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平成２３年第２回大玉村議会定例会会議録

第３日 平成２３年３月４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した者。

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、傍聴に国分時男さんほか２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「納税申告について」ほか２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。議長の許可を得ましたので、通告内容に従い

まして、３月議会定例会における一般質問を行います。

まず、最初に、納税申告について伺います。現在、確定申告の真っ最中であります

が、申告の手法についてちょっと疑問な点をちょっと伺いたいと思います。２月のは

じめでしたか新聞折り込みに安達地方農民連発行のチラシがございました。内容は、

農民連主催の納税申告相談会の案内であります。それはそれでいっこうに差し支えな

いんでありますが、このチラシの中身に申告の仕方で国保税で大きな差が出る。役所

で申告すると税の払いすぎがある。だから、申告は農民連でと解釈できる内容であり

ます。これでは、役所で申告するとこんなにも過払いをすることになる、村民はそん

な印象を持たないでしょうか。納税はあくまでも自主申告でありますので、申告者が

納得すれば済むことでありますが、私の言わんとするところは、税はあくまでも公平、

公正でなければということであります。その観点から、まず、村長に申告手法によっ

て税額が左右されることがあって良いのか。公正、公平が担保されているのか、現状

を踏まえてお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

結論から申し上げます。率直に申し上げて、税は、これは自主申告ということでご

ざいますので、申告の仕方によって差があるものではないというふうに考えておりま

す。なお、詳細につきましては、担当から答弁させます。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １番議員さんにお答えいたします。

申告につきましては、今、村長から話しありましたように、自主申告であります。

したがいまして、自分で計算をして自分で書いて申告をすると。自主申告が基本であ
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りますので、そういった意味では違いは当然ございません。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 改めて担当者には伺うと思ったんでありますが、結局私が知りたい

と思うのは、なぜどんなケースでこういう状況になるのか、結局例えば役所での計算

だと国保税２３万６,４００円、農民連で計算し直すと８万３,６００円。差が１５万

２,８００円も出ている。これは、村民からしてみれば、本当にこれ理解に苦しむ内

容だと思うんであります。やっぱりこういう点は、税の公正、公平を示すべきからも

しっかり調査するべきだと思うんでありますが、改めて税務課長伺います。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） お答えをいたします。

今の国保税の差につきまして、その結果、どういう過程を経て、このような結果に

なったのか私の方でも把握しておりませんので、これに対して今現在、お答えするこ

とはできません。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） これ結構大変な問題だと思うんですよ。これはやっぱり村民は知る

権利があります、こういった内容について。役所で申告するとこう、農民連ですると

こう、この結果、村民のとらえ方にもある。あくまでも自主申告は自主申告でありま

すので、そのことは理解しているんでありますが、ただこういうチラシでこういうこ

とを公布されますと、やっぱり村民の中には大変疑問に感じる方いると思います。是

非調査していただきたいんですが、よろしくお願いします。

また、この組織、この農民連にしても、これ農家のために指導してくださると考え

ております。こういう納税方法が、本当に農家にやさしい申告方法なら、これは私と

しては村民のためにも税務課取り入れるべきだと、こういう申告方法を調査して取り

入れるべきだと考えるのでありますが、現場の立場で改めてその辺どう考えているの

かも伺います。

また、今までのデータ、昨年までのデータでも結構でありますので、今までこの組

織の下に申告している農家数の実態など公表できるのでありましたならお知らせいた

だきたいのでありますが、お願いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

税はあくまでも自主申告であります。しかし、それぞれに勉強会的なものね、いか

に結局自分の真実に沿った申告をすることができるかということで、いろんな勉強会

的なものはあるわけでありまして、これは規制はできません。したがって、行政の立

場としては、上がってきたものは、それがやっぱり本人の自主申告なんだなと尊重し

て、もちろん所得のあるべきもの、それからあとは控除すべきもの、こうしたことは

行政の立場で厳正、公正にチェックをするとそういうことでありまして、自主申告を

原則にするわけでありますから、勉強会的なものをやっちゃならんとか、どうとかこ

うとかという権限はないということは、認識していただきたいと思います。



- 42 -

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １番議員さんにお答えします。

会員の公表の件ですが、会員も把握をしておりませんので、公表もできません。

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。結局私は、こういったことで役所の方での税

務相談について、村民の方の信頼が失われていないかと、そういうことを心配、危惧

しております。あくまでも公正、公平がモットーだと思いますので、この点今後、更

に調査して研究していただくことを望みまして、この項目の質問は終わります。

次に、やはり申告の方法でありますが、この２月から大玉村光ファイバー網の整備

がされております。約６００世帯以上の家庭が順次利用可能となっておりますが、い

まや申告も電子申告という状況にあります。私も昨年から電子申告に挑戦しているん

でありますが、窓口が二本松税務署でありますので、指導を願いたいときとか混雑で

大変利用に不便を来しております。是非村の相談窓口でも指導いただければと考えて

おりますが、これ電子申告の利用拡大を推進する考えがあるかどうか伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

電子申告の利用拡大の意思、これはあるというふうにご認識をいただきたいと思い

ます。具体的なことにつきましては、担当課長から答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １番議員さんにお答えします。

電子申告でありますが、今、利用拡大ということで進めておりますが、具体的には

昨年、２１年分の申告期間中に申告された中で、電子申告された方、大玉村１３８件

ほどございます。対象となる電子申告の約１割になってございます。これは、今後、

更にいろいろな面で推進を図っていきたいと考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。是非今後ともその方向で進めていただき

たいと思います。

次に、予算編成について伺います。国の予算案がいつ定まるやら情けない状況にあ

るんでありますが、景気回復、雇用不安の解消が待ったなしの社会状況の中にありま

して、国民不在の政治状況には怒りすら感じる状況であります。大玉村の２３年度の

予算案、また３月の補正予算について、厳かに精査させていただきました。詳細につ

いては、予算審議の中で検証いたしますが、予算案の方針や新しい施策について何点

かお伺いいたします。

まず、歳入から伺っていきたいんでありますが、今年度の税収について、あらまし

は提案理由の説明の中でも伺いましたが、昨年度同様厳しい状況と伺っております。

それで、新年度の税収の見通し、また、減収となっている要因、それについてまず伺

いたいんでありますが。
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○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １番議員さんにお答えします。

２３年度の税の見通しでございますが、予算措置にもありますけども、各税目によ

っては増減がございますが、前年度比で０.９％の減にとどまり、金額で８億１６４

万４,０００円の収入見込みでございます。前年度並みを見込んでおります。なお、

減収となった要因ですが、特に個人村民税、これについては、いわゆる景気低迷で所

得割分が減収しております。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。参考までに伺いたいんですが、これは村

長に伺います。健全財政を維持するために、理想として大玉村、今の村の状況にあり

まして、税収の達成目標と言いますか、そういうものの目標をどの辺に構えているの

か伺いたいんですが。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 理想は１００％ですね。しかし、１００％になっているところはこ

れはないわけでありまして、要するに９０％以上の税収は、それぞれの各税目に多少

あります税の種類によっては。それ以上は確保したいなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） これ大まかな数字的なものは示せないんですか、金額的なものとか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは固定資産税、民税、それから軽自動車税とか、それから国民

健康保険税とかと、税の種類によって多小差があります。その辺につきましては、予

算に配分しておりますので、担当課長の方から答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） 目標それぞれ各税目に、今、村長からお話しありましたように、

