度伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １２番議員さんに、米価下落の支援関係でございますが、支援
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につきましては、県内の支援については会津地方が特に猛暑の影響が品質の低下に伴

う会津若松市それぞれ磐梯町の取り組みがございます。また、県内におきましては先

ほど申し上げましたが、県の制度資金で、いわゆるＪＡグループと県で無利子で最大

個人３００万円で貸し付けるという制度がございます。また、独自の取り組みの貸付

ということでは、隣の郡山市でＪＡと市が利子を負担しまして、県の対象外となった

資金についての対応するということでございますが、先ほども申し上げましたが、戸

別所得補償制度につきましては、変動部分が１月の米価を基準に３月に交付されると

いうことで、どのような単価で交付されるかというのは現時点では全く推計できない

ところでございますが、制度創設時の説明によりますと、１月現在の全国一律の単価

で交付するということになっておりますので、現時点ではどのぐらい、１戸当たり、

面積当たりどのぐらいか、また大玉村に支給されるのはどの程度かというのは全く推

計できないところでございますが、それらの戸別所得補償の額の方を結果が出まして、

支援策については検討してまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 先ほどから村長なり農政課長から、最終的には変動部分について

３月までに補てんするということでございますけれども、これだと理解できないんで

すけれども、この変動という部分というのは、どういった意味を含んでいるのか、ま

ず担当課長の方からお願いします。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １２番議員さんに、戸別所得補償の変動部分ということでござ

いますが、いわゆる定額部分については１０アール当たり１万５,０００円というこ

とで、これは飯米の１０アール当たりを除いた水稲作付面積に交付されるということ

でなっておりますが、二本立てになりまして、変動部分につきましては先ほども申し

上げましたが、１月現在の米価を基準にしまして、いわゆる過去５年間の米価のそれ

ぞれ５年間の米価のあれがありますが、５年間のうち上と下と切って真ん中の３年間

の平均で１月現在の単価を基準にして、それを３月に交付するという制度でございま

す。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） だいぶ理解できました。いくらでもこれ不況の折、補填金があれ

ばというふうな心情でございますので、当局におかれましては、大玉村に見合ったよ

うな予算を獲得していただければというふうに願っているところでございます。

先ほども言いましたけれども、夏、今年の夏は７月下旬から猛暑に入りまして、米

ならずニワトリは死んだし、今、鶏卵ですね、ニワトリの卵は約２割、去年の水準よ

り高いというのが昨日なり一昨日のテレビ等のニュースで流れておりますけれども、

牛も死んだそうなんですね、夏ばてで。そして、その割には乳価は上がらない。あと、

乳質の今基準が厳しくて、ちょっと乳質が落ちますと今、出荷停止があるそうで、２

日も３日も投げなければならないというふうな状態に陥っているそうなんですね。あ

と場合によっては私も９月の一般質問でしたとおり、今年は緊急的に８基も１０基も
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扇風機を買って仕付けたそうです。電気代はなんと８万から１０万くらい多くかかっ

たと。その中で牛が１頭、２頭死んじゃったとなると、ざっと計算すると、これ１００

万円くらいの１か月で収入の減収が出てしまうというような状態でございますので、

当局として、まず畜産農家の夏以降の現況はどうなっているのか、酪農なり養豚なり

について伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） ２～３日前、畜産振興懇談会で、各部会の方が代表になります、こ

の２号委員会室で懇談したわけでありますが、そこで当然そういう話もあったんでし

ょうが、２３年度に向けてという、そういう振興懇談という意味合いで、そういう話

が出なかったのか。今のような話はこの間はでなかったわけでありまして、なお、い

ずれにせよ、先程来私が申し上げているように、今年のこの異常気象で農業関係に最

終的にはどのくらいの減額になるのかと、どういう部門でどれだけどうなんだという

のは、２月ころにはほぼ見当つくのかなと、そういうふうに変動関係は、それを押さ

えて、そして米の場合は交付する時期は３月だと。しかし、２月くらいには大体掌握

できるのかなと。それによって多少村でできるだけの最大の対応は考えなくちゃなら

んと、そういうふうに思っておるわけであります。なお、今質問された、そういうこ

とについて、この間はそういう代表者の集まりでは話は出なかったわけでありまして、

担当課長の方から、どういうふうに掌握しているか答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １２番議員さんに、夏の猛暑による畜産農家の現況ということ

で、確かに今年の夏は３５度以上ということで先ほど話が出ましたが、いわゆる畜産

の換気に努めたということで、特に大型の扇風機を購入したりと、また、畜舎を全部

開放してということで、換気を行ったということでは聞いております。ご承知のよう

に、家畜につきましても暑さによって、いわゆる食欲が落ちるという現象が見られた

ということで、なお、その影響か、特に肉牛につきましては、いわゆる夏の食欲の低

下によって現在の肉牛共励会等で若干の肉質の低下が見られるということで、猛暑に

よる影響なのか、その辺は分かりませんが、そういう傾向も見られるというお話を聞

いております。また、乳牛につきましても、夏の暑さによって食欲が落ちまして、秋

に入って若干の乳量の低下を見た牛もあるということで、そういう影響、そういう暑

さの傾向か分かりませんが、そういう傾向が見られるというお話を聞いております。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 今、当局が述べたとおりでございますので、そういったことも含

めながら、農業支援策、米ならず畜産農家、野菜農家にも格別の配慮をしていただけ

ればというふうに思っておる次第でございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

(3)になりますけれども、それでは、農業以外の商工業はどうなのか。ほとんど商

業関係については、店を廃業したというのが全体の半数くらいになるかというふうに
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思っておりますけれども、工業関係でも廃業をしたり、いろいろな建設業ですけれど

も、そういった中での村全体での商工業の今の景気の動向については、どのように当

局は見ているのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

これはこういう景気、不景気のときは、これは本村においての商工業もこれは良い

はずはない。総体的にはやはり以下同様、これはやはり商工業の皆さん方も容易でな

いなと。ただ、そういう中にあって、それなりに持ち味を活かして頑張っている商工

業者もいるのは間違いありません。収入を伸ばしている方もおります。だから、全部

ではないんですね。ただ総体的には、これはやっぱり落ち込んでいるというのは間違

いないなと。なお、具体的なこと等につきましては、担当課長から答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １２番議員さんにお答えいたします。

商工業につきましても、２年前のリーマンショック以来、２年間にわたって不況が

続いておるわけですけれども、景気は底をついたという認識ではありますが、回復の

兆しは見られない状況にあるというふうな立場を取っております。客数も減少傾向に

ありますし、なにより、その売り上げに対しての利益率、客単価がなかなか伸びない

というような形の苦しい経営が続いております。それから製造業、電気部門につきま

して、半導体部門につきましては、円高の影響をもろに受けて、大玉村ではありませ

んが、安達管内では一部人員整理も行っているような会社もあるようでございます。

本村商工業につきましては、なかなか厳しい状況にありながら、人員整理などしない

でなんとか雇用調整、助成金とか制度資金、それらを活用しながら、それからセーフ

ティネット補償こういうものを活用しながら、なんとか今頑張っているというような

現況にあります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 今、当局がおっしゃったとおり、全国的に見ますと、中央での発

表ですと、企業はいろいろな投資をして景気も底はつき、上昇に向かいつつあるとい

うふうな報告がされておりますけれども、やっぱり地方に来ますと、まだまだ中央で

風邪を引いたのが、ちょっと先ほども肺炎の話になったように、地方に来ますと、も

う肺炎になってしまって、いつ布団から起きるのかというような状態でございますの

で、やはり景気対策打っておかなければ本村もそれぞれ今、人口の流れとしては住宅

政策とか打ち出して増えているみたいでございますけれども、やはりこのまま農業も

だめだ、商工業もだめだとなってしまうと、いずれ人口の減少にもつながりますので、

その辺の手の打ち方、一つ間違えればとんでもない状態になるし、ちょっと良い方向

に向くと、それぞれ良い経済状態になるというのも見られますので、これらの行政と

してのいろいろな手の打ち方の範囲もあろうと思いますけれども、村長について総合

的に、私、２番で示した村内の景気動向について、今後２～３年どのような状態で推

移するのか、これ予想で結構でございますけれども、村長の率直な意見をお聞きさせ
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ていただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） いちばんは、これ自治体力には限界がありますから、いちばんは国

