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平成２２年第４回大玉村議会定例会会議録

第５日 平成２２年６月２１日（月曜日）

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

上下水道課長
農 政 課 長 鈴 木 幸 一 長 井 政 美

兼 建 設 課 長

住民生活課長 菊 地 平一郎 健康福祉課長 武 田 孝 一

会 計 管 理 者
農地再生室長 武 田 好 廣 佐々木 正 信

兼 出 納 室 長

教育総務課長 武 田 伸 一 生涯学習課長 舘 下 憲 一

農 業 委 員 会 アットホーム
本 多 保 夫 菅 野 昭 裕

事 務 局 長 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） 本日、傍聴に野内正一さんほか１３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「総合振興計画策定について」の質問を許しま

す。１番。

○１番（押山義則） １番押山義則でございます。議長の許可を得まして、通告書に従い

まして６月議会の一般質問を行います。

さて、国政も参議院選が近づきまして、このところ各党それぞれ公約、いわゆるマ

ニフェストの準備に大忙しの様子でありましたが、ようやく出揃ったようであります。

私の今回の一般質問は、マニフェストとはいささかスケールの大きさ、内容も異なり

ますが、大玉村総合振興計画について伺います。この計画はマニフェストとは違いま

して、１０年ごとに村民参加の下に作成されるものであり、いわゆる大玉村の将来像

をみんなで考える、そのように理解しているところであります。既に第四次総合振興

計画のためのアンケート調査の分析結果など、広報紙などで発表、報告されている状

況にありますが、まず、今年度を最終年度としている第三次総合振興計画について、

目標年次の終結ということで、この１０年間をまだ終わってはおりませんが、振り返

っていただきまして、総括という意味合いからそれぞれ質問させていただきます。

さて、この１０年間、我が国の社会情勢、経済状況ともに、かつて失われた１０年

と言われた時代もありましたが、更に追い打ちをかける失われた２０年と言われるよ

うな情けない状況にあります。そのような中にありまして、大玉村は浅和村長の５選

といった行政環境の下、自立を確立し、安達太良山に抱かれた豊かな自然と幸せを大

切にする村づくりを基本目標として策定された第三次大玉村総合振興計画を基に着実

に村政運営がなされているものと実感しております。されど、検証することで更なる

今後の振興計画に寄与することととらまえまして、それぞれ基本課題の項目ごとに私

なりに検証、評価をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

まず、自然環境との共生について伺います。秀峰安達太良連峰、また、名倉山をは

じめとする里山などの自然環境、自然景観との共生、利活用を図るとの課題でありま

すが、果たしてこれらの豊かな自然環境、大玉村、今現在、活かしきっておりましょ
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うか。例えば前ケ岳とか和尚山など村独自の自然遺産を持ちながら、計画にもあった

ようでありますが、いまだ登山道の整備もされてなく、見事な原生林や山菜の宝庫も

一部の人しか知らない状況にあります。特に前ケ岳の登山道は、約３分の１の行程は

県民の森で整備されており、登山愛好者などからは、山頂までの早期の整備が要望さ

れております。観光面、村おこしの観点から整備を急ぐべきと考えます。まだ期間も

１年ありますので、計画がこれからもできますが、計画が実行されなかった理由はど

こにあったんでありましょうか。また、名倉山についても、最近整備が始まったとこ

ろでありますが、全体計画が明確でなく、更に踏み込んだ目的意識を望みたいところ

であります。そのほか身近な里山についてもほとんど手付かずの状況であり、林産業

の再生とともに新たな施策が必要ではないでしょうか。更に、ふれあい村民の森の有

効活用、また、近ごろ玉井小学校などが校外活動で利用しているさくら公園の河川と

の共生など、教育環境のためを踏まえた充実した整備も必要ではないでしょうか。そ

れから、前回も質問いたしました水質の問題でありますが、村長がいつもおっしゃら

れる米のおいしさイコール良い水との関係でありますが、魚も住めない水環境の河川

もあり、住民に不安を与えない自然環境を目指して、更に踏み込んだ施策を願うもの

であります。自然環境との共生、村長から見た１０年前の環境と現在のもろもろの状

況、果たして自然との共生がどれほど理解されていると考えるのか、まず、伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） １番議員にお答えをいたします。

百年の大計は人づくりと自然との共生による地域づくりにある。これを信念といた

しております。そういう観点におきまして、この第三次振興計画、ＰＤＣＡ、こうい

うものをしっかりと踏まえて四次のこの計画を完成をいたしたい、こういうふうに考

えております。そういう中で今、具体的に質問があったわけでありますが、前ケ岳の

登山道の問題、これは県民の森が途中までは遊歩道ということで整備をいたしており

ます。やたらに登山道のようなものを整備することが、果たして良いのか。そういう

点については、やはり十分検討をする余地があるなというふうに思っております。そ

れから名倉山関係とか、それから横堀平の国有地、あるいは一足先にふれあい村民の

森、こういうものを買い求めたということは、山は山なりに大玉村の行政区域内にあ

るわけでございますから、こういうものをしっかりと本来の姿にいたしたいと、そう

いうふうに考えて買い求めをいたしました。名倉山のこの具体的な計画でありますが、

あのような要するに採石跡地のみっともない形になっておりますので、これを緑と花

園に変えさせる、そのように基本的には考えております。なお、具体的なこと等につ

いては、今後、それぞれの考え方等を拝聴をしながら仕上げてまいりたいなと。これ

は単年度とか短期間にできるものではありません。これはやっぱりある程度の期間を

かけて、今言ったような、そういう本来の姿にしていきたいというように考えておる

ところであります。また、ふれあい村民の森等の質問でありますが、この間、実はあ

れも条件がありまして、あの当時。森林公園的なものを前提にしてということがござ

いましたので、そういうことであのようなことで公園ふうにしたわけでありますが、



- 18 -

この間ボランティアを募りまして、私も参加をしたわけでありますが、草刈をいたし

ました。行ってみますと、着実にそれぞれの孫の誕生の記念植樹とか、あるいはそれ

ぞれの何十周年の記念の植樹とか、いろいろ記念する植樹等が増えました。そうした

ことによって、ああいうのも短期間に効果うんぬんということではございません。正

にそうしたことがきっかけとなって、長い期間で村民との親しさが深まる、そういう

名実ともにふれあい村民の森というふうになるのではないかなというように考えて、

順調にそれらの目的に沿って今、進んでいるなというふうに思っておるところであり

ます。さくら公園関係、これについてはあのように整備をいたしまして、子どもたち

の学習の場ということにもこれが利用されております。地元のいろいろの声を聞きま

すと、更に充実をというふうな、そういう声もあるわけでありまして、そうしたこと

等については努めて地元の声等に応えて、なおかつ学習の場と、こういうふうなこと

結びつければ自然の学習と、こういうふうなことで大変効果的であるなというふうに

思っております。また、水がきれいでなくてはならないというのは当然のことであり

ます。この間、私、大変うれしい声を直に聞きました。これは玉井の４区の方であり

ますけれども、百日川、大変今の水環境関係、事業で町尻・当地内線、一目瞭然すば

らしいなと思っておるんです。また、百日川の沿線で５７本の桜の木、これは今年一

部ちょっと花が咲きました。これがあと５～６年、あるいは７～８年経てば相当見事

になるなと。安達太良もあそこから一望できる。残念ながらあそこの河床、村長さん

なんとか河床払いをと、こういう話がございました。これらについては、まあ相当県

の方にお願いしておるわけでありますが、１級河川でありますので、大変河床がひど

いなと。十分その辺は私どもより分かるので、十分県の方に河床払い等については要

望をするとそういうふうに約束をしたわけでありますが、いずれにせよ、そのときに

お話しを聞いたことは、大変魚が増えてきたと。それで、子どもたちが釣りをする。

そうすると、私らが分からないんだから本宮の方だと思うんだが、注意されてしまう

んだと。ここで勝手におまえたち釣りしてだめなんだと、こう言われる。そのくらい

村長さん、だいぶ魚が増えましたと。私はその話を聞いて非常にうれしく思っておる

んです。これはごく最近の話でありまして、４区の方であります。そういうことで、

いずれこの１級河川が大玉には４川あります。杉田川、百日川、安達太良川、更には

七瀬川ということでございまして、大玉村は阿武隈川の要するに支流に値するわけで

ありますから、そういうことできれいな水を下流にも流してやる責めがあるなと、そ

のように考えておるところであります。

また、三次の総合振興計画関係総括的に申し上げますと、大体は訴えてきたそこに

も三次振興計画の計画書あるようでありますが、これらの具体的なことについては、

私も検証をいたしております。大方実行させていただいているなと、このように考え

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） はい、ありがとうございました。

次に、人口減少社会への対応について伺います。計画では２２年度人口９,０００
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人、世帯数２,２００戸を目標に掲げ、現在、人口８,５５５人、世帯数２,３６５戸、

おおよその状況にあります。ともあれ、住民増のためのインフラ整備、また、福祉行

政が功を成して着実に実現しつつあります。評価したいと考えております。しかしな

がら、高齢化社会、少子化社会、また、核家族化の社会情勢状況の中にありまして、

１世帯当たりの人員が３.６人と低下状況にあります。この状況を村長、将来どんな

課題を考えなければならないとお思いでしょうか伺います。更に大玉村の適正人口と

申しますか、これはどのように考えますか。多ければ多いほど良いとお考えでしょう

か。後にも伺いますが、地域の発展、地域のまとまり、私はある程度のバランスが必

要ととらえているところでありますが、つまり、人口増施策に無理はないのか、村民

の意識もその辺りを心配していると考えるのでありますが、政策の正当性なども含め

まして併せて伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 人口の問題でありますが、これは至上命題である。これにはしっか

りとした哲学を持たないと、この国もどうなるのかなと。私、これ５月１８日の朝日

新聞を手にしているわけでありますが、これご覧になったと思いますが、米国とフラ

ンスと英国とスウェーデンと日本が出ているわけですね。これを見ますと、合計特殊

出生率、米国はこれ順調に上っています。フランスはガタッと下がったけどね、今、

これちゃんと２.０を超えるようになっているんです。それからスウェーデンもそう

ですね。これガッタリ下がった。これ着実に今、２.０に向けている。イギリスもそ

うだね。日本は一昨年も１.３７、去年も１.３７、これは２.０にならないと、これ

はやっぱり今の人口維持できない。そこで、人口に対する考え方、少なくともこれは

現在の人口をしっかりと堅持する。これは至上命題である。これは国もそうである。

自治体もそうである。残念ながら今、福島県１万２,０００～３,０００人、毎年１つ

の町が吹っ飛んでいっております。私は､県の総合計画審議会の委員をやっておりま

す。その中で残念ながら平成２６年、１９７万４,０００人になってしまう。こうい

う２００万切るようなことでは前向きの計画ではない。現在の２０４万人をしっかり

と堅持する。これは至上命題じゃないかと。減るから減るんだというようなことは、

これは衰退の計画になってしまうんじゃないかと。だから、少なくとも先ほどの質問

がございました。やたらに増やせば良いという問題でありません。少なくとも現在の

人口をしっかりと維持する、堅持する、これが至上命題、最大の自治体としての責務

である。そういうふうに考えております。

地域とのバランス関係、当然あります。これは地域の絶対数を確保するということ

は、この私が今回の施政方針の中でも申し上げました。あるいは行政報告でもふれさ

せていただきましたが、要するに新規就農者、こういう方も３名ほどいるわけであり

ます。だから、地域に絶対人口を抱えるということは、非農家の方も農家になる可能

性がある。嫁ぐようなこともあるんです。農家の方が非農家になる方も当然ある。だ

から、大切なことは、地域に絶対数の人口を維持する、これは至上命題であるという、

そういう信念を持っております。多ければ良いというものではございません。今言っ
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たように、今のような考え方で今後も人口というものの定住、要するに定住ですね。

こういうものをしっかりと図ってまいりたいと、このように考えております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。よく理解いたしました。

次に、暮らしやすい地域の創成について伺います。この項目は､大玉村は県内も最

も充実した施策が行われていると私は思っております。高齢者対策、健康づくり、ま

た、児童福祉政策の充実など、福祉行政全般について、欲を言ったらきりがありませ

んが、私としてはすばらしい状況ととらえております。反面、生活環境の整備につい

ては前々から申しておりますが、いまだ緊急車両の入れない道路状況もあることも現

実であります。また、１００戸以上の集落、工場なども抱えていながら、いまだ大型

車の進入が、出入りがまともにできない地域も存在します。新住民への充実した環境

整備の配慮を考えると、もう少し先ほども申しましたバランスの取れた行政サービス

を考えてほしいと思うところであります。暮らしやすい地域の創成、総括として村長

の感想を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 快適環境の整備ということで、それぞれ振興計画に基づいて､また、

私の具体的な施策の中でもそれぞれ訴えて、そして、実現をしてまいりました。今言

ったように、まずはやっぱり最初、道路網等のことを例に挙げて話をするならば、国

道のこれは４号の４車線化、こうしたことも完成をいたしました。また、県道等、安

全対策等、こういうことでそう思うようには進んでおりませんが、要するに歩道等の

蓋かけ等によって安全対策、こういうこともかなり、例えば県道五百川・土湯温泉線、

こうしたこと等もかなり進んでおります。あるいは県道須賀川・二本松線、あるいは

県道石筵・本宮線とか、あるいは大橋・五百川停車場線、かなり部分的ではあります

が、進められております。また、村道関係の主要道路、これは百年の大計で、なんで

かんで阿武隈川に橋をということで、この橋のないところに橋を架けるというような

こともいたしましたし、あるいは町尻・当地内線、これも平坦部の南幅の結局幹線道

路、あるいは東西の幹線ということで、大山地区ですと神原田・馬尽線、あるいは玉

井地区ですと、これは県道石筵・本宮線、これも長い期間かかりましたが、竹ノ内・

袋内線をこれを県道との付け替えて、こういうことでもって機能交換の形の手続も進

められて、現在、用地買収等も進められ、これをなるだけ短期間に完成するように努

力をいたしたいなというように思っておるところであります。大体は主要幹線、こう

したこと等は大きいところは終わったわけでありますが、まだ先ほど言ったように、

この玉井の東西道路の幹線、竹ノ内・袋内線、これ県道にしたわけでありますが、こ

れらについては早急に完成を目指して､より一層努力をしてまいりたいなというふう

に思っております。

これからの道路整備に対する考え方、まずは第１については、安全対策第１、これ

を考えております。職員にも、そのように指示をしております。第２はなんだと、生

活密着道路であります。生活密着道路を第２に考えております。第３にはなんだと、
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これは要するに不特定多数の方が利用する道路。これは例えばお葬式、こういう今は

時代が時代ですから皆マイクロバス等で墓参り等もする。そういうところから不特定

多数、こういうところについてもこれはやっぱり考えていかなくてはならないなと。

担当に指示しておるのは、今言った三つの方針の下に道路整備等については考えてく

れないかと、こういうふうに話をしておるわけでありまして、緊急道路の行けないよ

うな、人の住んでいるようなところ等については、緊急道路等が行けるようなことで

ということで、あるいは除雪等についても時間的な時差はありますが、本村において

は除雪等もしっかりとやっておるつもりであります。近接関係は、これは現実にやら

ないところがたくさんあるわけでありまして、そういう点については快適環境の整備、

例えば道路１点に取ってお話しを申し上げましても、最大努力をしているというふう

な考えをし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。生活環境の整備については、まだまだ私

なりに不満の点もあるんですが、今後ともいろいろ地域のことを考えて施策を実施し

ていただきたいと思います。

次に、産業構造の構築について伺います。この項目は、冒頭申し上げました社会情

勢、経済状況の不安定な国策によるものが大きいと考えておりますが、村長はどうお

考えでしょうか。

まず、農業について伺います。大玉村の基幹産業でありますが、現状は農業従事者

の減少、そして高齢化、また、集落営農の実現の難しさ、そして何よりも米価の不安

定など、１０年前と比較してもますます厳しい状況と言わざるを得ません。この間、

４０年来、続いた減反制度をはじめ中山間地直接支払制度、農地・水・環境保全事業

など、その他もろもろそれぞれの各種施策が講じられてまいりましたが、効果、成果

のほどは､村長どうお考えでしょうか。また、今年度は、戸別補償制度がスタートし

たわけでありますが、参加の状況などはいかがでしょうか。果たしてこの制度で農業

振興に結びつくとお考えでしょうか。大玉村ならではの独自の農業、農業で暮らして

いける環境の確立、誰もが求める農業環境でありますが、１０年前もたぶんそのつも

りで振興計画を立てられたと考えております。しかしながら、さっぱり結果として結

びつかない、そういった状況ではないでしょうか。幸い近ごろは直売所の運営などは

上昇気味と伺っております。肥沃な大地と時代に適用した農業環境づくり、農業政策

の探求、そして研究が必要で、また、いちばん大事と思っております。村長の思いを

伺います。

また、商工業についてはご存じのとおり、特に建設業関連の衰退が目立っておりま

す。また、商店の活性化も難しいものがあります。村が､行政がどうのこうのといい

ませんが、何か工夫はないものでしょうか、併せて感想を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 産業構造の構築という点について、農業関係、商工業関係で具体的

に質問がございました。これは私から言わせてもらえれば、実は１８日も私、東京に
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行ってきました。そのときに強調してきたこと等が幾つかあるわけですが、特にこれ