それぞれの９０％を超える数字で考えております。そして、また、例えば個人村民税

でありますと、その所得によってパーセントが決まってまいりますので、歳入との関

係で９０％以上を確保して自主財を確保するというふうな考えになるかと思います。

以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 私としては、歳入総額の中の何パーセント、どれぐらいを税収と見

ていたいのか伺いたかったわけでありますが、それはまた予算審議の中で改めて伺う

といたしまして、次の質問にいきます。

次に、地方交付金、それも同じような内容なんでございますが、厳しい国内事情が

ありますので、我が村のことばかり言っておりません。ただかつては２０億円近かっ

た交付金も、ここ数年は１３億～１４億円あたりを維持している状況なんであります

が、今年度の見通しといいますか、おおむね要求どおりにいっているのかどうか、そ

れを伺います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。
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○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。

本年度２３年度の地方交付税でありますけども、２３年度においても国家財政大変

厳しい。国税５税が増加は見込めないと、こういう中において、地方財政計画であり

ますとか国、県で示している予算編成方針に基づいて、置き換え算定を行いました。

その試算の結果は、前年度並みの交付税は確保できるものということと現在、考えて

おります。なお、国税の関連法案等一部不明確な要素はありますが、昨年度並みの交

付税１３億５,０００万円程度の額は確保できるものというふうな形で、今回の予算

編成を行ったものであります。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。次に、基金からの繰り入れ状況について

伺いたいのでありますが、新年度３億４,６７１万８,０００円の繰入金が見積もられ

ておりますが、これはそれぞれの基金の２２年度で結構なんですが、残高について伺

っておきます。併せて地方債の状況について、これは一般会計で新年度２億４,５００

万円の起債状況にあるんでありますが、これも２２年度末で結構でありますので、一

般会計とまた併せて農業集落排水事業、それから水道事業ですか、それぞれの債務残

高はいくらくらいになるのか。また、安達広域の地方債残高の大玉村の割合、これ分

かっておりましたら。また、併せて村の債務負担行為の翌年度以降の支出予定額です

か、これらのすべての残高合計と分かれば村民１人当たりの額をお示しいただければ

有り難いのでありますが。また、更に今後の地方債について、今後の見通しと言いま

すか今後の推移も併せて伺っておきます。

○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します。

まず、はじめに、基金取崩しの状況でありますが、２３年度予算において３億

４,６００万円程度の取崩しを予定しております。まず、財政調整基金においては、

２億５,０００万円ですか。財政調整基金については、２２年度末で５億４５０万円

程度の残高となる見込みであります。これについて、２３年度当初では２億５,０００

万円程度の取崩しを予定している。それから、庁舎建設基金繰入金、それと地域福祉

基金繰入金、これについては繰替え運用というような形で予算編成であります。庁舎

建設基金については、２２年度末で５億１,１２７万５,０００円程度の予算ベースで

ありますが、５億１,１００万円程度の基金残高となる見込みであります。２３年度

予算においては４,３２０万円の繰替え運用を行う。この繰替え運用先については、

大山小、大玉中体育館の耐震改修関係の設計業務に充てる。更には、大玉中学校の環

境整備関係に充てるというような編成であります。安達太良フレッシュ基金につきま

しては、２,３０５万３,０００円の今回、取崩予算になっております。２２年度末

現在高では、今回、補正にお願いしております福島地方拠点都市の基金廃止に伴う

４,５９０万円、これを足したと想定して、２２年度末で６,５７２万８,０００円の

残。２３年度当初で２,３００万円程度取り崩す。これについては、ふるさと創生事

業の中でのコミュニティ施設助成事業、あるいは夏まつり、２１世紀の翼海外派遣、
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こういうような事業を予定しております。地域福祉基金については、２２年度末で

３,０１６万７,０００円、予算ベースで３,０００万円の予算残高と。それについて

は、２３年度当初で３,０００万円の繰替え運用というようなことを予定しておりま

す。いずれも繰替え運用、一般財源扱いでありますけども、充当先としましては国保

財政安定化のための繰替え運用というふうな形でご承知願いたいと思います。それか

ら、地方債関係でありますが、２３年度の地方債２億４,５００万円編成しておりま

す。まず、消防の屯所の改築事業、これらについて２,７３０万円、一部県の総合情

報通信ネットワークの負担金についても起債を予定しておりますが、２,７３０万円

を消防関係に充てる。更には、大玉中学校環境整備、これについても一部起債を充当

して１,７７０万円を予定している。臨時財政対策債２億円、これについては従来国

が交付税として交付すべきものをなかなか交付税特会大変だということで、各自治体

に臨時財政対策債として借金してくれと。その借金については、すべて交付税会計で

最後まで面倒見ますよというような財源が、本年度は２億円というふうな形でありま

す。これらに基づきまして、２２年度末、２３年度末の地方債につきましては、３５

億６,９００万円程度になる予定であります。更には、農業集落排水水道事業、これ

らについては１０億円前後の２１年度末でありますけども、１０億円ちょっと残高が

ある。２２年度末では、１０億円を多少切るというような形になると思いますけども、

これらについては予算書の最後の方のページをご覧いただきたいと思います。更に、

債務負担行為については、これについても予算調書の最後の方になりますが、本年度

大玉村の債務負担行為については、１億円を切るような支出予定額というふうになっ

ております。安達地方広域についても大玉村分の地方債残高については２億５,０００

万円程度ということになります。そういう意味で安達広域、更には債務負担行為、

公営企業関係を全部含めますと、これは２１年度の決算ベースでありますが６０億

８,６００万円程度。１人当たり７１万１,０００円。債務負担行為、安達広域も含め

た住民１人当たりだと７１万１,０００円。地方債だけ見ますと、６６万５,６００円

というような現状であります。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ご丁寧にありがとうございました。国保会計の状況についても伺い

たいんですが、この項目は後で質問される方がいらっしゃいますので、ただ１点、村

長に伺いたいんですが、国保会計の一般会計からの繰り出しが今年度大変大幅に見ら

れております。これ今後の運営そのものも含めまして、どう理解していらっしゃるか

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） 国民健康保険関係に一般会計から繰り出しをお願いをしたいという

ことでありますが、これはどこともそうでありますが、一番負担になっているんだね

税のうちでね。しかし、待ったなしの具合が悪ければ医者に行かなくちゃならない。

そういう大切な特別会計でありますし、これは目的税でありますから、本来ですとか

かる分だけを保険者からいただくということになるわけですが、それでは大変だろう
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と、そういうことで要するに公共広域性、今の水道事業関係、あるいは集排事業と同

じように、そういう公共広域性というとらえ方をして、幾分なりとも国民健康保険の

被保険者の負担軽減を図りたいと、そういうことの下に今回、一般会計からの繰り出

しということをお願いしたいというふうに考えておるわけであります。今後でありま

すが、そういうことをやりたくともできないような自治体もあるんです。本体の方が

容易でなくてね。そういうところがやっていけないということで、しかし、皆保険と

いう制度をなくすわけにはいかない。それをなんとかしなくちゃならないということ

で、後期高齢をこの計画としては２５年度には都道府県単位、そして更に第二弾では、

要するに平成３０年度には要するに一般の国民被保険者も含めて都道府県単位にいた

したいというのが、現在の国の考え方になっているとそういうことでありますから、

当面、とにかく一般会計から応援をして住民の皆さん方の負担を軽くしてやりたいな

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） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。このことについては、後の質問者に詳細