策にかかることが大きいです。国策にかかるいろいろ前の質問者にも話ありました

ように、このままＴＰＰ等に突っ込むようなことがありますと、これは避けて通れな

い、かなり影響大だと思うんです。そういうことで、国策にかかる基が非常に大であ

るなと。ただ、大玉村はこれ議会等のご理解もいただいて、今、高齢化率は大玉村は

２２.９なんです。２２.９％というと、県下５９市町村の中で１０市町村の中に入っ

ているんです。だから、最後は自治体力というのは、やっぱり人がそこにいかに住み

着くか住み着かないか、そういうことになるわけでありますので、要するに県下５９

の中で高齢化率が２２.９％、そして県下１０市町村の中に大玉村が入っている。こ

れは人が住み着くということは、やっぱり活力があるという証であるなと。議会の皆

さん方にも大変そういう点では敬意を表したいと存じます。そういう中にあって、国

策にかかる部分が大でありますけれども、村の自治体としては今の少なくともやはり

人は礎になります。最終的には。人は礎。そして、あと大玉村は、やっぱり大切な農

業農村、農地、これ再生室を設けてやっておるわけでありますが、こうしたものを、

やたらに残念ながら、しかし一生懸命やっているんだが、大玉村のこれはいずれも分

かることなので、農林業センサスで１１８ヘクタールに２３年度の農林業センサス

でなってしまった。しかし、増える率合的には安達管内旧７市町村の中では最も少な

いんです。全体では３,４６８ヘクタールですから、安達管内は。その中の大玉村は

１１８ヘクタールですから、率合的には少ないわけでありますが、残念ながら増えた

と。こうしたこともやっぱり視野に入れて、しっかりと再生をより以上すると同時に、

先程来からいろいろ出ているように、農業でも次代の取り組みで、やっぱりしっかり

先導的に食べていくような、そういう仕掛け、あるいは小は小の身の丈に合った、そ

ういうことでしっかりと農地を農地として働かせる。こういう方には、そういう方に

ということで、いずれにせよ、村の農地というものをしっかりこれは先祖の守ってき

た農地でありますから、将来共にこれを守っていくと、こういう村づくりを目指して

いかなければならないなと、そのように考えております。

肝心な景気でありますが、これはやはりちょっと一寸先闇だという言葉があります

が、国が今このように、どこに終着点を見いだして、この国の国家観をどういうふう

にしようとしているのか、この国の形をどうしようとしているのか、これがはっきり

見えないと我々自治体としてもつかめない。農業政策をどういうふうに位置づけるん

だ、これによって大玉村の農業農村は大きく変わるんです。だから、ちょっと今の段

階では、ここ３年見通してどうなんだと、これ今はっきりしてもらわないとちょっと

見通しが立たないというのが率直な話であります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 村長ご承知のように県の町村会の会長でございますので、その辺

をもっともっと国策ということでございますので、中央に行く機会も非常に多いわけ
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でございまして、昨日も行ってきたということでございますけれども、やはり農商業

含めて景気回復についての文言をより一層高めていただければというふうに、ここで

この２項目を閉じたいと思います。

３番目になりますけれども、２項目とは連動しますけれども、就労状況について伺

いたいと思います。まず、はじめに、新規就職の近況について、高校生を対象にして

どの程度の就職率になっているのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １２番議員さんにお答えいたします。

新規就職関係でありますが、二本松職業安定所管内における新規高卒者は、大体高

校が４高校で７００人程度ございます。そのうち就職希望の方は２６０人程度とい

うふうに現段階ではなっておるようであります。１０月末で内定率が５３％、昨年が

６０％ですから、昨年よりも厳しい新採の就職状況というような形になっております。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） それぞれ１０月末現在で就職率が高卒で５３％だということでご

ざいますけれども、いろいろ福島市あたりも県庁も含めてトップセールスということ

がなされているそうでございますけれども、村長自らこの郡内というか、この地域、

安達広域を含めながら、そういった企業等の就職に頼みますというような、そういっ

た今までの行動を取ってきたのか、今後そのような行動を取る予定があるのか、まず

伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先に安達地方の振興懇談会、安達企業の企業等と、そういう懇談を

設けたというのは、そういう意味なんです。そういうことで顔のつながりを持って、

そして状況等を把握をし、そして、またじかに私もお願いもしております。それから、

私、地元の高校の同窓会長もやっておる関係上、そういうことで高校生の就職状況が

今５３％である、こういう実態でありますので、この議会等後にそれぞれの企業等に

お願いをしようと、こういうふうに考えております。先ほど私チラッと言いましたが、

容易でない容易でないと、それは一般的に容易でない。頑張っている方もおりますよ

ということを申し上げましたが、そういう中で前は５０～６０人きり従業員いなかっ

たと、今は村長さん、私らもうおかげさまで９０人くらい従業員、今お世話になって

いるんだと、そういう方もこれはっきりと私に話をしてくれて、いやあ、助かるなあ

と、この仕事のないときにとお礼を申し上げたけれども、そういうことで、ああ、や

っぱり頑張っている方もいるんだなと。いずれにせよ、この議会後にはこれは当然、

今までもそういうふうにして話は個々いろんな機会に会う機会もあります。お願いも

しております。また、この議会後にはちょっとお願いをしたいなというふうに考えて

おります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 是非村長には村長の立場から、そういった一人の離脱者もないよ

うな就職についてのお願いをしておきたいと思います。
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最後になりますけれども、現在、村内においてのリストラ状況、どのようになって

いるのか、どういう職種がまずリストラになっているのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １２番議員さんにお答えいたします。

リストラにつきましては、私どもの方には村内で廃業はありますが、リストラをし

たというようなことは聞いておりません。ただ、安達管内において電気、半導体部門

で急激な円高によって一部そういうリストラ、人員整理があったというような話は聞

いておるところであります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 村内にはなかった、安達管内にはあったそうだということですけ

れども、今、これ村でもそれ相当の人員をそれぞれ作業員として確保しておくわけで

ございますけれども、リストラもしあった場合は、どういった再就職をするんだとい

うふうな用意はしてはおいたんですけれども、来年度に向けて今、名倉山の緑化の再

開発とか、いろいろ農地の再生だのを含めて１０数人、若しくは２０人くらい雇用人

として使っておりますけれども、来年度以降そのような方向性はどのようになってい

るのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １２番議員さんにお答えします。

担当課長としては、来年についても引き続き、そういう実態が判明すれば緊急雇用、

更には就職の新採の未就労者が出れば対応というような形での予算要求、県の補助金

を受けての予算要求というようなことは現在念頭に入れながら予算編成をしておると

ころであります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 最後になりますけれども、いろいろリストラかかった人とか、い

ろいろリタイヤして一度会社定年になった人だのも含めて雇用しておりますけれども、

その就労体系の査定等については、どのようにこれを行っているのか、最後に伺って

締めたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １２番議員さんにお答えいたします。

途中解雇者につきましては、その方の家族の状況、大黒柱であるかどうか、それか

らその家庭の状況とかを勘案しながら、できれば全員雇用してあげたいんですが、雇

用に限りがある場合には、その生活の状況とかを見ながら雇用させていただいている

というような状況であります。

○議長（菅野行雄） 以上で１２番佐藤誠一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。再開は３時４５分といたします。

（午後３時３１分）

◇ ◇ ◇
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○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後３時４５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 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。時間延長にご

異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、会議時間を延長することにいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ９番佐々木市夫君より通告ありました「平成２３年度の予算編成と

重点施策について」ほか３件の質問を許します。９番。

○９番（佐々木市夫） 議長の許可を得ましたので、先に通告しておきました一般質問を

行いたいと思います。本日最後ですので、かなり前任の議員とダブっているところが

多いんですけれども、極力スピードアップを図りながら進めていきたいと思いますの

で、当局におきましても明解なるご答弁をよろしくお願いしたいと思います。

まず、最初に、平成２３年度の予算編成と重点施策についてであります。村長の考

えをお聞きしたいわけですけれども、先に村長が集会で、現在任期１７年と４か月の

任期全う中、更には初心忘るべからず、更には日々新たなり、日に日に精進というす

ばらしい決意のほどと、改めて現在４７町村を束ねる町村会長として、その獅子奮迅

の活躍に敬意を表するものであります。更に、また足下であります村政にも更なる飛

躍と発展を願い、その手腕に期待する意味で質問を進めてまいります。

まず、予算編成と重点施策については、村長の考えは十分にご理解いたしましたの

でカットしたいと思いますけれども、まず(1)として、第４次総合振興計画の進捗状

況についてまず伺います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。

第４次総合振興計画の策定でございますが、昨年実施しました住民意向調査、それ

らの集計分析を踏まえて、５月には農業、商業、工業各団体の方々のヒヤリングを行

っております。６月から７月にかけては、役場の各課ヒヤリングを行っております。

それから公募と役場職員による豊かな村づくり村民会議を開催して、基本構想の素案

を作成いたしました。現在、その基本構想、基本計画の素案について職員で構成する

企画調整小委員会で現在もんでおるところであります。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 進捗状況につきましては、ただいまの説明でございます。いずれ