は我々全国に約１,０００くらいの町村があるわけでありますが、我々が担っている

役割というのは、これは非常に国づくりの土台的な役割を果たしている。それは、農

山漁村じゃないのか。これが今、極端に疲弊化している。そして、そういうところが

次世代の人材を生み出しているところまでどんどん過疎化の過疎化、少子化の過疎化

になっている。こういう状態に日本の将来どうなるんだと。自治体は、私ここのとこ

ろに大変残念だなと思っておるわけでありますが、ここに新聞あるわけでありますけ

ども、目安としては絶対自治体のつくりの中で、小学校をなくすようなことをしたん

では、これはもう理屈抜きにしてだめなんです。九つの小学校、これが実質廃校にな

るんだわね。この跡地利用などというのはこれ新聞に出ている。これは小学校がなく

なるというのは、明治から続いてきた小学校がなくなるというのは何を意味するか、

次世代にそこに住む人がいなくなるということなんです。それが全国至る所に展開し

ている。だから、この国についても､そういうことの役割というのは、町村自体が役

割を担っているじゃないかということで、それは大切なことは、みんなが生活がこれ

できないということで、どんどん離れていってしまう。大きなこれはやっぱり舵取り

の間違いじゃないか。大切なことは、農山漁村政策というのは、最大の社会資本整備

である。そういう位置づけをして、あとグローバリゼーションの世の中だから経済政

策は経済政策、その辺の棲み分けをしっかりして、この姿勢の結局有り様というもの

がなされなければならないんだと。それがこういうことで、いったいどうなるんだ。

どんどん小学校なくなっているんだぞと。それを強調しまして、１８日もそういう視

点で私は特に強調したわけでありますが、この農業農村対策の推進、これを強調して

まいりました。それから、森林林業山村対策の推進、それから水産業漁村対策の充実、

そしてあと子育て支援の対策、これらをがっちりとこれはもの申す必要がある。最大

の社会資本整備なんだということをこれを誤ってはならんぞと、こう強調しておると

ころであります。また、私は行政報告でもさせていただきました。先月は上海に知事

と一緒に行ってきました。それからあとは、副知事と今月は韓国とそれから台湾の方

に行ってきました。上海に行ってもすごい勢い、今、１,６５０万人ですね。それか

らあとは驚いたことには、仁川国際空港ね、これ夜遅く着いたんで、次の朝、ホテル

からずうっと見下ろしてみたらば、地平線にずうっとなるくらいの干潟ね、あそこは

浅瀬が多いんだね。干潟を全部堤防築いてね、ものすごい今、住宅建設をして、今は

ざっと韓国の人口４,４００～４,５００万人と言われておりますが、今は５,０００

万人なんです。だから、そういうことを考えれば、追いつけ追い越せという、やっぱ

り最後は人は活力の源でありますから、やっぱりこのような日本列島の至る所が､特

に大切な次世代の人材を生み出す、そういう地域が疲弊化するということは、大きな

これは方向的に間違っているということで､農山漁村政策に対する強烈なやはりこれ

からは､その辺の位置づけをしっかりした施策展開をしていただく必要がある。そう

いうための我々の町村の自治体の役割があるというようなことを強調してまいったと

ころであります。この大玉村についてはそういう信念の下に、私も長いこと村長に就
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任をさせていだたいておるわけでありますが、私に参考までに私が村長に就任したの

は、平成５年でありました。このときには世帯数が１,６８５でありました。これは

平成５年１月１日であります。１,６８５、今年の１月１日、２,３４６世帯です。し

たがって、６１３世帯これ増えております。今、あと村とか木ノ下の団地関係加えま

すと、ざっと７００戸くらいになるのではないかな。人口でありますが、８,２６１

人でありました。５年の１月１日、それが今年の２２年１月１日につきましては、

８,５８４人です。したがって、３３２人増えております。戸数は６００なにがし増

えて人口が３３２人ということは、今度大体１００人ぐらいは木ノ下と仲ノ内と増え

るのではないかなと思いますから４００人の上になるんじゃないかなと思っておりま

すが、これは戸数ほど人口増えないんだね。これは何を意味するかというと、なかな

か都合によって結婚しない、できない方とか、しない方とか、あるいは既存の住民の

子数が前と比較すると減っているという。だから、戸数の増える割には人口は伸びな

い。しかし、伸びると伸びないではこれは行った来たの違いでね。これは大半は福島

県５９市町村の中で、５～６町村きりトータル的に人口増えてないんです。だから、

要するに市というところもどんどん減っているために、１万２,０００～１万３,０００

人が人口減っている。こういう実態でありますから、そういうことで産業構造、特に

大玉村は農業､農村でありますから、農は国の基ということでございまして、こうい

うことについては、特に先ほども具体的に申し上げましたが、我々町村自治体という

自治体力を持って、あるいはそれぞれの立場立場があります。そういう立場で､この

地方というものに対して元気づける、活気づける、そういうことをこれから積極的に

展開をしてまいりたいと、このように思っております。先ほど効果のほどということ

を話がございましたので、今、数字をもって私の村長就任以来のことを申し上げたわ

けでありまして、着実にそういう信念の下に､大玉村は戸数なり人口なりのキープは

しておりますよということ、これも住民の皆さん方の協力なり、あるいは議会等のご

理解に敬意を表したいと、こ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） はい、ありがとうございました。次に、教育の充実について伺いま

す。これは、村長先ほどから何度も申しているように、人づくり、生きがいづくりを

通じ、現代、そして次世代へと大玉村を支える人材育成と認識しております。教育委

員会も独自のカリキュラムでコミュニティスクールの創出、ＩＴシステム利用の教育

など、歴史と伝統、また、現代に必要とされる情報化教育と、新旧取り入れた教育環

境の充実はすばらしいと感じておりますが、更に地域が子どもを育てる環境づくり、

家庭教育の大切さ、幼児教育、また、学校教育、そして、青少年の健全育成へとつな

がる教育活動の推進を願うものであります。この１０年間、村長の目指した教育環境

づくり、実感としてどれほど手応えを感じておられるのか伺います。また、いつぞや

村長の談話で、読書の大切さを力説されたことありました。私も大変共感したんであ

りますが、図書施設の充実などは､どのように現在お考えであるのか併せて伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） 先ほども申し上げました。百年の大計で、これは大切なものは人づ

くりである。いつの世も同じであると思います。教育の充実関係、これもそういう信

念の下に、私なりに努力をしてきたつもりであります。例えばよそに取り組みをして

ない例えば小学校に対する英語の先生を張り付けるとか、あるいは独自に講師の先生

を教員免許証のある先生、幾分なりとも３０人を超せば２クラスになる。たまたま

３０人ちょっと切っているとか、３０人ちょうどというクラスもできてしまう。そう

いうことになりますと、これはやっぱり倍くらいの子どもを見る先生の目の行き届き

と、半分くらいの子どもに対する目の行き届き、これは大切な次世代の子どもに対す

る教育の効果があるなというようなことで、大玉村、そういう先生、子どものために

目の行き届くように講師先生の独自の張り付けとか、それからそのほか先ほど具体的

にお話しがございました。大変残念なことに、今は感覚がすぐれている。しかし、思

索力とか､想像力は、これはどうしてもやっぱりもう一つというところがある。これ

は、読書がやっぱり前の世代とは少ないんじゃないか。テレビを観るとか、いろいろ

そういうものに親しみが深まっていっている傾向が強い。そこで、私はやっぱり読書

というものを重要ということに考えて、そういう意味で周りの方々も読書の重要性と

いう、そういうことから寄付等もそういう指定づけで寄付をされておる方々が何人か

ございます。これは、そういうことでかなり図書の充実の方に振り向けておりますし、

今回も予算の関係で、そういうのが計上されていると。よりあと村独自にも、努めて

限られた予算でありますが、この図書の充実をということで努力をしているつもりで

あります。青少年の健全育成うんぬん、具体的なこうしたこと等については、直接関

係ある教育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） 教育長。

○教育長（押山利一） １番議員さんにお答えいたします。

今、村長言われたようなことで、かなり近隣町村と比べても、大玉の教育環境とい

うのは非常に充実していると。制度自体も福島県内でも先を行っているというふうに

皆さんにご協力いただきながらということで感謝を申し上げたいと思いますが、青少

年教育とか家庭教育等につきましても、これは単発でやるのではなくて、コミュニテ

ィスクールという一つの核を作っているわけですが、その中でやはり家庭教育につい

てはどうあるべきか、それから青少年教育、小中学生、高校生等どうあるべきかとい

うようなことで、トータルで考えていきたいというふうに考えております。単発でな

んかの事業をやるというのではなくて、今年大玉の教育ビジョンを作成しております

ので、そのビジョンに基づいて、トータルでどういうふうに村の教育を進めるのかと

いうふうに一体して考えていきたいと考えております。学校教育がどうしても注目さ

れますが、我々職員の中での共通認識は、柱になるのは生まれてからお年寄りになる

までの生涯教育、生涯学習であると。その学校教育は特別なものではなくて、生涯教

育学習の中の一パート、一通過する部分であるというふうに大玉ではとらえておりま

す。先生方にもそのようにお願いをしています。ということは、学校教育は、取り立

てて特別引き出してやるものではなくて、一緒にやっていく。その理念の中心が、コ
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ミュニティスクールの中から、これからどんどんそういう事業についても出てくるで

あろうというふうに期待をしております。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ご丁寧な答弁ありがとうございました。

次に、地域づくり、協働精神の構築について伺います。大変つかみにくい内容の項

目なんでありますが、村長の提唱する定住人口増加対策に伴い、若い世代の定住が確

かに進みました。しかし、先ほどもふれましたが、１世帯３.６人といった、いわゆ

る核家族化の進捗の中で、それぞれの地域において近所づきあいの希薄さとか、隣人

愛の欠落と申しますか、隣は何する人ぞといった状況の中で、地域づくりの難しさ、

そしてまた協働精神の意識の薄れ、協働精神というのは本当に難しいのでありますが、

これが問題化しております。結論から申しますと、高齢者世帯と若い世帯との感覚の

ずれといいますか、古くからの地域のしきたり、伝統、よく言えば文化、その中にい

きなり地域に入ってきてなじめないというか、若い世代はなじもうとする努力も足り

ません。地域の指導者やリーダーの育成、伝統と文化の継承など、これは行政がリー

ドすべき事案が増してきております。地域づくりが結局村づくりにつながると考えて

おります。人口増対策は大変結構なんでありますが、その施策と連動させた地域づく

りへの対策も大切、必要と考えております。地域だけでは解決できない問題が各地域

で生じております。地域の努力も大変必要でありますが、行政のリードで村のキャッ

チフレーズであります「いつまでも住み続けたい地域、そして村、いつまでも住み続

けていられる村大玉村」になるよう政策の充実を願いたいところであります。せっか

くの大玉村の良さが失われてしまうのではないかと私は危惧しております。このこと

に関して、村長に今、何が必要と考えるのか。また、協働の精神の言葉について、村

長の感想を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 私の基本指標の一つに、住民参加協働による村づくりとうたってお

ります。それは今、言われるような、そういうことが懸念されますので、この基本指

標の一つに、そのようなことで努力事項としてうたわさせていただいていると。具体

的にはいろいろ取り組みをしておるわけでありますが、今、お話しがございましたよ

うに、新住民、新しく大玉に住んでいただく方がなかなかなじめない方もいるのは否

定できません。これはまあそういうことについての大玉村になじむという、そして大

玉の住民になったんだという意識の涵養、そういうことについては、これは行政が最

大の責めがあるなというふうに考えておるわけであります。今までもいろいろと努力

はしておりますけれども、今後、更に定住の安定化ということでもって考えておりま

すので、今、お話しがございましたような住民の意識、こういうものをしっかり持っ

ていただくような、より以上の行政がやっぱりリードを取らざるを得ないと思うんで

す。しっかりと取り組みをしていきたい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） はい、ありがとうございました。以上基本課題であります６項目に
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ついてそれぞれ検証させていただきました。村民の豊かな暮らし、誰もが望むところ

でありますが、現代社会、ともすれば格差社会と呼ばれるような社会不安、経済不安

の状況にありまして、最近は特に雇用不安の拡大状況にあります。そのような中での

行政執行は真に大変でありますが、大玉村が特に目立った産業もない中で、着実に運

営されているのは、しっかりした総合振興計画の賜物と、また、村長の行政手腕によ

るところが大きいと私は信じております。第三次総合振興計画、計画の到達度であり

ますが、全体的には大いに評価に値すると申し上げておきます。

次に、第四次総合振興計画について伺います。策定に向けてそれぞれ審議中であり

ましょうが、昨今の社会情勢、経済状況、また、これは地方分権が問われる中にあり

まして、自立を選択した大玉村が､この先進むべき道しるべとしての振興計画は、大

変意義のある重要課題と考えております。そこでまず、村長にこれからの１０年間の

社会情勢、経済状況をどう分析し、施策にどう盛り込んでいかれるのか伺いたいので

ありますが、特に地方分権、地域主権、地方分権が、これがどう自治体運営にかかわ

っていくのか伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先程来もちょっとそれらしきことにふれましたが、失われた１０年

どころか、失われた２０年です。これこのままいくと非常に憂うと思うんです。そう

いう意味で国のことは国ということで要望しなくてはなりませんが、まず、自分の自

治体が、これはやっぱりしっかりとしていかなくてはならない。要するに国づくりは、

自治体がしっかりしたことによって、積み重ねの要するに国づくりになる。自治体は、

そういう意味では礎であるということで、我が村については、この四次総合振興計画

においても、そういうことを基本にしっかりとこれは計画を打ち立てていく。そのた

めには何といったって、やっぱり人は活力の源であります。人を一定数は、絶対やは

り堅持していく。これが最大のポイントになります。そして、あと社会情勢とかそう

いうことを考えれば、先ほど言ったように、これからの施策として重要なのは、最大

の社会資本整備ということを地方政策を位置づけてくださいよと、それをぎっちりと

申し上げております。１８日も整理をしてきたわけでありますが、例えば地方分権絡

みの中で地域主権改革、こういうことについて、まず、平成の合併はいったいどうだ

ったのか。町村とか、そういうところが今、どういう現象になっているんだと。これ

が日本の国の発展という礎になっているのか、よく検証してもらいたいと。そういう

ことにつながるようなことは、今後の政策でも考えていただきたいということをこれ

をしっかりともの申しております。それから、地域主権改革関係については、要する

に国と地方の役割分担、これを明確にしていただく必要があると思うんです。やっぱ

り中央集権いつまでも一極集中ではだめだね。これはやっぱりこの辺で開かれた国政

と言いますか、やはり本当の意味での民主主義、そういうことを目指さなくてはなら

ない。それから、国と地方の二重行政の解消、何が何だか国の方が思わぬところに入

ってきてみたり、地方が当然これやるべきだろう。やっぱり国、地方、具体的に言う

ならば国、県、市町村、こういう役割分担、これをしっかりとやっていく必要がある。
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それから権限移譲ね、これねこんなところに市町村で事務処理できる。ところがその

ためになんで知事の許可だとか、大臣の許可だとか、一番分かるのが自治体じゃない

か。こういう権限移譲、これをしっかりとやっていただく必要がある。それから税制、

税制関係も今のような税制が良いのか。税の配分、これは業務量、そういうものに応

じてやっぱり税の体系というものは今後、やっぱりやっていってもらう必要がある。

それから今、言われている、これは評価したいと思うんです。ただ、評価はしたいん

ですが、現実開けてみたところが、その分が縮められた。これじゃ意味がありません

から。ただ、一応の考え方としては、一括交付金の制度化、内容の充実した一括交付

金の制度化、これを強力に進めております。それから医療保険制度の問題、それから

何と言ったってやっぱり少子化対策、これをしっかりやらないと、日本人は減ってい

くわ、外人は増えていくわ、こんなことでは自治体も困るし、国が困るんじゃないか。

これをしっかりしてくださいよと。そういう礎をなすのが農林水産業に関すること

だということで、それぞれの農林水産業の具体的なことを申し上げますと時間が長く

かかりますから申し上げませんが、そういう位置づけで、やはり生活できる､農業で

生活できる、水産業で生活できる、林業で生活できる。例えば林業の自給率なんては

２７％なんですね。これは間違いなんです。間伐をしてちゃんとやっぱり植樹をして、

そうして成長するときに、これはＣＯ２の吸収力があるわけでありますから、だから

そういう基本的なことをしっかりやってもらわないと困りますよということで、この

１８日も役員会を開き、即それぞれの政党なり、あるいは関係大臣、これらに要望を

してまいったということであります。そのような考え方を今の質問に対して持ってい

るよと。また、私一存では、これは力にならない。やっぱり仲間と一緒にこれはやら

ないと大きなやっぱり政治は力学ですから、やはりそれぞれの立場の者がそれぞれの

立場でしっかりとやっていく、それが民主主義につながるということになるわけであ

りますから、政治はそういう意味では一口にいえば力学なんです。だから、主張すべ

きものは主張しなくてはならんということであります。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） はい、ありがとうございました。

次に、第四次総合振興計画の策定にあたりまして、私なりに要望したいことを提案

といった形で改めて村長の意見なども伺いたく質問いたします。

第三次振興計画の基本課題を基に申し上げます。まず自然との共生ということで、

先ほどさくら公園の整備についてちょっと申し上げましたが、最近、身近な河川の里

川としての利活用が各方面から注目されているようであります。里山と併せて自然の

ままの生態を利活用することによって、地域おこし、社会教育に役立て、人の心の癒

しの場としての環境づくりに寄与する目的であります。里川、あまり聞き慣れない言

葉でありますが、里山同様に近ごろ里川の利活用、効能を研究、実践する学者、知識

人が注目を集めております。地域おこしとか、また教育活動などに利用でき、そうい

うふうに図られております。大玉村もいかがでしょうか伺います。

また、ちょっと話は変わりますが、村内には玉井の小高倉山地内に村唯一の湿原が
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存在します。玉井財産区の管理地でもありますが、田代と呼ばれて､村の水源地帯に

もなっておりますが、少し手を加えますと、ミニ尾瀬公園程度の湿原公園が整備され

ます。周辺を一部採草地として貸付けしている状況にありますが、水源地ということ

でもあり、保全のために最近、貸付け相手に返還を求めている状況にあります。村お

こし、自然との共生ということで、以上のことを提案します。意見がありましたら村

長に伺います。なお、教育長にも里川ということをどういうふうに、そういうものを

教育に利用ということをどういうふうに考えているか伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 四次大玉総合振興計画、先ほどもちょっとふれましたがね、大玉村