についてはお任せしたいと思います。

次に、歳出について伺います。耐震工事について、大山小学校、玉井幼稚園につい

て実施の方針と伺っておりますが、まず、大山小学校について、これエアコン設備の

予算化を併せて計上と伺ったんでありますが、このエアコンの学校施設への必要性、

これは良いことと考えてやるんでありましょうが、これ言い換えれば保護者の理解度

ということで過保護と考えないか、また、時代遅れとも言われない質問なんでありま

すが、これどういった検討の下に計画されたのか、その辺伺います。また、設置する

にあたって、利用マニュアルのようなものも考えているのか。また、更に、今後将来、

これ１か所やれば全校整備となるんでありましょうが、全体計画の概要、何年度まで

に整備を終えるとそういう考えなのか、その辺併せて伺います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １番議員さんにお答えいたします。

まず、どういった検討ということですが、かねて学校の方から特に３階部分が３８

度を超すような状況が去年続いたということで、授業にならないというような状況で、

学校から強くエアコンの要望が出されております。扇風機でどうだと言ったら、扇風

機は熱風をかき混ぜるだけで何の役にも立たないということで、大変ひどい状況だと

いうこともお聞きして、現実に私も行って温度を体感しましたが、本当にいるのが大

変だというような状況でございます。今回の耐震改修を契機にして、エアコンの設置

をお願いできないかということを当局の方にお願いをし、検討の結果、とりあえず３

階からということになると思いますが設置をすると。キュービクルの改築も必要にな

りますので、それについては全部入れた場合のことも考えて、その規模のキュービク

ルを今回工事をすると。

それから、今後の状況ですが、当然大山小に入って玉井小に入らないということは

あり得ませんので、玉井小も同じような状況ですので、ただ同時にというのも予算的
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に大変ですので、大山小学校の１年後に玉井小学校の方の３階、そして中学校もその

時点で検討になろうと思います。そこから２階、１階というふうにかなり年数かかる

と思いますが、順次進めていきたいということでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １番議員さんにお答え申し上げます。

大山小学校のエアコン設置した場合の利用マニュアルでございますが、今年度国の

委託事業で環境対策推進支援事業というものを実施しておりまして、それらの中で環

境の基準ですか、を作成しております。夏場の冷房使用時については、２８度を目安

にしておりますが、温度につきましては、そのときの湿度の状況とかあと風の状況と

かあると思いますので、学校の中で十分協議して、これらを参考にマニュアルを作成

して運営していきたいと考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。また、大山小学校の耐震の工法について、

パラレルユニット工法採用との話伺ったんでありますが、これ玉井小学校の工法比較

精査の内容を伺いたいんでありますが。

○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します。

現在、大山小学校パラレルユニット工法を予定しております。この工法につきまし

ては、玉井小学校が鉄骨ブレスの工法でございます。鉄骨ブレスにつきましては、か

なり外部からコンクリートはずって、そこに埋め込むというふうな工法でございます。

大山小のパラレルユニット工法は多少は削りますけども、中まであんまり削らない。

逆に外にブレスが出てくると。ブレスとコンクリートＰＣが出てくるというふうな形

で、玉小よりも外に突き出るというふうな工法になります。なぜその工法を選ぶかと

言いますと、その方が時間が短い。それから、住宅地周辺に音が、鉄骨ブレス工法よ

りも音が発生しにくいと、こういうふうな状況を見ますと、大山小、住宅地が密集し

ております。そういう意味で、今回、大山小についてはパラレルユニット工法で短時

間で音の出にくい工法ということで採用したものであります。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 丁寧な答えありがとうございました。昨年の玉井小学校の工事の際

には大幅な変更が伴いまして、いろいろ物議を醸したわけでありますが、今年度は大

幅な変更計画などないように当初計画を綿密にして行っていただきたいと思います。

次に、玉井幼稚園について伺います。これ造成も含むと伺ったんでありますが、計

画概要を伺いたいんであります。玉井幼稚園については、かねてより平場への移転を

希望する意見があったと思っておるんでありますが、今度の計画に多少はそういう点

も考慮されているのか併せて伺いたいんであります。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １番議員さんに再度お答えいたします。

玉井幼稚園につきましては、既存の２教室を残さなければならないというしばりが
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ございますので、園舎を下げた場合には園舎が２段階になってしまうということで、

やはり行ったり来たりするのには平らな方が良いだろうということで、右側の方に幸

い村の土地がございましたので、その土地を削って造成をして、一直線で幼稚園園舎

を造ると。そして、園庭につきましては、切った切り土ですね、それをそのまま園庭

の方に盛土するということで、若干園庭は従来よりは高くなります。ただ、園舎の方

と園庭を平らにしますと、擁壁が２メーター以上、それにフェンスを付けますと３メ

ーターになってしまう。幼児が乗り越えて落下事故等心配されますので、園庭につい

てはそれほど５０センチ程度ということで、極端にフラットには工法上できないと、

安全確保上できないということでございます。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。次に、高校生までの医療費控除について

伺います。早々と新聞報道などで伺ったんでありますが、これ言うなれば必要性の根

拠、また、この施策については子育て支援ととらえているのか、また、今まで行って

いる住宅住民増政策へのコマーシャル性が大きいと考えているのか本音を伺いたいん

でありますが。更に、施策の必要経費、将来への財政負担についてでありますが、先

ほども申しました国保会計なども大変厳しい財政状況の中にある中で心配ないのか。

いかに子育て支援とは言え、自治体の責務ととらえなければならないことなのか、こ

の辺根本的な問題でありますが伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

１８歳までは、児童福祉法では未成年なんです。そういうことで、これは子育て支

援の範疇であると。具体的には、要するにそういう意味合いで行政がかかわるという

根拠であり、かつまた一大理念としております定住人口増に結びつけたいということ

も当然あります。それよりも何よりも大切なことは、ある意味においては高校生は谷

間になっている分があるんだよね。義務教育まではしっかりと父兄も、それから学校

の先生方もそれなりに目が届く。高校になりますと、ちょっと目が届かなくなる。そ

のようなことの義務教育のようなことで、先生方もこれは教育にはいかない。それか

ら、父兄もちょっと目が届かなくなる。ある意味においては、谷間になると。そうす

ると、体は成長する。しかし、所詮は未成年なんです。立派に卒業式で送ってやって、

残念ながら３年の卒業するときに退学される方がいるんです。いろいろ聞いてみると、

不健康とか、そういうこともあるようでございますので、やはり行政がどういう分野

で未成年を結局しっかり関わっていくかと。心身ともに健全にやっぱり未成年は成長

させる。行政にこれはそういう責務があるというふうなことから、要するに今、個人

ごとの保険者証になっているんだわね。体が具合が悪いときには、お金なくしても医

者の方に行ける。そうすれば、そこでこのままであなたの体はどうなんだということ

を聞かされれば、何よりもかによりも説得力がある。そういうことで、この無料化に

することによって、心身ともに健全に未成年を成長させるということと、そういう意

味合いでの行政のかかわりの責務と。そして、大玉の定住増につなげると。こうした
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１つの理念の下に取り組みをいたしたいというふうに考えておるわけであります。

財源関係等でありますが、これらにつきましては担当課長の方から申し上げます。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 必要経費、将来財政負担ということでありますけども、必

