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平成２２年第６回大玉村議会定例会会議録

第３日 平成２２年９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） 本日、傍聴に武田明守さんほか３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「景観に関する条例の内容を問う」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。１番押山義則でございます。議長の許可を得

ましたので、通告した内容にしたがいまして一般質問を行います。

質問の前に通告書の訂正をちょっとお願いいたします。質問２項目目の首長と議会

の開催についてとあるのを「開催」を「関係」に訂正願います。首長と議会の内容の

関係についてと訂正願います。記入の際のチェック漏れでした。お詫び申し上げます。

まず、最初に、大玉村ふるさと景観保護条例に関する質問をいたします。前回の一

般質問でも整備振興計画の基本項目であります「自然との共生」については、様々な

問いかけをしたところでございますが、今回は自然との共生に大きくかかわる大玉村

の景観保護条例の内容の点検といった意味での質問をいたします。最近、玉井地区の

名倉山の山裾にあたる里山で大規模な皆伐事業がありまして、大変目立った場所でし

たので、事業の賛否はともかく事業の内容を確かめたかったので当局に尋ねましたん

ですが、景観的には大玉村なのでありますが、事業地は本宮市ということで、内容に

ついては知る立場にないという担当の答えに、いささかこの大玉村の景観保護条例に

不備な点はないのか疑問を感じまして、この質問をいたしました。まず、村長に伺い

ます。景観的な面から隣接市町村との協議の必要性、また、協定の必要性を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

これは隣接町村との協議とか関係、これらについては今回が事例として新しい事案

として出たわけでありますので、これからはこういうときにはやはり必要であるなと、

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） 大玉村の３６０度境界線があるわけですので、このような状況も発

生します。是非隣接市町村との協議、協定の必要性を保護条例に盛り込むべきと考え
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ますが、条例の改正をどう考えていらっしゃいますか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 条例そのものを改正する必要があるのか、条例から委ねられており

ます規則でもって内容を具備するのか、その辺はよく検討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） １番。

○１番（押山義則） よく分かりました。今回の事業内容については、本宮市にお尋ねい

ただきたいと担当の方に申し入れておきましたが、どういった計画なのか、まず、課

長に報告願います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） 本宮市の伐採の関係でございますが、本宮市に問い合わせたと

ころ、場所的には本宮市の蛇ノ鼻地内でございまして、伐採届の内容でございますが、

面積につきましては２.８６ヘクタール、それを皆伐するという内容で、樹脂につい

ては赤松、唐松、一部雑木ということで、伐採の年輪につきましては４０年というこ

とで、伐採後の造林の計画は特になくて、天然更新という内容でございます。

以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。村としても今年度名倉山本格的に買収地

の景観整備を始めたところであります。今回の事業地についても大変目立つところで

ありまして、名倉山は当然、また、既に古代神々の森として整備済みの里山も隣接し

ております。バランスのとれた景観保全をすべきと考えますが、幸い土地所有者も村

内の方と伺っておりますので、関係機関、関係者と何らかの申し入れをして景観保全

に努めてほしいと考えますが、いかがでしょうか。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに答弁しますが、景観の関係でございますと、こ

の伐採届に関しては、いわゆる森林法で伐採をする場合は当該市町村に伐採届をする

という内容で、特に市町村の森林整備計画に適合しておれば、伐採の適合通知書を出

してということで、森林法関係については特に市町村の森林整備計画に適合していれ

ば伐採が可能ということで、本宮市に問い合わせたところ、特に本宮市の森林整備計

画に適合しておったので伐採を受理し適合通知をしたということで、森林法上はその

ような定めになっております。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） もう一度伺いますが、景観的には何も考えていないということであ

りますか。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに答弁いたしますが、先ほども答弁申し上げまし

たように、森林法につきましては、特に景観等のいわゆる景観を損ねるとか、そうい

う定め等については定めがございません。以上です。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 事務的な観点に立っては、今、課長から答弁のとおりでありますが、

ただ、大玉村の景観保護条例という中においては自然との共生とか、あるいは本村の

ふるさと景観の保護を図ることを目的とするということで、隣接の市と言えども、こ

れはやっぱり目立つところでございますから、先ほども申し上げました、今後はやは

りこういう事例を契機に隣接市町村とやはり何らかの協定、こういうふうなことはお

互いに必要があるなというふうに思っておるところであります。反面また、うちの方

これ当時名倉山、ああいうふうにこの絶壁になったわけでありますが、採石関係、こ

れは本宮の方からも景観関係では大変見づらいような形でありますから、そういう時

点に本当はそういうものができていれば、一つの歯止めになったのではないかなと、

そんなことも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。いずれにしても、全体的な景観保全を今

後ともお願いしたいと言っておきます。景観条例の内容にちょっと入るんですが、こ

の大玉村ふるさと景観保護条例の第４条に公害対策条例同様に、村長の付属機関とし

て審議会を置くとあります。この審議会の状況、これまでの活動内容についてどうい

う方がメンバーか、また、活動の実態、それを伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今、お尋ねのとおりでありまして、審議会に諮問をしているような

事例がございます。こうした内容の実態関係ということでございますので、事務的な

立場でございます。担当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） 景観保護審議会についてでございますけれども、保護審

議会については、１９年にそこにございます陽だまりの里ですか、陽だまりの里が建

設されるときに開催された経緯がございますけれども、それ以降についてはＫＤＤＩ

とかの携帯電話の電柱が建設されるというような部分の申請等でございますので、そ

れ以降については景観審議会は開催されてはおりません。

景観審議会の委員等でございますけれども、各団体の長ということで、土地改良区

理事長、あと商工会会長、各団体の長の皆さんに加入をいただいて審議会を開催して

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。せっかく条例が制定されているのであり

ますので、審議会が的確に活動できますよう指導と監督をお願いしておきます。

次に入ります。次に、里山の大規模な伐採に行政の関与はどの程度あるのか伺いま

す。いつぞやも杉田川の二本松分の大規模な伐採があり、増水の被害は我が村に及ぼ

したこと申し上げた経緯がありましたが、また、この頃も前ケ岳地区ですかね、ハー

ト型の伐採地とか取り上げられた伐採もあります。前回の質問では関係機関と協議し

て指導するとのことでありましたが、村として今現在、どういう協議をされているの
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か、どういった指導をしているのか、改めて村内の状況なども含めて伺います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんにお答えします。

森林関係の伐採関係でございますが、各市町村にはそれぞれ市町村の先ほども申し

上げましたが、森林整備計画がございますので、そういった中で例えば保護すべき区

域とかということで区域の設定もございますし、整備の方法等も記載されております

ので、その森林整備計画にのっとりまして、いわゆる伐採関係については届出を出し

て、それが適合かどうかということで、伐採の関係の相談があった際はそのような対

応をしております。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） そういうことは、村としてやっぱり要望なり指導なりをきちんとし

ているということに理解してよろしいわけですね。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに答弁いたします。

伐採関係につきましては、市町村森林整備計画に適合しているかどうか、その辺を

十分判断しまして伐採が適合しているか不適か、その辺で対応しております。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） はい、分かりました。今後ともそういう規則をきちんと守るという

形で景観が保てるような伐採をお願いしておきたいと思います。ちょっと確認のため

に伺っておきたいんですが、玉井財産区の委託林の伐採が現在小高倉地内ですか、行

われておりますが、よろしければどんな協議、どんな報告があったのか伺っておきま

す。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんにお答えします。

玉井財産区の委託林の関係でございますが、小高倉地内の伐採届については、既に

受理しておりまして、伐採をするということで届出をうちの方で受けまして、適合し

ておりますので、適合して現在伐採を行っているところで、既に終了していると思い

ますが、伐採したところでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 課長の答弁で終了したということでありますが、まだ、伐採途中で

ありますので、きちんと監督して完了も見届けてください。そういう状況をきちんと

把握しておいていただきたいと思います。

次に、松くい虫とか木くい虫などの被害が各所で大変目立っておりますが、今年は

特に暑さによる立ち枯れ重なりまして誠にひどい状況になっております。松くい虫に

ついては事業の規模はともかく、対策については予算措置がされておりまして、それ

なりの結果は上がっていると感じておりますが、この木くい虫などと申しますが、結

局はっきりしないと思いますので、この被害については無防備に放置されている状況
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があります。玉井財産区の役員会でも、今年は木くい虫対策の秋田県の鳥海山麓の景

観保護のための被害対策を研修したところでありますが、被害木を伐採するしか手の

施しようがないといった状況であります。既に隣の本宮市の白沢地区とか二本松市の

岩代地区はナラ系の大木は壊滅状態のようであります。大玉村も他人事ではないと考

えております。里山保護、景観保全の観点から松くい虫同様、積極的な対策を願いた

いんでありますが、どの程度村として状況を把握されているのか、また、どんな対策

が考えられているのか伺います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに答弁いたします。

松くい虫と同様に今、ナラ系の被害を受けているということで、正式名称でいきま

すとカシノナガ木くい虫ということで、いわゆる広葉樹に５ミリほどの成虫が入りま

して、それを中でいわゆる穴を開けて枯らしてしまうということで、この辺ですと日

本海側からずうっと被害が広がっているということで、最近ですと本宮市の岩根地区

に発生したということで聞いております。本村でもこの虫に被害があったのでないか

ということでうちの方に連絡がありまして、ちょっと広葉樹が枯れているところを２

～３か所現場を調査しましたが、このカシノナガ木くい虫の特徴は、いわゆる木に穴

を開けていくので、その周辺に木くずが落ちるということで、今回、その通報があっ

たところを見ましたがそういう兆候がなかったということで、まだ、本村には入って

いないのかなと。ただ、枯れている木もあるということで、そういう現状もありまし

たので、ただ、調査したところ、そういうカシノナガ木くい虫の特徴がなかったとい

うことで、以上のような現状になっております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） はい、分かりました。是非今後とも調査を密にして、対策を講じて

いただきたいと思います。この対策、対応のしよう、仕方では、ある意味で起業にも

つながると考えております。実際、そういう対策で緊急雇用やっている町村もありま

す。失業者対策の事業など考えられないか、そう思っております。県などの対応待ち

になると、松くい虫同様に決まった業者のみの仕事になりますので、村独自の対策を

願えれば起業にも結びつくのではないかと考えるのでありますが、村長いかがでしょ

うか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） このカシノナガ木くい虫というのは、これ困ったものだなと思って

おるわけですが、私、山形県の小国町に行ったんだわね。小国町なんか真っ赤なんで

す。方法かないというんだね。そういうことで阿武隈山系、そして岩根まで来ている

ということは心配なので、大玉どうかなということでちょっと私も聞いたりしておる

わけでありますが、今のところは大玉には見受けられない。ただ、岩根まで来ている

わけですからね、これは怖いなと。とにかく伐倒して処分するという方法きりないよ

うでありますから、とにかくちょっとみんなにも目を光らせていただいて、情報を提

供していただいて、そういう専門機関等の指導を受けながら対処をこれはやっぱりす
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るしかないなと。とにかく小国町ではもう方法がないんだというくらいに真っ赤かで

す。ああなってからはもう方法ないんだね。そのようにならないように、これはやっ

ぱり何とかした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） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。是非そういう対策を重視して、起業に結

びつけていただければと思っております。

この項目の最後に、直接保護条例には関係ないんでありますが、ひとつ申し上げま

す。景観条例を紐解いて思ったんでありますが、大玉村村民の安心、安全な生活を守

るために様々な条例が定められております。先ごろから問題になっております公害対

策条例しかり、村民の知っておくべき条例が多々あります。そこで、改めて村民への

周知を図るべきと私は考えております。ときどきでも広報などで順次各条例の紹介を

していただけれると考えるんでありますが、担当いかがでしょうか。

○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。

住民生活課で所管しております条例等につきましては、ただいまお話しありました

ふるさと景観保護条例のほか、うちの方では地域安全条例というようなこともありま

すので、直接安全、安心にかかわる条例もありますので、広報紙等を利用して周知を

図っ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） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。是非そういうふうなせっかくの広報があ

りますので、村民にいろんな条例、分かりやすくこういう条例があるんだということ

を周知していただきたいと思います。

次の項目の質問に入ります。首長と議会の関係についてというテーマで伺います。

さて、私ども議会の任期も余すところ１年足らずとなったわけでありまして、大玉村

議会、議会活性化といった名の下に、次の選挙から議員定数４名減を先ごろ議決した

ところでありますが、まず、このことについて村長に当然であるか、残念だなとか、

また、時節柄やむを得ないのか、村長の率直な感想を伺いたいところであります。近

頃名古屋市長とか鹿児島の阿久根市長などが経費削減を目的としたものでありましょ

うか、議員定数の削減とか報酬の減額といったことでマスコミなどを賑わしておりま

す。それぞれの首長も住民の総意でもって任命されまして、住民の声として住民の支

持のもとにマニフェストの実施ということで発言しているものと考えますが、これら

の政策いささか議会との対立の構図となっているようでありますが、村長どういうふ

うに評価されるか伺います。大玉村議会が自主的に定数削減を実施することへの感想

と合わせましてもろもろ伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 後段の方からお答えをいたしますが、定数削減の関係につきまして

は、議会が決めたことでございますから尊重をいたしたいと、こういうふうに考えて

おります。
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それから、この１点目でありますがね、これは私、評論家でありませんから評論じ

みたことは遠慮したいなというふうに思っております。ただ、大切なことはそれぞれ

の自治体において、市民の目線で、市民のためであるはずでありますから、そういう

ことでこの名古屋市長とかそれから阿久根市長の関係の行為行動が、これが終着点を

今いったようなことでどのように落ち着くのかなと注目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） １番。

○１番（押山義則） はい、ありがとうございました。私としては定数削減が大玉村議会

の将来に及ぼす影響を考えまして、削減には積極的でなかったものでしたから、村長

の考えも本当はもうちょっと深く機会があれば伺いたいと思っていたので、この質問

を申し上げました。現実は時代の流れと言えばやむを得ないのかなと、私自身も今思

っております。

さて、大玉村議会であります。議会の運営状況について、また、議員の活動状況に

ついて、村長の目にどう移っておられるのか大変気になるんであります。近ごろ村内

で議会に対しての様々な風評とか風聞が流布しておりまして、私などにも直接村民か

らの忠告などもあり、議会に籍を置く一人として大変危惧しております。議会の中の

ことは我々議員同士の中で十分議論、検討して、解決、決定すべきことは重々承知し

ております。ただ、議会民主主義の下で二元代表制の一翼として村長に今の大玉村の

状況、村長がどう思っておられるのかなと存念を伺いたいのであります。大変抽象的

な質問で失礼とは存じますが、村内のことはなんでも熟知しておられる見識の高い村

長でありますので、もろもろお含みのうえお答え願えれば存念を伺いたいんでありま

すが。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 大玉村の議会に対してどう思うかということでありますが、議会と

してしっかりと機能を果たしていただいておると、私も長いこと村長としてきており

ますので、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） もっともな答弁だと言うべきでありますが、実は私もこういった質

問は控えたいと考えてでありますが、地域の住民からのたっての声で是非村長にこの

頃の議会の有り様を今度の議会で伺ってくれとの要望が強くありまして、あえて質問

を申し上げました。そういう意味からしつこいようでありますが、村民の目線に立っ

た考えでもう一度重ねて伺いたいんでありますが。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 私もいろんな住民の声を意識的に聞こうとしておりますし、また、

現実に私にも入ってきます。そういう観点で私自身もこれは議決事件は自治法の９６

条にあるわけでありますから提案を申し上げ、議決をいただいて執行して今日までき

ておる。そういう観点で大玉村議会としての議会機能、これは十分果たしていただい

ておると、そのように認識をいたしております。
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○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 分かりました。ありがとうございました。今後のことは我々議会の

中で解決してまいります。あの村長、アカウンタビリティという言葉ご存じでしょう

か。政治用語で新聞記者などがよく使う言葉なんでありますが、この言葉、私最近、

この頃民主党の代表選の記者会見で知った言葉なんでありますが、アカウンタビリテ

ィ、いわゆる高いポストにある方の説明責任といった内容であります。少々この場に

そぐわない話になりますがあえて申し上げさせていただきますが、先ほど申しました

村民の議会に対する不信感といいますか、そういうものに対して、何らかの形での説

明責任、もちろん村長は無論、議長、副議長がそれぞれ委員長にはそれぞれの立場で

やっぱり説明責任義務があると私は考えております。私は過日の全員協議会でのある

議会の協議会の中で、ある議員からの確証のない、言ってみれば軽率な発言で名指し

をされた玉井の議員なんであります。私はその一人であります。大変迷惑しておりま

すし、大変憤慨しております。村内の不評、風聞に対して事実無根といいますか、事

実無根を説明する責任、アカンタビリティと申し上げて、この質問は終わりにしたい

わけでありますが、村長そういうこと不評とかそういうことに対してもうひとつ意見

がありましたら伺っておきたいんですが。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 議会の関係等につきましては、住民に周知をするということで、議