にしましても、大玉村の大事な向こう１０年間の振興計画でありますから、非常に期

待をしている一人であります。懸念材料といたしまして、担当職員がなんか体調不調

で、いろいろと企画財政課も苦労なさっているんだなというようなことを推測いたし

ます。１０年前での計画樹立の際には大きな改革がありまして、初めて村民参加方式
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が実施されました。今回も公募で応募人数や応募方法を取ったわけでありますが、豊

かな村づくり村民会議、非常にすばらしい名前でありますけれども、その応募実態に

つきましてまずお伺いして、あと、もう一つ、有識者、コンサルなどの招へい、基本

的には自分たちの手作りという形は大事だと思いますけれども、村外から見た視点、

更に、自分の周りだけでは知らない良さの再発見という意味では、そういう方の招へ

いも大事かなと考えますけれども、その辺も含めて、村民会議のメンバーなどの公募

状況も含めてお知らせいただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。

豊かな村づくり村民会議、１６名の構成員で行いました。そのうち半分程度が公募

ということで３回にわたって公募を実施しましたが、８名程度に終わっているという

ような実態でございます。それからこの計画については、そのポイント、ポイントで

いろんな専門的な知識とか、そういうものについては、株式会社行政をコンサルタン

トとして意見を現在いただきながら進めておるところであります。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） コンサルなども入ってというようなことであれば、大変有り難い

ことかなと思います。先程来、コミュニティスクールのことで感じたんですけれども、

当然この組織の違いとか審議の方法は違いますから一概には言えませんけれども、あ

そこでまず私が評価するのは、この中間発表をしてくれているそうです。大事な第４

次総合振興計画については、ある意味では我々議員に知らせるあれは少ないのかなと、

逆にいえばそういう会議のメンバーに議員はなるべきでないと、当時１０年前もそう

いう指摘を受けましたけれども、やはりもっともっとこの情報は公開すべきかなと。

その方がもっともっとより良い計画ができるのかなという視点から考えております。

そういう点につきまして村長、中間発表の大切さに学ぶということで村長さんの考え

をお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 議員の皆さん方の考え方等を反映をしてもらうということについて

は、大いに結構であります。しからば、こういう今、担当課長から話がありましたよ

うに、そういう手順で一応進めておるわけでありますが、その進捗状況とか考えてい

ること等については、議員のところでもってこうだ、ああだというと、あらかじめの

要するに議員に審議に加わってもらうような形になってしまう。だから、やっぱり議

会というのは最終的に、その是非の判断をしてもらう。それまでの段階については、

これはやっぱりある程度執行機関と、それから議決機関と、この二院制関係ね、こう

いう基本事項はやっぱり守らなくちゃならないなと。しかし、過程においての考え方

の良さは、これはやっぱり吸収すべきこと、あるいは提言すべきこと、こういうのは

個々に担当の方と、こういう点についてはどういうことなんだというようなことでも

って率直にやっぱり提言をいただいたり、そういうことにしてもらうと大変有り難い

なというふうに考えております。
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○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） いろいろと審議会に議員が参加すべきでないとか、そういう時代

ですので、異論はあると思いますけれども、要するに良いものをつくるという前提で

あればいろんな各種、各層の意見を聞く、そういう努力を改めてしてほしい、する機

会はいろいろ工夫によってはあるんだなという形を理解しておきたいと思います。

(2)番として、特徴ある地域づくりの施策について。大玉村の特徴は、村長が考え

る特徴を簡単に、村民としてどう応えるか、我々村民がですよ。だれでもが共通の認

識は我々村民にあるかどうか、その辺について村長さんの考えをお聞かせいただきた

いと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは私がいつも言っておりますように、大玉村の特長を一口に言

って何だと、結局顔だと思いますね。大いなる田舎大玉村と、これが大玉村の顔で、

私もそういうふうなことを対外的にも話をしてきております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） ありがとうございます。

度々出てきます、この大いなる田舎大玉村、非常にこれは分かりやすくて、非常に

対外的にもインパクトのある言葉かなと思って、私も大いに使わせてもらっている一

人でありますけれども、これが村民、もしいろんな形でこの地域で、ほかから来た人

に聞かれた場合どう答えるか、この辺が一つの鍵だと思いますので、その辺を良く熟

慮して、この第４次総合振興計画には織り入れてほしいなと思っております。

さて、今言ったのは例えばキャッチフレーズと考えてよろしいのかどうか、大いな

る田舎ですね。大玉村にはゆるキャラ、たまちゃんがありますので、それらと並行し

て大玉村をイメージアップさせるための一つの考えとして、そういうことであれば村

長、もう少し強く村民に向かって、こういうふうな形でアピールしていきたいという

ことを話しているようですけれども、もっと前に進めてしてほしいなという願いです

けれども、村長、改めてよろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 顔は何だと言えば、一口に言えば、そういうふうなことで、大玉村

の象徴したいというふうに考えております。一歩突っ込んで具体的にはどうだという

と、やはり基本は村民憲章、これをしっかりとやっぱりこの村民憲章を大きく五つ掲

げております。これをやっぱりしっかり踏まえていくと、これが大切であるなと。私

は村長就任以来、大体これに沿ってやってきているんです。村民憲章に沿って。大体

まだ議会のご理解とご協力によって執行もしてきたというふうに考えております。そ

の具体的にということになれば、このようなことに認識をしていただきたいと思いま

す。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） ありがとうございます。ある程度は理解しているつもりでありま

す。さて、ちょっと関連しますけれども、大玉村の村づくり基本目標、村長さんがず
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うっと就任以来いろいろと語ってこられました、その抱負やら基本目標をずうっと私

記録してありますけれども、その中から少し別な角度からちょっと話させていただき

ます。金のかからない営業という形で、最近電話の応対という形、非常に気にしてお

ります。第一印象、イメージアップ、更に専門性、住民との接遇という形で、ちょっ

と大きな町、村、市は交換台を通した交換手を常置させているという現況です。我々

みたいな村で、そこまで必要はないと基本的には思っておりますけれども、そうであ

れば、この電話での受け答え、村長どう考えていますでしょうか。非常にバラバラで

す、職員の皆さん方。村民が、どう受け止めるか。例えば我々以前に行きました宮城

県の色麻町、ここに電話しますと、ありがとうございます、おはようございます、カ

ッパのふるさと色麻町でございますというような形で入ってきます。そこから今度要

件を言えば、どこかにつないでいきますね。そういうわずらわしさはなくとも、大玉

村は各課に直接行きますから非常に便利なところありますので、その電話の受け答え

について更にマニュアルを作っていただければ大変有り難いなと思います。以前に押

山教育長が総務課長のときに私申して、ある程度した経過はあるんですけれども、現

実的には今はばらばらです。それらを少し現場をチェックしていただいて、少し整理

整頓してほしいなという願いですけれども、村長、いかがでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これ、みんなそれ相当の社会人ということでもってきておるわけで

ありますが、現実的には、やっぱり率直に言って全部が全部そのように認識している

かというと、残念ながらそのようにはいっていない面もあるなと。問題は、私いろん

な庁議とかでお願いしているのは、まずやっぱりあいさつ、これをしっかりやってく

れないかと。それから当然そういう意味で接遇関係で、あいさつの中にその電話の接

遇のようなものも入っているんですね。そういうことで、足らざるところは常にやっ

ぱり人間生涯学習でありますから、そういう意味で、やはりこれは職員に対する教育

は徹底をしていきたいなと、そのように考えております。

あいさつと言えば、奈良県のなんとかという学校でありますけれども、就職率が非

常に悪かった。ところがあいさつを徹底したらば、今就職、こういう低迷のときに、

その学校はみんな企業から目を付けられて１００％なんです。だから、やはりあいさ

つによって、その学校の評価がまるっきり変わってしまったと。そういうことが実例

として私もテレビで見ましたので、やはりあいさつ行為というのは、まず人間社会は

そこから第一歩だなと考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） ありがとうございます。

住民サービスの第一原点があいさつ、それを直接面談でなくて声でするのが電話の

応対ですので、ここには十分もう１回配慮いただければ、大変住民も気持ちよく応対

できるのかなということで、仕事の能率もアップするはずですので、よろしくお願い

したいと思います。

もう一つ関連して言います。住民の要望に対しての応えという形から、少し質問さ
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せていただきます。村長は常にキャッチフレーズの中に、職員の目指すべきところと