要な予算の積算につきましては、平成１９年度の中学生までの無料化の際に試算して

おりますけれども、現在、中学校３年生までの医療費につきましては、本年度ベース

でいくと約３４０万円程度考えています。１,７００件ぐらいの受診実績を見込んで

おりまして、１件当たり２,０００円弱なんですね補助額が。費用額でいくと６,７００

円ということになっています。これはじゃシュミレーションの結果と対してどういう

ことかというと、シュミレーションの時点では約３７０万円ほどかかるだろうと。１

人当たりが年にどのくらいかかるかという見通しでは、５件というふうに見ていまし

た。受診率が０.４２４という試算をしておりますが、実際開いてみると６回から７

回ぐらいかかっているんですね。つまり当初の見込みよりも受診件数は拡大している。

そして、費用は当初の見込みよりも下がっていると。つまり早期の受診で支出額が抑

えられているなというふうに感じています。財源の問題ではこれ一般財源なので、現

時点では中心的な政策として優先的に財源を振り向けるということになっていると思

います。将来負担についても一定の見通しがありまして、大体今回予算計上したよう

なシュミレーションでいくのではないかと。将来的にはこのままですと今の３年生よ

りも将来的には人数が減ってきます。その分で医療費の上昇分はカバーできていくの

ではないかと、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） ご丁寧な答弁ありがとうございました。よく理解いたしました。ち

ょっと話それるんでありますが、これ村長に伺いたいんでありますが、こういった施

策について、いつも私の感覚なんですが、唐突に新聞などで発表されるんであります

が、私も議会の一員としてこういう当局の手法というのは、議会軽視の行動と私はと

らえているんでありますが、村長考えたことないですか。例えば村政懇話会のチラシ

などでも様々な事業計画が掲載されます。議会の議決の必要性などは述べられており

ません。私としては議会軽視と思わざるを得ないところがあるんでありますが、村民

の中にも疑問に考える方もいらっしゃいます。村長の見解をこの際伺っておきたいん

でありますが。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 結論から申し上げます。

全く議会軽視になりません。これは国もそうですね。議会の前にこういう方針でと

いうことを示しますね。知事もそうです。各それから市長とかなんか、これは町村長

はやりませんがね記者会見というのをやるんです。新年度の事業関係はどうで、予算

関係はどうでというのをやりますね。これは、要するに今度の懇話会で最後に議会前

でありますので、こう書いてあるはずなんです。だから、全く議会軽視でないんです。

それはよく認識をしていただきたいと思うんです。
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○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 大変ぶしつけな質問で失礼いたしました。ありがとうございました。

質問を替えます。

次に、苗畑跡地の利用計画について伺います。今年度中に策定と伺ったんでありま

すが、おおよその目的は定まったんでありましょうか。せっかくの大規模面積であり

ますので、広く意見を求めて村民主体の利用計画を模索してほしいんでありますが、

改めて村長の考え方を伺っておきます。また、今年度地質調査業務委託料２００万円

の計上があるんでありますが、この調査目的と内容をお示しいただきたいんでありま

すが。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 苗畑の取得地でありますが、これは取得したときの申請したそうい

う内容等もあります。そういう行きがかり上、一定の期間はということでいたわけで

ありますが、今度そうした期間も経過もしておるというふうなことから、実は内部的

に職員の企画調整委員会で検討していただいている経過がございます。そうしたこと

を最終的に固まり、大体の方向は出ておりますので担当課長から申し上げますが、そ

うしたことを最終的に決定をした段階で、具体的に議会等にもお示しをいたしたいな

と。その検討している過程において、地質調査関係、今回、予算計上をしておるわけ

でありますが、詳細につきましては担当課長の方から申し上げます。

○議長（菅野行雄） 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。

現在、企画調整小委員会という場で時間をかけて今協議中であります。その中で現

段階における計画では、苗畑を３つの地区に分けて利用していこうというふうな、そ

ういうことではどうだろうかということで、今、煮詰まりつつあるところであります。

１つは、広大な土地。そして、なおかつ安い値段で求めた土地という、更にはふれ

あい農園というふうなものも現在、運営しております。そういう特性を生かした住宅

団地には使えないだろうかということが１つであります。

２つ目については、現在、景観作物ということでそば、菜種等の栽培をしながら、

そば等については村内のそば生産農家の方たちに種子を供給しているというようなこ

ともございます。菜種についても景観後に油を絞って、アットホーム等で利用してい

るというような、そういう経過も踏まえながら、景観に配慮しながらも、そういうそ

ばとか菜種、もっと大玉村にあった特産品があれば、それらも含めて、そういう試験

栽培、あるいは種子等の供給基地、こういう形での利用はどうだろうということが２

つ目でございます。

３つ目については、ふれあい農園、現在、運営しております。そのほかにもああい

う場所でありますから、今後、いろんな花でありますとか、山桜とかそういう樹木等

も植えながら、一部そういう憩いの場的な環境整備を図るゾーンも設けたい。こうい

う３つの利用方法はどうだろうということで、現在、調査委員会の中では協議してお

るところであります。今回、当初予算で２００万円程度の地質調査というようなこと
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で予算計上しております。これについては、住宅地とした場合に、大変あそこ石がか

なり多い状況であります。住宅地に適するかどうか、そういう住宅地に適するかどう

かの調査について試験調査を行いということでの今回の予算計上２００万円でござい

ます。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 住宅団地の造成というのは寝耳に水なんでありますが、先ほども申

し上げましたが、せっかくの大規模面積でありますので、これ今までも維持管理のた

めに莫大な費用を投資しているわけであります。そういうことを考えますと、住宅団

地の利用というのは、少しそぐわないのではないかと私の考えなんでありますが、改

めて村長、そういうことどう考えますか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今、課長の方から内部的な小委員会であそこのところに８ヘクター

ルくらいありますから、８ヘクタールの大枠の利用を１つは格安の要するに住宅など

はどうなんだと。これは３分の１くらいという。あと３分の１は、大玉村の特産物と

いうようなことで油脂作物とか、それからそばのそういういわば種取場みたいなね、

そういうことに利用したらどうだと。そして、あと３分の１ぐらいは、今でもやって

いるこれは村内外含めての要するにふれあい農園的な、そういう大枠のことを今、検

討の過程ではありますが話が出ていると。ついては、上の方の住宅というのも単なる

人が住めれば良いということでなくして、あそこの地にふさわしい要するにちょっと

家庭菜園的なものはやれないんだと、こういう特色あるあの地にふさわしいような、

そういう住宅ということに展開もしたらどうだということが、今、出されている。そ

のためには、あそこの地形から言って、そういうことがどうなのか。石からとかなん

かというようなことも、当然これはそうだと思うんですが、そういうために調査をす

る必要があるだろうと。もう１点、大変広場の方は、大玉村定住住宅そこかしこにで

きております。ただ、上の方というこの周辺の方は、過疎化というか限界集落みたい

なところも現実にできてきておりますから、そういう意味でやっぱり１つの上の方に

対するインパクトを与えるというか、拠点にするというか、そういう意味での住宅策

も、これはやっぱり意味合いがあるのではないかなと、そういうふうに考えておりま

す。いずれにせよ適するか適さないか調査をしてみての話になるなと、こういうふう

に考えているところであります。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 丁寧な説明ありがとうございました。私としてはせっかくの大規模