のビジョンはどうなんだと。これは先ほど申し上げた信念は、これは大切に礎にして

いく必要がある。百年の大計は人づくりにあるということと、自然との共生による地

域づくりにある。これはやっぱり自然との共生なくして､地域の良さとか､人間の豊か

さとか、そういうことは求められない。そういうことで、大玉村の安達太良をバック

にした自然豊かさ、そして社会的条件の道路条件等の良さ、こういうものを生かして、

より活力ある大玉村というものの四次総合振興計画に持っていきたいなと。具体的に

今、それぞれ里山とか里川の問題とか、それから湿原地のそういう有効活用ね、学習

の場とか、あるいはまたそうしたことによるところのその地域なりの自然をより効果

というものを上げていただく、そういうこととか。それから今の採草地関係について

は、財産区の方のこれ考え方で今、進められておるようでありますが、それはそのよ

うな考え方で取り組みをされるということは、これは結構ではないかなというふうに

思っております。いずれせよ、大玉村の自然を生かした自然との共生、自然との共生

なくして大玉村の本当の良さの地域づくりということにはならない。そういうことを

十分これは生かした第四次総合振興計画ということに具体化していきたい。なお、四

次総合振興計画、住民の応募形式とかアンケートとか、あるいはそれぞれの学識経験

とかいろんな意見を聞いて、そして仕上げたいというように考えております。なお、

四次総合振興計画でありますから、具体的な今後の事務の進め方等については、担当

課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番議員さんに答弁します。

里川の利活用ということですが、俗にいうビオトープという水生生物が住んでいる

ような場所、そういうものの数がちょっと少ないというか、里川にはそういう部分が

あるということで、小学校を中心とした自然環境学習として、川に行って川の生物と

か植物を学習していくということで、今、生物多様性保全の国際条約に日本も締結を

して、本年度は非常にこれが県の方でも重点事業として進めていくということですの

で、里川の利活用をしながら体験学習を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。以上です。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。
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第四次総合振興計画のスケジュールでございますが、現在､豊かな村民会議、これ

を構成しまして、第三次の現状、課題、それから将来像等について、今後、６月の末

から７月にかけて会議を開く予定であります。併せまして、各課等のヒアリングを行

いまして、第三次の総合振興計画の進捗率、そういうものと更には第三期に実施でき

なかったものがあるのかどうか。第三期でもう事業が終わったものがあるのかどうか。

第四期に継続してやらなければならないのはどういうものがあるか、そういうものの

検証しながら、第四期に向けた新たな施策を構築していきたい。年内にはパブリック

コメントができるような素案を年内にはお示しできれば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） 丁寧な答弁ありがとうございました。

次に、人口減少についての項目でありますが、この課題は、出生率の増加に尽きる

と考えております。ときにマスコミなどで出生率の高い地域のことが取り上げられま

すが、私は子育て支援だけで解決できるとは考えておりません。全体的な大玉村の魅

力といいますか、計画の基本課題を確実に確立することが道と考えております。村長、

どうお考えでしょうか、やはり住宅増施策に尽きますか、伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは振興計画の関係で先ほどから何回も申し上げておりますよう

に、人が減っては理屈抜きに衰退です。だから、少なくとも現在の人口をしっかりと

堅持する。やや微増で増えていく、これは理想です。だから、そのために私はそうい

う信念できたがゆえに、平成５年１月１日から今年の２２年１月１日の人口関係と戸

数関係話をしたんです。これが逆だったらどうですか。これは理屈抜きにして自治体

もやっぱり生き物ですから。人がやっぱりそこに住むことによって自治体が成るんで

す。極端なことを言いますと、５０年後にうんと良くなるということで昭和の合併を

して、そして、それが今、人口１０分の１以下になって、そして、中学校の卒業生、

今年ニュース価値があるものだから、たった１人のところがあったんだね。田人中学

校というところありましたね。中学生たった１人ですよ。だから、やはりあと先ほど

言ったように、小学校が９校廃校になる。だから、要するに小学校が実質廃校になる

ようなことは絶対自治体としては命がけで学校を守る努力をしなくてはならない。そ

のために人がそこに住まなくてはならない。そして、そこに通う子どもがいなくては

ならない、学校成り立たない。その努力を命がけでやらなくてはならない。だから、

そういうことで大玉村もなにもやたらに、ひさし貸して母屋乗っ取られるようなこと

は、毛頭ありません。しかし、そこに一定の絶対数というものがなければ、自治体の

これは自治体力がなくなるんです。だから、それぐらいやっぱり大切な一つの背骨が

なくてはならない。大玉村という背骨が､それが大切なんです。だから、そういう一

つの町だった、村だったところが､結局いつのこまにか薄れていく。そうなると、そ

こに対する愛着心がなくなっていく。だから、どんどんどんどん人口が減っていって

る。残念ながらこれ県下の状況を見ると、本当にそういう傾向で､県下で１万２,０００
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～１万３,０００人、しかも毎年７００人台で減っている。それから、あるところで

は３,０００人近く減っているところもあるんだね。ただ、市部だけを見ているから

繁栄しているように見ている。郡部がこれどんどんそういうふうになっている。それ

で、結局自治体として良いのか。ひいては国づくりとして良いのか。だから、やはり

よそのことは良いとしても、我が村については大玉村はかくありき。そこにはしっか

りとした自治体力というのはやっぱり最後は人なり、人を絶対数をやっぱり確保して

堅持していく。これをやっぱりしっかりと根底に据えて、四次総合振興計画を立てて

いきたいと、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） 逆だったらどうか､正にそのとおりだと思います。これは逆だった

らということはあまり考えることがないので気がつきませんが、正に村長のおっしゃ

るとおりだと思います。ありがとうございました。

次に、暮らしやすい地域の創成について話します。この項目は、地域づくり協働精

神の構築にも通ずることでありますが、行政区について申し上げます。本日は、傍聴

に区長さんたちが見えておられますが、区長さん方に通じるいささか突飛な提案であ

ります。私は、大玉村人口のわりに行政区割が細かすぎると考えております。更に、

あちこちに新しい集落ができたことで、地域のまとまりやバランスに欠けた地域構成

になっているんじゃないかと考えております。前にも申し上げたことあるんですが、

行政再編、これをすべきじゃないかなと考えております。例えば大玉の１区、２区、

これで一つ。３区、４区はともかく、５区、６区、１７区で一つとか、７、８区で一

つとか、大山地区も同様にバランスの取れた地域集約、行政組織の再編をして、いさ

さか停滞している地域のまとまりを考えてみるのもと、まあそういうふうに考えてお

ります。地域の伝統文化、そういうものを上手に継承する方法で改変をして、地域に

刺激を与えるというのも活性化と考えられないでしょうか。更には行政区長の位置づ

けと申しますか、これを明確にすることであります。役場職員の削減、また、議会議

員定数の削減が現実の中にありまして、地域を最も知る区長の存在、役割が行政運営

に欠かせないと考えております。国も地域主権をうたっております。大玉村も行政改

革までいかなくとも、そういう考えで進めて、行政の一翼としての区長の位置づけを

明確にして、地域の創成を図ってみてはいかがかと考えております。私は議員になっ

てみて議会の立場とか、議員の立場、力では地域づくりに力が及ばないことをほとほ

と実感しております。現在でも区長の存在とか使命、位置づけが地域づくりにいかに

重要かと考えております。地域主権が進めば区長の位置づけ、必ず重要度が増します。

行政改革の意味合いから村長の感想を求めます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 行政区の区割りの位置づけ、これの改変といいますか、これも一つ

の時代の変化とともに、行政区内ごとに区ごとに人口の増減が生じておりますから、

これはやっぱり一考を要する提案だなというふうに思っております。ただ、長いこと

現在の行政区できたという、そういうやっぱりその地域の地域性、特性、歴史と伝統、
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文化といいますかね、これがあるんだわね。だから、これをいっちょう間違って、そ

の辺をよくコンセンサスを得ないと、今度は現代のような区長様が言うんだからとい

うようなことにいかない面も出てくる。だから、その辺をやっぱり十分住民の意見な

り、それから現在、担っている区長さん等の意見等も踏まえて、これは検討をしてい

きたいなというふうに思っております。それから、区長の位置づけというのは、区長

設置条例に基づいて、職分等がはっきりうたわれておるわけでありますから、区長さ

んも今日は傍聴に来ておりますけれども、十分認識をして、それぞれの歴代の区長さ

んは働きをしていただいておる。また、区長さんのそういう役割というのを細かいこ

とは別として、大体区民の皆さん方も認識をして、区長様の言うことだからというよ

うなことで、いろんな行政の諸課題等、そうしたものをある意味においては行政区の

村長的な役割で重要な役割を担っていただいておるなというふ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） 突飛な質問でございましたので、この辺にしておきます。区長の報

酬下げるなど考えないで、更なる位置づけをきちんとして、そういう行政運営をして

いただきたいと思います。

次に、産業構造の構築について伺います。これは大玉村農業の発展に尽きると考え

ます。自給率４０％以下の我が国でありますが、せめて大玉村は４００％ぐらいの自

給率、生産率を目標とする必要があります。効率性のある土地利用、新しいスタイル

の農業環境づくりを考えてほしい、考えなければと思っております。いかがでしょう

か、まず、伺います。

また、現在、実施している耕作放棄地の解消の施策でありますが、これもっと実効

性のある事業として取り組んでいただきたいと思っております。村民の理解は、中途

半端な施策としか見られておりません。行政の指導力をもっと発揮して、村民に理解

されやすい採算性を取り入れた施策を願いたいと思っております。村長に伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 農業の自給率は、総合食料自給率。大玉村は確か２２７％です。し

たがって２２７％で、もちろん県北関係ではトップです。それから県下でも２００を

超えて、先ほど言ったように人口が微増ではありますが増えているのは大玉だけなん

です。あとは２００を超えているようなところがありますが、そこは残念ながらどん

どん人口減少しているんです。だから、そういうこのことは大玉の誇れるところであ

ります。まだまだ耕作放棄地の問題、これ今、質問がありましたが、実効性はかなり

あるのではないかなと思っておるんです。例えば新規就農にきちっとこれが貸借関係

も結ばれておりますし、また、耕作放棄地だったものを耕作地にしたこと、再生した

ことによって立派に耕作もしておるということでございますから、今、私のところに

１か月後に上がってくるんです。耕作放棄地だったときには、こういう姿だった。再

生したところは、こういうふうになりましたと、写真これ上がってくるんです。そし

てまた、今の取り組みはこういうことだということで、着実に担当の方で進めている
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なということで考えておるわけでありますが、より良くということについては、こ

れに越したことはありませんから、これで１００点満点ということはありませんの

で、１００点を目指して頑張るというふうに考えておるところであります。また、こ

の大玉村にも耕作放棄地、平成１７年で約５０ヘクタールあるわけですが、これは最

も少ないんですね。当時の７市町村で、安達郡の。多いところでは６５０町歩くらい

のところもあります。福島県全体で２万１,７００ヘクタールです。その１０％、約

２,０００ヘクタールが安達郡の耕作放棄地なんです。なぜかというと、これは桑園

が多かったということなんですね。桑園は、しかし、農地としては再生すれば、適当

な傾斜が多いものですから、ものによってはこれは非常に作物等は適すると、そうい

う資源をやっぱりこれから大玉のみならず、この地域としてやはりこれは考えていく

必要があるなと。同じ広域市町村会の中に属するわけでありますから、広域の計画等

もあるわけでありますので、そういう席で共々に知恵を出し合っていこうではないか

というふうに考えております。大玉にもそういうことで、これらをしっかりと生かし

ていけば、麦とか大豆だとか、こういうものもやはり先立つものはそろばん勘定です

から、それでまあまあなんだなと、こういうやっぱり政策的な位置づけがないと、や

りたいと思ってもできない。大玉で本当にしっかりと作付けをすれば、４００くらい

は上がります。今でも２２７ですから。水田関係の例えば減反面積、こういうところ

には例えば作付けをする、あるいは耕作放棄地、あるいはずいぶん遊休化していると

ころがある。放棄地でなくて遊休地、こういうところにも作付けしたら４００くらい

はバンと上がるんですよ。そういうやっぱりことであれば、大玉のみならず地方はど

んどん活気づいていくなと、そういうやっぱりことに我々はこれからの本当の土台づ

くり、これをしっかりとやっぱり運動していく必要がある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） はい、ありがとうございました。次に、教育の充実についての項目

でお話しします。現在の施策で何の不足もありませんが、私はひとつ地域と子どもた

ちのつながりを考えた子ども会といいますか、そういう昔のような復活を望んでおり

ます。効果は説明されなくとも理解されると思いますので話しませんが、これの助成

制度などを考えられないでしょうか、村長に端的に伺います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １番議員さんに答弁申し上げます。

子ども会が確かに衰退して、だんだん地域のつながりがなくなって活動が衰退して

いますが、まだ、十分に夏休み等にはラジオ体操という形で地域と子どもたちがつな

がっているという現状はありますが、昔から比べれば希薄になっていると。原因とし

てはスポ少とか、空いた時間はスポ少で活躍するとかというようなものも、子どもた

ちのライフスタイルが変わってきたという部分もだいぶありますので、その辺は十分

に教育委員会で検討して進めていきたいというふうに考えております。ただ、助成制

度については、私どもの方で出してほしいとは思いますが、答弁はできませんが、内
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部で検討させていただきます。そういう助成を受けられるような体制が取れるとすれ

ば、是非要望していきたいと考えています。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。今後ともよろしくお願いします。

次に、地域づくり、協働の精神の構築でありますが、これは先ほどの言いました子

ども会の昔のような復活にも通ずるんでありますが、地域の伝統と文化の再生を考え

た地域の政の再発見を願いたいので考えてほしいのであります。世の中すべて新しい

ものに走る傾向がありますが、私は古い良き時代に郷愁を感じるのでありますが、大

いなる田舎、大玉村の再発見を願いたいんであります。温故知新ということで、村長

いかがでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは、まず大切なことは、大玉村の住民意識をしっかり持っても

らう。それが大切だなと思っておりますし、そういうことが地域の政とか、それから

あとは地域のいろんな諸行事、部落単位であるとか、あるいはまた区全体である。そ

ういうものは要するに村全体の活力剤につながるわけでありますから、大切にしてい

かなければならないなと。そういう意味では、コミュニティ助成事業等でかなり行政

も支援しております。政で良いことはなんだと、例えば子どもたちから、それから若

連から、それから高齢者に至るまで世代を超えてやっぱり一つの行事を通して、そう

いう世代間の交流につながっていく。これは計り知れない効果があるなと。あるいは

そのほか伝統的につながっているそれぞれの部落の何々講とか何々講とかいうのあり

ます。こういうのを今はそれぞれ努めておりますが、そういう行事を通して一緒にな

ってコミュニティを図る、コミュニケーションを図る、これはやっぱり非常に意味が

あるなというように思っておるわけでありまして、問題は、大切なことは失ってなら

ないものまで失ってはならない。やっぱり失ってならないもの、それからあとは吸収

すべきもの、これをきちっとやっぱりしていかないと、これは身売りするようなこと

になってしまう。何々町だったものが町が消えてしまう。何々村だったものが村が消

えてしまう。どういう結果になっているか、そこに対する愛着心はなくなっているん

です。身売りも同然だと思うんです。だから、そういうやはり背骨はしっかりとしな

くてはならにないなと。大玉村というやっぱり住民意識、大玉村というのは、これは

歴とした大玉の背骨である。これが健全に住民とともに持っていく限りは、これは大

玉村は盤石である。そのような確信の下に共々に村づくりをしていく必要があるとい

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。いろいろ提案とりとめもなく申し上げま

したが、なんせ１０年間の振興計画であります。ユニークな考えもあっていいかなと

申し上げました。このほかにも地域医療を確立して無医村からの脱出。そして、そろ

そろ検討が必要な庁舎の建設、それに伴う周辺整備など課題が山積、山積みしており

ます。私は今後、地方分権が進み、縦割り行政から解放されることが条件ではありま
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すが、徹底的な無駄を省いた公共施設の建設が望ましいと考えております。例えば役

場とか診療所とか図書館とか公園とか、これらを一緒一体とした複合施設にすべきと

私は考えて思っております。人口１万人足らずの自治体が、今後生き残れる、また、

立ちゆく工夫を視野に取り入れた行財政運営を計画してほしいと思っております。例

えばでありますが、前にも申し上げたことあるんでありますが、ＪＡの育苗施設の移

転などを図って、複合施設敷地の確保を考える、そういうことも思っております。ま

た、苗畑跡地など育苗施設として例えば可能かどうか、標高なども関連いたしますが

検討していただけないかなと思っております。大規模ハウス園芸、前々から提唱して

おります。そういうものの拠点になって農業振興に結びつけられればなと思っていま

す。ソフト面、ハード面それぞれ用意周到な総合振興計画を願いまして、最後の質問

といたします。村長の感想を最後に伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） いろいろと大玉村も約５０平方キロが平坦部で、約３０平方キロが

これが国有地ということでありまして、恵まれたこういう地域であります。そういう

中で国有地関係、これからも求めたいというような、そういう土地もあります。そう

いう中で苗畑等もあるわけでありますが、既存の土地なり、あるいはまた今言った求

める土地なり、そうしてそれぞれの１級河川、また普通河川、そして恵まれた４号国

道をはじめ、そういう社会的条件の道路網のそういう社会的条件、自然的条件、社会

的条件が備わっている大玉でありますから、しかも、高速道路なりでもって稲穂が黄

金色になびくというのは、よくよくあちこち私は歩いているけれども、大玉というの

は高速道路から両サイドすごい今は青くなって水田地帯、そして今度は実ったときに

は今度は黄金色になっている。高速道路でこれだけのところというのは、ちょっと見

当たらないですね。ごく最近私に会った人が言っておりました。そういう大玉であり

ますから、先ほど言ったような考え方の下に、自然との共生による地域づくり、大前

提は百年の大計は人づくりでありますが、そして、自然との共生による人づくり、こ

ういう信念の下に、これからも振興計画等の礎としてしっかりと図ってまいりたいと、

このように思っ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） 今回、第三次大玉村総合振興計画の検証と、また、第四次大玉村総

合振興計画について、大変範囲の広い質問でとりとめない質問にもなったような気も

いたしましたが、質問いたしました。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３０分といたします。

（午前１１時１６分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１１時３０分）

◇ ◇ ◇
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○議長（菅野行雄） ２番武田悦子君より通告ありました「地域の安全対策と公共施設等

の防犯対策の充実について」ほか１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２件の質問を行います。

最初に、地域の安全対策と公共施設の防犯対策についてお尋ねいたします。まず、

防犯灯の設置状況からお伺いします。防犯灯は、地域からの要望も多く村としても積

極的に努力し、夜間の暗がりがだいぶ解消してきていることは非常にうれしいことで

す。そこで、防犯灯の実態についてお聞きします。まずは、村が設置した数、次に玉

井、大山防犯協力会が設置した数、更には商工会などその他の団体が設置した数をお

伺いします。そして、これらの年間の維持経費がどのぐらいになっているのかについ

てお聞きします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 安心、安全対策ということで、特に子ども議会とか女性議会、切な

るそういう質問等がございました。そういうことを真摯に受け止めて、積極的に安心

安全確保対策、防犯灯の設備等をやってきたつもりであります。全体では６５１基ほ

どでありますが、それぞれ質問具体的にございました。これら等につきましては、担

当課長の方から答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） それでは、２番議員さんにお答えいたします。