会だよりでね、大変これ住民の評判がいいんです。それから、村政執行の関係につき

ましては、村の広報関係でね、そして特に私もいろんな役職柄、村長としていろんな

会議とか、あるいは出張等も多いわけでありまして、村長何やってんだべなというこ

とでは困りますから、選ばれた村長として、これは村長メモと称して広報でよく住民

に知らしめる。かつまたいろんな村政懇談会とか、そういう各団体等からも案内を受

けますので、そういう機会にいろいろ説明を申し上げると。まあ執行の立場として、

また、議会の議会だより等において、しっかり住民に知らしめていると、まあそうい

う観点からすると、私が耳にするところでは、村長だいぶハードのようだけども、体

に気をつけろよと、あるいは議会関係も議会だよりなどもだいぶ中身を見ると分かり

やすいと、そういうことを考えると、大玉村は順調にこれは執行の方も、それから議

会の方も大方の住民の皆さんは評価をして、良き評価をしてくれているのではないか

なと、そのように考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 大変難しい問題でありますので、これ以上はこの項目はやめておき

ます。

次の質問に入ります。村長の考えを議員とか、また、村民に対してより深く理解を

求めるためにも、来春にもセットされる光ファイバー網の設置に合わせて、村長独自

のブログの開設は考えられないか伺いたいんであります。浅和村長、５期にわたる村

長経験、これは県内はもとより全国にも知られる状況があります。近頃は県町村会長

としての活躍めざましいものがあると伺っております。我が国、失われた２０年、今、
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そういう状況にあります。この時期をしたたかに乗り切った村長の考え、行政手腕は

村民はもとより各自治体も大変興味を持たれていると伺っております。是非ブログの

開設をして、全国に大玉村あり、浅和村長ありを訴えていただきたいのでありますが、

いかがでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 村内については、この村広報等で先ほど申し上げたように周知をさ

せていただいておると。しかし、村内でもこのブログというようなことについて、や

はりまだまだ全住民ということにはいきませんから、広報関係等については当分は継

続をしていかざるを得ないなと。ブログの開設でありますが、これは本村との光ファ

イバー網網羅をするという、そういう時代の取り組みであります。したがって、当然、

ブログの開設をするというような方向でいきたいと思っております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 積極的なお答えありがとうございました。ブログの開設により村民

の声、本音を聞くことも可能になると考えております。情報システムの普及、推し進

める意味でも是非考えていただいて、議員も近い将来ツイッターなど利用の議会情報

発信が必要になってまいると考えております。是非村長にも先取りして、いち早くし

ていただきたいと思います。村内の光ファイバー利用普及のための宣伝にもなります。

今回の説明会で光ファイバー３００戸以上の加入が運営上求められております。村長

がブログを開くことで１００戸ぐらいはあっというまに集まるのでないかと考えてお

りますので、是非実現していただきたいと思います。それから、ちょっと光ファイバ

ーでちょっと申し上げておきたいんですが、この前説明会に行ってちょっと気になっ

たんですが、利用法、活用法、急がないと宝の持ち腐れになると、そういう話が村民

からだいぶあります。そのあたりも考慮のうえにブログの実現、是非検討していただ

きたいと思います。以上でこの項目の質問を終わります。

次に、戸別補償制度について伺います。過去にも皆さん一般質問していることであ

りますが、先ごろの報道によりますと、県内の稲作農家に対して約９０億円の交付金

ということで、従来の倍以上支給されるとのことであります。そこで、まず、今年度

大玉村内農家に対しての交付金の試算内容について伺います。交付金の総額、それか

ら稲作の作付面積、これ従来と比較もお願いします。それから、減反面積、これ目標

は担保できたのか。昨年まで地域間調整など行っていたようでありますが、その辺も

詳しく伺います。それから、転作した状況、それから転作計画の状況、これ分かれば

作物別にお願いしたいと思います。また、生産調整関連交付金いろいろもろもろあり

ますが、これ村内への支給はあるのか。いずれも数字的にお示し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） １番議員さんに戸別所得補償の関係でお答えします。

米戸別所得補償につきましては、本年度よりスタートしたわけでございますが、既

に加入申請につきましては、６月末で締め切っております。本村の加入状況でござい
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ますが、加入件数から申し上げますと７２７件でございます。農家戸数にしますと、

集落営農等については１件等加入するということで、戸数にして７４４戸でござい

ます。交付金の試算ということでございますが、交付金につきましては、定額部分の

１０アール１万５,０００円と、いわゆる変動部分の過去の米価の下がった分につい

て交付するということで、現時点の試算につきましては、あくまでもいわゆるこの定

額部分の１万５,０００円でしか試算できませんが、これら７２７件の加入件数から、

そしてそれぞれ１件当たり１０アールの飯米部分を除きますと１万５,０００円の試

算につきましては、約１億２,０００万円が交付される現時点での試算でございます。

また、今年の転作の実施状況という質問もありましたが、今年の転作につきましては

大玉村のいわゆる水稲の作付配分につきましては、収量ベースもございますが、面積

ベースで９２８ヘクタールで、現時点では村内の集計をしてみますと、この配分から

約１３ヘクタールがいわゆる不足しているような状況でございますが、これらにつき

ましてはいわゆる転作の受委託の関係で約１３ヘクタール不足するということで、こ

れらにつきましてはＪＡみちのく安達管内のいわゆる二本松で多く転作を実施してお

りますので、個人から出される委託料をもって、いわゆるこの不足分については調整

する予定になってございます。あとは従来との交付金の差という話もありましたが、

１億２,０００万円が交付されるということで、このほかに水田自給力向上対策とい

うことで、いわゆる販売目的に対しての作物を作った例えば大豆、麦については１万

５,０００円、飼料作物も３万５,０００円ですが、そば、菜種については２万円です

が、これらも現時点での試算をしますと、約３,０００万円から３,５００万円が交付

される見込みで、合わせて新制度では１億５,０００万円程度が交付されるというこ

とで、従来との差につきましては、昨年までの産地確立交付金が約５,３００万円ほ

ど大玉村に交付されましたので、差し引きますと約１億円程度が所得増になるという

現時点の試算でございます。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。それから、この生産調整関

連交付金というのは、村はどうなんですか。村内の支給あったのかどうか。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） 生産調整関連の交付金というのは、現時点では村内には支給さ

れておりません。以上です。

○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。米価の価格も先ほど同僚議員の話

で経済連などで多少示されたようでありますが、現在の事務的な戸別補償制度の取組

状況、それから今後の事務内容についてちょっとこれ金の支出とかなんかいつごろに

なるとか、村民の知りたいようなところでありますので、ちょっと伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに戸別所得補償の交付金の交付時期ですか、これ

らにつきましては今後の事務の流れもございますが、１０月からはいわゆる国の農政
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事務所の方から交付対象面積等の通知書が個人ごとに配布されまして、その中に交

付申請書、いわゆる米所得補償制度の交付申請書が同封されておりますので、それを

１０月からそれらの受付が開始されまして、早ければ年内１２月から年明けの１月か

ら３月にかけて、定額部分については交付されます。また、変動部分につきましては、

１月時点での変動の差を見るということでございますので、これにつきましては３月

下旬頃が交付時期かなということで、現在のところの見込みでございます。以上です。

○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。ちょっと伺っておきたいんですが、

当局の方では米価の価格の経済などの支障というか、そういう数字はつかんでおりま

すか。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに米価の関係での質問ですが、これ農水省の発表

ですと２１年産米の７月、これ農水省で８月２５日に発表したんですが、７月の相対

取引の価格、これは６０キロで流通経費、包装代込みで全国平均ですが１万４,２１４

円、流通とか包装代込みの価格ですが、１万４,２１４円という数字が発表されてお

ります。昨年からの出来秋からの比較ですと、約１,０００円が下落しているという

内容で農水省で発表されております。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） その内容は、今年の米価の価格予想と考えてよろしいんですか。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんにお答えします。

これ先ほど申し上げました２１年産米の市場価格で、昨年の出来秋から７月の取

り引き段階では１,０００円ぐらい下がっているということですので、いわゆるこれ

らといわゆる今年の米価の状況では農業新聞等にも記載されておりますが、いわゆる

２１年産米がだいぶ４０万トン程度過剰になるんでないかということで、各種例えば

米価の概算金等を見ますと、約前年から２,０００円程度下がるということも発表さ

れておりますので、この２１年産米の価格よりは下落するのではないかという報道が

なされているところです。以上です。

○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。村長に改めて伺いたいんでありま

すが、この補償制度、これまでの実施状況から見た感想として、大玉村の農業振興に

果たして結びつくと考えておられるのか伺いたいんであります。今も話ありました元

々この制度で米価の下落も心配されているようであります。補償拡大することで、あ

る意味で自助努力とか生産意欲とか、向上心が薄れないか心配する向きも考えられて

おります。その辺のことも含めまして、村長に感想を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今日の自由経済社会で、農産物等を市場原理主義でいったらば、こ

れは採算合わないということでありますから、そういう面においては、やはり基本的
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にはこういう農山村の政策というのは国家の最大の社会資本整備、これを位置づけし

ないとだめだよと。そういう意味において今回の幾分なりともということで戸別の所

得補償と、いろんな手法には異論あると思う。しかし、なにがしかの所得を補償する

というこの姿勢、これはやっぱりそれなりに評価に値するのではないかなと。額の問

題とかそういう問題はいろいろありますが、大枠はやっぱり評価に値すると、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） 分かりました。是非村長の考えているような方向で大玉村の農業も

結局振興に結びつけばいいなと考えております。いずれこの制度この３月に閣議決定

された新基本計画ですか、この補償制度目玉政策であります。自給率、カロリーベー

スで５０％に引き上げることが柱であります。私は役所が敷いたレールの上を歩く農

業では、本当の自給率向上などというのはとても結びつかないと考えているんであり

ますが、前回の一般質問でも、私は自給率、生産率とも大玉村４００％ぐらいに上げ

ないと、大玉村の農業はたちいかなくなると申し上げました。大玉村としてのしっか

りとした独自の基本計画を立てて農政に当たっていただきたいと考えるんであります

が、その辺いかがでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 一方、国にはこれは先ほど言ったようなことを強く要望しておりま

す。特に立場上もこういう立場でありますから、町村を代表する立場として強く要望

している。これは市場原理ではだめだベと。しかし、目先だけのことでなくして、大

切な次世代の人材を生み出すというような、１つ例を挙げれば、そういう根幹的なこ

とを地方でやっているんじゃないのか。ただ、今どんどん疲弊化してきて、合計特殊

出生率は下がるわ、人口構造はおかしくなっていくわ、こういうことでいいのか。こ

れは全部地方の疲弊化が、そういうことに現実的に影響しているんじゃないのかとい

うことを話して、やっぱりこれは国策においてしっかりとやっぱり位置づけをしても

らうというのをこれはやっぱり要望をすること。大玉村独自の取り組みとしては、一

生懸命明治以来作付けをしてきた耕作放棄地のようなものは、この際再生をしようと

いうことで再生室まで設けて一生懸命やっておるわけでありまして、必ずやこれはこ

のようなことでなくして、これは農業にもいろんな世界的にも食糧の事情、それから

今度現実的に消費者の関係の声なども、やはり国産をこれはやっぱりしっかりしても

らう必要があるんだと、そういうふうな声も消費者も最近は理解してきてくれておる

ようでありますから、消費者も巻き込んで、そしてこれはやっぱり活動をしていく必

要があるなと。また、現実的に米の消費ね、これが極端に減っているんです。極端に

減っていますから、やっぱり日本人の長生きの関係とか、健康体とかというふうにつ

いては、これは日本人にはやっぱり体質的にそういうふうにできてきているわけです

から、だからやっぱり米を中心とした米消費拡大、これはやっぱり一大原点に返って

運動を起こす必要があるなと。これはやっぱり人間の健康の面からもね、そういうや

っぱり運動を身近なところから起こしていく必要がある。消費がどんどん下がってい
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るんです。そういうことも、これは非常に大切だな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。次に、ちょっと質問逆になりましたが、

既に何地区かで実施している中山間地域直接支払制度とこの米の補償制度との関連性

についてちょっと伺っておきます。国は先日でありますか、直接支払制度、これ所得

補償制度の関連事業にすると新聞などで発表されたんでありますが、村としてどう理

解しているのか伺っておきます。また、この事業をどう扱っていくのか。この前の行

政報告で１７集落がこれに参加するというようなことのお話しもありましたが、今後

の見通しとか指導方針とか、従来と変化はないのか、その辺を伺っておきたいんであ

りますが。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに中山間直接支払と戸別所得の関連ということで

ございますが、中山間直接支払制度につきましては、本年から５か年の３期対策がス

タートしたということで、既に１７集落から協定書を提出していただいて、今後、協

定に基づく審査をしまして作業の現地調査をするという日程で進めておるわけでござ

いますが、戸別所得補償と関連を持たせるということでは、現在、事務局の方にはそ

のような内容は承知しておりませんが、あくまでも中山間地の不利な農業の環境をい

わゆる中山間地の多面的機能を維持していくための大切な交付金ということで位置づ

けるということで、今後も事業を展開してまいりたいと思います。戸別所得を補償の

傘下に置く事業ということでは、現在のところ情報はうちの方に入っておりません。

以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） はい、分かりました。私はこの前の新聞報道で、この中山間地直接

支払制度、所得補償制度の関連事業、その傘の下に置くということをちょっと耳にし

たものだから、この伺いを立てました。今後、また、よく調べてみたいと思います。

なお、事務局の方でもよく調べておいてください。

次に、農水省の制度案として、この２０１１年度から畑作にも所得補償制度拡大実

施する予定と発表されたんでありますが、先月の３１日には１０アール当たり２万円

と金額も提示されたようであります。大玉村としていかに取り組む考えなのか、端的

に伺います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに畑作の戸別所得補償の関係でございますが、こ

れにつきましては、来年度予算の概算要求の段階で、畑作補償の関係のいわゆる骨子

が示されたところでございます。それらの内容を見ますと、いわゆる営農継続の面積

払いと収量による支払、面積払いにつきましては１０アール当たり２万円、収量払い

については、数字を申し上げますと、小麦で６０キロ当たり６,３６０円、大豆です

と１万１,４３０円ということで、これは６０キロ当たりですが、いわゆる収量を穫

れば穫るほど交付金が増えるというような仕組みにしたいという内容でございます。



- 47 -

このほかにいわゆるまだこのような数字が示されておりませんそば、菜種ですか、こ

れらの作物もありますし、また、収量が示されている中ではテンサイとかデンプン用

馬鈴薯というのもございますが、これらについてはちょっと本村になじみのない作物

ということで、本村で作物を推進していく場合については、大豆とそば、菜種、まだ

数字、いわゆる交付単価の内容が示されておりません。これらの作物を推進して、い

わゆる先ほど申しましたが面積払いと収量払いが交付されるということで、今後、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） １番。

○１番（押山義則） 私としては、これの制度に対して、いかに事務的に村として取り組

むのか、そういう手段を伺いたかったんでありますが。この制度、新聞報道などでは

６品目のみの対象とあります。それで、村として作付可能な品目はあるのか。また、

例えば遊休農地の解消事業などと合わせて計画的進める考えはあるのか。また、具体

的にはこの事業来年のことでありますので、村内農家への情報提供、これ早急に急ぐ

べきと考えるのでありますが、そういう内容それぞれ伺いたいんでありますが。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんにお答えします。

畑の所得補償の関係でございますが、作物につきましては、先ほどの６作目ですか、

大豆、小麦、テンサイ、デンプン用馬鈴薯、あとそば、菜種という６品目がいわゆる

交付対象、農政省の概算要求の段階で、このような６作物が提示されております。そ

の中で本村で作付、いわゆる推進可能な作目につきましてはそば、菜種、あとは大豆、

プラス小麦、この４品目なのかなということで考えております。そういった中で畑で

ございますので、現在、大玉村で実施しております農地再生の関係で、いわゆる畑の

耕作放棄地につきましては、これらの作物を作付けすれば面積払いの部分と収量払い

の部分が交付されますので、農地再生の関係とも連携を図りながら、今後、いわゆる

畑については利用しているのが自家野菜とか、あと主に飼料作物とかそういう関係で

一部販売目的の野菜等も作付されてあるというのを見受けられますが、これらの畑の

戸別所得補償の交付金を十分推進していくためにも、このような内容を提示しながら

今後推進してまいりたいと思います。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 大体分かりましたが、先ほど前の質問で、結局例えば村独自の基本