な土地、それに見合った計画を立ててほしいというのが、あくまでも考えであります。

今後の考え方、計画の進め方の推移を見守ってまいりたいと思います。

次に、同じく関連しますが、土地取得について伺います。このことについて、横堀

平地区の沢沿いの土地と伺ったんでありますが、この土地の取得目的を改めて伺いま

す。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） これは採草であります。前に発電所のあったところなんですね。そ

この土地７.２ヘクタールほどございます。したがって、今、荒れ地みたいになって

おりますが、ただ種を取った木の残っているのがあるわけでありますが、そういうこ

とで要するに御用済みになっていると。地元自治体に希望があれば売ってもよいとこ

ういうふうなことで、実は私としては基本的に大切な水瓶でありますから、発電所あ

ったくらいのところでありますので、あそこのところはこれはやっぱり村の資産形成

として、これは我々の後世に残しておきたいなと。民間とかなんかに公売とかなんか

で買い取られるようなことはしたくないなというふうに思っております。これはああ

いう地形でありますから、山なりにしておきたい。あそこのところの地形にふさわし

いなにもいっぺんに金を投資してどうのこうのでなくして、これは例えば照葉樹林、

年間を通して葉っぱが青いとか、葉っぱが光る、そういうものとか、あるいはあの地

にふさわしい山桜のようなものとか、あるいはいろんな樹脂、この松でもヒノキでも、

とにかく７.２ヘクタールありますから、そういうものを植えて、そして山にしてお

きたい。大切な水瓶の山としておきたいなと、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） 今、村長から話ありました。昔の発電所跡で確かでございますね。

この土地については、沢沿いについてはもともと保安林的要素が高い土地状況と思っ

ております。その辺も含んだ考えだと思うんでありますが、そういう保安林地的な要

素の土地、もともと国の土地であったものを村が金を出して買う必要があるのかどう

かというのは、私は少し疑問に思ったんでありますが、そういうことについてはどう

いう考えでありましょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 下側の土地を求めるときにも上の話も出ておるわけでありますが、

国の方針としては、やっぱり御用済みの土地は、これは売ると。国もいろんな財政的

には容易でないというようなこともあると思いますが、これはやっぱり処分すると、

こういう考え方に立っているんですね。したがって、心配しているのは、公売とかで

あのまま置くなら構わないんです永久にね。永久に山は山ということで置いていただ

く日には構わないんですが、そういう処分をされるというようなことになって、公売

等でもって今特に全国的に問題になっているんです。外国の富裕層に山のようなもの

がどんどん、これが一番困るのが、最初はねまともなような方が買っているんです。

それが転売されていくんです。だから、これは今のときになにもとこう考えるんでな

くして、そういうああいうところは、これはやっぱり将来を見越して、これはきちっ

と山なりに村の公共でもって求めて、そして山にしておくと、これが一番やっぱり後

世のためだなと、こういうふうに考えてい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。ただ私としては、昔の人の話で、あの地

点から昔山崩れが落ちて、本宮までの大被害があったというようなことも伺っており
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ますので、そういう意味から保安的要素が高いのでないかと、そういう心配のうえか

ら質問した次第であります。

次に、子ども手当の負担についてちょっと伺っておきます。一般財源から７,５００

万円ほど負担しているんでありますが、これやむを得ないと端的に考えているのかで

あります。これ福島県も県内の各市町村もそれぞれ負担をすることになったようなわ

けでありますが、これ民主党のマニフェストで公約違反と言われている条項でありま

す。あちこちの自治体負担拒否している例もありますが、村長の本音を聞いておきた

いんですが。７,５００万円間違っていましたか、その点伺います。それから、参考

までにありますが、０歳児から３歳児、７,０００円の上乗せが予定されております

が、これ該当児童数も伺っておきます。以上です。

○議長（菅野行雄） １番さん、この質問項目と今の質問書と中身が全然合っていないん

だけどこれ。

○１番（押山義則） 全体の予算編成ですから差し支えないと思ったんでありますが、そ

れが無理なら戻しますが。

○議長（菅野行雄） 今の質問についてもしあれだったら、総括質疑の段階でひとつお願

いしたいと思いますが。

○１番（押山義則） はい、分かりました。

○議長（菅野行雄） そのようにお願いします。１番。

○１番（押山義則） いろいろ伺いましたが、改めて２３年度は第４次総合振興計画のス

タート年度でもあります。この財政状況の厳しさは理解しているんでありますが、予

算全体を見回してみまして、成長戦略としての方向性がいささか私としては感じられ

ないのでありますが、国も十分に指針も示さない状況でありますのでやむを得ないの

かとも思うんでありますが、私は大玉村はこれで将来でも安心なんだ、村民に示せる

ような成長戦略が必要と考えております。農業を基幹産業ととらえているなら、例え

ば農政に大玉村独自の農業支援の強化を予算化すべきだと考えておりますし、子育て

支援などでは全国でも屈指の支援状況に大玉村でありますので、農業支援などに税収

入に結びつくような施策の確立を求めたいと考えております。そこで、改めて農業政

策について伺いたいんでありますが、成長戦略と語るとき、大玉村は農業しか切るカ

ードがないと、私はそう思っております。常に成長戦略、経済成長でありますが、資

本とか労働力、生産性ですか、この３つが相まって経済成長に結びつくと考えておる

んですが、その生産性、イノベーションのところで分配政策、成長政策に分けられる

と思うんです。その中で我が村でありますが、要するに分配政策とはお金を配る政策

と私とらえております。成長政策というのは、お金を生み出す政策ととらえておりま

す。そういう状況の中で、大玉村現況というのは、なんとなく典型的な分配政策、そ

のような気がいたします。やっぱりこれ農業を基幹産業としてとらえていくなら、農

業政策などについては成長政策の必要性が大であります。１つには大きな言い方と言

いますと、予算の哲学とか方向性の問題でありますが、今更そういう面で村長には釈

迦の説法のお話しでありますが、改めて今の分配政策から成長政策への方向転換は考
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えられないか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） 私の施政方針の中身を一応よく見ていただきますと、お分かりいた

だけると思うんです。要するに成長戦略というのは、場合によるとそれの下地づくり、

この消極政策のようであっても、それが成長戦略につながるという面も非常に大きい

んです。その最たるものはなんだと。やっぱり今、自治体で大切なことは何かという

と、人は活力の源です。これねこのままでは自治体として成り立っていかなくなると

ころがどんどん出てきます。一番大切なのは、何よりもかによりも人は活力の源なん

です。だから、極端に増える必要はありませんが、必要最低限、今の人口を維持する

ということ。これはもう至上命題なんです。それが最大の成長戦略です。そのために、

今、自治体としてのそういう政策を展開しております。これやっぱり分かっていただ

きたいなと思います。今言ったようにもちろん農業農村でありますから農村に対する

こと、こういうものは自治体にやっぱり限度がありますので、やっぱり１つの国の食

料の安全保障という位置づけをして、そうしてやっぱりそういう中で施策を展開して

いただかないと、なかなか自治体で独自取り組み。それもねへたにこれやりますと、

大きくせっかく踏み出したは良いけれども、国策が変わるということになりますと、

これはどうしようもないことになるんです。だから、こういうこの変貌極まりないよ

うな国策のときには、こういう地方自治体に大切なのは、私は信念として思っている

のは、こういうときにこそ百年の大計で大玉村というものをしっかりと基盤を造るこ

と、それには人は活力の源である。そのためには、明治から続いた両小学校、そして

中学校、これをしっかり生徒数確保できる。こういう村づくりを今やるのが、最大の

成長戦略であるなと、そう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。大体おっしゃられることは理解いたしま