村で設置されている防犯灯につきましては、村で設置して維持管理しているものや、

設置された防犯灯を村に寄付いただいて、村の防犯灯として維持管理しているものな

どがございます。そのほかに玉井、大山防犯協力会、また、各防犯灯組合で維持管理

しているものもございます。更には商工会で維持管理されております街路灯などがご

ざいます。これらの防犯灯につきましては、維持管理費の２分の１を、また新設につ

きましては３分の１を補助して、防犯対策の一助としているところであります。まず、

村が維持管理している防犯灯ですが、これは寄付をいただいたものも含む数ですが、

３５３基、それから防犯協力会が設置したものにつきましては、玉井地区防犯協力会

９２基、大山防犯協力会６９基、それからその他の設置数としましては、商工会７０

基、そのほか小姓内屋敷とか２区防犯灯組合、それから台場の防犯協会、寺久根街路

灯組合、台防犯灯組合等ございますけれども、それらを含めて６７基、合計しまして

６５１基というふうになっております。

続きまして、年間の維持経費ということでございますが、電気料、その他修繕料

ということになりますが、平成２１年度で村で設置したものにつきましては、維持管

理村の電気料、修繕料につきましては１１２万９,９５４円。玉井防犯協力会が２９

万７,９５８円。大山防犯協力会につきましては２１万５,４６８円。商工会６２万

７,４４０円。それから小姓内屋敷４万７,１２６円。２区防犯灯組合１０万２,９０６

円。台場防犯協会５万５７１円。寺久根外灯７,１２１円。台防犯灯組合７,５５４円。

合計しまして２４８万６,０９８円。うち補助金額としましては６７万８,０７２円と
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いうふうになっております。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） はい、ありがとうございました。これらの防犯灯でありますが、防

犯灯は正常についていること、これが大変重要であります。中には昼間からついてい

る、そのようなものがあるようでありますが、肝心なのは夜に薄暗くなってからの夜

間に点灯してこその防犯灯としての役割が発揮されるわけです。ですので、日常的な

管理が大変重要になってまいります。先ほど答弁いただいたように、村の管理以外の

防犯灯が結構な数になっております。防犯協力会と言いましても住民の組織でありま

すから、なかなか日常的に管理をしていくのが難しい面、このようなことがあるので

はないかと思います。そこで、これらの団体が設置したものを含めて、村に移管した

うえで一括して管理できないか、その辺をお聞きしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 防犯灯につきましては、長年にわたりその地域の実情に

合わせて設置されたというような経緯がございまして、個人の庭先を照らしているも

のから、あとまた一般の住宅の軒先に設置されているような、そういうものもござい

ます。それで、一概に村で全部管理するというのはちょっと難しいかなというような

部分もあるわけですが、各地区の防犯灯組合、それらと協議しまして、公的防犯灯と

して認められるような場合、そういう場合には寄付をいただいてお引き受けしている

というような状況でございます。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。ただいまのお話しですと、この各地の実情

に応じて防犯灯が設置されている。中には、本当に軒先を照らしている、このような

ものがあると、そのようなお話しでありました。しかし、それはほとんど例外的なも

の、ごく一部のものに限られ問題ではないかと思います。できるところから村に移管

をしていただいて、合理的に管理する。そのような時期に来ているのではないかと思

います。玉井、大山両防犯協力会の意向なども踏まえながら、これらを村に移管する、

このような考えがあるかどうか、再度お伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 防犯灯の移管につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに、各防犯灯組合とはそれぞれ協議しながら進めてまいりたいというふうに思って

おりますし、玉井、大山防犯協会につきましても、そういった話がありますれば、前

向き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） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。次に、防犯灯がつかないなどの不具合、こ

の不具合が発見された場合の修繕の手続きについてお尋ねいたします。先程来からも

答弁いただきましたように、村や両防犯協力会が設置したものなど、様々な形態のも

のがあります。村民はじっくり近くに寄ってみれば、どこで管理しているものだとい

うのが分かるのだと思いますが、なかなかこの分からない場合、このような場合もあ
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るかと思います。そこで、これらを修繕する場合の要望する手順ですね、これらを区

長さんはじめ区の役員の方々、そのほか多くの皆さんが分かっていることが大切では

ないかと思います。この具体的手順はどのようになっているのかお聞きします。また、

ついてない防犯灯はできるだけ速やかに修繕すべきだと思います。不具合の指摘があ

った場合には、すぐにでも修繕できる仕組みを作るべきですが、その点はどのように

なっているのかお伺いします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えします。

電灯が切れたような場合、一般的には各行政区長さん又は組長さんを通じて連絡を

いただいております。ただ、各住民の方から連絡いただくような場合もございますけ

れども、そういった場合もその都度対応しているところでございます。なお、防犯協

会、それから各防犯灯組合で管理している防犯灯についても、これらについても連絡

があれば住民生活課の方で修理依頼を受けまして、各管理者に連絡しているところで

ございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。引き続き速やかにこれらの修繕が行われる

ようにお願いいたします。この村道星内・西庵線でありますが、この道路は今年度社

会整備総合交付金の交付決定を待っている状況であるというのが、この行政報告の中

にございました。この路線は小中学生の通学路として大変重要な道路であります。拡

幅整備が行われて、交通の安全が確保されるとともに、暗くなっても安心して通行で

きる道路としての整備が必要ではないかと思います。この路線への防犯灯の設置の予

定、これらをお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

星内・西庵線につきましては、現在、道路改良中ということでございますので、現

在、既に設置されている防犯灯もございます。これらについては設置替えというよう

な形で対応してまいりたい。また、不足する部分につきましては、建設課等々検討し、

必要であれば設置するといった方向で進めてまいり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） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。子どもたちの安全対策の観点からも防犯灯

の設置を是非要望いたします。

この事項の最後の質問になります。公共施設等への防犯カメラの設置について質問

いたします。まず、国道４号地下歩道に設置されている防犯カメラの運用状況につい

てお尋ねいたします。この防犯カメラは、地下歩道の危険性から設置されたわけであ

りますが、設置後から現在までの運用状況について、具体的にお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。
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国道４号線の東地下歩道につきましては、平成１９年１１月に運用を開始しており

ます。同時に防犯設備ということでカメラを設置しておりますけれども、カメラにつ

いては８基設置されております。あと非常ベルというのがございますが、これが７か

所設置されております。現在までですが、事件、事故等もなく経過しておりまして、

非常ベルが作動するような事例は、発生しておりません。また、カメラやコントロー

ルボックスにそういう異常信号があった場合には、警備会社の方ですぐに来て対応し

ているような状況でございます。

あと、設備の保守点検につきましては、年２回ほど実施しております。そのほか地

域の大玉っ子見守り隊によります防犯設備の説明会、また、清掃活動などを行ってお

ります。各団体によります街頭見守り等も行われている状況でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。事故が起きていない、これが一番良いこと

だと思います。

次に、外来者の監視ということではありませんが、全国各地で学校の中での犯罪、

これらが発生しております。これらのことから学校に防犯カメラを設置している、こ

のようなところもあるのではないかと思います。大玉村においては、どのようになっ

ているのかお聞きいたします。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

大玉村の幼少中学校におきましては、玉井小学校において、職員玄関と廊下を見渡

せるような設備は整えておりますが、学校の敷地内全体を見渡せるような防犯カメラ

の設置等については、現在行われておりません。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 玉井小学校のこのカメラですが、これは録画をされるものではなく

て、ただ、このカメラでモニターで見るというだけのものですか。録画はされるんで

すか、お伺いします。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

これはライブというか、その現在のものをテレビ画面で見るだけのものでございま

す。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。いらっしゃった方が中から見える、そのよ

うなものだということですが、地下歩道のように録画をするということになれば、大

変な金額、費用の面からも大変なことになるわけでありすので、この玉井小学校のよ

うにモニターだけでも防犯上の効果は大きいものと思います。更に、この玉井小学校

だけではなくて、そのほかの幼稚園、小中学校、保育所など、そのような場所には設

置する考えが今後あるのかどうか。更に、村内各地で車上荒らしがこの間起きており

ます。公民館や体育館など公共施設の駐車場においても被害にあった方がおられます。
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このような場所への防犯カメラを設置する、このような考えがあるのかどうかお伺い

します。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。

今のところはそういう予定は持っておりませんが、ライブですと誰かが監視してい

なきゃいけないこと。それから全国的に見ましても、犯罪多発地帯についてはカメラ

を設置している学校等が多いようですが、安達管内見ますと、ほとんど設置されてい

るところがない。１校、２校だということです。でも、過去にそういう問題が起きた

ということです。監視カメラは町中に都会の方は張り巡らされておりますが、これは

裏を返すとプライバシーの問題とか安全確保以外の問題もありますので、録画付きで

あれば有効であると分かっているんですが、付ける場所を体育館、グラウンド、校内

となりますと膨大な量になりますので、私どもが考えているのは、コミュニティスク

ールの中で、地域の方たちが日常的に学校に出入りする学校づくりを目指しておりま

すので、その方向で今のところは考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。コミュニティスクール移行の中で、地域の

皆さんの目が防犯カメラの役割を果たす、そのようなお話しだったかと思います。確

かにこの点も有効ではありますが、犯罪のない社会をつくる、その上でも犯罪を起こ

しにくい環境をつくる、このことが防犯にとっては大きな意味があるものだと思いま

す。大玉村から少しでも犯罪をなくすための環境整備を行政としても今後とも努力さ

れることをお願いいたします。

次に、２点目の質問に入ります。森林資源の活用、里山再生と新たな雇用創出につ

いて質問いたします。鉱物資源等のない日本においては、森林資源は唯一の資源と言

われています。国土の７０％が森林で占められ、水田農業や環境を支えているのが、

森林です。かつて木材はもとより、薪、炭、狩猟や山菜など、多くの人々の生活を支

えてきたのが森林です。その森林も生活様式の変化や木材需要を海外に依存する中で、

次第に手入れも放棄され、環境破壊が進み、保水力の低下や水資源の枯渇の問題など

看過できないところまできています。村長は、大いなる田舎を強調する中で、折にふ

れ、本村の森林の価値についてふれられております。広大な国有林野は、空気の再生

や水の供給など様々な価値を有しております。その経済的価値について、改めてお尋

ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今、温暖化が叫ばれておりまして、産業革命以来、何度上がったか

というと０.９度と。東大のその筋の専門家、山本教授の話によりますと、人間の生

活が今のような生活維持できるのは２度だと。これはもう大変な勢いで温暖化が進ん

でおる。そういうことを考えると、この森林の果たすべき役割は非常に大切であるな

と、そういう一旦、自治体としても責任は果たさなくてはならない、そういうふうに

思っております。そういう意味での森林の価値でありますが、これは林野庁関係で計
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算した例えば水源涵養機能とか土砂流出防止機能とか、それから土砂の崩壊防止機能

とか、保健休養機能とか、こういう関係で、それからあと野生鳥獣保護機能、大気の

保全機能と、こういう大別して、こういうことでもって公益性どのぐらいになるかと

いうと、国では大体７４兆９,０００万円台、７５兆円というのが、要するに国の今

言ったようなもろもろの関係での機能。じゃ、こういうもろもろの計算は、これはう

ちの方の森林は学者でも頼まないとできませんから、単純計算で本村の森林面積を

割ってみました。ということになりますと、本村の林野面積は４９平方キロなんです

ね。それで、面積で割ってみますと、単純でありますが、１４８億円ということでご

ざいますから、ざっと１５０億円の林野庁の計算したものに準じた面積でありますが、

１５０億円程度の公益性というものを持っているのではないかなと、そういう目安を

持っております。私から言わせれば、それ以上の公益性があるなと思っておりますが、

一応この国の基準等で面積割ではこういう数字が出てくるということであります。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。ただいま答弁いただいたとおり、森林は相

当な経済的価値を有しております。大切な視点は、これは単年度だけの価値ではない

ということです。来年も再来年も未来に継承される価値であることを認識する必要が

あります。そのことを踏まえながら、次の質問に移ります。

森林資源の活用の課題についてです。広大な国有林野と民有林は、本村の相当の面

積を占めておりますが、木材として活用されるであろう森林面積は、どのくらいの面

積になるのか、資料があればお答えいただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

木材の使用に関する面積ということでございますが、面積についてはそれらの数値

を把握資料は残念ながらございません。先ほども木材使用量の関係で村長からもお話

しがありましたが、現在、木材資料の中で国産材が使用される割合は３０％を切って

おります。いわゆる外材がほとんど使用されるということで、その中にはいわゆる長

期にわたる材価が低迷しておりまして、伐採しても搬出費用が高くて残念ながら割に

合わないという形で、山も伐期を迎えても伐採されないということで、これらが林業

分野の大きな課題になっているのが、現状でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） ちょっとはっきりしたことは数字的に把握してないからマイクの答

弁では言えないわけでありますが、約５０平方キロですから４９、そのうちの２８が

これ国有関係でありまして、あと民有関係が２０平方キロ。私の考えですが、木材と

して実質利用できるのは、村の関係のこの２０平方キロのうち約半分かなと、私のこ

れは勘でありますが、そのくらいはこれは利用できるのではないかなということであ

れば、国全体で木材の自給率、これ２７％ですから、だから、大玉でこの１０平方キ

ロくらいが要するに民有林関係、それからもちろんその中には４００ヘクタールのあ

れも入っております。４００ヘクタール全部玉井財産から利用できるかというと、そ
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うではありませんから、というと大体は２０平方キロの半分１０平方キロ、このくら

いは活用すれば、大玉も大玉独自の木材利活用というのは５０を超えるくらいのこと

は、政策は取り組みできるのではないかなと。ただ、残念ながらこれどんどん今のと

ころ２７％のような、そういう状況下で採算が合わないということである実態であり

ますから、この辺も先ほどもちょっとふれましたが、この自給率を高める、そして、

林業でも成り立つ、そういう運動を起こしていく必要があるなというふうに認識をい

たしております。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 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。（午前１１時５６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） ２番武田悦子の再質問を許します。２番。

○２番（武田悦子） 質問を続けます。国内産の木材は、輸入材に押されて採算が合わず、

山は手入れも行き届かない状況に置かれています。しかし、国土保全の観点やＣＯ２

削減などの点からも、除間伐など適正な管理と国産材活用、植林など林業の再生の課

題は大きいと思います。かつて国有林野に働く労働者は、玉井担当区だけでも７０人

ほどいたと聞いています。それだけの雇用吸収力があり、植林、管理、製品化の循環

を守れば、再生可能な安定した資源として十分に活用できていたわけです。すべてが

経済効率の下に切り捨てられ、今や国有林野ほど荒廃が進んでいると言われています。

村政の力だけでは到底果たせる課題ではありませんが、日本に残された資源として、

森林を見直す時期にきていると思います。この点について、村長はどのように考えて

おられますか伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先程来も林野庁の計算した７５兆円のそれぞれの公益性というもの

を申し上げました。しかし、残念ながら木材関係等については、採算面でもって生活

が成り立たない。そういうことでどんどんどん荒廃化していくような、そういう現状、

これはなんとかやっぱり息を吹き返せる、そういう我々に努力の責務があるなと、そ

ういうふうに考えております。１８日にも私たち全国の町村の役員会があったわけで

ありますが、先ほどもちょっとふれました。林野関係等につきましては、こういう点

について特に力を入れて国等の政策を迫ろうということで考えておるわけであります

が、この森林林業山村対策、要するに現場の実態に即した新たな森林計画、こういう

やっぱり計画あって努力する。だから、国政においてしっかりと道しるべを示してい

ただく。それに準じて市町村がそれぞれの計画を打ち立てる。それから、森林基盤の

推進と森林管理対策の充実強化、努めて公共事業関係、こういう関係とか木材自給率

の向上、こういうものについてしっかりとやっぱり計画を打ち立てる必要があるんじ

ゃないか。あとそのほかもろもろ要望をするものをまとめてきたわけでありますが、
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今申し上げたように、本村でもざっと面積で計算すると１５０億円程度のこれは公益

性があるというふうな数字的にも一応の目印として出ているわけでおるわけでござい

ますから、先ほど５０平方キロと言いました。そのうちの約２０平方キロが民有地で

ありますので、民有地にとりあえず意を注いでいく、そういう責務があるなと、その

ような認識をしおるところであります。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。次に、除間伐材の活用について質問いたし

ます。現実的には、ほとんど山の手入れはなされてないわけですから、除間伐材その

ものの発生が少ないと思いますが、活用のめどが立てば、手入れもできてくるのだと

思います。国内の森林は、年間需要量に匹敵する生長量がありながら、木材の自給率、

先ほどもありましたが、２４％程度にすぎません。森林、林業を再生するため、間伐

助成の拡充と作業道路の整備によって健全な森づくりを進めなければなりません。３

月議会でも取り上げましたが、住宅改修事業に対する助成事業などと組み合わせなが

ら、総合的振興計画を作っていくべきだと思います。民間任せではなかなか進まない

面もありますが、地元の製材業や森林組合とも連携しながら、加工板工場、チップ材、

ペレット加工、木工クラフト、更には菌茸類の生産など、総合的な林業振興の基盤づ

くりを進めてはどうかと思いますが、村長の見解を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 本村の木材を利用しての要するに住宅建築、新築とか、あるいは改

修、こうしたものに対する村独自に限界がありますが、どういう支援策が講じること

が可能なのか、それはよく検討をしていく必要があるなと、そういうことも国等に先

ほどもふれましたように要望をしておるわけでございますから、しからば大玉として

はどういう支援策があるのか、検討をする必要があるというふうに認識をいたしてお

ります。あと具体的にペレット、あるいはチップ、木工クラフトうんぬん、菌茸関係、

こういうことは具体的な取り組みをしている実績もございます。今後、更に推進をす

るという、そういう考え方も持っておりますので、担当課長の方から答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えします。

除間伐材の活用の関係につきましては、ここにチップほか記載されている内容があ

りますが、チップにつきましては、いわゆるパルプの原材料とかで、本村でなかなか

これをチップとして活用するという具合にはいかないかと思いますが、例えば茸栽培

のオガ菌の原材料ですとか、あと家畜用の敷きわらの代わりにチップを敷いていると

いう方もございますので、そういう活用があるかと思います。あとペレットにつきま

しては、ご存じのとおりストーブの燃料用の関係、あと木工クラフトについては、体

験学習用の木材等の活用、あと菌茸の生産につきましては、かつて椎茸等大規模にや

っておられた方がおりますが、現在については、ほとんどナラ等の椎茸等については

栽培されない現状でございますが、森林資源の有効活用を図る面では、これらの間伐

材の有効利用というのが大切になってくると思います。以上でございます。
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○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ここ数年小学校で副村長はじめ職員の方が、ボランティアで茸栽培