計画とか、そういうものについて基づいて結局そういうものを推し進めていただきた

いんですが、そういう村としてのそういった大きな意味での計画というのは立てる考

えはありませんか。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番さんにお答えします。

村での計画ということでございますが、村の中には農業関係の各種計画ございます

が、農業振興の地域の整備計画とか、あと農地関係の担い手関係の計画それぞれ各種

計画ございますが、それらと特にこの畑の戸別所得補償を推進する関係では、特に計
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画の樹立の予定はございませんが、それらとも整合しておりますので、いわゆる遊休

農地の解消、いわゆる農地の有効利用、自給力の向上という面からも、これら畑の戸

別所得補償制度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） １番。

○１番（押山義則） 私の思うところは、結局基本計画、それによって国そのものが新し

い制度を次々こうやって出してきております。結局住民にその辺がきちんと周知され

ていないと、計画の中で盛り込んでいって、そして、村民に分かりやすいようなそう

いう基本計画といいますか、だれでも理解できるような、まして、今農業やっている

方はみんな高齢者でありますので、その辺を村として結局やさしく指導していただき

たいとそういうふうに考えているのであります。私も非農家なんでありますが、家庭

菜園などをとおして直売所などを利用した効率の良い生産性とか農業収入の拡大、こ

れ図って努力しているのでありますが、現実に私など最も政策とかそういうものを必

要と考えるのは、農業指導者の必要性なんであります。農産物の集団化とか、結局六

次産業への転換など考えたんでありますが、結局行き着くところは私も常々申し上げ

てることでありますが、これしっかりした指導者とか、そういう計画とか、リーダー

の必要性、村の計画とか、こういう集団作物を作るんだとか、そういう指導が一番欠

けていると私は考えております。どうか目に見える農業政策、それをお願いしまして、

この項目の質問を終わります。

次に、高齢者の戸籍上の生存についてという内容で伺います。全国で多数の高齢者

が行方不明にもかかわらず、戸籍上生存となっている中で、大玉村でも１００歳以上

２４名が生存状態との新聞報道がありましたが、それぞれどういう状況理由なのか伺

いたいんであります。また、今後、こういった問題の解決策として、どんな対応が可

能なのか併せて伺います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えいたします。

まず、村内の状況でありますが、今ほどお話しありましたように、４月１日現在で

１００歳以上戸籍上生存している方が２４名、９月１日現在ですと２６名で、最高齢

者は１１６歳というふうになっております。これらの理由でございますが、考えられ

ることとしては、海外移住や戦争による一家離散、そういうことで死亡届が提出でき

ない状況であったということが考えられます。また、今後の対応についてでございま

すが、法務局の指導、許可を得まして、高齢者消除という手続きがございますので、

これを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） １番。

○１番（押山義則） 今回は１００歳以上の調査でありました。例えばこれ８０歳以上と

か、現実６５歳以上での調査となると、村としてどんな状況が発生する恐れがあるん

でしょうか。分かっていれば、想像できればで結構ですが伺います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ただいま１００歳以下の部分についてでございますけれ
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ども、６０歳以上で行方不明とかという部分については、ちょっと今の段階では考え

にくいかな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） この内容については全国でも各方面からいろんな問題化されている

ようでありますので、村としてもそういう年金のうんぬんとか、そういうことはない

と思いますが、やっぱりそういうことあっては困りますので、今後ともそういう面は

しっかり状況を把握していただきたいと思います。

最後になります。最近も消えた高齢者とか、無縁社会の闇といったテーマでＮＨＫ

の放送もありました。結局は地域のつながりの希薄さが大きな要因といった結論とな

りますが、私は民生委員の役割の重要性が問われていると考えております。老人の一

人暮らしはもちろん、老人のみの世帯、一人暮らしの世帯への対応、組織的なネット

ワークが必要であります。民生委員が孤独にならないという方法も必要ではないかと

思っております。また、民生委員の選任なども目的意識をしっかり持った方法である

べきと考えます。選任方法が分からない、不透明だという、そういう村民の声も挙が

っております。ある自治体では、民生委員会の事業で命のカプセルといった一人暮ら

しの対策事業なども行っておるようでありまして、個人の必要、最低限の情報を書き

込んだメモを入れたカプセルを６５歳以上の各戸に設置する方法なんでありますが、

民生委員の役割の啓蒙活動、大変感心した次第であります。民生委員の知恵の向上を

図るためにも、大玉村でもいかがかなと考えるんでありますが、村長どうでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 民生委員の選出につきましては、しかるべき適任者をということで、

推薦委員会がございまして、推薦委員の推薦によって最終的には厚生労働大臣の任命

書を交付ということになりますので、その推薦委員はやはり地域にいてね、この人が

ふさわしいということで選んでくださるわけでありまして、私のところに最終的に挙

がってまいります。私の方で今度それを県の方に出しまして、そしてまた、県の方で

はなおかつそれを諮問しまして、そして厚生労働大臣にそれを申請をすると。そして、

先ほどのようなことになるということでありますから、まあメンバーを見るとそれな

りに適任者を推薦していただいておるなと、こ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。世の中大変ひどい経済状況のまっただ中

にあります。国政も政権闘争などに明け暮れて全くの不安定な政治状況にあります。

是非国民の目線に立った信頼できる安定政権を願いたいんでありますが、大玉村も今、

光ファイバーとかもろもろ事業が大変であります。是非村民の目線に立った、視野を

広げた村民に信頼される行政をお願いいたしまして、今回の一般質問を終わります。

どうもありがとうございました。

○議長（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２０分といたします。
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（午前１１時０３分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１１時２０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ２番武田悦子君より通告ありました「教育施設等の環境整備につい

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

たしました質問を行います。

はじめに、教育施設などの環境整備についてお伺いいたします。今年の夏は異常な

までの猛暑が続き、熱中症患者も３万人を突破し、８月１５日現在では１３２名が死

亡したと報道されています。熱中症はだれでもかかりますが、特に高齢者や体温調節

機能が育っていない子どもがかかりやすく、熱中症になれば重症化し、死亡する例も

高齢者や子どもに多いと言われています。夏休みも終わり、村内すべての幼稚園、小

中学校は２学期を迎えました。ここ数日は涼しい日ですが、９月初めまで３０度を超

える日が続いていました。長期予報では、今後も暑い日が続くと言われています。こ

のような暑さは、これまでに経験がありません。新聞赤旗の９月４日付報道によりま

すと、気象庁は３日、専門家による異常気象分析検討会を開き、今年６月から８月の

日本の平均気温が統計を開始した１８９８年以降１１３年間で最も高くなるなど、全

国的に厳しい暑さとなった要因について分析し、その結果を発表いたしました。その

要因については省略いたしますが、問題は９月半ばにかけてほぼ全国的に気温が平年

よりかなり高い日が続く可能性が大きいと発表したことです。この猛暑の中で幼稚園

児や小中学生が、学校で生活を送っています。聞くところによりますと、玉井小学校

では各クラス扇風機が２台設置され、更に熱中症対策として氷水を持参させていると

聞きました。ほかにこのような熱中症対策どのようにとられているのか、まず、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。

ただいま玉井小学校の状況をお話いただきましたが、大山小学校につきましては一

番上の３階の部屋に２部屋に扇風機を設置しまして、今年初めてなものですから状況

を見ているような状況です。それから、中学校においては、それぞれ扇風機１台ずつ

今年設置しまして対応しております。それから、幼稚園でありますが、預かり保育室

にエアコンが設置されております。これは今年の場合、大山幼稚園については現在、

２学期から小学校の方に移動しておりまして、扇風機で対応という状況でございます。

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。この異常気象は人為的な責任ではありませ

んが、その対策は行政として取る必要があると思います。玉井幼稚園の預かり保育室

に、エアコンが設置されていると今お聞きいたしました。このエアコンの設置は今後
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のことを考えますと、緊急に整備していく必要があると思いますが、今回の耐震改修

工事で玉井小学校の職員室には設置予定と伺っております。そのほか玉井小学校の改

修を行っている教室や大山幼稚園では設置の考えがないのかどうかお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） 幼稚園の状況でございますが、まず、大山幼稚園の耐震改

修工事関係で計画しておりますものを申し上げます。エアコンの設置をする箇所が、

預かり保育室とそれから遊戯室、それから職員室を予定しております。なお、玉井幼

稚園の耐震改修につきましては、これから設計等をお願いするところでございまして、

大山幼稚園と同様の設置を考えております。以上です。

玉井小学校につきましては、職員室と校長室にエアコンの設置をしております。

以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 学校は夏休みがあるからなどと、これらの整備見送られてきている

ように思います。県立高校などでは、進学校を優先に整備が進められていますが、学

習ができる環境を整えることは、どの段階でも必要だと考えます。先ほど玉井幼稚園、

来年度の改修によりまして、預かり保育室、遊戯室、職員室、大山幼稚園同様に整備

されるとお聞きいたしましたが、小学校には校長室、職員室のみ。せめて保健室とか、

そういう部分は考えられないのでしょうか、改め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） 先ほど玉井小学校の設置状況について申し遅れまして大変

申し訳ございませんが、保健室とそれからパソコン室には以前から設置されておりま

した。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。保健室については、どの学校にも設置され

ているんでしょうか。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） 保健室については、小中学校とも設置されております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。子どもたちの学習能力を向上させる。そっ

ちの方にばっかりどうしても視点が行きがちでございますが、まず、環境を整える、

このことが前提にないと子どもたち勉強にも集中できないかと思います。是非エアコ

ンの設置を強く要望するところです。

次に、学校や幼稚園、保育所の校庭などの芝生化についてお伺いいたします。ふれ

あい広場の芝生化事業で、夏まつりを通じて多くの村民にこの事業、歓迎されたので

はないかと思います。ほこりも立たず快適な環境で祭りが堪能できました。また、事

業が商工会に委託され、地域振興にも一定の効果を発揮したのではないかと思います

が、まず、この事業を保育所や幼稚園、小中学校に広げる考えがあるのかどうかお伺

いいたします。先ごろ民友新聞で教育長の談話も載っておりましたが、今後、具体的
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に計画があるのかどうかをお伺いいたします。

○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。

教育委員会の方の施設の芝生化については、教育委員会としましては幼稚園、小学

校、それから改善センターの芝生化を実施したいというふうに考えております。ただ、

教育委員会単独で芝生化、学校教育施設の芝生化検討委員会を立ち上げるということ

でおりましたが、そのほか保育所とかその他の公共施設もあるということで、役場全

体で検討委員会を立ち上げて、それぞれスケジュールとか管理方法とか、どこをやる

かというようなことについての検討をこれから始めるという状況でございます。

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。芝生化事業の実施の方法についてお伺いい

たします。ふれあい広場の芝生化事業は、商工会の提案でおったまげたシリーズ、こ

れらの事業の一つとして村おこし、商工会の活性化を進める大玉村商工会の事業、こ

の村の施設を対象にして行ったものとそのように理解しておりますが、今後、学校へ

進める場合も、このようなふれあい広場と同じような事業手法を取り入れる考えがあ

るのかどうかお伺いいたします。

○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。

どういう手法を取るか、管理方法をどうするか等も含めて、検討委員会の中で詰め

てまいりたいというふうに考えております。ただ、学校の場合には面積が大変広いの

で、善良な管理をどうするかということがまずは問題になってくるだろうと思います

が、それも含めて検討したいと思います。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。この学校や幼稚園など、これらの校庭を植

栽する場合、子どもたちが常に校庭を使っている状況の中で芝生化を進めるといった

場合に、ふれあい広場では苗を植えて、それを広げていったというふうに理解してお

りますが、このいっぺんに苗を植えるという表現が良いんでしょうか、点ではなくて

面でというような手法は取れるんでしょうかお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えいたします。

ふれあい広場の方を商工会の方で５月２９日に植栽をして８月に使いたいというこ

とでしたので、今、教育委員会で検討しておりましたのは、いっぺんに５０センチな

り４０センチのところに１か所ずつ植えると。この芝は踏めば踏むほど良いんだとい

うふうな話もありまして、活着しやすいと。ですから、１か月なら１か月程度の養生

期間をおいて、あとは普通に運動場として使わせながら広げていくというふうに現在

は考えておりますが、これも含めて検討していきたいと思います。

○議長（菅野行雄） ２番。
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○２番（武田悦子） この芝生化事業は初期費用はむろんのこと、その後の管理費用も莫

大なものが必要となると思いますが、この管理をどう進めるかなど、雇用の面、緊急

雇用など、そういう面での期待もかなり大きいものと考えております。バラバラに管

理するのではなく、施設の一括管理など、効果的な管理を進めることが必要かと思わ

れますが、教育長のさっきのお話しでは検討委員会の中で、それらも含めて検討を進

めている段階であるというふうにお伺いいたしましたので、十分この雇用の面も踏ま

えたうえで、検討をいただきたい、そのように思います。

次に、農家戸別所得補償制度についてお伺いいたします。１番目の質問であります

が、これは先ほどの答弁にありましたので、省略いたします。この農家戸別所得補償

制度は、農家の経営安定を目指すものとして大いに期待されております。米以外にも

大豆など畑作にも拡大されようとしていますが、一方でこの制度を受け、米価の下落

も懸念されています。ＪＡ全中によりますと、２００９年産米の価格の暴落が続き、

昨年秋の収穫期の価格に比べ、農協との相対取引価格では先ほども課長から答弁あ

りましたが、１,０００円近く下落している。そのような状況にあります。さらに、

３０万トン以上が古米として持ち越される見通しだそうです。今年の新米についても、

過剰作付や耕作基調から０９年産米と合わせ６０万トンから９０万トンの過剰が生じ

かねないと懸念が広がっています。このような状況下で、今年産米の価格も昨年から

比べ、大幅に下落することが懸念されております。先ほど２,０００円ほど下がるの

ではないか、そのような答弁もありましたが、今年の早場米も出荷されている地域が

あると思いますが、それらの価格どのようになっているのでしょうかお伺いいたしま

す。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに米価の関係でございますが、既に農水省の発表

の数字については、先ほどの答弁内容のとおりですが、今年の早場米、いわゆる米価

の関係でございますが、これ今日の新聞を見ますと、昨日、全農の方で２２年産米の

概算金額が決定したという報道がなされておりますが、それを見ますと、中通りのコ

シヒカリで６０キロ当たり２,６００円下げまして９,４００円、ひとめぼれで申しま

すと、中通りが３,８５０円下げまして７,９００円という数字がもう出されておりま

すので、いわゆるこれはあくまでも概算金ではございますが、いわゆる生産者段階で

精算金が交付されるという仕組みになっておりますが、昨年と比較すると２,０００

円～３,０００円ぐらいの中で下がっているというような現状で、早場米についても

このような状況かなと。あと例えば先日もあきたこまちでもう概算金は６０キロ当た

り９,０００円という報道もなされましたが、そういった形で先ほども２番議員さん

の中にありましたが、いわゆる過剰米、今年の米がもう４０トン以上過剰に成ってい

るという現状で、今年も豊作基調で米が上がるだろう。なおかついわゆる日本人が米

を消費する数量が減っていくという形で、米価が豊作基調もそこに加えまして米価が

下落傾向にあるという現実でございます。

○議長（菅野行雄） ２番。
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○２番（武田悦子） 昨年に比べ２,６００円、３,８５０円、このようにすごい勢いとい

うと表現がおかしいですが、農家はやっていけないような価格になるようでございま

すが、この米価の下落、これらは戸別所得補償制度だけが原因とは考えておりません

が、一番は自給問題にあると思います。０９年産米が３０万トン以上も古米として持

ち越されるわけですから、政府が自給調整に乗り出さない限り米の価格下落に歯止め

がかからないと思います。米価の下落が数年続けば、今年スタートしたばかりの戸別

所得補償制度も空中分解しかねません。更に異常気象で野菜などの収穫も減少してく

れば生産をやめる農家も出る懸念があります。国は食料はいつでも手に入るという考

えを見直し、もっと総合的な食料対策を取ることが大切と考えます。今回の戸別所得

補償制度を農家の期待にこたえるものにするための課題がどこにあるのか、現状を踏

まえた村長の考えを伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） １番の原因は、やはり需要と供給のアンバランスである。これがや