して三きょう三徹三改革、更にその判断・的確スピード、このスピードがどうかなと

いう観点から少し質問させていただきます。基本的には、仕事を皆さん方受けて、い

つまでという形の期限を付けてまず仕事をしているのかどうかということです。最近

の住民の要望から、神原田の村民グラウンドの県道の標識、これが見づらいというこ

とで素早く対応していただきまして大変喜んでおります。そのほかのいろんな要望が

あったんですけれども、これは残念ながら、まだ遅々として私のところには届いてお

りません。いろいろ事情があるというようなことでございますから、改めてここで申

し上げることは、基本的には住民からの要望、些細なことでも含めて、やはり的確な

判断、そのとき私がお願いしたのは、自分の課だけでなくて４課にわたって言ったは

ずですので、それらをちゃんと整理整頓して私の方に答え返してくださいという形で

お願いしたはずですので、それは後から、また出てくる問題にも関連しますので、そ

ういうふうなことでの、まず期限を付けてスピードアップを図っていきたいという形

で村長さんの現実的には十分やっていますよと、そういう問題があるのかも含めて村

長さんの見解をお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 十分やっていますよと言いたいところですが、これはやっぱり現実

にそうでないと、こういうふうな視点だと思いますので、私は三きょう三徹三改革、

判断・的確スピードと、これはお願いしておるわけですが、なかなかこれ、そのとお

りいかない面もあろうと思います。これは今後やっぱり先ほど言ったとおりです。生

涯勉強です。そういうことで指導徹底をしていきたいなと、このように考えておりま

す。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） ありがとうございました。

まだ新たな、さっきの質問に出てきましたけれども、的確な判断と答えが出てくる

ことを期待しております。

一つ、不易流行の考えということを申し上げさせていただきました。基本的には、

我々農業者ですけれども、経営者の一部でもありますけれども、大事なことの企業経

営の一つに、やっぱり守らなければならないこと、それに変えていかなければならな

いこと、企業は生き物と言いますので、そういう形からすると不易流行という言葉を

使いますけれども、大玉村の舵取り、立派になさっている村長さんでありますから、

それは十分承知であると思いますけれども、改めて大玉村として今後守っていかなけ

ればならないこと、変えていかなければならないことという視点に立てば、どのよう

な考えを持っていますか、お聞かせいただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） この守らなければならないことということは、やっぱり大玉村の歴

史と伝統、文化です。これは産業等も含めてです。変えていかなければならないこと

ということになりますと、やはり時代の変化に機敏に対応する感覚、これは例えば農



- 74 -

業一ついろいろと前任者の質問等に答弁もさせてもらいました。やはり今までのそう

いう国だけに要望するだけでなくして、やはりしっかりと自分の自己意識の改革、こ

れもしなくちゃなりませんよ。そういうことで、やはり守るべきもの、それからあと

変化に対応していくもの、こういうことでないと、これはやっぱり時代に対応した地

域づくり、あるいは自分の生業というようなことにはならないと思います。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 大変識見の高いすばらしい回答で、そのことが既に村長さんから

すれば村政執行で実行なさっているし、また職員に対しても、そのような意識改革を

含めて、そういうお願いをしているんだなということを自覚しておりますので、改め

て確認の意味で話させていただきました。

次に移ります。(3)関東あだたら大玉の会フォーラム２１での成果と、それを生か

す方策。先日の行政報告でもおおむね話が出てきましたけれども、改めて１１月２８

日のその出席者と内容、大玉村の良さを再発見しようということだったと思います。

発足１５周年を迎えた会の新たな取り組みの方向性と村との連携、更に、人との交流

ということで現在取り組んでおられます、そのふるさと宅急便などの経緯も含めて、

どのように連携を図っていくか。その辺の考え方、村長さん、あればお聞かせいただ

きたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 担当課長が今ちょっと席を外したようでありますので、この間、関

東あだたら大玉の会のフォーラム、意味があったね。パネルディスカッションやりま

した。テーマは大玉村の良さを再発見しようということで、パネラーが５名でありま

す。うちの方の森の民話茶屋の店主とか、それからフォレストパークに専門家いるん

ですね、弦間さんという方ね、それから関東あだたら会の方と２人、それから特別ゲ

ストということで市毛良枝さん、コーディネーターがうちの企画財政課長と、こうい

うことで、大変内容的に非常に私もこれいろいろ聞かせてもらいましたが、良かった

です。これは総務課主管と思いましたら、そこでコーディネーターやった企画財政課

長おりましたので、企画財政課長の方から答弁をさせることにいたします。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） それでは、総務課長に代わりましてご返答します。

今、村長が申したようなメンバーの中で、大玉村の良さを再発見しようということ

でのパネルディスカッション、２時間にわたって行いました。それぞれ皆さん、特徴

ある人ですので、それぞれの活動を通して村内外に元気を発信しているパネラーとい

う方でした。大玉村の魅力、私たちが日頃思っているようなたわいのないことでも、

パネラーにとっては大変な魅力であると、そういうふうな新鮮な感じ方、そういうも

のもありました。そういう新たな視点での村の良さを今回、このディスカッションを

通しながら気づいた方もいらっしゃいますし、改めて認識された方もいらっしゃいま

した。いちばんとしては、安達太良山と山麓から湧き出る水、これを何とか生かせな

いかとか、その恵みを利用して耕作される田畑、これが大玉村の本当の良さなんだと
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いうようなことを映像を交えながらいろいろディスカッションしたわけですけれども、

更にはいつまでも守りたい原風景と、そういうものは今後大事にしていかなきゃなら

ないと。それから新たな視点での仕掛けと今後の取り組み方ということについては、

そういう誇れる資源を広く理解してもらうために、そういう仕組みづくりを考えなき

ゃならないだろうと。それから通過型から滞在、体験型、そういうふうな感動を与え

られるような、そういう仕掛けもしていかなきゃならないだろうと。それから地産地

消の農産物加工品の開発、販売の促進、それから伝統郷土料理の活用等、こういうこ

とも取り組んでいきたいと。それからこれ出ましたのは、方言を大切にしていただき

たいという方が東京の方のパネラーの方から出てきました。この方言は、結構皆さん

東京の方は、その方言を聞くと大変懐かしいと、そういう方言が聞きたかったんだと

いうようなことで感動される方もいらっしゃいました。中には中学生から、大玉村の

良さというのを気づいてもらうということで、中学生あたりを対象にした村を紹介す

るコンテスト、そういうものを開いてはどうかというようなことの提案もありました。

これらいろんな提案いろいろありましたけれども、更には、ふるさと便の促進事業と

か、ふるさとＰＲ大使事業、こういう取り組みもやっていきたいということで、いろ

んな提案がありましたけれども、まず、それを実行することなんだということで意見

が一致しました。一つひとつやっていって、間違ったら直していけばいいんだという

ような形で、会員の方も、それからパネラーの方も大玉村の良さを全員で発信してい

こうというような大変意義のあるパネルディスカッションをやったことであります。

以上です。

○議長（菅野行雄） ただいま総務課長いないなということになったんだが、体調不良を

訴えたということで、なんか震えがくるなんていうことで早退しましたので、ご報告

をしておきます。９番。

○９番（佐々木市夫） ありがとうございました。

総体的にはすばらしい内容ですけど、それを実行するということが今後の課題で、

非常に組織の問題とか企画力が問われる今後かなと思っておりますので、その辺は先

ほど、ふるさと宅急便も含めてよろしくお願いしたいと思います。

次に移ります。２番、地域活性化方策について。農村、農業問題について。まず農

地再生室関連、耕作放棄地解消と新たな耕作地との関連ということで、まずお伺いし

ます。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ９番議員さんにお答えいたします。

耕作放棄地解消と新たな耕作との関連ということでございますけれども、新規就農

者の件で申し上げますけれども、まず耕作放棄地については、行政報告にもありまし

たとおり、現在８.５ヘクタール解消し、現在１.４ヘクタール再生中でございます。

新規就農者との関連ということでありますけれども、新規就農者、現在まで４名であ

ります。うち２名は新規参入ということで、県外及び村外２名、農業後継者２名とい

うことで、Ｕターン１名と新規者１名ずつであります。新規就農者の支援ということ
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にもなるかと思うんですけれども、新規就農者支援ということで、村では直接的な金