を指導していると伺いました。大変良いことだと思っております。そこで、単に栽培

にとどまらない林業や森林の持つ価値などに気づくことも大切ではないかと思います。

この取り組みの成果、更に今後の展開についてお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

玉井小学校の３年生の総合的な学習の中で、森林環境学習授業として自然の恵みを

いただこうというテーマを設定しまして森林の環境学習をしております。舞茸栽培を

行っておりますけども、子どもたち自らが原木を設置しまして、水くれなどの管理を

して、生育の状況を観察し、秋の収穫においては、収穫する喜びと茸を味わい、森林

の持つ環境への影響、それから活用について勉強しております。森林環境学習授業の

中で各学年でテーマをもちまして、３年生は茸栽培ですけども、４年生、５年生、６

年生ということで水資源の調査とか、それから川の生物の調査ということで、森林の

持つ機能性について学習しておりますので、今後もこれらの森林学習について推進し

ていきたいと思っております。以上です。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 実態のほどにつきましては、今、課長の方から答弁のとおりであり

ますが、こういう舞茸等についての一般住民に対する普及推進ね、こういうものにつ

いては、今後、木材の利活用関係では重要なやっぱり位置づけになることは間違いご

ざいませんので、一般住民に向けての普及推進を図っていきたい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） ありがとうございます。今後とも子どもたちの中で、森林環境学習

が進められることをお願いいたします。

次に、ペレットストーブの普及状況とランニングコスト、暖房効果、更には小中学

校等への導入についてお尋ねいたします。まず、普及状況、どのような数字になって

いるでしょうか。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えします。

ペレットストーブの普及状況でございますが、ペレットストーブにつきましては、

初期コスト、いわゆる当初の購入費用が１台当たり３５～４０万円ということで、通

常の石油ストーブと比べますと約１０倍程度の値段の価格差があるということで、ま

ず、公共施設用につきましては、森林環境税の交付金の事業を利用しまして、現在、

役場庁舎をはじめ産業振興センター、改善センターと分庁舎で合計４台導入しており

ます。一般住宅等についての詳しい設置数は把握しておりませんが、設置していると

いう話も聞いておりますが、なお、一般家庭で導入する場合は、県のこのペレットス

トーブの利用推進事業というのがありまして、１台当たり５万円を年間７０台までは
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補助しますよという県の推進事業がございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 今、普及の数についてはお聞きしましたが、石油ストーブと比べて

１０倍ほどの値段の差があるということもお伺いしました。このペレットストーブの

暖房効果、石油ストーブと比べると効果的にはどのぐらいの差があるのか、同等なの

かどうか、その辺をお伺いします。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えします。

暖房効果でございますが、カタログの数値で申しますと、２,９００カロリーから

７,３００カロリーということで、一般家庭用とするならば、十分な暖房能力がある

のではないかということでございます。なお、これらの石油ストーブ等に対してのい

わゆるコストの関係、燃料費の関係でございますが、これらにつきましても、いわゆ

るペレット１袋１０キロ入りで５００円するんですが、大体役場の本庁舎におきます

ペレットストーブですと、最大で一日当たり１５キロ、値段にすると８００円弱、い

わゆる石油で換算しますと、石油ストーブについては大きさによって石油の消費量は

違いますが、約１０リットル程度の消費する石油ストーブと同等のいわゆる通常の燃

料費がかかるという数値がございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 今の暖房効果とかお伺いしますと、まあ石油ストーブと比べても初

期投資にはかなりの金額がかかりますが、その後はそう変わらないというふうなお話

しであります。その数字上だけでは単純に比較できない部分があるかと思いますが、

このコストの面だと現在の普及の発展途上の段階、そういう段階で多少高くなってい

るのかなとそのようにも感じられますが、この森林学習、環境学習の観点からも併せ

て学校等への普及、このようなことが考えられるというものかどうかお伺いします。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

ただいま農政課長が申し上げましたように、石油ストーブとそう変わりはないとい

うことでありますが、改善センターに１台ありますけども、やはり熱量的に少し劣る

のではないかというような感じはしております。現在、地球温暖化防止が世界的な課

題となっておりますので、これらの導入を今後検討いたしまして、子どもたちに温暖

化防止の教育、環境教育等を推進していく一つの有効な手段かなと考えておりますの

で、今後検討していきたいと思います。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。十分検討していただけるようにお願いいた

します。

次に、環境負荷を抑えるために各地で様々な取り組みがなされております。木材の

乾燥に重油ボイラーが使われてきましたが、岩手県などでは木材チップや樹皮を燃料

とするボイラー乾燥機の開発などを進めているそうです。製材業者等の要望や意見な
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ども取り入れながら、木材の乾燥に導入が可能かどうか研究してはいかがでしょうか。

また、木材活用や産業の育成を図るうえで、除間伐やペレット化を進めるため、破砕

機の導入も必要ではないかと思います。ペレットの製造機は、小型化してきていると

も聞いています。今後、ペレットストーブの普及や除間伐の推進を図るうえでも、ペ

レット製造機の導入を研究してみてはどうかと思いますが、村長の見解を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 枯木になって倒木して、そういうのが至る所に見当たっておる。又、

間伐も必要とする、そういう箇所等もあるわけでありますから、今言ったようにペレ

ットのような形で普及した方が良いのか、あるいは最近、私が何か所か見ておるわけ

でありますが、非常に木そのものね、これを丸太でもなんでもくべて、周辺にあまり

汚さない。そういうことで、大変これは良いなと思うような、そういうストーブも見

ておるんです。だから、そういうのがその家の造りとか、そういうことからして普及

したら良いのか、いずれにせよ、森林の要するに利活用、そして緑にするという、こ

ういうことについての前向きな取り組みを検討してまいりたいと、このように考えて

おります。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。はじめにも申し上げましたが、森林資源は

日本の最後の資源であり、再生可能な資源です。肝心な問題は、その森林を再生する

ことです。里山の活用、民有林などの除間伐を進めるための施策、この林業の現場で

新たな雇用を作り出す総合計画をはじめ、森林を高度に活用するために福島大学の共

生システム理工学類との共同で積極的森林活用策を作り出す考えはないか。更には、

大玉村は子育て支援などの分野で、福島県でも先駆的取り組みを進めてきました。農

業の分野でも様々な積極的支援策を進めています。福祉分野でも農業分野でも県政や

国政に大きい影響を与えていると思います。広大な国有林野を持つ大玉村が、林業の

分野、とりわけ雇用創出をこの分野でどうつくれるのか。この道を追求することは、

大玉村の自然的条件に照らしても重要ではないかと思います。環境、働く場所、地域

の資源を生かした村の産業の基盤づくり、このような視点に立って村をどう生かし切

るのか、最後に村長の決意を伺って質問を終わりたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 森林の重要性というのは、質問者のおっしゃるとおりでありまして、

森林の利活用策、そしてまたその前提とすることは、自然との共生、これが大切な位

置づけに考えているわけでありまして、今度の四次総合振興計画の中に、そうした考

え方をしっかりと刻み込んでまいりたいと、このように考えておるところであります。

○２番（武田悦子） 以上で終わります。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「特色ある村づくりについて」ほか１件

の質問を許します。８番。

○８番（遠藤義夫） 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
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行いますので、簡潔な答弁よろしくお願いいたします。

まず、最初に、特色ある村づくりについてお尋ねいたします。鳩山内閣が昨年の９

月の発足から８か月余の歩みに幕を下ろし、衆議院選圧勝を受けた歴史的な政権交代

の熱気は、政治指導の迷走や政権トップの政治と金問題で徐々に失われ、最後は米軍

普天間飛行場の移設問題を巡る混乱が致命傷となり、政権交代に託した国民の期待が

一気に色あせ、社民、国民新党の３党連立も社民党の連立離脱、国民新党の造反など

で混迷しており、政治空白を招いており、国民は一日も早い安定した政治を願うもの

であります。地方自治にも地域にも大きな影響を与えており、景気回復が遅れており、

企業進出も足踏み状態にあると言われておりますが、本村にもそうした企業誘致の影

響が出ているのかどうかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今おっしゃられるように、なかなかキチッと定まらない。我々の期

待していることは、ここ２０年間、失われた２０年とこう申し上げましたが、何人総

理大臣替わっているかと思ったら、１２人だか替わっているんだね。これは世界では

ちょっと珍しいので、やっぱりそういうくるくる長が替わるようでは、しっかりした

やっぱりリーダーシップを発揮できない。残念ながら今言ったような、そういう状況

だと。そういうことがやっぱり大きく疲弊化というものに対して、復活できない原因

になっているなと。だから、早く安定してほしいなと。そして、安定してほしいとい

うことについては、やっぱり国家戦略、それから国のリーダーとしてのこの国をどう

するのかという、こういうことをしっかりやっぱりわきまえてほしい。そういうある

意味においては、自由主義経済社会であっても、国家資本主義的なところもなくては

ならないと思うんです。国の役割、これをしっかりやっぱり果たしてもらうことによ

って、地方自治体もそれなりにこれは受け皿になってやっていける。具体的に言えば

地方分権とかいろいろ先ほどもふれましたが、そういうことに期待をしているという

ことと、そういうことに立って、初めてそれぞれの市町村が企業関係とか、そうした

地域性に合った、そういうこもどんどんこれ積極的により行動が開始できるし、また、

このような状態では企業も今ちょっとじっとしている。こうやって沈んで目は開けて

いるんですが、じっとしている。どうなるのかなと、そういう状態であると思うんで

すね。よし、これならばやっぺと、打って出っぺという雰囲気にならない。だから、

やっぱりそういうことでは、影響受けているのか受けていないのかということになれ

ば、失われた２０年、また、継続中のような感じはする、これが率直な考え方であり

ます。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） ただいまの答弁では、影響があるということでございますが、そう

した具体的な例を挙げますと、パイオニアですか、あの跡地、今にもすぐに開発でき

るような話があったんですが、現在の状況とその他の企業誘致に向けた取り組みみ状

況についてお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） 具体的にパイオニアの跡地関係でありますが、これは大変うまい方

向にこれが動けばいいなと期待をしておるところでありまして、今、先行してそれぞ

れうまくいくのかいかないのかは、私はまだ具体的に計画のほどあがってきておりま

せんからどうこういう段階ではありませんが、一応いろいろと努力をしていると、こ

ういうふうに聞き及んでおります。したがって、何とか成功してほしいなと願ってお

ります。

それから、そのほかの関係、これ４号国道というところを控えておるわけでありま

すから、これは本村の要するに産業集積エリアなんです、統計上ね。また、そういう

ふうに土地利用をこれはやっぱり図っていくべきである。そして、村内にもやっぱり

雇用の場を確保したい。私もしょっちゅう東京に行くものですから、なんといいまし

てもやっぱり県の窓口は東京事務所でありますので、東京事務所の方に寄ったり、あ

るいはそれぞれの県から出身のそういう企業等にもおじゃましたり、いろんなそうい

う方にも集まる機会がございますので、そういうことでお願いをしてみたりというこ

とでやっておりますが、先ほど言ったように、今ちょっと先行きの見通し関係、こう

いうものを十分やっぱり今のところ見極めているとこういうことなので、おいそれと

具体化はまだしていない。早くやっぱりそういう見通しというか、みんなが元気を出

せる、そういうやっぱり国の方向付けというものに期待をしているところであります。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 大変厳しい状況の中にあるということでありまして、村長の行政手

腕を期待するところであります。

次に、仲ノ内地内住宅団地についてお尋ねいたします。今、仲ノ内団地の造成が順

調に進んでいるようで、事故なく早急に完成することを望んでいる一人であります。

また、この進捗状況については、１７日の村長の行政報告の中にありましたので、こ

れはカットします。

また、大玉村の子育てに対する環境制度が他市町村よりも進んでいることが知られ、

若者の定住が進んでいる状況にあります。現在までの区画数の販売等もなんですが、

これも行政報告の中にありました。３２区画中、現在２５区画が予約が取れたという

ことでございます。その内容についてお尋ねしたいんですが、子育て支援策をやって

いる中で、若者の定住率をちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

仲ノ内の住宅団地２５区画について、予約申し込みが現在、入っております。その

うち正式に申請書を提出していただいている方が１６人、２２区画分であります。こ

の状況でありますが、２０代の方が６名、３０代の方が８名、４０代、５０代が各１

名というような状況であります。平均３１.７歳で、合計世帯人員５０名というよう

な現在の申請状況であります。

○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。大変希望が持てるような状況なの
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かなと思いますが、あの土地は学校の近くでもあり、乱開発防止として村が買い取り

開発したもので、従来の宅地開発とは違い、今後の民間開発に良くも悪くも影響を与

えたわけで、今後もこうした手法のちょっと間違いましたが第２でなくて第３になり

ますが、第３の住宅団地の構想があるのかどうかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 第３のこれからも考えを持っているのかどうかということでござい

ますが、これは具体的にどこのここのということについては、これから詰めてから申

し上げたいと思います。持っております。これからも第二弾、第三弾というようなこ

とで、それも適地、そういう適地を民間とかそういうのにあまり影響させない、そう

いう適地、公共がふさわしいなと、公共でやるのがふさわしい。そういうところにつ

いて、適地については二弾、三弾で考えております。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 次に、安心して子育てのできる環境の整備についてお尋ねいたしま

す。本村はいち早く特色ある村づくりとして、若者の定住促進策として国に先駆け、

子育ての環境整備をしてきた経過がありますが、近隣の市町村からうらやましく見ら

れることもあります。そうした努力が微増ながら人口の増加を見ているのかなと思い

ます。国の政策で子ども手当が支給されるようですが、これも賛否両論がありますが、

子を持つ親としては助かる制度だと思われますが、果たして少子化に歯止めがかかる

か疑問であります。村としても子育て支援策は他市町村より充実しているので、これ

で良しとするのか、また、新た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） 先ほどの質問者にも申し上げましたが、これはやっぱり次世代の人

材を生み出すというのは、これは現在の最大のやっぱり命題だと思うんですね。それ

をしっかりと我々はやっぱり大人として責任を果たす。特に自治体行政の役割として、

大前提にこれはやっぱり取り組みをしていく責務があるなというふうに考えておりま

す。いつの時代も子どもは未来なんです。子どものない社会では発展がないんです。

学校がどんどん廃校になるのでは、これは絶対と言ってもいいです、発展しません。

子どもは未来。そういう考え方からすれば、これはやっぱり子育て支援というのは、

これはやっぱり一家庭に任せるべきではない。社会全体で、特にこういう行政、自治

体というような、それぞれのやっぱり、やらなくともどんどん例えば関東圏域は毎年

１０万人ぐらいずつ人口増えているんです。ところがどんどんこれ福島県みたいに１

万２,０００～１万３,０００人毎年町が吹っ飛んでいってしまう、こういうところあ

るんです。だから、そういう増えていくところは増えていくような、やはり施策とい

うものが必要だと思うんです。また、こういうどんどん減っていくようなところにつ

いては、それなりのやっぱり命題があります。そういう意味で、この子育てというの

は大玉のみならず、地方にとっては、これはやっぱり最大の現今の命題である。大玉

でもそうである。そういうことで、子育て支援策は十分今までもこれやってきたつも

りでありますが、これから状況判断でありますが、どの分についてどうやって行くべ
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きであるか、それによって例えば跳ね返りはどうなるのか、定住人口によって交付税

はどうなるのか、あるいは今の固定資産税はどういうふうに跳ね返ってくるのか、あ

るいは民税でどういうふうに跳ね返ってくるのか、この辺はやっぱり財政面のバラン

スを考えながら今までもやってきたつもりであります。財政力指数は着実に上がって

います。そういうことで、要するに一方でいただくべきところをいただかなくとも、

一方ではより以上に結局効果が期待できる、こういうことをよく考えながら、これは

一家庭に任せるべきではない。当然家庭の責任もありますが、それを超えたやっぱり

自治体、行政のやっぱり役割もしっかりと果たしていかなくちゃならない、こういう

ふうに考えておりますし、そのような考え方でこれからも努力をしていく責務がある

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） 大変心強い答弁をありがとうございます。

次に、環境に配慮した村づくりの推進についてお尋ねをいたします。村でも乱開発

による環境破壊の防止ということで、村民の森、苗畑跡地、名倉山採石場跡地等、か

なりの面積の土地を購入しておりますが、それぞれ計画があっての購入だと思われま

すが、苗畑地内は条件が付いての購入との説明で、しばらくは目立つ動きができない

とのことでありますが、名倉山採石場跡地は民間ですから、そうした制約はないもの

と思われますが、どう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） 具体的にいつの年度でどういうふうにしてどうこうするというよう

なことは、これから住民の意見と関係者の意見等を聞きながら、また、内部的にも検

討して進めていきたいと思いますが、名倉山については、あの岸壁、これをなんとか

緑化、あるいは花園化、まあ基本的には緑化ですね、それにしたい。それからあと下

の方の石採っていったところ、こういうところにも花木のようなもの、例えばアカシ

アだとか山桜だとか、こういうものを計画的にどんどん植林をしていきたい。そして、

あの絶壁とそれからああいう人間ならば顔を片方のほっぺが削られたような形になっ

ておるわけでありますが、それをあばたもえくぼにしていくように考えているところ

であります。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 今の村長の答弁に全くそのとおりだと思いますし、また、計画も分

かりました。私も興味があったので、緑化ボランティアに参加して植栽をしてきまし

た。将来的には今言ったような構想だと思いますが、県でも温暖化防止策で植栽の手

助けをする環境整備事業などが手がけておりますので、その一つに、県の推奨するカ

ーボンオフセット事業があるのですが、このような活用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） 名倉山については、特に本宮から見てもご覧のとおり岸壁が見える。

それから４号国道、それから電車でもそのとおり、それから高速道からもそのとおり、
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これはそういう意味では広域的である。そういうことで、私も県等に行っていろいろ