っぱりしっかりと現状の認識をして、バランスをやっぱり取る政策が必要であるなと。

それから、第２点目には、先ほど言ったように、もともとこれは利害得失論では、

これは農産物というのは勝てるわけがない。だけど、大切な基盤的な人材の供給なり、

そういう役割を果たしている。だから、国家の最大の社会資本整備、この位置づけを

しっかりしなくちゃならない。

それから、３点目には、やはり国内で生産したものを地球レベルで考えれば、食に

飢餓の状態で１０億人いるんです。年間に５００万人亡くなっている。だから、そう

いうところにＯＤの予算というのをお金で支援している。だから、そういうところに

ＯＤの予算で買い取って、そして、物で支援できないか。食べ物そのもので支援でき

ないか。これいろいろと国際関係の中でそれを私らが提言をしているんですが、なか

なかこれはやっぱり難しい。ＯＤの予算で農家から余るなどと言わないで買って、そ

ういうところに供給をして、例えばアフリカのようなところには今の携帯の関係、こ

ういう資源物が無尽蔵と言われるくらいあるわけですから、そういうものを今度輸入

をして、そして加工して、また、輸出をすると。こういうことをなんでできないんだ

と。だから、大体そういうことは、やはり農家自身とか自治体の自治体力ではもう限

界がある。今言ったやっぱり３点、こういうことでいずれも、やはり国がしっかりと

そういう認識をして、このグローバル化の経済政策と国家の最大の社会資本整備の部

門と棲み分けをして、これはやっぱり政策的に取り組みをしていただく必要があると

そういうふうに考えておるわけでありまして、そういうことで私もいろいろな立場が

ございますので、国関係等にも要望等をしておるところであります。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） この戸別所得補償制度は、積極的な意味を持つものではありますが、

これ単独の政策では価格の暴落などで農家の所得が増えないことは明らかです。村の

単独支援による事業と組み合わせた場合、農家所得どの程度向上するものなのか、試

算などがあれば教えていただきたいと思います。
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○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに村の単独事業と加えた農家の所得の向上の試算

の数値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今年からスタートし

ました米所得補償の定額部分等の試算をしますと１億２,０００万円が村内に交付さ

れるということと、あとプラス水田利活用自給力向上事業、これは販売目的で水田に

転作作物を作った場合交付されるものですが、それらが現段階の試算で申し上げます

と３,０００万円から３,５００万円程度が交付される見込みと。合わせて約でござい

ますが、１億５,０００万円程度、新制度で交付見込みとなっております。また、昨

年と比較するとということでございますが、昨年まではこれら転作のいわゆる転作し

た作物等に交付された産地確立交付金が、大玉村で約５,３００万円ありますので、

これ水田関係だけの試算でございますが、１億５,０００万円引く約５,３００万円で

すので、約１億円が昨年の制度と今年度からスタートした米所得補償の制度の差で約

１億円が交付増になるという試算をしております。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 食糧政策は国の重要な政策です。先にも話しましたが、食料はいつ

でも手に入るという考えは間違いです。米価の下落や異常気象による野菜の生育不足、

病害虫の発生で収量の減少も起きています。７日に発表された農林業センサスによれ

ば、農業人口が２２％も減っているそうです。更に担い手の高齢化なども数字で示さ

れています。食料はいつなくなっても不思議ではないのです。これまでも村長は、声

を大にして農山漁村の振興なくして国の発展はないと主張してきました。戸別補償に

とどめない国の総合的施策を求めることが必要と考えます。先ほどもお伺いいたしま

したが、再度村長の決意を含めてお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） いつも私、話してますように、農山漁村、これは社会の土台中の土

台なんだと、そして合計特殊出生率、大切な次世代の人材もこれは地方が担っている

んじゃないかと、それが証拠にこれは全国平均合計特殊出生率１.３７、東京は１.０

だべと。福島県は１.５２だと、２.０７がなければ今の人口が維持できないんだと。

今小学校が身近にどんどん統廃合をしてなくなってんだべと。そうするとこれは次世

代にそこに人が住み着く人がいなくなる。これは身近にうちの方のそばにもあるんだ

よと。だから、福島県の中央でそういうことが生じているんだと、だから福島県の人

口も毎年１万３,０００人減っていると。増えているのはこれはトータル的には５～

６町村しかないべと。こういう状況というのは全部農村漁村地域なんだと。だから、

これは朝日新聞の５月１８日に出ていたように、日本の人口構造、生産労働人口は少

なくとも横線にいかなくちゃならない。これが下降線にいってんじゃないかと、高齢

人口は上昇線、年少人口はこれも下降線だと。少なくとも高齢人口と平行していくよ

うな年少人口。そうでなければこれは日本の支える人口がどんどん少なくなっていく。

人は活力の礎だから、これは危険信号を方向づけでいるのではないのか。だから、そ

ういうのをしっかり担ってきたのが地方政策じゃないかと、その地方政策の農村漁村
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地域じゃないかと。だから、国策としてこれは間違っているよと、これは思想信条政

党以前の問題として間違い。だから、何回も言うようでありますが、国家の最大の社

会資本整備という位置づけをして政策をとってもらわないと困るよと言うことを申し

上げておるわけでありまして、そういうこともだんだん消費者も含めて、先ほども申

し上げました。理解をしてきてくれている方が増えているような傾向にありますから、

将来的には農業農村も全く一つの期待が持てないわけではないなと。そしてまた、や

はりより以上頑張らなくてはならないなというふうに考えております。話はちょっと

それますけれども、この間、農林水産省に行きました。私と一緒に行った同士であり

ますけれども、いろんなことから４１％の自給率が１％下がって４０％になったんじ

ゃないかと、こういう実態だべと。もうその真綿で首占めるなんて言うものではない

と、この際、もう我々はなんとか食っていくから、だからあともう自給率ゼロという

ことで、全部食料を外国から輸入して、そしてゼロにしてそこからいかに大切か、ゼ

ロから出発したらいいべと。おれは食ってだけいくからと。極論、その一緒に行った

方が、ぶっつけた方がいましたが、これにはグッと相手は言わなかったわけでありま

すけれども、そのくらい今我々同士として仲間は地方の立場で、特に農村漁村の立場

で国に対して物申しているというようなことをお伝えをしておきたいと思います。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。最後の質問に入ります。水道施設の更新計

画について伺います。水道施設の老朽化が進んでいます。石綿管の耐用年数について

は、これまでも何度か示されてきましたが、老朽管の更新については、基本的には道

路工事に併せて行うというのが方針のように受け止めておりますが、これでよろしい

のでしょうか。まず、お伺いします。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（長井政美） ２番議員さんのご質問にお答えいたします。

ご質問の水道施設等の更新計画でございますけれども、これにつきましては、当面

の間は今お話のありましたとおり道路改良工事等に併せて布設替えを優先して行わせ

ていただいて、まずは経費の節減に努めさせていただくという基本でございます。な

お、今後につきましては、施設の平成１９年度に策定をしました水道事業の経営健全

化計画、それと埋設管の耐用年数、それと老朽の度合いなどを十分に見極めさせてい

ただきまして検討させていただきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 道路工事に併せて行うというようでありますが、例えば５年間、こ

こ５年間、今後５年間でどのぐらい更新が出来るという見通しなんでしょうか。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘君） 現在の道路工事によります布設替えでございますけれど

も、ご承知のとおり県道本宮石筵線の道路の改良工事関係が計画されてございますけ

れども、その工事に併せますと石綿管のまずは布設替え関係につきましては、およそ
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８２０メーター分、これが布設替えという形で見込まれているところでございます。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 今、計画にあるのが８２０メートルということでありますが、道路

の計画がなければそのまま放置するというふうに理解してよろしいのでしょうか。そ

うなれば村民の安全というのは確保できないということになります。耐震管などへの

更新は莫大な費用が必要となりますが、少なくとも全村を網羅する更新計画を定め、

健全財政を維持しながら更新を進めることが重要と考えますが、この点に関してお考

えをお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 道路改良工事に併せてというのは、特に竹ノ内袋内線、今度は県道

になりましたが、そこについては耐用年数もございます。したがって、経費の削減に

もつながると、耐用年数もあるということでありますから、そういうことで整備をい

たしたいというふうに考えております。それ以外のところにつきましては、耐用年数

が分かります。どこどこについては何年、どこどこは何年と耐用年数が分かりますか

ら、耐用年数をにらんでこの１０年度に策定した、先ほど申し上げました。こうした

この計画に基づいて計画的に整備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） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。きちんとした計画の下に更新をお願いして

質問を終わります。

○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。

◇ ◇ ◇

○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５１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） １４番佐原吉太郎君より通告ありました財政再建と２３年度の予算

編成についてほか２件の質問を許します。１４番。

○１４番（佐原吉太郎） 議長の許可を得たので、３件について一般質問を行いたいと存

じます。

さて、リーマンショック以降、アメリカ経済が少し上向いたかなと思いきや、一向

に良くならない、経済性が。そういう現状の中で、更に円高が進んでおり、日本経済

が更に中小企業が大変な影響を受けていることは皆さんもご存じのとおりであります。

そういう中において、稲作では本年は大変豊作が見込まれ、戸別補償も決まり、大変

農家にとっては良い方向に向かうかなという方向で安堵したところでありますが、最

近の状況では、昨年より約３,０００円ちょっとですか、安くなるとも言われており

ます。そういう中で当然国も地方も来年の当初予算の中に税制面でも大変影響するの

ではないかなと、そういうように心配されるところでありまして、そういう中で１点
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について一般質問を行いたいと存じます。

村長に対しては、現在報酬５％削減されておりますが、やはり周辺の現状、経済が

悪化する中で、村長自らが汗をかいて１０％、２０％という削減をしていただいて、

村民の負託に応えていただきたいなと思っているひとりでありまして、是非とも村長、

政治判断でございますから、今の経済状況を把握しながら、分かっている村長であり

ますから、それをどのようにここに反映されようとしておりますか、お答えを願いた

いのであります。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 経済状況等は、おっしゃられるとおりに認識をいたしております。

さて、私の報酬でありますが、現在５％削減をさせていただいております。更にこの

１０％、２０％と、こういうふうなことについての質問でありますが、首長が村民の

負託に応えると、これは最大の責務でありまして、給与・報酬を削減することが必ず

しもこれは村民の負託に応えるとは言えない。問題は、基本的には報酬に恥じない仕

事をするということであるというふうに認識をいたしております。１割とか２割とか

３割とか、甚だしいと５割やっているところがあります。これはほとんど選挙公約で

す。選挙公約。あともう１つは、これは財政、代表監査委員の方から今回決算の関係

が話がありました。どの指数もこれは財政的に自治体としての資質が悪いと、そうい

うところはこれは減額とかということでやっておるようでありますが、これは少ない

です。選挙公約がほとんどなんです。だから、くどいようでありますけれども、減額

すること自体よりも、むしろ報酬に恥じない仕事をする。これが通常健全な首長の責

務であると、このように考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 今、村長は、公約したから５０％削減しているところもあると。

そうじゃないんですよ。トップは成績あげたからどうこうじゃないんですよ。今の村

長、あとからずうっと申し上げますが、今の経済状況というもの、やはり的確にとら

えて、仕事やったから何も削減していることはない。では、なぜ５％やったんですか。

我々議会もやったからやったんじゃないですか。そういう言い方は筋は通らないと私

はそう思っているひとりでありまして、そういう都合の良いこと語るんじゃないです

よ。政治家というのはやはり今、来年も大変な状況にあるわけですよ。そういう中で

あちこち語っていいこと、自分の都合のいいこと語らないで、トップというのは常に

やはりそういうものを把握しながら決断して負託に応えなければならない。削減する

ことは別な方の予算面で回らないところに回るんですよ。予算というのは。何言って

るんですか。その点お答え願いたい。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） １４番議員のような考え方の方もいると。私は先ほど言ったとおり

であります。これは見解の相違ということであります。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 全然村長は私の言っていること、それは見解の相違だと、それ
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おっしゃるのも分からないわけではない。しかし、それは身勝手なんですよ。今、政

府でも大変な８００兆円とも１,０００兆円ともいう借金があるわけですよ。これか

らやはりこういったものを国も今、総務省もこれをどう地方分権で、それこそ税源移

譲、今小沢とか菅がそれぞれ言っているわけです。ましてやそういう中で議会の今の

有り様、それと同時に首長、これらを含めてどうカットしていくかということを今模

索しているところですよ。しかも村長は、町村会長でもありながら、率先して自治体

の今苦しいところを把握しながら、やはり前向きに検討するということは大変なやは

り勇気のあることではあるが、自分の都合のいいことだけでは私はすまないと、その

ように思っている一人でありまして、もっともっとやはり一歩でも二歩でも前進して

いただきたいというのは私の考えでありまして、いくらどうだといっても首長ですか

ら、自分でやらない限りは我々議員から言ってもやれるものではない。そして、みん

な苦しんでいるんですよ。これから、あとから出てきますが、リストラとかうんぬん

くんぬんというのね。そういうことを含めたやはり自らが汗をかいてやはり説得力の

要るそういったものがやはり村民ならず皆さんがこれは期待しているところと私は思

っているんですよ。もう一度変わらないと思うのですが、そういうことで変わるよう

にできれば一歩でも二歩でも前進するような期待いただきたいなと、お答えの中でね、

まずひとつその点も含めてお願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先程来申し上げたとおりでありまして、これは１４番議員に言われ

たからどうのこうのでなくして、私が自らしかるべきときには判断をいたします。先

ほどと答弁同じであります。

なお、議長、大玉村議会の基本条例第５条の第２項に基づいて反問をさせていただ

きます。大変１４番議員が首長自らというふうな報酬削減についてお質しがありまし

た。しからば、自らの議員報酬は、どのくらい削減をするというふうな考えを持って

いるのか。なおかつ、その実現のほどをお聞かせをいただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） そういうことをおっしゃるなら、私一人でこれはしょうがない。

やはり皆さんの同意がなくちゃならないんですが、後から出てきますが、議員削減に

してもみんな村のために思って我々も削減してきたわけですよ。これから後から出ま

すから今から言ってもしょうがないんですが、もちろん１０％では、ただいま私、一

回言ったことがありますけども、矢祭町のこと、日当制にすれば１００万足らずで議

員も村民の負託により以上そえて村でやれないこと、もっと予算面で回していくこと

ができるんですよ。それ言っても皆さんの同意がなければこれは前に進まないでしょ

う。私は２０％構わないです。そういう考えで皆さんの、議員が同意していただけば

それで結構ですよ。しかし、私の案が。

○議長（菅野行雄） １４番さん、ちょっとお待ちください。ただいまの基本条例第５条

２項の規定によっての反問ということで、これは許可しますが、反問に対する議員の

発言、これは質問ではないので、議員の質問時間には含みませんので、そのような認
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識でお声をお願いしたいと思います。はい、どうぞ。

１４番議員のお答えは、質問でないので、質問時間には入りませんということです。

○１４番（佐原吉太郎） 要するにいつでも私が言うんですが、それ今、地方自治法とか

地方自治法のなんぼ、それはいいです。みんな政治家はやはり決断を持ってやれば必

ずできることなんですよ。これが必要なんですよ。ああだ、こうだ、法律がどうこう

じゃないんですよ。法律はみんな変えることですよ、地方自治体だって。村長が提案

して例えばどうだ、皆さん私、３０％もしませんかとみんなに提案してみる。恐らく

９９％は反対する人はないと思うんですよ。それは村民のためだという、なにも面倒

くさくない、そういうことでございますので、今後来年の当初予算の中に反映してい

ただければ、村長が、ああ、大したもんだなと、やはり村民のために常に思っている

んだなということで、私も高く評価したいと思います。まず、そういうことでひとつ

期待したいと存じます。

○議長（菅野行雄） １４番さん、村長の質問に対してのお答えをお願いします。

１４番さん個人の考えで結構です。

○１４番（佐原吉太郎） 私は、だからそういった私は２０％から３０％と言われれば皆

さんに提案して。

○議長（菅野行雄） 皆さんには関係ないです。議員の皆さんには関係ないです。ただい

ま１４番さんに対する村長の質問でございますので。

○１４番（佐原吉太郎） ２０％でも結構ですよ。それでいいです。それだけ削減したっ

て結構ですよ。そういうことです。それを言うならば自分も汗をかいて村長やってく

ださいよ。そういうことです。やりますよ。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 反問に対する１４番議員の考え方は分かりました。あと私が２点目

に大切なことを言った。実現のほどをお質しをしたわけであります。その実現のほど

によって私も十分参考にさせていただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） それでは、村長に申し上げるか、ますがね。じゃ私が２０％提