銭等の援助はありませんけれども、新規就農者の育成方策として、県による就農計画

の認定を受けた者に対する援助ということで、村の方でも作成には協力しております。

新規就農者に対する新規参入については、上限１００万円の貸付、Ｕターン及び新規

学卒者については３０万円、これ５年据え置きの償還でありますけれども、一定の条

件を満たせば返済免除という内容のものであります。以上であります。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 行政報告で、この数字的なことは把握しておるつもりです。更に、

改めて新規参入者への支援まで含めて答弁いただきまして有り難いと思います。ご存

じのとおり村では今、建設省を退官して家に戻って農業をやりたいと、しかも有機農

業をやりたいという方が大谷地に、渡辺さんという方、３１歳がおりまして、今、東

和の方で研修を受けているようです。いずれにしましても、いろんなそういう若い者

がやる気で来るわけですので、新たな支援策、更には誘導策を図っていただきたいな

と思っております。さて、問題が一つ、この行政報告から村長発見したと思います。

一方では、この再生をどんどんやっていますけれども、一方では、どんどん遊休地が

増えている、そういうふうに私は理解しました。間違っていたらばあれですけれども、

そのようなことに含めて、村長どのように考えているでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 現実に、これは曲がりなりにも大玉村はこうして再生をして、新規

就農のこれ４名がいると。やっぱりこれだけ一歩前進だと思うんです。これ、やって

ないところは全然やってないんです。だから、今度これ残念ながらこれ数字ですから、

これは嘘つかないんで、増えていることは増えています。だから、そういうことであ

るならば、これはやっぱりより以上そこに結局意を注いで再生を進めていく、そうい

う意味で、ちょっと今年の計画には、なかなか容易でないなということで１２月の補

正に予算計上をしているというのは、そういう意味合いであります。積極的にこれは

先祖伝来の農地でありますから、再生をして、しかるべき農地らしく、それをよみが

えらせると、こういうふうに進めていきたいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） いろいろと昨今の農業事情ですから、一方ではそういう遊休農地

発生、これもやむを得ない。しかし、やむを得ないでなくて、村長の固い決意の中で

それを解消しながら、地域の農村の振興を図っていくんだという力強い言葉がありま

したので、それに期待いたしたいと思います。

次に移ります。戸別所得補償制度とモデル方式の導入と農家所得の現状、いろいろ

と先般来、議員の方からの質問がありましたので、私とすれば大枠はそれで済んでい

ますので、まず戸別所得方式に参入しなかった人、これ手挙げ方式ですから、村内に

も何軒かは発生しているのかな、農家面積も含めてですけれども、それらの金額につ

いて、まずお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。
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○農政課長（鈴木幸一） ９番議員さんに、戸別所得補償のいわゆる参入しなかった戸数

ということでございますが、戸別所得補償につきましては、先ほどもお話がありまし

たが、手挙げ方式ということで、いわゆる共済に加入して、加入しなくても販売証明

があれば大丈夫ですけれども、なおかつ生産調整を達成している方、そして飯米の１

０アール分を差し引いたということで、いろいろそういう要件がございますが、実数

については、いわゆる参加しなかった戸数については把握しておりません。今つかん

でいる数字については、参加、交付申請した方については７２７件という数字は持っ

ていまして、これらの水稲作付面積を大玉村の水稲作付面積で割ってみますと、これ

はあくまでも作付面積による参加割合という数字になりますが、これは９５％という

数字が出ております。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 実態として把握は難しいということですので、それも致し方ない

と思います。参考までにここに農協関係の資料ありましたので、村は先ほど課長が答

弁したとおりですので、農協におきましてもやっぱり集荷、いろんな苦慮をしており

まして、昨年からするとやはり９５.２％の実績の集荷率、９万５００袋、３０キロ

ですので、４万５,２５０俵くらいのようです。精算金、いろんな減額どうなってく

ると、やっぱり当然１俵当たり２,６００円の減ですので、最終的に今農協としてと

らえている農家の大玉管内での減収率は３,０００万円前後という形がここに示して、

先ほど課長ともちょっとその話をしましたけれども、いずれにしましても、先程来い

ろんな形で支援策はという形で出ています、村長さん。残念ながら、なかなか年を越

していろいろ全部調査して、それからだと。ちょっと、それじゃあちょっと遅いんじ

ゃないでしょうか、村長さん。やはりほかでも、とっくにやっているところもありま

すし、現況は確かに分かりづらいところがありますけれども、ここで大事なのは、今

農家が非常に今不安です。１２月どうやって越したらいいか。ですから、少なくとも

やっぱり行政は支援するんだと、そういう力強い言葉をほしいなと思って先程来の前

任者の質問を聞いてましたので、いろいろ事情あるにせよ、やはり不安を解消しなが

ら、やっぱり基幹産業農家、大玉村の農業事情を考えた場合、少なくともやっぱり何

らかの支援するんだと、その意思決定をもっと強めにお願いしたいという意味で改め

て村長さんにお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 積極的に年内に幾らなんてやれればいちばん良いんですが、支援と

いうのは、あくまでも実態を把握して、どれだけの結局減収につながっていると、し

からばそれを踏まえてどれだけ支援するかと、こういうやっぱり性格にならざるを得

ないんです。だから、掌握しないうちに、予想でもってやっぱり公金の支出というの

はこれは財務処理上もこれはやっぱり問題があると。だから、これはやっぱり消極的

なようだけれども、財務処理上はやっぱりそのようなルールに基づいてやらざるを得

ないということであります。

○議長（菅野行雄） ９番。
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○９番（佐々木市夫） 村長のいわんとするところは分かっているつもりです。ですけれ

ども、やはり事務処理のスピード化、更に他町村で、こうやってやっているところが

あるという前述を踏まえれば、確かに被害の程度は会津若松市ひどいです。新潟は、

もっとひどいです。ですから、減収とか被害の状況はあるにせよ、もう少しやっぱり

スピードアップして状況を把握して、やはり、それらの姿勢を示すと、そういうこと

をお願いを改めてしておきます。農協では既にこの稲作経営安定資金という形で、も

う実際的に動いております。更に申請してもなかなか難しい状況かなという形で、い

ろいろ調査しますと推測されます。ですので、村とすれば支援策、またこれ堂々めぐ

りになっちゃいますけれども、新たにやっぱり先ほどの来年の作付けに対していろん

な資材購入も含めて非常に不安がっている今状況からすれば、改めてそういう融資と

同時に、更に再生する新たなための支援という形でも考えていただければなと思って

おりますので、よろしくお願いします。

さて、ＴＰＰの問題に移ります。環太平洋戦略的経済連携協定、これは貿易の自由

化の動向と、先程来村長さんがおっしゃっております農業保護政策、決して鎖国では

ないんだと、当然のことだと思います。ですけれども、やっぱり命の安全保障、これ

は当然のことながら消費者、国民の理解というような形、更には、先程来問題になっ

ております審議委員も含めた成長戦略を唱える経済界、これらの考えに対してどう理

解を求めていくかというのが非常に大事な問題かなと思っております。そこで改めま

してこの現況からすればいろんな国のこととか何か皆さんおっしゃってくれましたけ

れども、村として、もしこれが実行されれば自給率が１３％、いろんな問題出ていま

す。先の安達の文化センターで、そういうふうな決起大会もありました。力強く大玉

村からは２人の代表が意見発表されている。農業委員会会長の松井さん、更に生産者

代表、畜産農家鈴木広直さん、松井登喜也さんと広直さん、力強い意見発表、４人の

方のうちの２人が大玉、非常に大玉村は私誇りに思って聞いてきましたけれども、そ

ういえども、やはりこれは国策ですので、非常に不安の中で、現実的には数字的にも

し把握していれば農政課長、それを実施された場合、大玉はどの程度の減収を見込む

のか、もし試算されていれば。今日の新聞で郡山あたりではそういう報道で質問で答

えているようですけれども、もしあればお願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ９番議員さんに、いわゆるＴＰＰでどのような農業関係の影響

がなされるかと、試算ということでございますが、全国的な数字はいろいろ、例えば

本村の基幹産業で農業のうち水稲につきましては、全国的には９割が影響を受けて１

割が残るということで、これは全国的な数字はそういう数字が出されておりますが、

本村にその数字を置き換えて具体的な数字ということでは、現時点では試算しており

ません。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 絶対自由化といいますか、参加阻止ということであれば、試算す

るまでもないと、そういう形の意気込みも含めて試算してないんだなと理解させてい
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ただきますけれども、かなうんであれば、そういう試算もしながら対処しておいてほ