話をしておるものですから、実は関係の担当が前に３人ほどで来て、そして現地を案

内してくれということで見てもらっております。あとそのほかいろいろ使い勝手の良

いような、そういう資金のめど等もありますから、そちらの方にも今、担当が事務の

関係でいろいろ打ち合わせをしておるはずであります。村だけの財政でやるというの

は、なかなか大変です。そういうことで、面積が面積でありますから、大量にこれは

やっはり苗木だけでも大変になりますから、そういうことで今、あれやこれやと私も

口をかけて、そして幾分なりともそういう金を引っ張り出すようなことで、今、努力

をしておるところであります。なお、事務的にいろいろとカーボンオフセットという

ようなことで今、ご質問でございますが、これらの事務的に進めている現状、そして、

今いろいろ取り組みをしている状況、これら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） お答えいたします。

福島県では４月末から５月にかけてカーボンオフセットに関する説明会を推進事業

の一つということで開催をしております。カーボンオフセットというのは、化石燃料

由来の二酸化炭素の排出量を、経済的に支援して二次的に回収するというようなこと

でございますけれども、広義的には新エネルギーを更に支援するというような意味で

使われております。そのほかの推進事業ということで、個人や事業所が行う省エネ施

設の改修経費の一部助成、また、県産材の利用促進を図る緑の住宅支援とか、あとペ

レットストーブの普及促進、それから森林整備を行う団体や企業等の認証というよう

なことで、カーボンオフセットの啓発や積極的な利活用を図ることなどを掲げており

ます。いずれにいたしましても、要件とか制限がございますので、事業内容を十分に

検討して、今後進めてまいり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） なかなか村独自でやるかと思うと大変なんですが、これまたそうだ

からと言って補助にあまり絡んじゃうと村独自の開発というか、あれもできないとい

うことで、村ではどんな構想を持っているのか、新たなプロジェクトチームのような

考えを持っているのかどうかお尋ねをいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 有効なお金を引き出すという、これに最大の努力をしていることは、

先ほど申し上げました。だからといって縛りがあって、村のいろんな構想に後で今度

はがんじがらめだと、これでは困りますから、その辺は十分に視野に入れて、先程来

から言っている目的に沿ったようなことで仕上げていき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） 次に、コミュニティスクールの形成と地域自治活動の利用方法につ

いてお尋ねいたします。平成２１年度の学校経営評価報告書の中に、目指すべき学校

の姿として、①から③まで具体的に書かれておりますが、①のすべての児童が楽しく
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仲良く、生き生きと学習や生活をし、毎日学校を楽しみにできる学校、学習習慣の育

成、地域の人材の積極的な活用。②として、知、徳、体のバランスの取れた児童の育

成を目指した指導、支援の充実。③として、教職員が学校内外から信頼され、誇りを

持ち、やりがいのある学校。学校からの教育方針や活動の様子の積極的な発信、学級

経営方針に沿った意図的、継続的な指導、支援の実施などがうたわれておりますが、

正に同感であります。特に①で言われている地域の人材の積極的な活用は大事であり

ます。学問も大事でありますが、生きる力ももっと大事です。今、日本人の自殺率が

世界第３位だそうです。これは、コミュニケーションが取れない社会的適応性の欠落

が原因だそうで、今、我が村ではコミュニティスクールを２３年度を目指して取り組

んでいるようで、正に時宜を得た取り組みだと評価するものでございます。そこで、

地域の人材の掘り起こしと意識の高揚をどのように持ってくのか、また、人材を教育

現場にどのように生かすの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番議員さんにただいまの質問についてお答え申し上げま

す。

学校と保護者と地域が各幼稚園、小学校、中学校の運営について話し合って合意形

成をするというような、コミュニティスクールの内容でございますが、地域の活動の

果たす役割も大変大きなものがありまして、各地域には多様な人材がおられると思い

ます。あらゆる機会をとらえまして、コミュニティスクール制度の仕組みをご理解い

ただきながら、是非学校等へのご協力をいただくよう推進していきたいと思います。

また、現在、学校地域本部ということで登録をいただきまして、各幼稚園から中学校

までそれぞれ学校に関する学習について、ご協力をいただいている現実がございます

ので、それらをまた推進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） 今、学校支援の話が出ましたが、現在、登録しているのは何名なん

ですか。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ８番議員さんにお答え申し上げます。

約８０名でございます。

○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。その人たちに学校支援を地域で育

てるということを大いに期待するものであります。

次に、特色ある村づくりにも関係しますが、アジアの経済活動に向け、韓国、中国

語の機会をとらえた取り組みの考えはないか。村長も先月の末から今月のはじめに、

福島空港利用促進と本県の観光誘致に向けて中国と台湾を訪れ、本県をＰＲしてきた

ようで、誠にご苦労さまでございました。今、世界経済は中国や韓国を抜きにしては

語れないほどアジアでは突出しております。特に中国は人口が多く、貧富の差がある

が、金持ち層が日本の人口と同じと言われており、ビザ緩和措置により、日本への買
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物ツアーが押しかけていると言われております。かつての日本のバブル経済の状況で、

これもいつまで続くか予測はできませんが、当分の間は続くとすれば、中国、韓国等

に目を向けるのも一つの考えであり、既に本村でも中学生を中心とした国際交流を続

けておるわけで、村にも中国系、あるいは韓国系の人たちが住んでおるわけで、機会

をとらえた中国語、韓国語の講座の取り組みはないかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ８番議員さんにお答え申し上げます。

今ほど質問ありました本村でも海外派遣等韓国に行っておりますが、韓国では英語

もかなり中心的に使われているということで、本村での取り組みの英語教育も今、非

常に重要だなというふうに考えております。アジアの今ほど質問にありましたが、経

済動向等を見ますと、非常に中国等もめざましく発展しているということも考えます

と、今後の動向により語学学習等を積極的に検討していく必要があるなと思っており

ます。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 先ほどの約８０名という中にあったんですが、その中には中国系、

あるいは韓国系の人たちは入っていないのかどうかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） 今のところは村内の方でございまして、中国の方は登録は

されておりません。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 生涯教育を目指すという理念でございますので、社会教育の中で是

非考えてもらいたいと思います。

次に、ふれあい広場の利活用と管理についてお尋ねいたします。子どもたちが裸足

で駆け回るすくすく元気に育つふるさとにしようと、村商工会会員でつくる人材育成

地域活性化グループ、刮目囲炉里塾が中心となり、児童たちも参加して芝生が植えら

れましたが、新しい試みで近隣にはない広場になると期待するところであります。管

理もモラルにだけ任せていたのでは、徹底しない面も想定されます。例えばペットの

糞尿とか、ゴルフの練習とか、他人に迷惑がかかる行為も想定されますので、禁止及

び注意事項の立て看板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） お答えをいたします。

今おっしゃるとおりでありまして、芝生化すると大変良い。ところが犬の糞があっ

たり、あるいは危険性のあるような何かそういうものが落ちたりすると、とんでもな

いこれは事故につながる危険性があります。そういうことで、注意書き、あるいは定

期的な巡視、こういう管理関係等について、しっかりこれから運用面でやっていく必

要がある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） 次に、芝生内の車の乗り入れは、どのようになっているのかお尋ね



- 53 -

いたします。夏の日の暑い日差し、あるいは冬の安達太良おろし、芝生にとっては過

酷な環境にさらされるものと思われますが、試験的に芝生を植えた場所は、現在のと

ころ人も車も入れなかった成功例でございますが、この車を入れた、試験的にはやっ

てないので、このやった場合はどのようになるのか、その辺はどうなのか。また、禁

止するのかどうかお尋ねします。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

芝生内の車の乗り入れの関係でございますが、イベント使用時につきましては、イ

ベント用のテント並びにステージ等を設置しまして、残りの部分については、広場の

芝生の部分についても駐車場として使用していくということで、いわゆる通常の場合

は公園、子どもの遊び場ということで使用していただくということで、通常の利用時

については車止め等を設置しまして、いわゆる車の乗り入れを制限していきたいとい

う考えでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） はい、分かりました。次に、イベントに制約はないのか、使用制約

は。芝生がきれいに成長すれば、他からの利用件数も増えると予想されます。例えば

村の畜産フェアーのように火気を使用する場合はどうなのか、事例が芝生においては

ないわけなんで、今後どうなるのかお願いします。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

イベント等の使用の制約関係ですが、特にイベント等の使用制限は考えておりませ

ん。ただし、先ほども話ありましたが、子どもの遊び場として、公園として使うとい

うことで、ごみの持ち帰りの徹底やペットの糞等のいわゆる注意事項については徹底

していきたいということで、ただし、イベントでテント内での火気の使用とか、今言

った畜産フェアーでの火気の使用につきましては、テント部分等にブルーシートを敷

くなり、あと畜産フェアーの場合は芝生を保護するような材料を使って、イベントを

実施していくという考えでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 次に、直売所の売り場の拡充についてお尋ねいたします。

この問題は、先の一般質問にも出した経過がありますが、答弁は手狭であるとの認

識でありましたが、予算の関係もあり、なかなか難しいのかなと思っておりますが、

あの中の施設ですか、段を二段にするなど工夫すれば少ない予算でも当面はできるの

かなという考えでおりますが、どのような考えを持っているのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） 直売所の売り場の拡充関係でございますが、いわゆる販売の部

分のいわゆる段差、二段化につきましては、県内の直売所等を視察しまして、まあ二

段化にしているというころもありましたので、材料等を整備して、最近二段にできる

部分については、従来の部分について二段にして販売しているような状況でございま
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す。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） ふれあい広場が芝生になり、駐車スペースが減り、大型車が来た場

合など駐車する場所がなくなる可能性があります。芝生の公園として人気が出れば、

ますます車の混雑が予想されますが、解決策の考えをお示し願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

駐車場の確保の関係でございますが、現在もバスなどの大型車で利用していただく

という現状が見受けられますが、現状については大型車の駐車場は整備していない状

況でございますが、特にバスなどの大型の駐車場については、現在の駐車場の範囲内、

いわゆる芝生管理につきましては、前の砂利の部分を芝生化と直売所の向かいの部分

については駐車スペースとして残して、従来の駐車枠がなされているところについて

は、駐車場として利用していくということで、現在の駐車場の中で普通車の数台分を

使用すれば、大型車も使用可能ということで、現在の駐車場を有効利用していきたい

と思います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 次に、直売所の生産、管理販売のシステム構築についてお尋ねいた

します。産業振興センター運営協議会の方で定休日を作らず営業することで、２２年

度は１億円突破を目指して頑張っているようで、大玉村の安心、安全な農産物のＰＲ

と情報発信の基地として定着してきましたが、システム的にはもう少し工夫すれば売

上も飛躍的に伸びるんじゃないかと思います。それは、携帯電話を利用した売り場と

の在庫調整。今の状態では、売れ筋が午前中で品切れということで補充がきかず、売

るものが少ないという現状にあります。また、客の心理からしますと、不思議なもの

で品数が少ないと購買意欲が出ないということがあります。がっかりして帰る客も多

く見ていると非常に残念でありますので、そうした客のためにも売上増のためにも、

補充ができる販売管理のシステムを考える必要があります。そこで、生産者と直売所

のホットラインというか、このような整備の考えはないかお尋ねをいたします。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

生産者と直売所のホットラインの整備ということで、今ほども話がありましたが、

いわゆる午後になるといわゆる生鮮野菜の農産物については数が減ってということで、

これにつきましては生産者の会である直売所の安達太良の里直売所の会の中でも、そ

のような総会の時点で話が出されまして、いわゆる農産物の種類によって午後になる

と品薄、また売り切れになるということで、これにつきましては、直売所から生産者

への連絡手段の構築、今ほどいわゆる携帯電話等の話がありましたが、また、それを

作物別でいろいろ野菜にもいろいろ種類がありますので、朝採って朝出すのと、あと

不足すれば当然午後収穫してすぐ出すというような、そういう作物別出荷のできる体

制、だれがどのようにしてできるかという、そういう体制づくりも重要ですので、そ
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の辺につきましては、生産者の組織である直売会の中で十分協議していきたいと思い

ます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） これは村長さんに質問するわけなんですが、地産地消を推進する方

策についてですが、地産地消の大口消費は、子どもたちに今のところは提供している

給食センターが第一に挙げられるが、そのほかはアットホームや近在の旅館が少々で、

大玉村の特産品の米や安心、安全な野菜等の直接食するところが少なく、消費の増大

につながっていないのが現状であります。過去にも東京で何回か促進会を開催した経

過がありますが、なかなか販路に結びつかないのが現状で、気長なＰＲ活動も必要で

すが、今、望まれるのは、直接食するところで、直売所周辺には食事処がないわけで、

地元の米、野菜を使った食事処が必要であります。食事を提供するベンチャー企業を

興したい若者も村内にはかなりいます。直売所の売れ残り野菜等の軽減にもつながる

わけで、丹精込めて作った農産物が売れ残り、持ち帰りというのは、生産農家にとっ

ては非常にがっかりするものであり、そのような場所の確保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） お答えをいたします。

より結局地産地消につなげる。現在も試行的でありますが、土曜とか日曜とか祭日

ね、あそこで餅類を中心にやっておりますが、大変好評なんです。これから更にこれ

を一つの踏み台にして拡充を図っていく必要があるなと。これはまだ具体的に内部的

に検討とかなんかの段階ではありませんが、私はやはりあの一角にあの土地内ででき

るか、また、拡充の必要性があるか、これからこれ検討の余地はありますが、仮称例

えば大玉レストラン、こういうもの、あの直売所と併設に必要だなと。大玉ならでは

のそういうものが必要だと。これは必ずそれなりに受けるんじゃないかなというふう

に思っているんです。それともう一つ、歴史と伝統で良い漬物味とかというのがある

んです。それが今失われているんです。こういうものも今の旧保養センター、加工場、

あそこまだスペースがありますので、そういうのをしっかりと例えばキュウリのはね

物のようなもの、ナスのはね物のようなもの、こういうものでも上手に昔ながらの漬

物で、あの民話茶屋等で出しているんだわね。だから、そういうやっぱり加工、あま

りお金をかけなくとも、そういうことは可能である。そんなことで、そしてあと今言

った大玉ならではの特色ある、そういう大玉風レストランみたいなもの、こういうも

のをやっぱりあそこの土地を利用しないという手はないなと、そういう構想を私、こ

れはまだ私見でありますが、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） ただいまの村長のすばらしい答弁、私も村長が常々大いなる田舎を

提唱しているわけで、都市との交流があって初めて自然の良さ、田舎の伝統食の継承

と発信、後継者育成など、また、環境保全意識や雇用促進にもつながると確信してお

りますので、以上のような観点から特に検討を希望して、私の質問を終わります。ど
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うもありがとうございました。

○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。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。再開は２時４５分といたします。

（午後２時２９分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後２時４５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） １３番須藤軍蔵君より通告ありました「生活環境改善対策、その取

り組み状況は」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。議長の許可を得ましたので、通告

いたしております小高倉地域を中心とした生活環境改善の対策及びその取り組み状況

についてお尋ねをいたします。

先の３月の定例議会における私の一般質問では、要点として３件お尋ねをしました。

一つは、大玉村の中でも一番住みづらいのではないかと言われているこの地域の問題

について、村長はどういうふうに認識しているんだということが１点。それから二つ

目は、堆肥生産農場などを中心にするそういう事業者に対して、行政は及び腰ではな

いのかという点が２点。そして、３点目には、住みよい環境のところを作るには、や

はり公害対策条例に基づいてこの養鶏場なり、あるいは堆肥生産農場に対して継続的

で強い改善指導をやっていくべきだと、こういうふうに質問いたしたところ、村長は

いずれも明確にこれらに前向きの立場で取り組んでいくということが明らかにされま

したし、特に第３点目においては、県等へのこれまでの指導を受けてきた経過もあっ

て、環境審議会、あるいは住民パワー等の力も結集して、系統的、継続的に対応して

まいりますという、このように述べられたというふうに私は整理をいたしております

が、まず、おさらいとして、こういうことだと思いますけれども、村長間違いないで

すか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 前に質問を受けましたときに、今言ったようなことで私が答弁した

ことについては間違いございません。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） そういうことでございまして、前回の質問は、３月４日でござい

ました。したがって、既に１００日以上が経過しました。この間、住民からの陳情の

中で、生活環境を一刻早く改善してほしい、こういう強い要望に基づいてどのような

取り組みがなされたかをまずお伺いをいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 担当から報告も受けております。一口に言うならば、地域に住んで

いる住環境の権利の侵害であるなというような認識をしておるわけでありまして、相

当担当としては、委員の方とか協力を得ながら、あるいは地元の方にも協力をいただ
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いて努力をしてきておる経過がございます。その辺の実態のほどを担当課長の方から

答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

３月の議会終了後でございますが、環境審議会の答申を受けまして、指摘事項等に

つきまして事業者２社に対して文書で回答を求めたところでございます。１社につき

ましては、期日までに回答がございましたが、もう１社につきましては、再通知にも

かかわらず回答がありませんでした。それで、直接訪問いたしまして文書による回答

と日頃の維持管理の徹底について求め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） 大玉村の環境審議会というものが、２月に立ち上げられました。

そしてまた、現地調査も視察もされたようでありますが、その後の活動状況、あるい

は冬期間ではなくて、特にそれ以降というか、特に今の時期を前にした状況について、

この審議会が現地の状況を見られる、あるいは会議等を開催されたか、活動などにつ

いてをお伺いをいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ただいま地域住民の方との話し合いというようなことに

つきましては、文書による回答をいただいてから地域の皆さんと話し合いを持ちたい

というような考え方でおりましたので、現在まで地域の皆さんとの話し合いについて

は行っておりません。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 今お尋ねしたのは、環境審議会が２月に立ち上げられて、そのと

き現地を見られたんですね。その後、今こういう状況の下で、その後見たり、あるい

はそれを受けて会議をやって活動されてますかと、こういうことのお尋ねであります。

もう一度。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

２月に環境審議会を開催しまして、その後、環境審議委員によりまして現地調査を

行っております。現地調査行った中でも各審議委員からそれぞれ指摘があって、事業

者に対しても、その場での指摘も行っております。以上です。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 昨年の１１月２７日付で村当局並びに議会にも畜産事業者に対す

るところの施設改善の行政指導に関する陳情というものについて、大玉９区長の代表

で１５１名で陳情がなされました。議会に出されたものの写しは、参考までに村長さ

んとそれから課長さんに渡しておきましたが、この中でずうっとるる書いてあります

けれども、最後のくだりで、今ほど課長が答弁されましたことを含めた大玉村への要

望の中で、様々な事業者に対するところの改善指導した結果、あるいはその経過につ

いて、この陳情内容に対しての処理計画といいますか、そういうものを３月３１日ま
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でに回答していただけませんかと、こういうような要望が付されていたと思うんです