したが、前回の一般質問でもＴＰＰ問題に絡んで農政に対しての議論をしたところで

あります。前回の最後にも大玉村の農業の将来展望を見据えての政策実施が村長の仕

事だと結んで、農政の行政指導の重要さをお願いしたところではありますが、そこで

行政共々指導的立場を担っているＪＡについて、農協ですが、それにちょっとふれた

いんでありますが、ＴＰＰについても参加型の運動にはＪＡが指導的役割を果たして

いるのは周知の事実であります。しかし、私はＪＡという組織が、本当の意味で農家

のための組織としての本来の役割を今現在果たしているのか、ちょっと疑問に思うと

ころがあります。全国的に見ても、正に地域を支えているＪＡもあれば、まるで農政

省の下部組織のような体質のＪＡもあります。ＪＡもいろいろなんでありますが、こ

れみちのく安達の姿はどう村長、評価されているでしょうか。本宮市などは白沢とろ

ろとか五百川米とか、そういうものの研究とかで積極的な姿勢も感じられるんであり

ますが、大玉村はどうでしょうか。なんか物足りなく感じられないでしょうか。結論

として、私は大玉村のＪＡに対しての行政の指導が、今ひとつではないのかなと思っ

ております。行政とＪＡの連携が、大玉村農業の振興のためにも最も重要と私はとら
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えております。農業委員会も併せた連携が農業支援に不可欠と考えているんでありま

すが、現状をどう認識しておられるか村長に伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これはＪＡというのは、これはしっかりしてもらわなくちゃならな

いなというふうに思っておりますね。ＴＰＰの問題にしても、今、それぞれ頑張って

いただいております。そしてまた、行政の関係とのかかわりですが、行政もこれはそ

れなりにＪＡとは連携を密にしてやっております。今の減反政策についてもそうであ

りますし、もろもろのあるいは生産指導関係、販売関係、これは担当のいろいろ取り

組みの状況を見てみますと、畜産にしてもね全部ＪＡと関わって行政と一緒にやって

いるんです。だから、その辺はこれ１番議員ね、行政があまり手出ししないんじゃな

いかとか連携密じゃないんじゃないかなという認識あるようだけれども、これは深く

関わってやっておりますから、その考え方はひとつ改めていただきたいなと。それと、

これやっぱり国策に関わる面が非常に大きいです。今、ＪＡはやっぱり正念場である

と思うね。特にＴＰＰの問題については。これは我々行政も全国町村会、それから県

の町村会においても決議をいたしております。将来的にいつまでもというんではない

んです。今、制度設計がはっきりしないで、これを参加交渉に入るようでは、これは

大変ですよということを言っております。試算をしてみますとどのぐらいの影響があ

るのか。これは二本松は３２億円あるんですから。大玉も９億５,０００万円くらい

あるんです。本宮が１５億円くらいあるんです。５７億円くらいこれはあるんです。

だから、両立するということになっても参加交渉に入れば、しわ寄せがそこに行くん

です。だから、それを６月の末までに方針を打ち出すということだけれども、そうい

うことは現状からして、これはもう無理でしょう、できるはずはないでしょうと。だ

から、これについてはもっともっとやっぱり国民議論を踏まえていただきたい。とこ

ろが、今日あたりの新聞を見ますとね、どこどこの世論調査でもっては半分以上にな

っているどうのこうのと言っておりますが、これはやっぱり一定のマスコミと言いま

すか、そういうことも１つの指標にはなりますが、しかし、それにあまり振り回され

るというようなことであっては、大きな誤りもこれは生じかねないなというふうに思

っておりまして、この大方２４種目、これを結局しっかりと見渡してみた場合には、

これはちょっと我々としては参加というものはしていただきたくないなと。こういう

ときにこそＪＡが先頭に立ってね、もっともっと頑張っていただく必要があるなと。

我々も当然一緒になって、これについてはバックアップすると、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） １番。

○１番（押山義則） ご指導ありがとうございました。有り難く伺います。話戻しますが、

改めてしつこいようですが行政指導の重要性であります。指導的役割、やっぱり大玉

村の農業の基幹産業と確立するためには、何度も申しますが、成長戦略を行政指導で

農業委員会として、地元のＪＡと力携えて立ち上げてほしいと思うところであります。

農業委員会も２年ほど前になりますか、建議書として政策の提言がございました。大
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変充実した世の流れを先取りした内容で、大変期待できると私は感じたんであります

が、せっかくの意見、提言が、今ひとつ政策に反映されていないと感じております。

これなぜなんでしょうか。農業委員会の存在意識も単に農地管理だけの業務であれば、

この狭い大玉村、組織の縮小とか不要論も論じられている状況にあります。予算編成

の中での農業委員会の目的、概要では、農業委員会の適正な運営と事業推進を図ると

あるんでありますが、改めて認識を伺うとともに、どうすれば協同の体制が構築でき

るのか、村長、そして農政課長、農業委員会の事務局長、現場の立場でそれぞれどう

考えているのか、現状を踏まえてお伺いいたしたいんでありますが。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

これ世の中というのは縦割りの構図の下に組織化されておりますから、そういう意

味で農業委員会という１つの縦割りの法に基づいてのこれは責務があるわけでありま

すから、それらのことにつきましては、やはり口出ししていい分野と、それから口出

ししてならない分野あると。お互いにそこは連携を密にして、目指す目標は大玉の発

展のための農業委員会として、より良い業務に合った仕事をしていただくと。これが

やっぱり大切な考え方であるなというふうに認識をいたしております。

直に事務を担当している行政の分野の農政なり、あるいはそして農業委員会として

現実に仕事をやっている立場の事務局長の立場なり、これはそれぞれの担当の方から

答弁をさせることにいたします。

○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。

農業の成長戦略ということでございますが、１番議員さんおっしゃるように、現在

は戸別所得補償制度等により、いわゆる配る農政ということで、戸別所得補償で固定

部分と変動部分並びに持久力向上という形で大玉村に昨年度、２２年度で約３億円弱

程度の合わせて交付されておるところですが、そういう国の全体の流れとしては戸別

所得補償制度という配る農業になっております。そういった中で、農業の成長戦略と

いうことでは、いわゆる単なる農産物を生産して売るという形でなくて、国の方でも

６次化法案が制定されましたが、生産した農産物を付加価値を付けて販売する。それ

には、いわゆる農商工連携とか、生産者と加工、そして販売まで一体となったシステ

ムづくり、これには行政、ＪＡ、農業委員会、各関係機関連携をもって、そういうシ

ステムづくりをするのが、今後の農業の成長戦略に結びつくのではないかと考えてお

ります。以上でございます。

○議長（菅野行雄） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（本多保夫） １番議員さんにお答えします。

農業委員会には、農地法、農業委員法というのがございまして、法をあくまでも優

先するということでございますが、農業委員法によっては建議を村、国等々に提出す

ることが可能でございます。何度かにわたりまして建議も出しております。また、今

回の環太平洋連携協定ですかＴＰＰ、これに対しても意見等を述べさせていただいて
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おると。これに対しては反対の意思を示しているところでございます。また、ＪＡさ