しいなと思っております。

次に移ります。持続的な農業と後継者問題について。かなり質問がダブってきてい

ますけれども、やる気のある者に支援と、村長常におっしゃっております。当然のこ

とだと思います。でも、こういう状況だからこそ、やはり行政の果たすべき役割、更

にはＪＡとの関係、役割分担というのは大事かなと思っております。お米一つだけに

例をとってお話しさせていただきますと、ブランド化というのが今非常に問題化して

います。我々米作農家がいちばん苦慮している。特に私自身は農協との取り引きは興

味ないんですけれども、ＪＡの流通経路で生産、出荷していらっしゃる皆さん方の悲

鳴にも近い言葉の一つに、自分の米が大玉村の米として売れてないんですよね。みち

のく安達と。カタログここにありますけれども、大玉村の写真は載っていますし、大

玉村をうんと宣伝しています。でも最終的な袋は、ＪＡみちのく安達という形のコシ

ヒカリということになっています。ですので、あとは風乾、風乾燥の棒立て。ですか

ら、村長がこの際いろいろと村長さん、自分でもやるんだという意思表示分かります

けれども、もう１回連携を取って更に農協にプッシュアップして、大玉村の米を大玉

村の米としてＪＡがどう扱ってくれて販売してくれるか、そういうことを改めてやっ

ぱり要求すべきかなと思っておりますけれども、それらについて村長さんの考えをお

伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは何とかできないかということで、これは話をしているんです

が、なかなか実現には難しいんですね。ただ、言えることは、農協で売れる、いわば

自前の販売ね、この枠はかなり広がった。今までは全部これ非常に少なかったんです

ね。今度かなり枠が広がったと。だから、そういう面では一つの販売に対する裁量権

が出てきたんだなと思います。キュウリでできて、なんで米でできないんだと。大玉

村の米と、それからあっちの方の言ったら失礼だけども、別の方のところの山間地帯

の米と、阿武隈山系とかね、これは同じ金額というのはないべと。一等だから一等の

生産というのはないでしょうと。キュウリは塩沢のキュウリといえば、これはちゃん

とそれなりの精算するんじゃないですか。だから、米にもそれをやらないとどんどん

おいしい米のところはＪＡの出荷しなくなってしまうんじゃないですかと。だから、

それをなんとかできないんですかということ。そしてそれなりにいいものはいいもの

に高い値段で売ったならばそれなりに生産者に精算をすると。こういうことをやらな

いとどんどん離れていくのではないですかということも話しているんです。これはも

う前から話しているんですが、なかなか組織も上部系統との関係があったりして、そ

ういう声が幾らか聞き入れてくれたのかなと。ＪＡの裁量ね、個々の販売する裁量、

そういうものがかなり今度広まったということは間違いないんです。そういう中で今

度ある程度今いったそういう精算の面ね、こういうことについても今度何とかならな

いか。それについては、大玉の場合はおいしい米を大量に出しているわけですから、

話をしてまいりたいというふうに思っております。
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○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 当然のことながら、今までも努力しているということは私も伺い

知っております。更に当事者からすれば、自分がやはり部長クラスの人間ですけど、

だれとは言いませんけれども、自分がやっているうちはなかなかできないだろう、将

来的にはできるだろうというような答えが返ってきます。その将来まで待っていたん

では農家が潰れちゃったり大変なんで、やはり積極的に村長さん、この際大玉村の、

大玉村だけを守ってくださいとは言いませんけれども、やはり農業を守る観点から、

そういう言うべきことは言うと形の姿勢がより大切なのかなと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

次に移ります。中山間地直接支払制度や農地・水向上対策などの効果と国の支援策

の見通しについて、中山間地につきましては、行政報告でありましたけども、農地・

水についてはふれなかったように伺います。これらについては数字的なことについて

は結構ですので、国の今後の支援策の見通し、これらについてお伺いしたいと思いま

す。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ただいまの９番議員さんの質問にお答えします。

農地・水向上の国の支援策については、来年度については来年度最終年度ですから、

来年度についてまでは間違いなく来るということでございますが、それ以降について

は、まだ見通しが示されておりません。これについては、村長もかねてから申してい

たとおり、引き続き交付されるように要望していくというようなことで取り組んでい

きたいというふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 国政のことですので、ましては猫の目農政などと言われる昨今の

中での農政ですから、どうなることやらあれですけれども、農地・水に関しては来年

度最終年度という形です。要望を一つだけ課長、お願いします。今までもいろんな形

の要望した中に、やはり各地区、大玉で１２区地域があるのかな。ですので、やはり

連絡会議というのがあるべきだという話はしています。いまだに開催されておりませ

ん。それぞれ立派ないろんな事業をしているのに、他のことは分からない。これじゃ

ちょっとやはりせっかくの事業の本質と同じ地域振興を図る意味での効果というのが

疑問視されるので、来年度終わってしまうんで、そろそろやってもあれですけども、

来年やるということになれば、是非これは実現していただきたいと思います。

次に移ります。(2)番の商工業の問題について、これらも先の議員がふれておりま

す。景気の動向、これらについては省きます。減反奨励金廃止に伴う商品券などの影

響と新たな支援策、この減額、今までですと今年度ですとプレミアム商品券などを減

反の奨励金としてもしたようです。で、その金額的にも約９８０万円ほど、減反調整

金そのものは１,０００万円ほどという形の数字を課長からいただいておりますけど

も、いずれにしましても、それが廃止されたということであればいろいろ商工業に対

して支援は受けておりますけども、現場では非常にそれが一つのやはり売上減につな
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がる一つの要因ということであります。財政厳しい折、このような要求をするのはあ

れですけれども、是非その分をプレミアム商品券の増額につなげるとか、できる範囲

での村長の意思をまずお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 減反関係で最初５,０００円と、そしてあと３,０００円ということ

で、今度それはやめたわけでありますが、やめたのには減反政策そのものが１８０度

選択制になったと。前はやはり行政として１００にやはりしなくちゃならないという

ための大義があったんです。しかし、今度は選択制にぐらっと１８０度変わったもの

ですから、そういう意味でやっておったものを一応３,０００円を取りやめにしたと。

しからば、その金相当分をと、こういうことでありましょうが、かなり大玉はね、こ

れは商工会関係等についてはお隣の本宮市以上、かなり商工会の数かなり多いんです

よ、向こうはね。大変なこれ支援しているんです。そういうことで、そういうことを

いってもこれはやはり農業が容易でなければ同じ地域内にいる商業者でもありますか

ら、そういう面ではよそに負けじと支援をしているわけですが、その商品券の減反の

分の９８１万円くらいあったんですが、これについてちょっと加味してくれないかと、

加味して今のプレミアム関係ではかなり増額させてもらっているんです。プレミアム

でね。だから、そういう面でもっとそういうことでどうなのか、その辺は十分声をじ

かに聞いて考えさせていただきたい。このように思っております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 村長、じかに聞いてという言葉ありましたけど、私は商工会の理

事もさせてもらっている人間ですから、じかに直接私が聞いてここでもの申している

ことだけはご理解いただきたいと思います。

あと、この問題については、先の質問でちょっと関連して商工会の支援ということ

は出てきますので、それも含めてお願いしたいと思います。

村発注の工事などでの村内業者の受注率及び受注額は、地域循環の観点から独自の

受注業者育成や支援策などの考え、これらについての考えがあればお知らせいただき

たいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。

村発注工事の２１年度の実績を申し上げます。土木建築工事で３６件、金額で２億

７,４００万円程度であります。これについて村内企業、本村に本支店があるという

ようなことでの受注が３６件中３５件、金額で２億５,４００万円となっております。

そのほかは測量設計等については、村内に業者がないということであります。本年度

の１１月末現在では、土木建築工事関係で２７件、金額で５億３,９００万円程度、

そのうち村内企業の受注が２１件、１億３,５９０万円、村外が６件で４億円程度と

なっております。これについては玉小の改修、大山幼稚園の改修、それから村民プー

ル、そういう大規模が村外業者ということでございます。これらに対する支援策とい

うことでありますが、現在、経済対策の一環として条件付き一般競争入札の中で地域
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要件でありますとか、それから総合評定値、これらの見直しを行いまして、できるだ

け地元企業が継続的な発展をできるような参加要件を広く取り、地元になるべく取れ

るような形での対策を講じておるところであります。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 以前、建設業者からの要望事項、議会にも上がったりしていた経