ね。それについては、現在に至るまで全く何の話もないわけでありますが、まず、一

つは、こうしたことは回答するようなものでなくて、そんなことは全くしないことに

しているんだと、無視するんだというふうに村としてはなっているのかどうか。

それからもう一つ、村としてのできること、他機関や地域の方々と話し合って進め

るべき内容もあるので、今、回答が遅れている状況なのかどうか、２つ。

それから、三つ目には、そんなもの全く頭の隅にも残っていなくて、全くそんなこ

とは忘れていたということなのか。最初から回答する気がないというもののほかは、

何らかの形で回答なり話があってしかるべきと思うんですけども、この点についてお

尋ねをいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 私もこれ陳情書の写し私の手元にあるわけでありますが、この３１

日までに処理計画、区長に提出と、こういうふうになってございます。いまだにこれ

区長に提出がないということは、先ほど課長からお話しがありましたように、１名の

方がそうした計画の書類を訪問して催促しても出さない。なんともこれは堪忍袋にも

限度があるんだというふうな、そういう心境で、その後のそっくりこういうことなん

だということを区長に出してもそれは構わないわけでしょうが、そんなことでちょっ

と延び延びになっているというのが実態であるというふうになっております。なお、

これらはやっぱり中間的な、それならばそれのように日にち切ってあるんだから、中

間的にやっぱり３１日までに現状このような状況ですと、こういうふうにやっぱり事

務処理する。これは当然のことでありますので、その点についてはひとつそのような

村長は認識しているんだなということをご理解いただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） このことについては、そういうふうにすべきだというふうに言う

かと思った先に村長そういうふうに言うから、これ以上言ってもしょうがないけども、

いずれにしても、そういうことなら今言ったようなことでやっぱり話があってしかる

べきだというふうに思います。いずれにしても、昨年そういう件があって、その３月

の議会で村長がそういうお答えをして、地域の方々は長年にわたっての問題がいよい

よ改善する道筋が見えたなと、実は大いに期待をしたわけでありますが、今お話しあ

りましたように、それ以降の行政の対応なり、あるいは環境審議会の活動、こういう

ものなどについて今、伺いましたけれども、私は村長が住民パワーなどをもって系統

的、継続的に対応するというふうに述べられたが、実際はそれ以降の手が実際は打た

れていないというふうに思うんですね。そういう意味では、甚だこれまでの答弁との

格差があるということで、非常に残念だなというふうに思うのが率直でありますし、

住民パワーと言われても、この発揮するべき場所がないというのが実情であります。

私も先日、１０、７、８、９区をずうっと回ってみました。ハエの発生などはいろい

ろとにかくここで説明するような状況でもない。この際、住民からもいろいろお話し

ありました。これ今までも話し合ったけども、行政頼みではだめだと、行政だの環境
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審議会だのなんていったって、我々の地域のことなんて実際は分からないというふう

に言われておりますし、更にはまた、村県民税払えなんて切符来たけども、そういう

払えるような状況にあるのかというようなお話しもありましたし、もはや行政頼みで

はだめだから、別な方法をおら講じるかという宣言をされた方もあるわけでありまし

て、そういう方についても、やはり私もこういうことで質問もするし、あるいは実際

に改善に手を付けるためには、できなかったということは私の責任もあるわけであり

ますから、村当局に対して強く言うからというようなことでの話でありました。いず

れにしても、先程来も村長お話しありましたように、村長も町村会長として佐藤知事

への再選出馬の要請をなされたり、その翌日は上海に飛ばれたり、そしてその後は台

湾に行かれたということで、盛んに活動されています。それはそれとして大いに結構

なことでありますが、同時にまた、こうした畜産環境対策など時期を争う問題であり

ます。特に今の時期、１年ただのんべんだらりと１年暮らす中でやればいいという問

題でなくて、３月から６月、７月というのが一番大きな畜産関係環境改善には重要な

時期でありますから、そういうときにやらないということは、非常に遺憾だなという

ふうに思うんですね。そして、じゃ長がいなかったらば留守部隊がやるのが当たり前

だというけど、それが果たしてやってきたのか。やっていないと言わざるを得ないん

ですね。そういう意味では、いち早くやるべきだということで、村長が示した取り組

みへの意気込み、現在の姿に大きなギャップがあるというふうに思うわけであります

けれども、この点についての村長のお考えをお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

職員としては、あるいはまた私自身のこうやってこういう場所で答弁をしているわ

けでありますから、十分職員は認識をしておるわけでございますので、そういう中に

あって、職員としては相当に努力をしてきておる。しかし、現実的には相手がなかな

か応じない。しからば、ここにあるように大玉村公害対策条例の中に基準値を超える

ことがあれば、罰則とか事業停止命令等を与えるなど、今の時代に合った条例に改正

できないかと、改正することと、こういうふうにもなっている。これらについては、

担当の方も検討した経過があるようでありまして、なかなかこれぞという決め手でこ

の条例にうたい込むのは難しいところがあるようです。ただ、はっきり言えることは、

住環境が侵されている、これははっきりしているということは認識をしておりますか

ら、残念ながらこの今のところは対応策をどうするかということは、私が前から申し

上げておりますように、行政もそれからあと村に公害対策審議会のそういう会もある

わけでありますし、また、地域の住民と三者一体となって、やはり正に住民パワー力

で、これをなかなか応じない、こういう方をこれはやっぱり屈服されるきりないなと

いうように考えているところであります。ご指摘のように、生ぬるいところがあった

ということは、率直に言われるとおりの面もあるなと思って今聞いておったわけであ

りますが、こうしたことについては、即対応を誠意を持っていたしたいというような

ことをお答えをしておきたいと思います。
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議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 今、お話しありましたとおりでありますから、これまでやらなか

ったというあれこれ言ってもしょうがないわけであります。前に進まない。したがっ

て、今すぐやる方法、いくつかの提案なり、考え方をお示しし、その対応などについ

てもお尋ねをしたいと思います。

まず、村の環境対策審議会ですね、これ学識経験者を基として１０名以内で村長が

委嘱することになっています。したがって、村長が委嘱するわけですから、それなり

に立派な方でありますから、その人があれこれだということは言うつもりは毛頭あり

ません。ただ、人選について、できればこういう問題には私は関わり合いたくないん

だなというふうに率直に私に話された方もこの中の委員になられていますし、あるい

はまた堆肥生産をして、それを今度売るというようなことで、大々的に発注をされて

いる、そういう代表される方も堆肥生産農場に頼んでいる人もその代表も確かこの審

議委員になっていると思うんですね。果たしてそういう方ができるのかどうか。私は

本気になってできるかどうかという問題にかかわってくると思うんですね。だから、

例えば事件、案件にそれぞれ違いますけれども、そこの地域の住民の代表なり、ある

いは村が顧問弁護士としてお願いをしている弁護士を入れるなり、そういういわゆる

環境問題なり、そういう問題のいわゆる学識経験という部類についても、やはり私は

構成員の中に入ってもらって、より一歩前進というふうにさせるべきではないのかな

というような考えを持っているんですけども、この点についてはいかがでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） いずれにせよ今、地域の方が困っておるわけでありますから、十分

その辺私も認識をいたしております。委員の構成メンバーとか、そういうこともあり

ますが、とにかく即刻、今困っているということでございますから、これに対応する

方策、これを今言ったそういう構成メンバーも含めて地域住民の方とも即相談をして

対応をいたしたいと、そのように考えております。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 審議会の中身については規則で定めるというふうに後のくだりは

なっていて、大枠は作って、あとは規則で定めるというふうになっているんですけど

も、その規則はちょっと見ていないんですけども、この審議会の正副会長、あるいは

事務局体制というのはどうなっているのか。例えば今回の案件、事業所へのその場限

りでない、実際文字通り系統的、持続的に改善させるというのには、どんどんどんど

ん進めて、その審議会がこの段階、この段階といかなければ何の意味も果たしていな

い。ただ、集まって１回やって、いや困ったな、いやこれ大変だなで終わっていたの

では、効果は上がらない。この問題の対策をきちっとやるんだというのが、この環境

対策審議会の役割でありますから、それを果たすための組織立て、そういうのはどう

いうふうになっているのかお尋ねします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） この環境対策審議会委員というのは、諮問を受けて答申をするとい
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うふうな役割になっておりますから、あまりとことん突っ込んで委員そのものがとい

うところまでは、委員の役割としてはうたっていない。責務として、それがうたって

いないと思います。しかし、これは全く現地調査等をしまして、全くこのとおりだと。

これはやはり改善をするのは当然のことであるという答申を受けておるわけでありま

すから、そういっても、やはり答申をした委員もひとつ足さってくれませんか。そし

て、地域の住民も当然のことながら一緒になって、行政も当然のことながら、行政は

ずいぶん苦労に苦労しても、早い話が全く聞いてくれないというような、そういう経

過があるようでありますから、そこで住民パワーでいくということで、前にも答弁を

させていただきました。しかし、その後、努力をしても一向に改善が図られない。ち

ょっと私も何と心しているんだと思うのは、改善の計画、こういうものについて１業

者は出たと、１業者は訪問までして催促されても出さない。この辺については、やは

り耐えることにも限度がありますから、場合によっては私自らが行って対応措置をい

たしたいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 審議会の中身としては、特に重要と認める公害にかかわる苦情等

の処理に関する事項というのが仕事になっているので、やっぱりこれを正しく処理し

ていくための役割はあるんですよと、こういうことですから、ただ開いたというだけ

では実効性が全く、せっかく作ったのに生きないというふうに思いますので、この辺

は改めるべきだというふうに思います。

それから、両農場への改善策の実施の方法、あるいは住民参加での行政との協議、

こういうものはやっぱり必ず進めていくべきだというふうに思いますね。今、村長か

らお話しありましたように、長年にわたる苦情や、あるいは改善要求に対して、これ

をかいくぐってやってきたので、非常にそういう意味ではしたたかと言いますか、大

したもんだなというふうに思いますが、課長さんともるる話したんですけども、言葉

は適切ではない部分もあるかもしれませんけれども、実は行政そのものをなめてかか

っているという部分もあるんですよね、業者が。行政は、住民全体の代表としての役

割で業者に行っているんですから、やっぱりそういう意味での権威、俗に言う行政だ

ぞとそういう意味ではなくて、住民代表としての行政だから、私は村長が行ってやる

べきだとは思いませんけれども、まずは最初から、だけども課長なら課長、そういう

担当が行っても、そういう何というかやらないとは言わないけれども、実際はやって

こなかった。ずうっとそうやってきたということを許しておくこと自体が、言葉は悪

いけれども、そういう行政がそういうふうにさせられているというふうに思うんで、

ここはやっぱりある程度けじめ、何らかの方法でひとつ村長とは言わないから副村長

あたり出番かなというふうに思っているんですけども、ひとつそこら辺も検討をいた

だきたいと思います。今回、特に改善に向けた問題では、住民との話し合いと言いま

すか、相談と言いますか、どういうふうに進めていくかということをやっぱりやって

ほしい、あるいはやるべきだ、あるいは住民パワーだと言われているにもかかわらず、

実際は何らやられていないというのが実態だと思うんですね。先ほど課長ちょっと途
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中まで言ったかと思うんですけども、そういう意味での話合いなど、話し合いという

時点はとっくに過ぎているんだけどね、でも、やらなかったんだからやっぱりそっか

ら始まらなければいかないんだけれども、とにかく今の状態はすごいですね。もう１

キロ離れようが１キロ５００離れていようがすごい状態です。１８戸回ってみました。

ここ２～３日前です。したがって、こういうものが放置されているということ自体、

そして今度緊急になんか消毒するぞなどというふうに話もあったそうでありますが、

どういう薬だかも分からない、あるいは本来、業者が責任を持ってやらないとならな

いのを役場職員がやっとかやらないとかという話があったそうでありますが、これも

全く話が行った来たの話だと私は思うんですね。やっぱりきっちり業者にやらせると

いうことが大事だというふうに思います。片やリップサービスで回答もする。なかな

かこれはこれで大した業者でありますし、片方はまだ全くやっからやっからといって

やらないという業者だし、なかなか両方とも大変な業者でありますけれども、それが

大玉村に来てやっているわけでありますから、最もだから大玉村に来るんだろうけど

も、とにかく大玉村として大玉村そのもの、そして住民のことを考えた場合、一刻も

早く対処しなければならないと思いますが、その点について今、とっそくどういう手

立てをするんだということについてお尋ねします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

これは第何条に基づいて、こういうことになっているからこうだということで、す

ぐそういうことに違反すれば、それなりの法的手続取れるんです。裁判所にこれをだ

っとそれこそ訴えて、それなりに取れるんですが、一番困るのは、そういう決め手が

ないという。しかし、現実的には、それ以上に住環境を侵されている。公害対策審議

会のこの条例の中に先ほど言ったように、そういうものをうたい込むことが、この事

例の場合に可能なのかどうか。これなかなかそういうのは難しいんですね。だから、

そういう中でこれを解決しようということ、担当相当苦労してきた経過があるわけで

ありますが、それを素直に聞いて、誠意のほどが見られればいいんですが、結局出し

た堆肥は積んでおくとか、中にはずうっと溜まっているとか、さっぱり消毒もしない

とか死骸等もあるとか、こういう実態のようでありますから、今、とっそく何をやる

んだということでございますが、ちょっと遅れたようなきらいがございますが、先ほ

ど言ったように、１社が出ないというようなことで、担当の方もそうだこうだのうち

に今日まで返事も出さずにきたんだと思います。即刻最後は住民パワーきりないと思

います。そういうことで、地域の住民、それから委員のそういう協力もいただいて、

すぐこれらに対する対応、現地調査をし、あるいは今言った指導もそこで徹底する、

そういうことでとにかく押しつ押されつのようなことでありますが、改善をやっぱり

一歩でも三歩でもやっぱり前進というようなことに最大の努力をすると、それ以外は

ないなというふうに思っておるところであります。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 私も数ある質問をしたい中で、これ一本に今回絞ってやったわけ
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でありますから、重要な中身だというふうに私自身も認識していますので、是非この

問題では、今すぐということでありますから、住民のまず話も聞きながら、しっかり

と対応をしていただき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。

引き続き１２番佐藤誠一君より通告ありました「人口動態について」、ほか２件の

質問を許します。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 議長の許可をもらいましたので、既に届けておきました三つの質

問を行いたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

先日の新聞報道によりますと、人口動態について掲載されまして、特に一生のうち

に女性が産む出生率について書かれて興味を持ったわけで、これに質問するわけでご

ざいますけれども、過去４年間は上昇をたどっていた出生率も昨年度は横ばいで、平

成２０年度と同じ１人当たりの産む子どもの数は、全国平均で１.３７倍ということ

でございます。それぞれこれは平均でございますので、最高はちなみに沖縄の１.７９

倍、更に最低の方では東京の１.１２倍だそうでございまして、格差があるわけでご

ざいます。地方ほど子どもの数が多い、都市部ほど少ないというふうな結果が出てお

ります。そこで、まず、最初の質問として、本村の状況はどうだったのか、出生率と

平成２１年度何人ほど生まれているのか、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） 合計特殊出生率、今、全国関係はおっしゃられるとおりでありまし

て、福島県は１.５２であったはずでありますから、大体福島県の出生率と大玉村は

ほぼ同じかなというふうに考えております。結果的には自然増と自然減、この辺の相

殺関係、転入関係、結果的には横ばい、あるいは先ほど申し上げましたトータル的に

は、私の就任から今年の１月１日までは申し上げたとおり、今の造成、それから民間

の人口関係というようなことになれば７００程度を超す、それからあと４００くらい

かなと、こういう状況下にある。微増というふうなことであるなと。しかし、大変減

っている中で微増というようなことであるから、まあまあの状況かなと。合計特殊出

生率、県の平均１.５２程度ということでありますが、もう少しやはり高めるような、

そういう社会の雰囲気づくり、これが必要であるなというふうに考えておるところで

あります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） どうもありがとうございました。村長が言うように、本県は第９

位で統計年度からいって平成８年度で１.５人だったわけで、平成９年度は１.４９と

いうふうな計算になっておりますけども、どうするんだということで、理想は２.０

を超えることが理想なわけでございますけれども、本村においてこれからも住宅等が

どんどんできて、先ほどの前質問者によりますと、第二住宅団地あたりでは２０代、

３０代の世帯がどんどん入ってくるというような傾向が見られるようでございますけ

れども、この出生率一つに絞って、今後どのような見方をしているのか、この点につ

いて伺いたいと思います。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今度の仲ノ内関係、あるいはまた民間関係、北東町関係とかも大半

は転入の方は若い方が大半なんです。それとあと現在、幼稚園なり小学校、かなり私

も長いこと職員時代からおりまして、従来からの大玉の方の姓というのは大体分かる

んです。ところが全く大玉にいた姓でないなというような方がだいぶ増えているんだ

ね。その分がこれは転入の方々であるというふうに見ているわけでありまして、そう

いう今までとそれからあと現在も村はじめ民間なりそれぞれやっているところ等につ

いては若い方が多いので、今よりも若干上がることを期待しているというのが、率直

な話であります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 先ほどの私の最初の質問で人数はどうだったかということだった

んですけども、平成２１年度何人ほど本村に誕生したのか、これも再質問になります

けども、まず、伺いたいと思います。今、村長、若干転入してくるということでござ

いますけれども、若い世代であれば転入しても、子どもの出生については差し支えな

いわけでございますので、そういった見通し、働き盛りの人が転入してくるんでござ

いますので、そういった面を含めて、もっと前向きな姿勢で住宅施策にも入っている

と思うので、出生率が下がってはこれいけないわけでございますので、その点につい

て再度伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １２番議員さんにお答えします。

２１年度の出生数については、７１人というふうに把握しています。先ほどから合

計特殊出生率についてお尋ねがありますが、国の速報値が出ているんですね、都道府

県単位に。県の方で町村ごとにまとめた数字は１年ぐらい遅れて出てくるんですよ。

なかなかとらえにくいところもあるので、ここ１０年来で最も低かったのが１８年が

１.３１です。同じく一番高かったのが、１８年度で１.５２と。１８年度の合計特殊

出生率が１.３１で、そのときが６２人なんですね、出生が。２０年、２１年は７１

人ずつ出生してまして、大体１,０００人当たりでどのくらい生まれているかという

数字についても８.０とか、８.２とかという数字になってきますから、合計特殊出生

率についても、先ほど村長言ったように大体県平均に近づく数字に２０年、２１年あ

たりはなってきているのではないかというふうに推測しているところです。今後につ

いては、これはあくまでも若い人の定着率にかかるわけですが、先程来から住宅関係

の動向、それから様々な子育て支援策、これが行方を左右すると思いますけれども、

我々事務担当の方としては現状の水準ですか、７０人を超えるような数を維持できれ

ば良いのではないかというふうに期待しているところでございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 今の課長の答弁ですと、８,０００数百人の人口の中では７０人