案して、それで例えばですよ、合意が出れば、議員関係なくね。

○議長（菅野行雄） １４番さん、答弁は違いますよ。１４番。村長の質問に対する答弁

は、議員皆さんの考えではないですから、１４番個人の考えですから、その答えをお

願いします。こう村長が言っているわけです。皆さんに諮ってというのは、ここの場

でやる話ではないです。

○１４番（佐原吉太郎） じゃ、この件については、一応決意のほどを聞いたが、私の決

意は２０％カットするということだけは申し上げておきたいと思います。

更に２点目でありますが、その件については期待しております。

○議長（菅野行雄） １４番さん、今の答えなんですが、２０でも３０と言っていて今は

２０と言うんだから、それはきちっとした答え数字。この件について。

はい、どうぞ。１４番。
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○１４番（佐原吉太郎） ２０％を私は削減しますと、これでいいでしょう。

○議長（菅野行雄） それでは元に戻りまして、質問時間に追加しますので、質問をどう

ぞ。

○１４番（佐原吉太郎） ２点目でありますが、日本経済も大変状況が悪化していると、

そういう状況で地方における市町村の首長は庶民の目には恵まれた状況に映っている

と、そのように全体的には村民ももちろん今それぞれ名古屋とかうんぬんくんぬんと

いう、市長、トップである方々も言っているわけです。これは本音だと思うんですよ。

そういうことをやはり踏み込んで、やはり地方議会もこれは削減するところはすると

いうやはりこういった姿勢というものは常に大事だろうと思っている一人でありまし

て、こういった首長が非常に恵まれている、そう言われているんですよ、現に。これ

はだれにもこれに立ち入って言う人ないんですよ。しかし、たまたまあちこち報道で、

いや、首長、あそこの首長がこういうことを言った、ああいうことをいったと報道さ

れていました。地方においてはやはり村長に面と向かって、こうバァッと言う人はあ

んまりいないんじゃないかなと思っておりますが、村長、この私が２点目であります

が、そういうことも含めてどのように考えておられるかをお答えをお願いしたいと思

います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 長が庶民の目から見れば恵まれている。これは１４番議員からはこ

れ聞いておりますが、私にはそれなかなか言える人いないというような話ですが、こ

れ本音でいろいろ率直に話を聞く機会が非常に多いんです。むしろ私はこの広報で自

分のこの義務がありますから、業務この村長メモと称して報告をさせていただいてお

ります。これだけのこと、村長こなすのかと、大変だなと。恵まれてなんていう人は

いないね。健康に気をつけてひとつ村の発展のために頑張ってくださいと、これが圧

倒的多数、私に率直に話をしてくださる。だから、問題は、報酬に恥じないいい仕事

をやると、こればまず大切だと思うんです。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 私が申しているのは、当然必ずものはですね、日産のゴーン社

長でなくても一人１億稼ぐんだと言われてね。しかし、それは会社の経営ですよ。大

玉村は借金ないかといったら、約５８億近い借金あるわけですよ。指数がどうのとい

つも敬老会でもちゃちゃちゃちゃ言うようだけれども、現実はやはり借金なんですよ。

借金なければいいんです、本当は。そして範囲内でやはり税金、浮いたものを庶民に

サービスすればそれいいんですよ。あくまでも借金なんですよ。そういうことからや

はり今後はそういったものに切り込んでいって、やはりできることといったら村長と

か我々をカットするしかないんですよ。だれも村長どうだなんて言う人は恐らくない

と思いますよ。そういうことで私は言いづらいことをやはり村民の代弁者として申し

上げているところでありますよ。そういうことで再度村長の弁士をひとつお願いしま

す。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） 私も村民の代表ですから、そういう立場で何よりも良い村政発展、

そしてなおかつ健全財政の確立を図っていかなければならない。これね、監査委員か

ら報告ありました。借金のない自治体はないんです。同じあるんでも額がちゃんとひ

とつの物差しがある。これは健全財政をしっかりと示しているんです。それから２０

年度は県下の、また２１年度は今どこも９月の議会でなるんで公表はされておりませ

ん。２１年度のは代表監査委員がお示ししたとおりです。２０年度のは県下の状況が

分かるんですが、それぞれのもろもろの経常収支比率とか公債比率とか準公債費率と

か起債制限比率とか、実質公債比率、これ５９市町村で全部この指数をクリアしてい

るのは１０町村しかない。１３市、１市も入ってません。１０町村。その１０町村の

中に大玉が入っている。だから、一生懸命やはりこれは私の長の報酬を削減すればそ

れでいいという問題ではないんです。それは影響があるんです。だから、問題は安い

高いの問題ではない。報酬に恥じない仕事をしっかりやると、これがそれぞれ選ばれ

た代表者の責任であると、このように考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） だから、私はずっと常ずね言っているんですが、やはり戦前で

ありますが、戦前は年俸だったんですよ。区長さんと同じだったんですよ。ところが

戦後、戦前は要するに経済状況もこういうまあ、今村長がおっしゃるとおり非常に多

様にわたって大変なということは全く私も分かっております。しかしながら、昔の右

上がりの経済状況ではないんですよ。これから農作物もどんどん下がっていくと、そ

ういう中で私は村長の働いているのも分かります。だからこそ、そういうときこそ、

また財政指数もいいんです。おれもらって､データもらって分かっているんです。だ

から言わないんですよ。ただ、そういういいときにやはり自らが汗をかいて､こうだ

よとやはり村民に示す､その態度が私は必要だと申し上げているんですよ。そういう

ことでこれから十分に村長検討をいただきながら､より下げてより働いて､すると名村

長だなと言われるんですよ。そういうことでひとつお願いをしたいと存じます。

３点目でありますが、先ほども申したとおり、円高による日本経済も更に悪化する

と言われています。大玉村も失業者が２００人前後と言われております。大変深刻な

問題であります。そういった今後ですね、こういった方々に雇用をどのように配分し、

やっていくのかをひとつ村長にお尋ねしたいと存じます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 大変な失業の状況である。これは毎日テレビ等でも報道されており

まして、今、民主党の代表選で雇用関係が数ある中でクローズアップされている。全

くそういう状況であるなと、本村においても自治体に限りはあります。しかし、努力

することは努力しなくちゃならないということで､直接雇用対策関係、これはそれぞ

れの部署がありますが、雇用対策関係で直に働いてもらっている方もおります。また、

どうしてもということになりますれば､シルバー等に登録をしていただいて、そして

その人にふさわしい仕事をしてもらうと、こういうことも進めていると。とにもかく

にも､それから自治体として私は今、県の町村会長の立場でもありますので、こうい
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う農業をはじめ雇用のこういう状況、こういうのをもっとやはりしっかりと対策を打

っていただきたいということで、これは国等に対して強く地方の声として要望してい

くと。いちばん何といいましても国策に関わる部分が非常に大きいんです。そういう

ことでこういうときにこそ、やはり国の舵取りというのは大切だなと。これね、日本

だけで頑張っても相手があるわけですから、国際関係があるわけですから、そういう

国際関係の位置づけの中でどう日本が結局国を守るような、そういう施策をぶつか。

これを私たちが期待をし、また、そういうことについては地方の立場としていろいろ

要望をさせていただいておると、こういう状況であります。いずれにせよ、村のそう

いう方々に対しては、これは常に目を光らせて微に入り細にわたってこれはやはり何

とか働けるような､そういうことに対して最大の努力をするという考え方でおります。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） これは前向きに回答をいただきました。と同時にこれからもや

はりこういった要するに円高によって地域がますます悪化していくとも言われていま

す。これ以上来年はまた大変じゃないかと、そういう中でやはりこのより以上、なか

なか雇用を生むといってもこれ大玉で雇用といってもこれ限られますからね。だから

やはり大変だと思いますね。口で言うのは簡単ですが、そういうことも含めてこれか

らより努力をしていただきたいと､このように思っているところであります。

４点目でありますが、議員が削減されたことについて、どのように村長はとらえて

いるか、まずこの１点をひとつお聞きしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 議員の削減についてでありますが、これは議員の皆さん方が自らが

決められたことでありますから、私がどうのこうのコメントする立場にはない。要す

るに最大に尊重をするという考え方であります。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 要するに村長ね、あんた、村長さんは簡単にお答えしたが、や

はりこの大玉村は１町２か村に合併しないことがやはり自立､自立によってやはり一

番村民に負担をかけてはならんと、そういうことで削減されたんですよ。これ財政面

なんですよ。みんな思って痛い痛い考え方をやはり村民のために思って削減されたん

ですよ。ただ、首長は一人だから削減するわけにいかないですね、これ。合併すれば

別として。そういうことだからして先ほどずっと前からいっているとおり、やはりこ

れだけ議員も削減して、そうして財政再建に努力しようという、その各々が皆考えて

いるんですよ。そういう中でやはり私が言っている村長が２０％削減しろと、そうい

う意味から出ているんですよ。みんなして汗をかいて､分かち合って村民に納得し得

る執行者になっていただきたいと､こういう考えで申し上げているんですよ。分かり

ますか。そういうことでもう１回お答え願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 議員が決めたことだから、尊重しますよと､こういうことなんです。

もうこれ以上のことはないんだわね。
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○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） これ以上のないということはどういう意味なんですか、もう１

回お答えしてください。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 最大に尊重すると､こう言っているんです。分かりましたか。最大

に尊重するということを言っているんです。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） だから、尊重するというだけではやはり村のトップとして、や

はりこうやってみんなしてお互いに自分たちを削りながら､そして削減にたどり着い

たわけですよ。それはやはり村長の考え方の相違であろうが、やはり村民のために少

しでも経済を楽にして､そしてほかの方に予算を回して､そして弱者に対しても手厚い

手当ができるわけですよ。そういうことから我々も含めて､皆さんも含めて多数の中

で議員削減やったわけなんですよ。これ大事なことなんですよ。そういう意味からも

村長はこれをやはり高く評価しながら、そしてやはり来年の当初予算に反映していた

だきたいなという一人でありまして、是非とも村長、これね、自分のことだから自分

でやればこれは何も結構なんですが、できるだけそういうことでひとつ努力していた

だきたいなと､このように思っているところであります。

あと電子投票についてお尋ねしたいと存じます。昨年でございましたが、総務常任

委員会において電子投票について､委員会としての総意ですか、結果を村長に報告し

ましたが、１回はしましたが、その後やはりこういう経済状況でありますから、やは

り１回スイッチ入れたことは絶対バックできないんだという、そういうことでなく、

やはり今の状況というのを把握しながらやはり執行していただきたいなと､こう思っ

ている一人でありまして、この点についてお尋ねしたいのであります。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 総務常任委員会から､そうしたことを受けまして選挙管理委員会で

も検討をさせていただいております。それはまあ最終的には選挙の管理執行でありま

すから、そちらの方の意見も尊重しなくちゃならんと、こう思っておるわけでありま

して、これは私の考えでありますが、やはりお金の計算だけでなくして、やはり教育

的なそういう取り組みも大切であります。そしてまた、選挙というのは､努めて投票

者の意思が１００％反映させると、これがやはり最大の目標なんだわね。そういう意

味においてはこれはその割高になるようなことを、現在まだ普及しておりませんから、

そういう面もありますけれども、これはやはり選挙する人の意思が１００％反映する、

かつまた時代の取り組み、教育的なそういうことにもつながっている。まして、これ

光ファイバを入れて全村的にこれは普及されるような世勢でありますから、いずれこ

れは遠からず電子政府を目指しているのには間違いございません。そういうことであ

れば時代の先取り、取り組み、教育的な要素もある。そして皆目先のそろばん勘定だ

けではないということで、これはやはり私としては踏み出したものですから、今いっ

たそういう効果を考えれば継続をさせたいなと､いずれにせよ、委員会を尊重してい
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きたいと、このように考えております。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） お答えいただきましたが、やはり経済状況というのはいちばん

大事だと思うんですね。それはいつまでもスイッチ入れたからといって､それに突っ

走るというのはおかしいんですよ。１回立ち止まってやめてまた全国的に普及した場

合、そのときにまた入ればいいですよ。先駆けて旗揚げたといってもいちばんになっ

たからといってもだれもそれについてくるやついないですよ、今総務省の状況の中で。

一応やるということは決めたったんですが、総務省も経済状況の中でこれはやめたん

ですよ。やめたからといってそれは一企業に､多分後から出てきますが、負担が非常

に大きいわけですよね。それと頭の体操にもなるんですよ。書けばね頭の体操。ただ、

押すだけじゃなくね。時代というのはそうなんですよ。やはり便利だけを追求しては

ならんと思うんですよ。ほかに市町村は、普通の書いて投票したからパーセントが悪

いのか､それも投票率が悪いのか、そういうことじゃないと思うんですよ。やはり経

済というものは、いちばん大事にしなくてはならんし、やはりそういう経済において

運営されているんですから、これは。村の税金でやっているんですよ、これ。ひとつ

の企業のためにやっているんじゃないですよ。それらを決断してやはりこれは断固と

して総務常任委員会のやはり委員会報告どおり、一旦休むと､来年始まるわけですか

ら、８月に。それまでやはり決断すべきだと私は思っているんですが、再度お尋ねし

たいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 目先のそろばん勘定だけでなくして、これはやはり選挙というのは

投票者の意思をしっかりとやはり反映するように、それから後は時間的にも短時間に

事務処理ができる。そして教育的要素、これは例えば中学校の生徒会ね、こういう方

々に対しても自らがそういうことでもって生徒会の会長等も選出をする。これはやは

り計り知れない教育効果があるんです。だから、目先だけで手書きにすればこうだか

ら、そしてこの電子投票をやるとこれだけ割高になると、だからこれは良くないんだ

と。これは財政の指数等で非常にこの指数が悪いというんだったらば、まずやはりそ

ういうものをこれは改めるということも考えなくちゃならない。総務常任委員会のこ

とも十分これは私は分かりますよ。ただ、最終的には選挙の管理委員会があるわけで

すから、管理委員会の意思をやはり尊重して、ただ、私の長としての考え方としては、

今言ったような考え方を持っておりますよと。目先のそろばん勘定だけではないんだ

ということを申し上げておきたいと思います。なお、選挙管理委員会のその考え方、

これら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） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 村長の指示で１４番議員さんにお答え申し上げます。

選挙管理委員会書記長としてご答弁申し上げます。今ほど村長が答弁しましたとお

り、電子投票の導入そのものは選挙人の意思の正確な反映に主眼を置くという本来の

趣旨でございます。迅速かつ正確な選挙結果を出すための極めて有効、かつ重要な施
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策であるというふうに認識をいたしまして、引き続き電子投票を国政選挙にも導入で

きるよう改正案等について関係機関とともに要請をしていきたいというのが見解でご

ざいます。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） これね、電子投票が全国に普及しないということについてどの

ように考えておるか。これはやはり財政だけじゃないですよ。やはり手の運動とか、

頭の体操、手を動かすことは頭がぼけないということなんですよ。電子投票だから、

スピーディにいくからとか、そういうなんつんだべな､１回スイッチを入れてしまう

とどうしても立ち止まって考えないという､そういった官僚というかな、考え方。こ

れはいいかい、選挙管理委員会どうこうでないんですよ。それは尊重しなくちゃなら

ないね、しかし、政治判断なんですよ。浅和村長が政治判断したからこそ､全国にし

かも電子投票というのは広くアピールして、そしてしかもそれが普及するのかなと思

いきや、全然普及してないんですよ。その要因はどこにあるんですか。お答え願いた

いと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 大体全国にも数なかった中で大玉が踏み切ったということは、これ

は一石を投じた。それだけの効果もあったということでありまして、私は担当、選挙

管理委員会の方から､こういうふうにやりたいと、時代の取り組みだなということで､

長としてもこれを決断をさせていただいたというわけであります。また、考え方は先

ほど申し上げたとおり。今後の関係についてでありますが、これは思ったより普及し

てないというのは、これは事実であります。その要因はいったい何だというと、なか

なかやはり新しいことに取り組みをするということは大変なエネルギーが必要なんで

す。やはりそういうこととか、最初の経費の問題とかというのが先立って、なかなか

一般に普及にならないというふうなのが現実なのかなと。しかし、必ずやこれは遅か

れ早かれ､そのような時代になることは間違いありません。その先取りしてやってい

る､そういうことについては、大玉村の効果、教育効果なり先ほど言いました。ある

いは無効投票は完全に手書きは多くなるんです。電子投票はこれはゼロと言っても過

言ではないくらいなんです。だから、そういう趣旨のために貴重な税金を投ずるんだ

というのは意義があるんじゃないですかと、こういう私のこれは考え方であります。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 村長の言わんとすることは、正確でそれはボタンを押せばいい

わけですから、トラブルは少しあったようにも聞いてますが、それはそれでいいです

よ。やはり今の時代で普及しないということは、やはりいろんな面で財政も、今のう

ちね、財政が良いから、健全財政だからという、やはり今からそういうものを備えて、

そして次の世代にバトンタッチしていくというのが､やはり政治家としての生き方だ

と思うんです、決断だと思うんですよ。今、普及してないんだから、やはりここで立

ち止まってやはり総務常任委員会の意向というものを反映してやっていただきたいな

と思うんです。
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そして３点目に移りたいと思いますが、一般投票よりも２.２倍高い７３０万４,０００