過がありますけども、いずれにしても、特に建設業者を取り巻くこの状況というのは

厳しい。先ほど課長からも話されたとおり、発注件数はかなりの割合でかなり程度で

受注しているんだけども、残念ながらそれだけの力のある業者がいないんで、金額か

らすればかなりパーセンテージは低い数字になっちゃっているなということの現実は

致し方ないという考えと、残念ながらやめていく業者もある村内の中で、今後ある地

域では雪掃きの業者なんかがいない、県でも困っているようですので、そういう業者

の方にやってくれないかという話も郡山で聞こえてきます。いずれにしましても、あ

る意味でやはりそういうことを含めていろんな加算、総合評価点数に地元加算などい

ろんな優遇措置も考えていらっしゃるのは当然ですけれども、ある意味ではもう少し

一方で、前にも話しましたけれども、分割方式、分割発注、これらも含めてやはり金

額も多ければどうしても要件が、県知事でなくて国の方の認可になりますから、そこ

らをうまく考えて、当時の答えは恐らくそうしちゃうと設計単価、工事単価が高くな

るからという意見もあったと思いますけれども、それも含めてやはり地元の業者の育

成という観点から、いろいろ支援策を考えて欲しいと思いますけれども、村長さんの

考え方をお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

今、担当課長から答弁あったように、この金額からすれば、大玉村の規模としては

かなり村内の方々に発注しているのではないかなと思うんです。ごく最近、私のとこ

ろにある方が防犯灯の関係の寄附をしたということで来たんです。その方は、いや、

大玉は何か別世界みたいだというんだよね。事業が多いという。家の至る所工事があ

ったり、公共もやっている。これは率直にその方が言っておりました。だから、その

方はそういう外構関係の電気工事をやっている方なものですから、大玉でだいぶあっ

ちこっちやっているんです。そういうことで防犯灯の寄附をしてくれた方が、その方

が率直に言っておりました。そういうことでかなり今、企財課長から話あったように、

村内関係等についてもこれだけ仕事をやってもらっているということでありますから、

その辺は相当頑張っているんだなと。あといろいろと工夫をしているんだなというよ

うなことは認識をしていただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 時間もかなり押し迫ってきまして、内容的にはかなり多くなって

ますので、ちょっとかいつまんで進めていきたいと思います。

次に移ります。日和田電子跡地の利活用、また、村営住宅団地の申し込み状況と村

の建設業者の関わりの実態について、まず伺いたいと思います。
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○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。

まず、日和田電子の跡地につきましては、これは民民での話し合いが現在進んでい

るところでありまして、事業計画の詳細については承知しておりませんが、温泉付き

の宿泊保養施設、温泉を活用した農産物の加工販売などの施設を造りたいというよう

に聞いております。時期については、少し遅れておるようでありますが、現在進行中

というような話は聞いております。

それから、住宅団地につきましては、現時点において予約がすべて完了していると

いうことでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 次に移ります。日和田電子は立ち消えてないということだけ分か

って安心しました。

(3)番、ふれあい広場や産業振興センター及び旧苗畑などの利活用について。駐車

場問題や食堂、加工所設置の考え、新たな土地の取得に対する意欲のほどを村長さん

にお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 大変ふれあい広場関係、それから直売所も先ほどの質問者にも答弁

をいたしましたが、より一歩前進、充実強化を図りたいなと、そういうふうに考えて

おります。ということになれば、当然あの面積ではこれは狭いなと、これは相手のあ

ることでございますから、あんまり上段にどうの、こうとかというのもいかがなもの

かと思いますが、その辺は十分内部的に検討してまいりたいというふうに思っており

ます。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 前向きなお答えありがとうございます。

続きまして、イベントの考え方、これらについてお伺いします。いずれにしまして

も、今イベントすれば必ず直売所の売上が上がるという形であれば、使用団体と回数、

更に今後のイベントの考え方、促進策についてお伺いしたいと思います。

更に旧苗畑の利活用策、これにつきましては、ふれあい農園の活用状況と、私から

すればクラインガルテンでの設置という形を前から申し上げておりますけども、それ

らについての考え方、その辺についてお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） このふれあい広場のイベント関係、これは今でもだいぶいろんなイ

ベントをやっております。これからもよりこれらの有効利活用、そして直売所の繁盛

にもつながりますから、そういう面で更にイベント等関係のＰＲ等は啓発をしていき

たいというふうに思っております。

それから旧苗畑関係、これ今、内部的にいろいろ検討してもらっております。買っ

たときのいろんな計画等もあった関係上、そういう整合性もあるということで一定の

期間を有してきたわけでありますが、今、内部的に検討していただいておりまして、
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これらをどう利活用したらいいのか。とりあえず、ある程度詰まった段階で、こうい

う方向でいきたいということを大体年度内ぐらいに、３月の議会あたりには一応、確

定とはいきません。相手がいますのでね。こういう方向でというようなことについて

お話ししたいものだなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 前向きな答弁で非常に期待しております。

(4)番、これらについては前任者が質問したしたので省かせていただきます。

大きな項目の３番、安心安全な地域づくりについて。防災計画と村民への周知につ

いて、公共施設など緊急避難所指定と表示方法などについて、まず担当課の方からお

伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ９番議員さんにお答えいたします。

まず、村の防災計画でございますが、これは県をはじめ消防、警察関係、それから

東北電力、ＮＴＴ、ＪＡみちのく安達、村議会議員さんにもお配りしております。そ

のほかに各区長さんにも配布をしているところでございます。それからあと、村のホ

ームページ等にも掲載してございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 緊急避難所の指定の表示ということでは、村民の要望もあります

ので、既に検討をなさっているようなので、よろしくお願いします。

次に、防犯や交通安全運動など地域活動の実態と防犯灯、公共施設の照明に環境に

やさしいＬＥＤ、先ほどの前任者も質問しましたけども、導入の考えや国、県の補助

策、これらについて実態と考え方をお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 公共施設へのＬＥＤの導入については、先ほどもご答弁

しておりますが、村の防犯灯関係についても器具自体が５～６万から２～３万円、そ

の耐用時間等いろいろございます。そういう中でございますので、今後検討をしてま

いりたいというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 公共施設では既に改善センターでグリーンニューディールの今の

国の施策でやっているようですので、改めて小さな事から進める努力を、例えば商工

会でいまいろいろと街路灯を更新したいとかという要望ありますので、詳しいことは

また後ほどお話ししますけども、福島県の補助事業もあるようですから、是非検討し

ていただきたい。更に村内ではそのようなＬＥＤの設置に関する経営もなさっている

事業所もあるように聞いておりますので、その辺も含めてよろしくお願いします。

次に移ります。環境にやさしい農業、安心安全な農産物の栽培と普及・啓蒙、更に

地産地消の推進について、例えばということから挙げました伝統食のフェスティバル

や米粉料理のコンテスト、昨今話題になっております米粉関係の料理コンテストを実

施したらいかがでしょうかという形での村長さんの考えをお伺いしたいと思います。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど青田の関係の話をいたしましたが、米粉でもってかなりパン

とかクッキー関係とか、これかなりの販売の額になっているんです。評判も良いとい

うんです。私もご馳走になってきました。クッキーもね。みんな、ああ、これは結構

うまいものだなと、こういうことで我々県の農業振興審議委員が視察に行って、そし

て味見をさせていただいたわけでありますが、そういうことでやはり米という消費、

これ今消費が下がっておりますから、米の消費拡大ということで、今いったやはり米

粉の利活用、これは現にやっている方がおりますから、そういうことで更にそういう

加工ですね、これらをやはり推進をしていく必要があるなと、そういうことで推進を

していきたいというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 米粉の推進の方で安心な農業のあれは、今回の補正予算にも挙が

っているようですので、改めてここにふれないで進めていきたいと思います。

村内公共施設、(アットホームおおたま）など、あるいは学校給食に地元農産物の

納入の実態と今後の推進方策、その次の地産地消を推進する意味からも答弁をよろし

くお願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ９番議員さんに村内の公共施設の地元農産物の納入実態という

ことで、いわゆる本村の直売所から公共施設、アットホームといわゆる給食センター

ですか、に農産物の地産地消ということで納入しております。まず、アットホームに

おきましては、平成２１年度の数字、金額で申し上げますと１１８万円、金額になっ

ております。平成２２年度１１月末の数字ですが、２２年度につきましては、金額で

７７万円という数字があります。主な品目としましては、米、野菜などでございます。

また、本宮方部給食センターについてでございますが、給食センターについては、い

わゆる本宮大玉の管内の４直売所から納入している実態でございますので、本村の安

達太良農作物直売所の納入分につきましては、平成２１年度で７３万円、平成２２年

度では１１月末までの数字でございますが、２９万円という数字でございます。主な

納入品目については、いわゆるタマネギ、ネギ、ジャガイモと白菜、主に野菜関係を

直売所から給食センターに納入しておる数字でございまして、今後もこのようなこと

で公共施設等について直売所からの本村農産物の地産地消を推進してまいりたいと思

います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 村内業者からもアットホームにいろんな酒類も含めてもう少し使