以上の出生率があれば維持できるというような答弁でございましたけれども、当面、

村長１期目の選挙のときには１万人の人口を目指すんだというふうなキャッチフレー
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ズ、いわゆるマニフェストで選挙なさった記憶がございますけれども、我が村も昨年

度より中学３年生までの病院の無料化ですかなされて、転入してくる人もいるんだと

いうふうなこともございまして、これ少子化対策になるわけでございますけれども、

そういった効果はどの程度見られているのか、どの程度の結果だったのか伺いたいと

思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 少子化対策もろもろの政策でもって、そのために何人来たかという

のは、これはそのために来たんだ、そのために来たのかいということで調べてはおり

ませんから、これはそういう数字的なことは申し上げるということはできません。た

だ、今のニュアンスとして、いろんな大玉に転入して来てくださる方がおりますので、

そういう方は大抵大玉村はいろいろ子育て支援、これいろいろと方策を講じていただ

いておるから、大玉に住むんだということで、周りの方から私たちの耳に入ってくる

わけでありますが、やはりそういう政策関係の魅力を感じて、大玉に住んでくれる方

は多いなというふうに私は考えております。だから、それは今日のこの、私がこれ先

ほども言ったけれども、よそはどんどん減っていっている中で、逆に大体７００くら

いの戸数、そしてまた人口は１００人ぐらい期待しているわけですけれども、それを

加えれば４００人くらいということなんだから、これはやっぱり減ると微増とは言い

ながら増えるということでは、大変なやはり掲げて、そういう目標で努力をし、みん

なにも協力していただいたということ、これはやっぱり大きな意義があったなという

ふうに考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ただいまの質問でありますけれども、個別に厳密に把握と

いうのはなかなか大変なんですが、いろいろ保育所の今後の動向等について調査させ

ていただいておる社会的人口の動態に占める年少児の増減、いわゆる５歳未満の子ど

もですね。この間、どのように転入があったかということの調査でありますけれども、

１８年からの調査だと、この間の世帯数の増加が２３７戸ほどございまして、そのう

ち５歳未満児の転入がプラスマイナス当然あるわけなんですが、増減の動態の中で５

７人ほど増えています。特に平成１９年度につきましては、世帯の増が非常に多かっ

た。まあ子どもは少なかったですけども、多かった。２０年以降、大体１０人～２０

人の間で、いわゆる５歳未満の年少児の転入がある。この間、１世帯当りの年少児数

を大体どのくらいになっているかというふうに見ますと０.２４１、つまり４世帯に

１世帯は、必ず若年の子どもを持っている方が転入しているということが、この間の

傾向から把握できるのではないか。先ほど住宅団地の申し込み状況なども２５のうち

の６世帯という答弁があったと思いますが、この傾向はおおよそ続くのではないかと

いうふうに考えておりまして、２３年～２７年度以降も約４分の１の世帯については、

必ず年少児がいるというふうに私ら考えておりまして、今後もそのようになってくれ

れば大変有り難いというふうに思っています。

○議長（菅野行雄） １２番。
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○１２番（佐藤誠一） まあ村長、課長の答弁も理解できる答弁でございますけれども、

村長の答弁で、決して中学生までの病院の通院なり入院の無料化は少子化どうのこう

のではないというふうなことみたいな答弁だったわけでございますけれども、私はち

ょっと笑い話になりますけれども、インターネットで調べたら、大玉村は中学３年生

までの病院入院費、通院費が無料だから一度転入して来た子どもも数人いたそうでご

ざいますけれども、来てはみたもののちょっと近隣とのトラブルがあって、また転出

したというような話も聞いているんですよ。やっぱりそういったことについては、確

かに直接少子化対策にはつながらなくとも、私はやっぱりそういった無料化について

は、こういった子育て支援の大切なものだなというふうな一つにとらえていたんです

よ。そういったことで、今度の仲ノ内住宅も２０代、３０代で１２世帯ほど来るわけ

でございますけれども、やっぱり転入者うんぬんというよりも、やっぱり定住者の子

どもというものがこれ必要でございますけれども、今は何がなんといっても本村は農

村地帯であって農業が低迷しているということで、なかなか定職に就かない人もいる

し、他産業についてそれぞれ夜間勤務だどうのこうのだということで婚期も逃してい

る男女が多いわけでございますので、そういった面も網羅しながら、やはり少子化対

策については、やっぱり各課一丸となってやっていかなければ、この対策は消化でき

ないというふうな判断をする一人でございますので、やはりこれは保健課だ、これは

教育総務課だというふうなことでなくて、やはり総務課を中心に全体的にやっぱり見

渡して、それなりに職員が気配りをしていくことが私は大切だと思うので、その点に

ついて最後になりますけれども、この少子化対策、今後どのような方向に持っていく

のか質問したいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 大玉村の基幹産業は農業であります。ところが残念ながら、先程来

からの質問者に答弁しているとおりの実態である。しかし、これからはどうだと、こ

れからは全く見捨てたものではない。世界の食糧事情、そして、これからのいろんな

テレビなど観ますと、まさかと思うような学者とか評論家も自給率を高めるという、

これは真剣に農業振興を考えるべきだというようなことが、テレビなどでも言い始め

てきているんですね。そういうことで見捨てたものではない。そういうことで、耕作

放棄地等も再生をしておるわけでありますが、農業農村として発展するためには、や

はり非農家も住んでもらわなくちゃならない。自治体力をつけなければならない。自

治体力をつけるのは、やっぱり人は活力の源なんです。まあそういうことで定住の極

端な増は考えておりませんが、少なくとも今の人口よりも微増ではあっても、やっぱ

り増の対策というものは継続していく必要がある。それが農業農村の発展にもつなが

るということで考えております。そんなことで、この今の考え方としては、私がそう

いう考え方でおりますので、そういうことをよく踏まえて、村づくりの根幹はここに

あるんだなということを踏まえて、各担当課長等にもそれぞれのポジションというも

のをよく職分を果たしていただく、こういうことに思っているところであります。

○議長（菅野行雄） １２番。
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○１２番（佐藤誠一） 今後ともこれらについて、本村自立宣言してもう既に数年になる

わけでございますので、やっぱり少子高齢化の時代ではございますけれども、特に少

子化対策についても本腰をもっともっと入れて、今後、行政として邁進していただき

たいというふうに重ねて次の質問に移りたいと思います。

次の質問は、まあ漠然と口蹄疫についてというふうに記載しておきましたけれども、

これは対岸の火事でないんだということは、やっぱり皆さん認識しながら私の質問に

答えていただきたいなというふうに思っております。これは、九州の宮崎県が発祥地

で、五つや六つの市や町がなって、今、一番危険地帯になって西都市だということで、

まあ西都市は鹿児島県に隣接する市でございまして、次は今度鹿児島ではないかとい

うふうなことが言われまして、特に今回は豚と和牛がこういった病気にかかって十数

万頭なり２０万頭が既に終わった市もありますけども、梅雨に入ってと殺した動物を

埋める場所がなくて、今日の農業新聞あたり見ますと、２～３日過ぎないと殺した動

物は埋めきれないというふうなことがありますけども、口蹄疫については本県では畜

産農家に数百トンの消石灰を配布して、畜舎、牛舎等の周りにまくなり、特に私の周

りでは酪農家が、集乳車が来るので、消石灰をまいているような状態になっておりま

すけども、村としては、まずどういった認識を持っているのか、まず、村長に伺いた

いと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 口蹄疫のことについては、これは大変な事態であるなと。そして、

今は非常に行き来もするわけでありますので、そうしたことがどんどん予想もしない

ような拡大につながっているのかなと。恐らく殺処分２０万頭くらいになると思う。

対岸の火事のような認識はいたしておりません。行政報告でも申し上げました。いち

早く庁内に口蹄疫の対策協議会を設置をしたということであり、そして、村で独自に

いち早くそれなりの畜産農家に対する対策も講じてきた。あるいはそれぞれの関係機

関等もあります。私は、県北家畜衛生推進協議会の会長もやっており、また、県の畜

産振興協会の役員もやっておりますので、提唱もしてきております。県北家保の関係

の推協においても、県の畜産振興協会におきましても、また、ここからそれ以外の畜

団連関係とか、そうしたこと等について具体的にＪＡとかとの共同歩調でどういう今

日まで認識をし、そして、取り組みをしてきたか、それらの実態関係については、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） お答えします。

口蹄疫の本村の対応関係でございますが、口蹄疫につきましては、いろいろ新聞報

道でもなされておりますが、はじめに、県の対策機関が５月１９日に行われましたが、

その後５月２４日に県北地方の防疫対策会議が開催されております。本村におきまし

ては、この５月２４日当日に畜産団体連絡協議会の代議員会議を緊急に開催いたしま

して、この県北口蹄疫の対策関係の内容を畜産農家に周知すべく、いわゆる感染防止

のための防疫体制の徹底を各畜産農家に図ったところでございます。なお、同日、会
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議の中で、いわゆる竹酢液、酸を希釈して消毒に使うと有効だということで、この竹

酢液を村内畜産農家に１リットル配布しております。また、先ほど話がありましたが、

庁内の口蹄疫対策会議を５月３１日に設置したところでございます。なお、消毒剤の

配布等につきましては、配布済みのものにつきましては、今ほどの竹酢液の関係、あ

と県の畜産振興協会においての消石灰、あと県北家畜衛生推進協議会での消毒薬、こ

れは踏み込みようの消毒薬ですが、これにつきましては既にこの三つについては配布

済みでございます。また、現在、配布中のものにつきましては消石灰ですが、村の単

独分並びに福島県からの分とあとＪＡの全農から配布されるもの、それを現在、各畜

産農家に配布しているところでございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。今、この口蹄疫は、全世界に蔓延

しているそうでございます。特に発症してないのは、アメリカの南大陸、北大陸だけ

であって、韓国、台湾等では毎日のように豚等が発症している。ユーラシア大陸はも

ちろんのこと、１３年前にはイギリスで始まった羊の口蹄疫病が蔓延して、それを解

決するのに１兆数千億円、イギリスだけでも金がかかったそうでございます。今回も

たかが宮崎という一つの県ではございますけれども、相当な被害でございまして、生

きているものも殺さなければならないわけでございますので、この２０万頭も殺して

埋めていくという費用等については莫大な費用、今後の生活にまた更なる莫大な費用

がほしいわけでございますので、先ほども決して対岸の火事ではないというふうな村

長の心強い答弁もございますけど、やはり我が大玉村も稲作と畜産の村でございます

ので、これもこの本村に入ることなくいろいろな対策を取りながら十分に対応してい

ってほしいというふうに付け加えて、次の質問に入りたいと思います。

次に、農政についてでございますけれども、昨年の９月に政権が替わりまして、農

家への戸別補償についてするんだということでございますけれども、私理解できない

のは補償なんですね。補償というのはいろいろ実績があって、かつて２万円を超えて

いた米が今は１万３,０００何百円だというふうな、これ６０キロでございますけれ

ども、その過去のデータによって今のレベルで補償するのか、ここ２～３年の価格に

よって補償するのかちょっと理解に苦しむんですけども、担当者にその点、どのよう

な補償方法なのか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） お答えいたします。

戸別補償制度の関係でございますが、この内容につきましては、補償の制度が２つ

ございまして、いわゆる米を作付けした面積に対して、飯米の１０アールを除いた

１０アール当たり１万５,０００円、これは定額部分でございまして、米の価格の変

動がなくともあっても、いわゆる定額で１万５,０００円が支給される。変動部分に

ついては、過去５年間だと思いますが、その部分で価格に変動があった場合、例えば

今、国の方で算出しているのは、過去のデータにつきましては１万４,０００円を切

る１万３,８００円か約１万４,０００円の価格で算出しているんですが、その価格よ
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り下回った場合、例えば２,０００円下回った場合は、その差額の２,０００円を支給

するということで、これ過去５年程度の価格の数字が国で示しているのが、現在、１

万４,０００円弱という数字でございますが、それから２０１０年産米の価格が下が

った場合に補てんされるという内容でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） その補償の内容については、飯米の１０アールを除いて作付けし

たものについては、１０アール当たり１万５,０００円を戸別補償するんだというこ

とも理解できました。それで、１か月ほど前に農協が中心になって、これについてい

ろいろな部落説明会なりしたわけでございますけれども、本村においての加入状況は

どうなっているのか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） お答えいたします。

戸別所得補償制度については、今月いっぱい６月３０日まで、いわゆる加入の申請

書を地域の水田協議会、又は市町村に提出するという加入期限がございます。これは

６月１５日現在でございますが、大玉村の加入申請件数は６００件でございます。本

村の農家は９２０戸ほどございますが、そのうち全面転作をしているとか、小規模の

農家とかということでございますので、水稲共済の加入者につきましては７３０戸ほ

どあるということで、これを先ほどの６００件の加入申請の提出件数で割りますと、

現在、６月１５日現在の加入の申請率は８２％という数字で出されております。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 今、答弁者によりますと、水稲共済に加入うんぬんということで

ございますけれども、決して共済に加入しなくとも一部できるというふうなことも言

われておりますけども、その点についてどうなっているのか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） お答えいたします。

共済の加入の要件でございますが、あくまでも水稲共済に加入しなくとも大丈夫で

ございまして、いわゆる米につきましては販売証明があるもの、いわゆる民間の米穀

会社等に販売して、その販売証明があるものについては水稲共済に入っていなくとも

大丈夫だという要件がございますが、現在の加入申請の率を出す関係で、先ほどの共

済加入者の数字が出ておりますので、それで割った数字で申請率を出したということ

でご了解いただきたいと思います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 大体分かってきたんでございますけれども、９２０戸の農家で

６００戸ほどきり入っていない。また、あと共済には７３０戸入っているということ

なんですけども、これ今月末までなそうでございますけれども、加入に前向きな人は

もうどんどんこういった処理はしているわけでございますけれども、今後の見通しと、

なぜこれ加入できないのか、この２点だけ伺っておきます。
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○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えします。

今月いっぱいが加入申請の期限だということで、既に先ほど６月１５日現在の加入

件数申し上げたところでございますが、その前に今月１０日前後には加入申請がまだ

出されていない方につきましては、全農家に水田協の名前で加入申請の漏れのないよ

うにということで通知は発送されております。また、いわゆる生産調整の未達者並び

に生産調整の計画書を提出していない方についても、それぞれ該当農家に通知して、

いわゆる米所得補償への加入促進を図っているところでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 確認のためにお伺いしますけども、その水田調整の未達者の場合

はどうなるのかだけ伺います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

生産調整の未達者の関係でございますが、戸別所得補償制度につきましては、あく

までも生産調整の達成が条件要件となりますので、いわゆる今の時点で未達の方につ

きましては、これから達成するについては、いわゆるＪＡの委託ですか、転作を委託

すると、面積相当の委託料の支払いは伴いますが、それを支払っても、いわゆる先ほ

どの１０アール当たり１万５,０００円の定額部分が交付されるということで、その

数字等も各個人の通知には数字等をお示ししながら、いわゆる加入の推進を図ってい

るというところでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） ②に移りますけども、直接支払の時期を伺うということで、この

戸別補償をいつもらえるんだということの意味でございますけれども、今回の質問を

ちょっと変えますと、直接支払については今度の参議院選挙の目玉になって、ＪＡグ

ループについては各党に米以外の作物についても直接支払を働きかけていくんだとい

うことが盛んに言われておりまして、それぞれ自民党なり民主党は、それらについて

は前向きな姿勢でいくんだというふうなことを言われております。時期うんぬんでご

ざいますけれども、やっぱり米だけの補償では、日本は米だけの農家ではございませ

んので、それ以外の補償等についてもいろいろ各担当者直接これらについてのいろい

ろな話もあるわけでございますけれども、これらの話はどの程度までになっているの

かだけ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） お答えします。

米につきましては、いわゆる事業名の中にモデルという名称が入っておりますが、

あくまでも農産物のいわゆる定額部分並びにその戸別所得補償につきましては、米が

先行してモデル的に戸別所得補償を行うんだという内容でございますが、今、質問が

あったように米以外の作物、いわゆる野菜、果樹、畜産につきましては、米を今年先

行して来年以降実施するということで、いわゆる政権与党であります民主党の中で政
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策が出されておりますが、まだ、具体的な内容については、市町村までには情報は入

ってきていない現状でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これ１８日に全国町村会の我々役員ということで集まって、一応そ

れぞれの提言をし、まとめたわけでありますが、これはやっぱり最大の社会資本整備

の位置づけをしろよということで要望をしておるわけでありまして、当然のことなが

ら、そういう観点に立って米のみならず畑作物とか酪農とか漁業等、こういうやっぱ

り補償というか位置づけをしないと、どんどんこのまま過疎化かが進んでいくのでは

ないかということで、これをとりまとめて即、要望展開をしておる。だから、米のみ

ならず以外の産物等についても補償制度、今度のそれぞれのあれを見てみると、そう

いうふうな書き方もしているようでありますから、そういうことでやっぱり我々もそ

ういうことであるならば、あるならばというよりは、我々の立場として大いにこれは

やっぱり要望をしていく必要があるなというふうに考えているところであります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 最後になりますけども、今、ＪＡ全中としては、まず、一つ目に、

農業の多面的機能の直接支払を各政党に要求しているんですね。先ほど言った米以外

の作物です。２番目には、自給価格の安定と所得確保に結びつく横断的な品目の政策

を求めていく。あと３番目には、何がなくともやっぱり担い手のセーフティネット対

策、やっぱり私もいつも使う言葉で、水は高いところから低いところに流れるわけで、

やっぱり勢いの良いところでなければ、人は寄りつかないわけでございますので、そ

ういった面で農業をもう一度盛り返していくためにも、やっぱり担い手がつくような

職業であってほしいというふうに思うわけでございますので、これらの制度になった

場合、いち早く本村は農村地帯でございますので、飛びついていって、これは制度的

になるかならないか分かりませんけれども、そういったものを含めて要望として、私

の質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。

○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） 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３時５３分）