円がより負担になっていると私もデータですか、このように承っておるわけでありま

すが、そういうことでやはりこれもいくら財政が良いといっても､やはりこれ７００

万円、といいますとやはりもっともっと別な方に予算は仕向けられるんです。そうし

てやらないで、先ほどもちょっと申しましたが、これ来年米が安い､いろんな面で税

収がなかなか見込めないのが現状であろうと思うんです。そういう中で今から備えて､

やはりいち早くこういうことを導入したけども、ここで立ち止まっていわゆる経済優

先なんだということをやはり考えなくちゃだめなんじゃないですか。７００万も高い

んですよ、これ。お答え願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは何回もおっしゃる、話をしておるわけでありますが、この目

先の金目の関係だけではないんだと。要するに教育効果、それから無効投票をゼロに

すると。そういう投資効果というのは､これは行政としても大切な役割の一つなんだ

よと。税金の使い道なんだよと。これはね、教育的な意味合いもあるんですよ。これ

全村に光ファイバーを網羅して､そして加入してもらいましょうと。どんどんこれ普

及していくわけです。そういう時代にも入ってるんです、これね。農村であっても。

だから、これはなかなかよその自治体は最初これに取り組みするというのは、うちの

方も大変だったわけですから、やっているところに職員が行って､そしてこの一つの

レールを敷いたわけですから、そういうこともあるし、やはり意欲のほどだわね。だ

から、これは私の考えとしては、選挙管理委員会は最終的に尊重しますが、時代の取

り組みとして､これは税金の投資効果ありますよと、こう話をしているわけでありま

す。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 再度申し上げておりますが、その確実性は分かっています。だ

からといって、村長、よく言うけど、だから今ほどやはりブレーキをかけて、一旦こ

こでやめてね、廃止して､そして新たに全体の市町村が参加する。それでも１回経験

しているんですから、しかもほかの市町村より早く、そういう勇気あるやはり首長に

なっていただきたいなという私の思いでありまして、今後ともやはりこれを十分に検

討していただいて、やはり総務常任委員会の総意でございますから、やはりそれらを

尊重していただきたいなと､そのように思っている一人でありまして、次に３点につ

いてお答えを願いたいと存じます。

まず、苗畑についてでありますが、苗畑をちょっと調べたんですが、苗畑管理経費

全体で３９１万５,２４６円でありますが、この中に委託料ですな、１２０万３,０００

円なんですが、これは例えば、私常に疑問に思うんですが、４人でこれ請け合ってい

るんですね。契約しているんですね。先ほどずっと申しましたが、これほどリストラ

されている中で、特定な人ですね、これ。特定の人が４人でだれも把握することない、

ただどれぐらいやった、１時間例えば８００円､普通作業。それから草刈り持ち込み

で１時間１,０００円と、それからトラクター持ち込み１時間１,６００円、このよう
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に出ております。それで１２０万円、４人でね。だからして、これはやはり今リスト

ラされ、２００人前後もいると言われている中で、こういった契約をしたのはどうい

う根拠と理由でやったのか、まずそれから入りたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 横堀平の苗畑関係については、現在景観作物とか、それからふれあ

い農園、こういうことで利活用しておるわけでありまして、それらについて若干耕作

をしたりするその関係上、作業等をやってもらう。そういうことで便利のいい､そう

いう機械などを持ち出していただくというような、そういう関係でお世話になってお

るわけでありますが、いずれにせよ、あの横堀平については、内部的に一定の期間も

過ぎたわけでもありますので、今後の利活用をどうするかということで検討委員会を

立ち上げております。ある程度の期間で方向付けをし、そしてこのようにいたしたい

というようなことについては、青写真的なものは議会にもお示しをいたしたいと思い

ます。ただ、一定のやはり期間は計画したそういう関係の兼ね合いもありますので、

今のところそういうことでいわば暫定的に利活用をしてきたという、そういう状況で

あります。なお、その具体的な委託料がどうとかこうとかという関係でございますが、

これら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） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １４番議員さんにお答えいたします。

この４人の委託契約でございますが、まずその旧苗畑の作業現場に近いこと、それ

から平日の作業が可能であること、それからトラクター等を所有していること、更に

は村が示す単価で請負ができる方というようなことで４人の方との契約を結んできた

ものであります。普通作業におきましては１時間８００円、それから草刈り機持ち込

み等の作業につきましては１時間１,０００円、それからトラクター持ち込み等につ

きましては１時間１,６００円というような単価契約に基づいて作業を委託してまい

りました。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 分かりました。大体ね。要するにこれ例えば一般の人を募集し

て､俗にいうそのリストラされたとか、今シルバーとかあるわな。そういう例えば時

間当たり普通作業とかなんか８００円だわね、これ。トラクター持ち込みだとか、そ

の把握するのは誰もいないですね。ただ、４人でどのくらいやっているかもだれも把

握できないという、例えば契約といえ時間ですから、これ。時間でなんぼなんぼ時間

だよと言っているだけなんです。こういう不透明な請負方の契約なんていうのは、今

もってのほかでありますよ、これね。と同時にやはり今後はこういうことのないよう

に､今村長も検討すると言ったが､やはりこれらは一般に広くビラを出して、こういう

ことでここを清掃したいとか、トラクターでやりたいとかと、そういう方向にやはり

これからやるべきじゃないかと、ましてやこういうリストラされた方とかいるわけで

すから、特定な人間で１２０万もあんた、チェック機能、それこそチェック機能が全

くなされない、いくら契約だといってもどのぐらいやったか、ただ自己申告なんです
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よ。こんなことが役場でこういう時代に許されるというのはおかしいんじゃないです

か。今後、来年の当初予算の中でやはりこれらを徹底周知させるという考えがあるか

どうかまず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） １４番議員さんにお答えいたします。

それぞれ作業につきましては、詳しい作業日報をその都度提出をさせております。

なお、この事業につきましては、広くそういう声も含めて広く次年度以降、作業があ

る時点で広報しながら募っていきたいということも検討してまいりたいと考えており

ます。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） そういう前向きの回答でありますので、一般質問を終わりたい

と思いますが、なにはともあれ、そういったもろもろ、やはり今後慎重を期して､そ

してこれから経済状況も悪化する中で、やはり村長自ら政治判断でカットはやはりす

るという形の中で鋭意努力していただきたいと存じます。そういうことで一般質問を

終わりたいと存じます。

○議長（菅野行雄） 以上で１４番佐原吉太郎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。再開は午後２時３５分といたします。

（午後２時２０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後２時３５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） １３番須藤軍蔵君より通告がありました「農地、水環境保全向上事

業について」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。議長の許可を得ましたので、これ

より通告をいたしております３件について質問いたしますので、よろしくお願いをい

たします。

農地、水環境保全向上対策事業､まずこれから伺いますが、この事業は本村にとっ

て中山間地域直接払い事業とともに､いわゆる農山村と言われるような農用地をはじ

めとする維持管理、こういう面で大玉村のような村では､この維持管理上大きな役割

を果たしているというふうに思っておるところでございますが、２３年、来年度をも

ってこの事業が終わるというようなことでございますけれども、まずはこれまでのこ

の事業の成果、こういうものについて、農政サイド、それから建設サイド２つあるわ

けでございますけれども、主には建設サイドのようであります。昨年の執行成果報告

では、三行半ということもあるけれども、三行もない､本当に行があるだけで全くそ

の中身がどうだというようなことはなんにもふれられていないというわけであります

から、まずこの点についてどういう成果内容であったかということについて端的にお

伺いします。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 農地、水環境保全向上事業､この成果でありますが、これは正にこ

の事業名のとおり、農地とか水とか環境保全関係に対する向上そのものにつながって

いるなと。何よりもこの非常にいいことは、地域の結局まとまり、組織化、こういう

ことは今後のそれぞれの地域の発展のために､ややもするとそういうつながりが薄れ

ている今日、一緒にやっぺなというような組織化されてる、そういうことについては

いちばんのこれは効果であるなと。そしてあと、それぞれのもろもろの農地なり水な

り環境保全向上につながっている、これも非常に効果あったなと､総論的にはそのよ

うに考えております。また、この２３年で一応終わりでありますが、このことについ

ては、これで終わることなく２４年以降も継続ということで、私たちが国等に要望を

しております。これからも継続要望してまいりたいと、このように考えております。

あと、個々具体的な件については、担当課長の方から申し上げます。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １３番議員さんにお答えをいたします。

先ほどご指摘いただきました執行成果には、確かに農地、水保全向上対策として

大玉村の負担金５００万円強が支出されたという項目しか載っておりません。大変

申し訳ございません。次年度以降については、詳細に記載させていただきたいと思

います。既にご承知だと思いますけれども、農地、水保全向上対策につきましては、

平成１９年度から農水省が農地、水環境の良好な保全とその質の向上を図る新たな対

策として導入したものであります。この対策によりましてさまざまな状況変化に対

応し、将来にわたって農業農村の基盤を支え、環境の向上を図ることを目的としてお

ります。本村内には、１２の活動組織が組織され、今年度２２年度の活動区域面積は

５０１.４８ヘクタールとなってございます。各活動組織における構成員についてで

すが、農業者のみでなく被農業者、老人クラブ、消防団、婦人会、子供会、自治会、

土地改良区などで組織しまして、全体の構成員は１,４７８名となっております。参

考的にこれを人口比で割りますと１７．２％、約２割の人が参加している。世帯で比

較してみますと７８８世帯で３３.２％、約３割の世帯が活動に加入しているという

ふうになってございます。それぞれの活動組織においては、基礎部分における点検活

動を行いまして、地域活動指針に定められた内容から活動計画を策定し、基礎部分の

実践活動、農地、水向上活動、あと５つのテーマから１つを選択して実施する農村環

境向上活動、これに取り組んでおられます。道路や水路の草刈り、清掃、これらを始

めまして施設の点検、機能診断を自主的に行い、施設の補修、遊休農地の管理や水質

の保全、沿道への植栽などの景観形成、それぞれ自主的な特色ある活動を実施してお

ります。中でも高齢者が今まで自分の農地に隣接するところでなかなか大変な草刈り

を共同で年に２回、３回草刈りするようなそういった効果もあります。また、中には

餅つきなどの交流を深めるような活動をされているところもございます。そういう意

味では先ほど村長が言ったとおり、地域のまとまりができていると、また絆が深まっ

て良い効果が出ているものと考えております。以上です。
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○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） それぞれお答えありがとうございました。今、お話のように地域

のまとまり、あるいは共同の組織か、そういうものができたと。将来にわたっての基

盤づくりに向けても効果は発揮されたんだというようなことで、大変その取り組みの

意義があるなというふうに思います。この中で特に実は事務作業というのが非常に複

雑でなかなか農業を営みながら､それをこなしていくというのはなかなか大変だとい

うようなお話でありまして、これらについては率先して役場の職員もいわゆるお手伝

いというようなことでの関わりも深めているというお話も聞きました。こうした今、

お話あった､縷々話あった効果も含めて､今後こういう点は改善してほしいというよう

な点、現場からなりあるいは今後進めていく上で改善をしていくべきだなという点が

あればお話をいただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １３番議員さんにお答えをいたします。

事務、確かに大変な事務量になります。これにつきましては、本事業に関しまして

は国費が２分の１、県費が４分の１、村費が４分の１ということでそれぞれ福島県の

農地、水環境保全地域協議会が受け皿となりまして、そこから各組織に１０アールあ

たり田んぼですと４,４００円の割合で算出した助成金が交付されております。国費

が２分の１負担されている以上は、ある程度やむを得ないものと考えてそれぞれ始ま

ったことではなかろうかというふうには考えております。事務の簡略化についてなん

ですけども、活動内容を説明する作業ごとの写真、これらについては当初ですね、作

業前、作業中、作業後とそれぞれの活動内容の前から後まで分かるようなものを付け

なさいというようなことをなされておりました。ただ、それですと作業の内容によっ

ては膨大な写真が必要になるということで、途中から作業の状況が分かるもの、１～

２枚程度に改めるなど簡略化されたところもありますけれども、他県の方で新聞報道

等もありましたかと思いますが、助成金の不正流用問題、これは領収書の改ざんとか、

水増しの請求、後は架空の請求ですね､こういった問題。あとは会計検査院の指摘事

項などにより、更に内容確認する書類の添付が増えたりしております。これらについ

ては確かに会計検査院の監査を受けなくちゃならないという部分からすれば、なかな

か大変、事業をやる側も気を引き締めてやるなくちゃならないものと思いますけども、

なお、その上部であります地域協議会の方で年に２回、９月と２月に中間指導監査を

やるわけなんですが、この中で例えば草刈り機の刃を購入したということであれば、

それをだれに配付したか領収書をいただきなさいとか、そういった細かいところまで

指摘されているのが現状でございます。これらについては、あと、地域活動組織から

の改善要望の関係でございますけれども、これにつきましては、福島県では実績報告

書の書類の統合を含めた簡素化、あとは作業賃金や基礎部分に充てられる割合の支出

割合の制限というのがございます。基礎部分に対して４割、あとは賃金、これに対し

ても４割という上限がございます。これらについてもう少し緩和できるような方策は

ないのかということで、それぞれ中間指導の際などを通して改善を要望していきたい
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なというふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 今、それぞれ事務の内容などについてもお話ありました。引き続

き行政でも特にお手伝いを一つお願いしたいというふうに思います。特にこういう農

村、農山村における役割というのは大きいと思うんですね。特にこの夏、大変暑くて

少し手抜きをしていると､特にアレチウリなどをはじめずっと河川の方から上がって

きたり、原野から上がってきて､いつの間にか制圧されるような、そういうものすご

い繁殖がしているわけでありまして、格好良い言葉では自然との共生なんて言ってる

けども、共生どころか制圧されてしまうということでございますから、共生でなくて

棲み分けするしかないなと､それにするにはやはり今言ったようないろんな皆さん方

と協力してやるほかないと。そういう意味でこの中山間事業なり､あるいは今の事業、

これは本村にとっても欠かせない今後の事業であろうと。農家、あるいはここに住む

皆さん方は､言ってみれば地球の管理人みたいなもので、これ頼まれたわけでもなく

てもやっているような状況でありますから、そういうことも含めて３番目で事業につ

いての継続をどう考えるかという質問を用意していましたが、先ほど村長は引き続き

いたしていきますということでの答弁をいただいておりますので、この点は一つよろ

しくお願いをして次に質問に入ります。

社会保険二本松病院の「公的存続」についての質問であります。この質問通告要旨

は､できるだけ詳しくというようなことでありましたから、縷々書きましたが、そう

いう内容であります。したがって、今、鳩山首相の突然の辞任によって参議院の本会

議がやれないで結局廃案になってしまったわけなんですね。したがって、またこの存

続が危ぶまれる、そういう状況になってきております。長妻厚生労働大臣も今までと

は打って変わって違った対応で、今までは任せておけみたいなことだったけれども、

今度はねじれで危なくなったものだから、地元の皆さんが､あるいは地元の自治体の

皆さんがオーケーだといえばいいべというような、そっちにずっとよこしちゃったよ

うな､そういう状況ですね。今、社会保険二本松病院の置かれている状況というのは、

大変中核で県北でも中核的な産科にしても腎臓対策にしても様々な面での中核的役割

を果たしているという病院でありますので、この病院の機能、それから役割を考えれ

ば当然公的な病院としての存続というのは、この地方にとっても極めて重要なもので

あろうというふうに思います。一昨日でしたか、村長の行政報告の中で､県町村会長

としての活動という中でもちょっと触れられました。大変そういう意味で地域医療、

健康を守るという立場での村長の活動にも心から敬意を表するところでありますけれ

ども、これらについての現状についてのご認識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） 二本松社会保険病院、これは今縷々お話のとおりでありまして、結

論から申し上げますと、公的施設としてこの地域にとってはこれは存続を絶対しても

らうようにこれからも継続して要望を展開していきたいと。あれ以降は２４年９月末

日までの２年間ということでありますけれども、これは施設の売却を目指す機構とい
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うことでありますから、そういう目的のためのあるそうでありますから、これはこの

２年間、とにかく継続、存続ということで、またおっしゃられるように大臣は地元自

治体の考えを十分尊重するというような趣旨のようでございますので、これはいち早

くそういう話が出まして、安達地方としても取り組みをしました。それから町村会と

しても取り組みをしました。また、最近そのそういう守る会の方からも要望等を受け

ております。そういうことでこの議会終了後は、県の町村会関係の集まりもございま

す。あるいは市長会の方ともいろいろと協議をするということでおりますので、そう

いう中でもこれを幅広く支持層を広げて､そして力あるそういう状況にして存続の公

的施設としての存続、これを展開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） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 今、力強いご答弁をいただきまして、住民ともどもこうした公的