ってもらいたいなという要望がありますので、詳しくはあとでまた進めてまいりたい

と思います。と同時に今のその、要するにそれと同時にあとは学校給食関係の納入、

私も米飯関係でいろいろとアタックした経過がありますけれども、なかなかと難しい。

県の方の学校給食会の方に問い合わせていろいろ苦慮しておりますけども、なかなか

難しい現況です。そろそろここは英断という形で村長には求められると思いますので、
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いろいろコストが割高になるという問題が多々ある問題、いちばんネックになってい

るようですけども、改めて村長さん、学校給食に限ってその地元の農産物の導入を積

極的に図るという、その考え方についてご所見をお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これについては、私、村長になってからまず最初にやったのは、地

元の米をということで米を食べてもらうことにしました。そしてあと、今度協議会で

発言をしておりますことは、地元、これ直売所あるんではないか。そういう野菜等、

こういうものを結局それぞれの直売所から、地元から買い求めるようにしてくれない

かと。それが先ほどそれぞれ話がありましたように、給食センターは２１年度は大玉

で直売所は７３万４,７９０円ほど売っていると。あと今年もこれ４か月ありますか

らね、というと大体前年並み、あるいは前年以上くらいになるんではないかなと、そ

ういうことでとにかく公共のところから実施をしていくと、地産地消を実行していく

と、そういうことで今やっているところであります。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） より積極的な導入を検討していただきたいと思います。

最後になります。時間の都合上、ちょっと質問を羅列して答弁をお願いしたいと思

います。

まず教育問題について。コミュニティスクールの計画進捗状況と実施の問題点につ

いて。これらにつきましては、いろいろ縷々ありましたけれども、私としては、当時

教育委員として、更には議会人としての信念が要約実現したなと、しそうだなと。大

玉ならではの大玉風の大玉らしさの教育の大黒柱という形で、常にバカの一つ覚えみ

たいに唱えてきた一人であります。そういうことからすれば非常に期待しております。

そういう意味も含めていろんな指摘をしておきたいと思います。

外国語英語教育について、英語よりも論語という今日の朝の新聞に藤原正彦さんと

宮城谷昌光さんとの対談が文芸春秋なんで、お昼休みにちょっと買ってきてコピー撮

ってきましたけども、英語よりも論語、英語教育をしている本村ですけども、その辺

についての考え方、大玉村教育ビジョンのネーミングについて、これらについては大

玉の風土、大玉らしさという観点で非常に美辞麗句が並びすぎているんじゃないかな

と先ほどの前任者の質問でありましたけども、文部科学省の補助だから仕方ないのか

な、もっと大玉らしさというのを出していいよな、ずうずう弁でいいよなと思ってい

る一人ですので、その辺についてお願いしたいと思います。これはフォーラムでも申

し上げましたけれども、家庭教育が充実で本来あるべきだろう。０歳から３歳児が特

に重要だろうと、これは家庭に任せるだけではなくて親の教育も含めてやはり行政が、

教育委員会が積極的に関わる部分だろうという観点で考え方をお聞かせいただきたい

と思います。

最後に、伝統文化の継承について。新聞報道で日本一美しい村連合への参加、これ

が北塩原と飯舘村が初めて県内では入りました。聞くところによると大玉村では文化

の部分が少し弱いんだということで、これも含めますと先ほどの新聞報道で六つの調



- 87 -

査結果では、六つの文化のそういう景観が、既に三つほどが証明されたと、そういう

現実もお聞きしましたし、新聞報道でも民俗芸能が消滅するというような１２月３日

の新聞報道で非常に危機感を訴えているところがありますので、その辺につきまして

村長さん、あるいは教育長さんの考えをお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 私からは、最後の件について美しい村の連合関係でありますが、こ

れは私、この平成２２年１月１日、民報新聞の新春座談会のカルビー社長をやった松

尾さんね、あの方が創設のメンバーなんですね。こういうことをやっているんだとい

うことで、ああ、すばらしいことをやってますねということで話をしたわけでありま

すが、そういうことで先ほどの話されたように、二つの自治体が加入されたと、それ

なりにそれぞれの特長を活かしてやっている地域であるからいいなと思っております。

大玉村も決してそういうところに勝るとも劣るというあれではないと思っておるんで

す。今言ったように、景観にしても、それからあと今の食料自給率にしても、それか

ら先ほど言ったように、そこに住み着く人、これが県下高齢化率は１０本の指に入っ

ているということでありますから、私としてはむしろそういう点も考えてもらえば、

活力面も考えてもらえば、美しい村どころ力ある村ということを言いたいところであ

りますが、いずれ、やはり景観を大切にするということは、これは意味がありますの

で、前向きに検討をしたいというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） ９番議員さんに私の方から英語よりも論語という、私も新聞で見

出しだけは読みました。また、始まったなという感じで見ておるんですが、英語より

も国語という議論が非常に長く行われて、小学校の教育課程に入るまでの間、この議

論が永遠と行われてきました。ただし、結果としては小学校に英語が入ったと。勝ち

負けの状態ではないんですが、私が言いたいのは、英語も論語もいうのがバランスの

取れた教育だろうということで、今度小学校にも古典が入りますので、当然に英語も

これは不可欠ですし、論語も不可欠だというふうに考えております。

あと、ネーミングとか以降については、課長の方から答弁させます。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ９番議員さんに大玉教育ビジョン及びコミュニティスクー

ル等の名称について返答申し上げます。各種委員会におきましては、いろいろ意見も

出されたわけなんですけども、これまで啓発活動の中でこれらの大玉教育ビジョン、

それからコミュニティスクールという名称で推進してきたということで、全国的に一

般的な名称でスタートしても良いのではないかという各審議会の意見を尊重してまい

りたいと思います。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ９番議員さんに家庭教育の充実についてと、伝統文化の継

承についての関係に答弁したいと思います。まず、０歳から３歳児の教育の充実とい

うことでございますが、これにつきましては、教育懇談会等においてもそのような意
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見がいただいているところなので、これらを受け、教育ビジョンの中にも家庭教育支

援を盛り込み、コミュニティスクールの学校運営協議会の中でも検討していただきた

いというふうに考えております。現在は健康福祉課と連携しまして、乳幼児健診時に

本の読み聞かせや手遊び、体操など親子のふれあいの大切さを学習していただいたり、

子育て支援交流事業として人形劇を開催し、親子のふれあいを図っているところでご

ざいます。

次に、伝統文化の継承についてでございますが、こちらは後継者の育成ということ

で、今それぞれ無形文化財では苦慮しているところでございますが、平成２０年度に

本揃の田植え踊り、本年度は神原田神社の十二神楽の映像化を図り、それぞれ踊り手

が絶えても映像を見て継承できるようにということで、地域伝統文化伝承事業という

ものを国の補助事業を使って実施しているところであります。以上です。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） ありがとうございました。最後に二つほどになりますか、村長さ

ん、先ほどの教育コミュニティのことについて、理想無きところに計画なし、その次

に恐らく計画無きところに実行なしという言葉が出てくると思うのですけれども、正

にこのコミュニティスクール、この教育ビジョンもこれからスタートしようという段

階ですので、まずはスタートして、いろんな角度から加えて大玉村ならではのそうい

うふうな教育が、理想像が近い将来、なるべく早い時期に完成して、豊かな子どもた

ちが育っていくようにまずお願いしたいなと思っております。

あと、もう一つだけ、フォーラムで申しましたけれども、やはりこの運営をするの

に特にコミュニティスクール、お年寄りの参加というのは欠かせない。そういう意味

ではこの間のフォーラム、ちょっと少ないんではないでしょうかと指摘しましたけれ

ども、やはり家庭においてもやはりこの地域においてもお年寄り、先輩、今までいろ

んな苦労をしょった経験豊かなそういう人生を学ぶ、そういう施設が非常に大事だと

思いますので、それらを積極的に参加できるような仕組みづくり、よって生きがい対

策にもつながる、そこも含めてお願いして終わりたいと思います。以上です。ありが

とうございました。

○議長（菅野行雄） 以上で９番佐々木市夫君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程による議事が終了いたしましたので、本日の会議を閉じ散会い

たします。大変ご苦労さまでございました。（午後４時５３分）