ん等につきましては、農業者年金等、集積関係等で、これも連携を図りながら進めて

いるところでございます。今後も農政課、農地再生室等と連携を図りながら、村の農

業に対しての意見等を述べさせていただいて、農業の発展に少しでも協力していきた

いと考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ご丁寧にありがとうございました。次に、期待している直売所の運

営についてちょっとお伺いします。

直売所も今のままの運営では、実のところ限界点が見えております。更なる発展に

は、強いリーダーシップの指導者と先ほどから申し上げております成長戦略が求めら

れております。新年度では改修工事に７００万円程度が予算計上されておりますが、

私としては中途半端な改修ならしてほしくないというのが、会員とか生産者の本音で

あります。現在、１００万円以上の売上会員数が約３０戸程度でありますが、地理的

条件などよく考えれば、１,０００万円以上の売上農家の多数実現を目指したいよう

な成長戦略をねらってほしいと考えるところであります。現在、直売所の運営には、

ＪＡの積極的参加は見られておりません。冬場の営業にはハウス園芸農家などの協力

が絶対不可欠なんでありますが、このような状況で直売所の発展というのは、果たし

て可能なのか疑問に思うところであります。成長戦略がいかに大事か、活躍している

直売所や自治体、ＪＡのニュースを聞く度に、なんとかならないかという思いにから

れます。直売所の発展をどこに終点を目指しているのか、成長戦略という観点から村

長に改めてお示しいただきたいんでありますが。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 直売所の関係についてでありますが、これは率直に私が考えおった

以上に順調に売上伸びているなと思います。２月末までに私の方に挙がってきた売上

の金額の総額では９,３００万円の上でありますから、３月は恐らく５００万～６００

万円いくと思いますので、この分だと１億円近くいくのではないかなということを考

えると、そしてあと売り上げているメンバーを見ると、大変懐の潤いにつながってい

るなというふうに思っております。今回の若干の改修というのは、要するにもち、こ

れ現在やっているわけですね、休みのようなときに。これあそこのところ露出して売

り場のところに席があるものですから、買って家に帰るような方は構わないんですが、

あそこで食べる方については、私個人的に何回も言われているんです。この後のかご

肩に当たるようで、あと食べているところのぞかれると食べたような気がしないと。

あと衛生の問題もあります。それで、なんとか仕切してくれないかという、食べても

いいなと思っても遠慮してしまうと、こういう声を聞いているものですから、その仕

切をやりたいと。だから、上までつなぐなどという考えはないんです。仕切なんです。

のぞかれるよう、何食べているんだ、だれいたんだなどということでなく、そういう

ふうにすると。そうすると、その分だけせめられます。それで、要するに北側の方に

若干そのスペースを売り場の面積を設けようと、その工事なんです。最終目標はどこ
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に置くんだということでありますが、これやっぱりこういうふうにして、その都度や

っぱり最初からドンとやって、開けてみたらば、さっぱり目標に達していないという

ことではこれ困りますから、やはり一歩前進、二歩前進でやっぱり考えていく。今度

やっぱり販路拡大とか、これは関東方面とか、そういうところにも販路拡大は図って

いかなくちゃならないなと。それも最初から一足飛びにやったんではだめなんだよね。

やっぱり徐々に徐々にと試行的なことを踏まえて、そして実績の積み上げ、見通しの

確実性、そういうことでやっぱり踏み出していくと次の段階に。だから、そういうこ

とで、これからもみんなにやっぱり頑張ってあそこを利用していただきたい。それか

ら、ＪＡの関係ですが、ＪＡの参加はこれはもうＪＡの方にも出している、直売所に

も出している。それから、みそなどというのもＪＡの婦人部とかなんかでやっている

んですね。だから、そういうところはお互いに。あとＪＡそのものも、それぞれ直売

所を持っておるようでありますから、お互いにやっぱり相乗効果を上げる。最終的に

は地域全体がやっぱり懐が豊かになれば良いと、そういうことでともどもに協力し合

ってやっていきたいなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。次に、耕作放棄地の再生事業について伺

います。

再生室大変努力しておられると見ております。しかし、これ果たして目的に沿った

事業となっているのか検証する必要があると思います。それぞれ色分けした段階で方

向付けがされ、施行箇所が選定されているのでありましょうが。結果において、村民

の理解が得られる再生事業であるかどうかが必要であります。細かいことは申し上げ

ませんが、意味は理解されると思います。再生室ともすれば目標達成のノルマのため

か、明らかに無理な箇所選定も見受けられます。目的の鉄則を守って、アフターケア

を含めた着実な再生事業を望みます。担当に現状の報告と今後の活動は事業展開と申

しますか、その方針を改めて伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 私の方から最初にお答えをさせていただきたいと思いますが、これ

耕作放棄地の再生ということで、再生室まで設けて本気に取り組んでおります。だか

ら、目的に沿って今は行っているかということでありますが、目的に沿って十分その

実績を上げているなというふうに思っておりますし、これからもこれは一応３か年間

という計画を立てておりましたが、この実績を踏まえて、日本の耕作放棄地の状況、

こういうことを踏まえて判断をさせていただきたいというふうに思っております。

あと詳細については、利用状況とかそうしたことにつきましては、室長の方から申

し上げます。

○議長（菅野行雄） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） １番議員さんにお答えいたします。

まず、耕作放棄地面積でありますが、畑については２４.８ヘクタール、保全管理

水田については、保全管理水田、荒廃の程度ありますけれども７５.１ヘクタールの
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約１００ヘクタールが耕作放棄地ということであります。現在、耕作放棄地の再生状

況でありますけれども、行政報告なんかでも申し上げておりますけれども、今現在、

通算で約９.７ヘクタールが再生済みであります。再生利用状況でありますけれども、

新規就農者に１ヘクタール、新規就農者が現在、検討しているものが０.３ヘクター

ル、営農再開が１.７ヘクタール、賃貸による利用が５.１ヘクタール。現在、利用者

が未定のもの、１.６ヘクタールございます。ただ、今現在、最後まだトラクターで

なっておりませんので、今後、早急に見つけたいと思っております。まず、住民の理

解が得られるかということでありますけれども、耕作放棄地の再生するにあたって、

国の方の耕作放棄地再生利用対策事業の要綱に基づき、色分けされた部分を基本的に

行っているわけでありますけれども、まず、農業者が営農再開したい、または農地所

有者及び賃貸による利用者からの再生希望があれば、実施していく。あと集団的まと

まりのある農地の中に存在する耕作放棄地、これは病害虫の温床、鳥獣被害等の拡大、

利用施設の種々や農地の利用集積からの阻害の面からであります。あと第３にですね

住宅地周辺の環境を守るということで、景観の悪化、産業廃棄物等の不法投棄との防

止の観点から闇雲にやっているというような感じを受けられるということであります

けれども、中にはそういう箇所多々あったかもしれませんが、基本的には今申し上げ

たとおり、景観の悪化又は病害虫、アメヒトの巣になっていたり、または田んぼの真

ん中の再生を図っているときに、ハクビシンが中に住んでいたということもあります

ので、やはり住宅地、山手の方の山に接している農地については、再生しても元に戻

っちゃうかというようなこともありますので、比較的平場、または農地の集積してい

るところについては、重点的にやっているつもりでございます。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。アフターケアも含めたと申し