病院としての存続を目指して頑張ってまいりたいというふうに思って、この質問を終

わります。

次に、小高倉などの中心とするところの生活環境改善の取り組みについてお尋ねを

いたします。まず、この件についての質問の中で、今回３回目でありますが、前回の

６月議会で私の質問の際、住民の要望に対して行政が全く不誠実だというような発言

をしましたが、その後、よく調べた結果、住民の意図はかなり離れているけれども、

全く不誠実ではなかったんですね。そういう意味では私も少し言いすぎたなというふ

うにこれは思っております。取り消しとかなんかではなくて、そういうふうに思って

おります。が、しかし、それにしても手ぬるいという感じは全く変わりません。そこ

から始めたいと思います。

６月議会での議論も踏まえて、その後副村長を筆頭にして鋭意環境対策審議会等々

も踏まえて積極的に対応がなされたようでありますが、その内容、あるいは回数、そ

してまた行政としてのこの問題に対するところの業者への基本的な臨む姿勢ですか、

それはどういうようなことで臨んできたのか。私なりにも私は議員活動の一環として

チラシなどでも出しましたが、それはあくまでも私個人としての､あるいは共産党議

員団としての見解でありますので、それ違うぞというものがあったり､あるいはもっ

とそうでないんだというものがあったり、含めてひとつここら辺についてのこれまで

の取り組みについてまずお伺いをいたします。

○議長（菅野行雄） 副村長。

○副村長（遠藤 武） １３番さんにお答え申し上げます。

今、ご指摘あった努力、あるいは誠意の問題でございますけれども、６月議会、１３

番さんの一般質問について、村長の方で自ら出て行くと。また、私自らていく等いろ

いろあるということで、副村長という名指しでございました。したがいまして、議会

終了後、６月２４日でございますけれども、私と担当課長、あるいは担当係長、ある

いは畜産関係、農政課職員ともども県北家畜保健衛生所に出向いて､直接責任者であ

る次長と面談させていただきました。主眼点は、私の方から今までの経過はともかく

も、行政が動かざるを得ない状況をご説明申し上げました。それは内容的に結論を申
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し上げますと、家畜排せつ物法と、まあ、簡略した法律の名前でございますけれども、

その法律がありまして、それに基づく施行規則がございます。その第１条で、管理基

準というのがあります。更にその施行規則の中で､この特定施設はこういう家畜を飼

うものについては適用しますよということでございます。今回問題になりましたのは

ニワトリでございますから、２,０００羽以上については特定施設、したがって、こ

の管理基準を守りなさいということがありますので、これを主眼に家保の方と話し合

いを進めたわけであります。鋭意時間的に約２時間ぐらいやりまして、結果的には約

束事ということで家保の方の次長の方から遵守させると。私の方は何を言ったかとい

うと、長年継続された問題なんで、いちばん悪いのはその指導のあとの調査、あるい

は検証ではないですかということで、大玉も一生懸命やりますと、で、合同でやって

くださいということを切にお願いしました。家保の方も気持ちよく分かりましたとい

うことで､先ほどの管理基準を遵守させることで合意したわけであります。そのいち

ばんいいのは作業管理の日誌をとにかく付けさせるようにしてくださいと。その日誌

を付けたあとのその行動を的確に後日把握をして、それが実際やっているかやってな

いかの指導をしてくださいと、やらなければこういうふうになりますよということの

約束をしたわけであります。ただ、なにせ事業主がやらなければ実際効果は上がらな

いわけでありますが、この法律によると指導監督、あるいは指導の下にやらなければ

勧告することができるというふうになってございます。これは都道府県の権限でござ

います。したがって、それらを基に指導してくださいということで､大玉村と家保と

の間で話し合いをしてまいりました。その結果、効果でございますけれども、まず家

保の方は、これに基づいて､我々はその基づいて７月４日、まあ１３番議員も同席し

ていただきましたけども、これを受けてこの内容について関係者に理解を求めるよう

な話し合いをしてきました。特に私がそこで強調したのは、事業主の責務ということ、

事業主も２人参加していただきましたので、事業主の責務というものを強調したはず

であります。したがって、事業主の責務、あとは先ほど言った管理基準というものを

遵守してくださいよということで、その話し合いの中で皆さんから意見を頂戴して参

考にさせていただきました。それを受けて家保の方は、７月７日と１５日に現地指導

を行ってございます。更に私が最初に申し上げました検証するための立ち入り検査、

これを３回ほどやってございます。したがって、７月から８月１２日までありますが、

合計５回、家保の方で現地を調査し、あるいは立ち入り調査をして指導してまいりま

した。当然大玉村も同行してございます。この結果、結論でございますけれども、家

保の方からかなりある１社は改善がほぼ９割方見られると。もう１社につきましては、

これから徐々に改善に向けた指導をしていくと。ただ、３～４日遅れながらも指導の

とおり実施しているということであります。今後につきましては、家保の方からは作

業日誌等から履行の確認とともに役場を交えた総括的な対策が必要だろうというふう

に結論、８月１２日現在は結論づけてございますので、これに基づいて更に家保との

連携を密にして､あるいは事業者の理解、理解を得るというよりも理解していただく

ということで､今家保との協議、あるいは家保との協力の下に実施してまいりたいな
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というふうに考えてございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） どうもご苦労さまでございました。なお、今月に入ってですか、

環境対策審議会なども開かれて、それらの現地も踏まえての内容もあったようでござ

いますので、併せてそれらについてもお話をいただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ただいま副村長からの答弁ありましたが、若干重複する

部分もあると思いますけれども、６月議会直後に地域代表の方々と打ち合わせをして

おりますけれども、また県北家畜衛生保健所との協議も行っております。なお、代表

者及び地域住民の方々による現地訪問、これを２回行っております。また、事業者と

地域住民の方々、それから環境審議会につきましても代表者に出席いただきまして、

協議が１回行われております。住民の方々からは、日頃の感じている忌憚のない意見

が出されております。また、環境審議会による現地訪問指導ということで１回行って

おります。そのほか村による事業所訪問が７回、先ほど副村長からもありましたけれ

ども、家畜保健所の方が５回事業訪問を行っております。内容につきましては、維持

管理の状況の確認ということで、糞処理、それから害虫発生抑制のための消毒実施の

有無、それから施設の管理等について現地の状況を確認しております。ほぼ毎回、経

営者とは話をすることができております。なお、家畜の経営の技術的な部分について

は、家畜保健所が担うというようなことで、村としては苦情申立の解決に向けて関係

皆様とご協力をいただきながら進めてまいりたいというふうに思っております。環境

審議会で行っておりますけれども、９月３日に環境審議会で現地調査を行った中でご

ざいますけれども、臭い発生についてでございますけれども、これはある程度軽減策

がとられておりますけれども、引き続き臭い対策を続けていくというような状況でご

ざいます。

それから、養鶏所につきましては、家畜保健所が介入しまして指導しておりますけ

れども、鶏糞の適正処理と、それから消毒を行っておりますけれども、そのほかに外

部に汚水が流れるようなことがないようにというようなところで､環境審議会でもそ

の辺を重点に確認しております。

それから、９月３日に行った時点では、今年は特に暑さが激しいということで、ハ

エの発生は少なかったかなというふうには思いますけれども、ある程度消毒の効果等

が出ているのかなというふうに感じております。

あとは審議会の今後の方針というようなことで、今後も継続して維持管理状況を監

視していくと。それから佐藤養鶏所の排水関係、それから雨水、ニワトリの飲料水と

の区分け、こういうものが必要であろうというようなことで、経営者の方に申し入れ

をしております。いずれにしましても、引き続き環境審議会でも現地を確認、指導し

ていくというような確認がなされております。以上です。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） それぞれ取り組みがなされているようでありまして、行政として
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もいろいろと苦慮しながらも進めているのかなというふうに思います。これは先月号

の広報紙でも害虫駆除の取り組みを考えてみましょうなんていう、相当いろいろ知恵

を絞って、ここに特定をした話ではなくて地域住民や個人ができること、事業所がで

きることなどという、いろいろハエの出来按配から対策からというようなことで、い

ろいろ取り組みをしているんだなというふうに感じたところであります。これはそれ

なりに頑張っているんだなということを感じた中身でありました。もう一つ、農業共

済新聞、７月２１日、資源循環して地域と共栄という､國分農場ね、大玉村、でかで

かと立派なことを全部やって､非常にいいことをやっているわけですね。これそのこ

とについて地域の皆さんに何か苦情はなかったんですかなんてね、この全国農業共済

新聞の新聞社に電話しようかなと思ったんですけども、これやはり地域の皆さんの声

を聞いたり、村の話も聞いたりしてからやった方がいいなと思って、ただ、取ってお

きました。ちゃんと大玉村、福島県大玉村國分農場、すばらしい活動、これと先ほど

言った臭いの軽減のためにかなり対策しているんだという話とつながる話なんだけど、

これそのことについて村の地域の皆さんにはなじょしたんだという話は一つもないね。

これは問題点として私は指摘したいんだが、これは書く方の話だからね、そっちの話

だけども、いずれにしても、地域住民の皆さんの協力なり理解を得ないでそんなうま

い話はできないというのが結論でありますが、今、村も縷々こうした取り組みをした。

あるいは家保との連携、そしてこのずっと７月４日から続けて７月１５日、８月１２

日までの経緯、家保としては５回、村も同行しているんだというようなことで、村は

７回だということで今日まで取り組みを強めているわけでありまして敬意を表すると

ころであります。こうした今までの積み上げを基にして､これ以降具体的にはじゃ、

大体話と方向性は出たと思うんですけども、地域の皆さんとともに今後どういう日程

でより一層効果をあらしめるために取り組みを強めるのかということについて最後に

承りたいと思います。

○議長（菅野行雄） 副村長。

○副村長（遠藤 武） １３番にお答え申し上げます。

先ほど最後に家保との最終的な１２日以降の話を申し上げました。今までの指導、

あるいは立ち入り検査等々も約１か月間でありますが、その検証を踏まえて今後どう

するかというものをこれから協議したいと思ってございます。なお、その前に審議会、

あるいは地元の皆さん等々の話もお聞きしながら､それを加味した今後の対策という

ものを確立していきたいと。その中には恐らくハエのウジの生息地が問題になるとい

うふうに家保の方では注意をしてございます。そのために専門の薬剤師の方の業者、

それらも立ち会わせて真剣に指導しているはずでありますので、それらを今後どうす

るのか、あるいは残滓処理の問題がいちばんネックでございますので、地元の方は分

かると思いますけども、高床式の方のやつは半分ぐらい処理してございますので、そ

の後の計画的な処理しないとまたたまっちゃうと。それらを今まで指導してきたわけ

でありますから、それを総括的に家保と話し合って､それぞれ今後の指導計画という

ものを立てたいなと。先ほど言ったようになんせ管理日誌がいちばん重要なんで、そ
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の作業を日誌に書いていただくと。それを基に見て現地でそれを実際やっているかど

うか、その検証がいちばん大事でありますから、それを重点的な位置づけにして家保

との、あるいは地元の皆さんの意見を聞きながら､早急にはできないと思いますけれ

ども、なるべく１匹もハエがなくなるような、それがいちばん方向付けでありますか

ら、そういった計画的に今後進めていきたいというふうに考えてございます。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） それぞれ今お話ありましたように、今日までそうした積み上げが

なされて一定の成果、あるいは改善がなされてきておるわけでありますから、これら

を基に､元に戻るんではなくて更に一歩、二歩大きく前進するように引き続きの努力

をお願いを申し上げまし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。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。再開は午後３時２０分といたします。

（午後３時１０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後３時２０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） １２番佐藤誠一君より通告ありました「住吉交差点の歩道等の整備

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、既に通告しておきました３点の質問

を行いたいと思います。

正に今年の夏は記録破りの猛暑でございまして、あとでも質問いたしますけども、

いまだ今月末まで残暑厳しいと言うことでございます。我々の体ももう既に参ってい

る状態でございますけれども、何とかこの夏を乗り切っていこうというふうな気構え

でございますので、よろしくお願いしたいと思います。

まず、住吉交差点、いわゆる本宮土湯温泉線と県道町尻当地内線の交差点付近の歩

道についてお伺いしたいと思います。春先ですね、あそこにお宮が２つありまして、

東側のお宮はかつての交差点の工事で移転しまして、そのままありまして、別なお宮

があります。このある村内の業者が移転工事をいたしましたけれども、その移転の目

的はまずどんな目的で移転費用はだれが負担したのか、まず当局に伺っておきたいと

思います。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １２番議員さんにお答えをいたします。

ご質問の内容でございますけれども、社を今年の春先に移転になったのは､だれの

負担でどういった理由なのかというご質問でございますけれども、私の方もいつの間

にか業者さんが入って事業をやっていたということで、いずれもあそこの部分に関し

ましては、前後の用地買収は県の方によってなされております。県の方で引き続き用

地の交渉をしているのか、その辺について県北建設事務所並びに二本松土木事務所の
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方を確認しましたところ、今のところそういった動きはしていないし、整備の予定も

ありませんというような回答の内容でございました。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 今、当局では何の予定もないということで､自費でその社につい

ては移転したという解釈でよろしいですか。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 再度１２番議員さんにお答えをいたします。

社を動かしたのがどなたかというところまでは私の方では確認をしておりません。

村の方で移転を頼んだわけでもございませんし、先ほど答弁しましたとおり、県北建

設事務所、二本松土木事務所についても分からないというような回答でございました。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 私は、てっきり歩道に邪魔になっておりますので、いよいよ村と

住民との要望によって歩道が、これ県道でありますから県の事業で当然ありますので、

始まるのではなかろうかというふうなことで、地元にもいろんな話を聞きました。ま

ず、もう１点障害になっているのは、元の社長の奥さんに聞いたところ、今、息子さ

んは不動産屋をやっているということで、元の工務店の敷地が歩道にはみ出ておりま

すけども、これの見通しについても全く立たないというふうに解釈してよろしいんで

すね。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 当初、あそこのところの交差点改良時に､あそこの宮様あったとこ

ろ、それからあと今の浅和工務店、当時。あそこのところの用地買収の県でだいぶ、

村も携わって交渉した経過があります。結果的にはあのお宮様は５人の結局権利者で

あると。なかなかちょうどしなくてお宮も引っ越すわけにはいかないと。もちろん駐

車場のところも協力を得られなかった。そういうことであそこは出来なかったわけで

ありますが、今回、あそこのところを仲間で､結局観音様、あれは引っ越したようで

す。仲間が引っ越したようでありますから、だから県の方で金を出したり、村の方で

金を出すとか、待たそういうことでもって特別県の方からお願いしたり、村の方で是

非それをお願いしたいというふうなことではなくて、当時の経過からしてこれはやは

り我々仲間としてこれは引っ込ますべと､そのために当時村でちゃんと敷地まで準備

してたんではないのかと、そういうことで仲間が引っ越してくれたんだなと。だから

そこのところは今度はあそこのところは観音様が空いたと。ただ、駐車場の方は全く

前のとおりまだ、県の方もそれ１回相当努力してますから、だから今ましてこういう

世勢でありますから、なかなか県の方から何とか工事したいからここをお願いしたい

と、こういうことは全くなかったと。観音様だけは今言ったようなとおりであると思

います。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 村長、これもっとも地元でございますので、よく知っていると思



- 79 -

いますけども、やはり歩道がつながってないということは非常に障害になっていると

いうのは、地元ならず学生が学童道で通っているわけでございますので､やはり県か

ら、村からの要望等の話し合い、年に１～２回、県当局、県北の事務所等と話し合い

があるそうですけども、是非そういった要望をしていくという場があるんですから、

当然やはりやるべきだと思うし、村長の地元だし、村長がいちばん知っておりますけ

ども、やはり当局が汗を流すということが当たり前のことでございますので、今後の

見通しということが最初に出てしまいましたので、私もある一部のあそこの住民でご

ざいますので、その点に舗装工事の早期買収、早期着工を切にお願いするところでご

ざいます。

次に、直売所についてお伺いしたいと思います。この直売所は、関係者によります

と昨年度は約１億円程度の売上があったそうでございますけれども、あの建物自体で

は１億円くらいが限度だというのが関係者の話なんですけども、更に芝生効果があっ

て今年の盆踊りは大盛況だったということも言われておりますけども、反面、あそこ

は臨時的な駐車場でもあったわけでございますけれども、芝生を植えたためにマイク

ロバスという､中型バスなり大型バス等が入りにくくなったという関係者の話もござ

いますけれども、今、売上については昨年度比、先月末で結構ですけども、どの程度

の減に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） １２番議員さんに直売所の売上関係の質問でございますが、直

売所の売上、前年対比ということでございますが、現時点ではご存じのとおり本年の

５月からいわゆる火曜日、従来ですと昨年まで定休日を設けていましたが、本年より

通年営業という形でやっておりますので、売上を前年同期と比較すると伸びているよ

うな状況にございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） いろいろあの芝生の上では犬を飼っている方の品評会なりいろい

ろあったわけでございますけれども、今後の見通しについて､この駐車場程度でよい

のか悪いのか、率直に村長に伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 副村長。

○副村長（遠藤 武） １２番さんにお答え申し上げます。

駐車場につきましては、従来の駐車スペースにつきましては舗装、位置は従来のは

砂利のところについては芝生をやったわけでありますが、今の芝生は素通りする車、

あるいは若干の駐車する車、これは異状ないということであります。したがって、直

売所をメーンとしたイベントにつきましては、そういった工夫も可能でありますので、

従来のスペースは確保できるというふうに感じてございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 是非言ってほしいということを一つある関係者から頼まれてきた

わけでございますけれども、かつて先ほど言ったように、大型バスまで入ったという

ことでございますけれども、どの程度で、どちらから入ってきたか分かりませんけど
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も、Ｕタータンするスペースが無くなったということでございますが、これ事実なん

でしょうね。その辺を伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 副村長。

○副村長（遠藤 武） 事実の把握は、私はしてございませんが、多分芝生を張ったこと

によって、そこに入ると、というような感じ方だと思います。したがって、今後につ

きましては、そういった大型バス、あるいは特にマイクロバス等々のＵターン、切り

返し等々につきましては、案内板並びにそこに働いている従業員の方が気づけばその

都度運転手の方にその旨を伝えると、そういった手法を用いて支障のないようにして

いきたいというふうに考えてございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 次の質問と併せてお伺いしますけれども、かつて二本松市のふる

さと村にもいろいろな絡みがあって食堂がなくて開業した経緯がございます。しかし

ながら、２～３年前から食堂が出来まして、二本松の名物的な食事を出せるというこ

とで､あとＪＡの農業祭もあそこを近年利用しているということで観客も相当増えて

いるということでございます。また、これも関係者の話でございますけれども、やは

り売れ残った野菜等は、即腐るもの以外は次に利用する。それを今はこれ持ち帰って

きているわけでございますけれども、やはり再利用という形で是非食堂等がほしいと

いうふうな話も聞かれますけれども、当局においてどのような考えになっているのか

伺っておきます。

また、あとは駐車場なんですけども、駐車場を造るとなれば芝生化されてしまいま

したけれども、あの延びるとすれば東は４号線でございますし、西に田んぼがある、

南に田んぼがありますけども、その駐車場のスペースの拡張は今後ないのか、この２

点を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番議員さんの質問にお答えいたします。

まず、食堂の関係でございますが、現在につきましては､土日並びに祝日にいわゆ

る餅の料理を提供しているということで、いろいろリピーターもいらっしゃるという

ことで好評を得ているところでございます。そういう形で食堂については現在運営し

ておりますが、今ほど１２番議員さんが言ったように､いわゆる農産物については当

日売れないと持ち帰っている現状もありますし、そういう持ち帰らないでそれを有効

に使った、いわゆる食堂のメニュー化等、あとその土日のみの営業がいいのか、果た

して通年でやればどういうものが考えられるか、その辺も今後十分に検討して、いろ

いろなメニューも含めて今後充実を図りたいと思っております。

また、駐車場の関係でございますが、先ほど副村長からもありましたとおり、いわ

ゆるイベント等については芝生化した部分についても駐車できるようなことで、特に

イベント等、昨年までと同様な開催というようなことで考えておりますので、現在の

駐車スペース等を利用して､現時点では駐車場の拡大については計画がございません。

以上でございます。
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○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 先日、テレビを観てますと、これ個人の直売所なんですけども、

全くああいった便利のいいところでなくて、これ山間地の中にぽっと直売所を造った

そうです。そしたら、売上はどうなのかなというふうに思ってオーナーは始まったそ

うでございますけれども、加工場を付けたり、食堂を付けたりということで、今や年

３億円の売上があるというようなことがテレビで３０分番組で報道されているのを私、

チラッと見まして、私も関係者ともしゃべったわけでございますけれども、なにしろ

先ほど言ったように、このスペースの中では売上はこれ以上見込みがないと。どうし

てもやはり食堂若しくは保存のきくものであれば加工場もやはり同時にこれを併設し

ていただければというような声も聞かれますので、そういったこと、当局では聞かれ

ているか聞かれてない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） １２番議員さんにお答えいたします。

直売所の売上については、先ほど申しましたように平成１９年のオープン以来順調

に売上についても伸びております。食堂については､先ほどのように今後いわゆる地

産地消の面からもメニュー等も含めまして充実を図りたいということで、今後検討し

てまいりたいと思います。

加工場の関係でございますが、売上とも結びつくわけですが、どうしてもやはり

１２月から３月までは農産物等についてはなかなか不足する時期がありますので、そ

ういった部分については加工品、農産物等の加工品をということで、先日も普及所と

あと県北の保健所から講師を招きまして農産物の加工等についてのお話、説明等も開

催いたしまして、現在ある村の農産物加工場を有効利用を図っていただきたいという

ことで､そういう講習会というか講演会も開催した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） 先日、そういった催しがなされたのも掌握しておりますけれども、

どうしても食堂と言っても餅を作って土日、２つくらい並ばった椅子で食べる程度で

ございますけれども、やはり完全な食堂、若しくは加工場、今や加工場、これ山の中

にあるわけでございますけれども、やはりそういった必要性があるところにどんどん

投資していく必要があると思うのでございますけれども、そういった今後の長期的な

見通しに立っての直売所について､村長どのような考えを持っているのか伺ってこの

質問終わりたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 造るときの経過からして､今では順調に伸びて､むしろちょっと狭い

なんていう感じ、大体私もずっと売上関係見ると、火曜日始めたということもあるわ

けですが、大体は５～６％ずつ半月でもって上がっているようでありますから、今年

はトータル的には昨年よりはかなり売上伸びるんではないかと、先ほど課長からお話

のとおりであります。ついては、今後この食堂等も含めてということでございますが、
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担当の方で先ほど申し上げたように、更にこれは加工場については､現在上の方を加

工場という位置づけをしておりますから、あそこのところを利活用したい。そしてあ

と食堂関係、これは検討委員会と言いますか、農政課長を中心に検討するようにとい

うことで話をしておりますので、今後あそこの食堂を開設する場合にどういうふうに

したらいいのか、これは内部的に良く検討をいたしたい、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） 何分にも食堂を含めて加工場も管理人のいない加工場になってお

りますので、管理人の確保若しくは便利のすぐに行っても使えるような施設になって

ほしいなというふうに皆さん思っておりますので、資格はいろいろ衛生士あたりの資

格は持っているんですけども、個人的に加工施設を造るとなると今は塩分を使います

ので、浄化施設がほしいという条件がありますので、建物一つを建てるにも小屋建て

るということで３００万、４００万を投資をしなければならないというようなことに

なっておりますので、是非村の今の施設を利用するなら管理人の確保、更には常時使

用できる体制を是非取っていただきたいというふうに要望を申し上げて、この質問を

終わります。

次に、猛暑についてでございますけれども、今年は本当に暑かったわけでございま

す。今なお、暑さが厳しい折でございますけれども、特に本村においては農業地帯で

ございますので、この猛暑についての影響、農作物についてどの程度の影響が出てい

るのか、現段階で結構ですので、答弁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） １２番議員さんに猛暑の農作物への影響という質問でございま

すが、米につきましては、先日農水省の農政事務所から作柄概況でやや良という発表

がありました。また、７月末ではございますが、これ民間の機関であります米穀デー

タバンクの福島県の作況指数でいうと１０５という数字が出されておりまして、いわ

ゆる豊作が期待されているところですが、この猛暑によっていわゆるもみ殻が厚く、

米粒は小さいのではないかという懸念がなされておりますし、特に夜の温度が高いと

いうことになりますと、いわゆる死に米とか、乳白米とかという品質の低下が現段階

では懸念されるということで、果たして出来秋になってどのようないわゆる一等米の

比率とかいうことがどういう数字が出てくるか分かりませんが、猛暑ではそういう品

質の懸念がなされているという現段階の時点でございます。

また、野菜等については、特に露地物については、いわゆる高温で雨が少ない、小

雨ということで、キュウリ等については水不足で収量が落ちたという話も聞いており

ますが、ただ、施設に関しては灌水装置等を持っているところについては、だいぶ収

量も上がっているみたいなことは聞いておりますが、ただ、秋野菜につきましては、

いわゆる白菜、大根の播種時期に雨が少なかったということで、そういう関係で播種

時期が遅れているという、そういう影響が出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。
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○１２番（佐藤誠一） これ我々は作る方でございますけれども、価格等についてはどの

ような影響があったのか、我々は自分で作って自分で消費するわけでございますので、

その点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） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １２番議員さんにお答えします。

価格等でございますが、米については前の質問者が言われたとおり、いわゆる豊作

プラス過剰米ということで、ＪＡの全農が発表した概算金でコシヒカリで２,６００

円の減ということで、果たして今後売ってどのぐらいの精算金で最終的な価格がどの

ぐらいの形成されるかということでは、懸念されるところでございますが、野菜等に

ついては、特にインゲンとかについては高温でいわゆる花もなかなか咲かないという

ことで高値があったということで、キュウリについてもそういう高温の関係で若干平

年より高いという、野菜の価格についてはそのような、いわゆる収量が少ない分価格

が若干上がっているというような現象になっております。以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 農作物については、いろいろ価格の高い割に物が取れなかったと

いうのが総合的に今当局の答弁どおりでございますけれども、やはり暑すぎても寒す

ぎても悪いのは適度な温度がいいんですけども、特に今年は夜の気温が高かった、日

中も高かったんですが、寒暖の差がなかったというのが非常に作物にとっては悪影響

を与えているというのが現状でなかろうかというふうに思っている次第でございます

し、私も米を中心とする農家としてやはり今年の天気はそんなに豊作ではないという

ふうに見ているのがみんなの意見だし、私もそう思っている次第でございます。それ

になおさら６０キロ当たり２～３,０００円も下落するというようなことでございま

すので、今後豊作または平年作になっても価格がどうなるのか、概算払いでございま

すので分かりませんけれども、そういった影響等についてはいろいろ共済制度もあり

ますけれども、なかなか野菜農家というのは水稲農家以外、私も果樹も若干やってお

りますが、果樹、野菜についてはハウスが若干共済制度に入っているくらいで､入れ

ない、入る制度があまりないというのが現状でございますけれども、こういった被害

等は、経営を圧迫するのは被害等がどの程度あったのかなかったのか、当局に伺って

おきます。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １２番議員さんに価格の関係で経営の圧迫ということでござい

ますが、野菜関係については先ほどのような、いわゆる収量が少ない分価格が上昇し

たということでございます。ただ、米につきましては、共済制度ありますが、残念な

がら共済制度につきましては収量の面だけなんで、いわゆる品質が下がったからとい

うことのいわゆる水稲、通常ですと３割被害とかということがありますが、品質の低

下に対しての共済制度はないということで、総じてそういういわゆる野菜農家につき

ましては、どうしても共済制度がないということで、いわゆる補てん制度ですか、青

果物等の補てん制度で補てんされる部分がありますが、そういう現状になっておりま



- 84 -

す。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 農作物等については、その程度にしておきますけども、人間も参

ったんですが、動物も、人間も動物のうちでございますけども、９月４日の農業新聞

によりますと、次の質問になりますけども、畜産関係で大打撃を負っているというこ

とで、牛、これは肥育牛、酪農牛も含めて全国でこれはもう７月１日から８月１５日

現在で猛暑で死亡したのが１,２００頭、豚は全国で６６０頭、鳥に至ってはブロイ

ラー、産卵鶏を含めて４２万羽が亡くなったということで､更にこれに８月３１日ま

での１５日間を加えますと、約３０％くらい上乗せするんでなかろうかというような

予想でございます。特に本村は肥育農家もあります。養豚農家もありますけども、酪

農家に至っては非常に暑すぎて乳の出が悪かったということで、乳の出が悪い割には

扇風機２台も３台も多く増やして電気料７万も１０万もかかったということがござい

ますけれども、この本村における畜産関係についてのその死亡等、特に酪農家につい

てどのような影響があったのか､まず伺っておきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １２番議員さんに猛暑関係の畜産の影響ということで､家畜の

いわゆる死亡等というニュースもなされましたが、どうしても一番死亡例が多いのは

鶏舎関係ですか、鶏舎でああいう形でゲージに飼ってある程度飼育の濃度も濃いもの

ですから、いわゆるニワトリ関係がだいぶ亡くなったという話は聞いておりますが、

うちの方につきましては、養鶏農家は１戸ということで､そういう死亡については特

にニワトリ、養鶏関係が多かったという話は聞いております。そういった中で家畜の

猛暑のいわゆる対策等につきましては、今ほど話がありましたように、牛舎等を大型

の扇風機等で送風して涼をとって､牛に涼を与えているというような現状で、どうし

ても暑さによって家畜の呼吸数が増えたり、血流が増加したりということで、余分な

エネルギーが出されて生産性が低下が起きるということがなされております。そうい

った中で飼養、いわゆる飼う環境を緩和してやって､例えば散水とか､そういう形で改

善策がとられているようですが、特に酪農関係では､いわゆる暑さで牛の食欲が落ち

て､食欲が落ちることによって乳量が減るという現象が起きるということで、そうい

う若干乳量もこれ全国ベースの数字ですが、数パーセント落ちているというようない

わゆる猛暑の被害が懸念され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） 村長に伺いますけども、緊急なことでございますけれども、やは

り本村も先ほども言ったように､和牛もやっている人もいれば養豚、養鶏場はこれ村

外から来てやっているわけでございますけれども、やはり酪農関係が非常に打撃を被

ったということでございますし、乳も減った割には電気料がかかったということで、

そういった緊急対策について、今後こういった要望があがって、欲しいということが

あがれば､村単独のこういった得策がもしあれば､このような方策がありますというふ

うな、明言できるものがあればお示しいただきたいと思います。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 猛暑、大玉のみならず、これは近接関係の他市町村も同じような条

件下にあるわけでありますから、今言った畜産関係、それから農作物関係、猛暑によ

る被害の状況、こういうことが共済関係とかである程度明らかになると思います。そ

うしたことについては、これは連携を密にして状況を踏まえて何らかのやはり足並み

を揃えてと言いますか、そういう対応策は考える必要があるのかなと。いずれにせよ、

ある程度の被害の状況とかなんかというのは、それぞれ関係筋から明らかになると思

いますので、それらによって、結果によって対応策を検討をさせていただきたいなと、

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） 是非踏んだり蹴ったりの状態でございますので、決して酪農の乳

価の価格も良いわけでございませんので、原乳、乳の搾乳量が減ったなり電気料がか

かったというなり、扇風機代が多く支出してしまったというのが多々聞かれますので、

是非方策を取っていただきたいというふうに要望しておきます。

最後に、動物もそうでございますけれども、人間が熱中症にかかったということが

ございまして、前質問者も全国で何百人単位で亡くなったということでございますし、

数万人が緊急的に救急車で運ばれたということも連日のように報道されておりますけ

れども、行政としてどのような影響を把握しているのか、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） 最終的には、今の農作物関係の猛暑によるところの被害関係、それ

からそうした税収の落ち込み関係とかというふうなことが相当出てくるのかなと。あ

る程度やはりこれは年度末等によってのそういう取りまとめの関係、そういうことに

よらないとどれだけのこの行政に対する影響があるのかと、税をはじめというような

ことは分からないわけでありますが、これから十分その辺等のことについては傾聴し

ていく必要があるなと。そして、それらに基づいての対応策を講ずる必要があるんで

はないかなと、そう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） 最後になりますけども、今問題になっている熱中症、村内では熱

中症の患者が発生したのか、発生してないのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 今年の猛暑による熱中症ということで、新聞等で大玉村

で救急搬送されたというようなのが何件かは載っておりましたけれども、じゃ、大玉

村で熱中症が何名あったかというところまでは把握しておりません。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 把握というよりもいろいろ地域には民生委員もおりますけれども、

やはりその辺の行政とのタイアップできるそういった方々もおりますので、是非そう

いったデータがすぐ出せるような体制にしていただきたいというふうに締めくくって

私の質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。
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○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５４分）