ましたが、これについても実情に即した技術指導、営農指導も合わせた再生地の利用

促進をお願いいたします。例えば再生地の利用については、情報の発信とか多少され

ているようでありますが、欲して利用者を募るとか、あとは直売所会員の農家と連携

を図ってみるとか、行政と農業委員会、ＪＡ直売所なども含めた共同作業で身のある

再生事業を願うものであります。そういったものを総括する意味から農政課長には、

しっかりリードしていただきたいんでありますが、感想を伺います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） 耕作放棄地につきましては、先ほど農地再生室長よりお答えが

ありましたとおり、周辺の環境を守るとか、将来的な農地の再生を守って、いわゆる

一番は国全体で申しますと、食料自給率の向上を図るという最終目的がありますが、

そういった面で集落それぞれ農地の荒廃等に考慮した、そういう再生を行って環境の

悪化を防止するとともに、いわゆる作物を作って自給率を向上するために大変重要な

事業でございますので、今後も農政課、再生室、農業委員会も加えまして、連携を図

りながら事業を進め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。
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○１番（押山義則） ありがとうございました。今回は成長戦略というものをテーマにし

て一般質問したわけなんでありますが、これまでも何度も申し上げておりますが、成

長戦略の一環として、私は農業の発展とか直売所の発展には指導者の必要性が強く望

んでおります。我々議会なども今度は定数削減もいたしましたし、そういった人件費

分是非指導者の確保に回せるか最後に村長に伺って質問を終わりたいんですが、村長

お願いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今の耕作放棄地の再生というのは、ある意味においては成長戦略の

１つの取り組みだと思っております。成長戦略という大玉村の自治体という観点から

すれば、先ほど人は最大の活力の源だとこう言いましたが、そういうことで大切な農

地を人の住んでもらうようなところに提供しております。そして、今度は反面、周辺

関係で大変な耕作放棄地が生じている。それは、今度農地としてやっぱり将来ともに

保全していかなくちゃならない。再生して行かなくちゃならないということで考えて、

これやっておるわけであります。だから、そういうバランスと言いますか、それと今

の直売所関係等について、今、話が出ましたが、これらについてやはり相当売上も増

えてきている。それから、販路の拡大等も今度は定着したところで一歩前進する、今

度はやっぱり段階なのかなということになれば、そうなればやっぱり人員の問題とか

が出てきますから、今話あるような、そういう体制等のことも考えなくちゃならない

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） １番。

○１番（押山義則） ご清聴、ご答弁ありがとうございました。これで私の一般質問を終

わります。

○議長（菅野行雄） 以上で１番押山義則君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

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

（午前１１時２５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１１時４０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） なお、議長の方から申し上げますが、この一般質問につきまして、

通告書に記載のないもの、これは受け付けませんので、ひとつよろしくお願いしたい

と思います。

２番武田悦子君より通告ありました「奨学金制度の創設を」ほか２件の質問を許し

ます。２番。

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

たしました３件の質問を行います。

まず、奨学金制度について質問いたします。民主党政権が誕生し、マニフェスト実

行の１つとして、高等学校授業料の無償化が実現しました。私立高校の授業料につい
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ては、全額免除にはなっておりませんが、公立高校授業料については一律免除になり、

子育て世代の経済的負担を軽減するうえで、大きな役割を発揮していると思います。

さて、私たち日本共産党は村議員団として、１月の半ばから村民アンケートをほぼ全

村にわたり実施いたしました。アンケートをお配りした翌日から返信があり、２月末

までに２５０通を超える返信があります。アンケートは９項目ほどありましたが、自

由記載欄にも様々なご意見がびっしりと書かれています。詳細は、後日整理のうえ、

公表したいと考えておりますが、そのアンケートの中から特に気になったことを今回

の一般質問に取り上げさせていただきました。冒頭、高校授業料の無償化にふれまし

たが、この無償化には意外な落とし穴があったようです。この無償化は多くの子育て

世代には朗報でありましたが、もともと授業料を負担していなかったご家庭にとって

は、特段経済的メリットはありません。県立高校の授業料ですと、低所得世帯などに

は減免制度があり、私の息子が通う高校でも、昨年度まではこの減免制度を活用して

いた生徒は、全生徒の１割近くになっていました。更に、授業料が免除になっていた

生徒に関しては、ＰＴＡ会費や学校後援会費なども連動して免除になっておりました

が、高校授業料無償化に伴い、県内ほとんどの高校でＰＴＡ会費や学校後援会費の免

除規定を廃止しました。授業料の無償化によって、これまで授業料、ＰＴＡ会費など

の負担のなかった世帯で、新たに負担が発生してしまっています。どう考えてもおか

しな現象が起きてしまいました。ＰＴＡ会費などは、それぞれのＰＴＡが判断するこ

とですから、ここでＰＴＡの問題として取り上げるつもりはありませんが、現実問題

としては大変困っている世帯が生まれたわけです。これらの事態について、教育委員

会としては事実関係を把握しているかどうか伺います。

○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。

高等学校の１年生に入学するときの経費等について調べてみましたが、近くの本宮

高校の資料をいただきまして、まず、１年生に上がるときに総額で男女で若干違いま

すけども、男子の場合ですと１７万４,０００円程度、あと女子の場合ですと１７万

９,０００円程度１年生に上がるときにかかるようです。中身としましては、教科書

が２万３,０００円くらい、あと一番大きなものとしては制服があります。男子が６

万円、女子が６万８,０００円。それから、先ほど２番議員さんが申し上げましたが、

ＰＴＡ会費、それから生徒会の会費、各種教材費、それから１年生の遠足代等があり

ますが、こちらは学年によって違うと思いますが、１年生の場合、それらのもろもろ

の諸経費として６万４,０００円。それから、運動着、あとはシューズ等ですか、こ

ちらが２万５,０００円程度ということで、初年度で１７万３,０００円から１８万円

近くまでかかるという状況でございます。なお、このほか通学する場合の電車賃等は、

また別にかかるというような状況にあると思います。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。今ご答弁いただきましたが、様々金額、私

の聞いたのはそれではなく、現実、払えないご家庭があるが、そういう実態を教育委
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員会としては把握しているかどうかということをお聞きいたしましたわけですが、お

願いします。

○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をいたします。

教育委員会では、そのような話は把握をしておりません。授業料が無料になって良

かったなということですが、ただ、市町村の教育委員会というのは義務教育系、中学

３年生までが守備範囲でございます、具体的には。ですから、高校に上がりますと、

高校の情報というのは県立高校で、福島県教委が担当ということですので、正直申し

ますと、高校以降の情報は一切村の教育委員会には入らないというようなシステムに

なっておりますので、把握をしていないということでございます。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した。高等学校は、村には情報が来ないから分

からない。確かに事実はそこでそうでありますが、そこで先にもご紹介いたしました

が、村民アンケートの中に、将来も含め、大玉村についてどのような期待やご意見が

ありますかという質問に対しまして、４０代の女性から高校での新たな負担に関して

次のようなご意見がありましたので、原文のままでご紹介いたします。

大玉村は、子育て支援はとても良いと思います。個人的に言えば、高校授業料無償

化になったのには良いのですが、低所得者のための高校の免除制度が廃止され、今ま

で１円もかからなかったのに、授業料以外の諸経費などがかかってしまい、私として

は高校の諸費用がとても負担になって、生活が大変です。子どもの友達は支払ができ

ず、学校をやめた人もいるそうですと書き、日本共産党に対する意見や要望欄に更に

続けて、私みたいに母子家庭が今はすごく増えています。仕事も２つ掛け持ちでやっ

ていますが、子ども２人を育てていくのがやっとです。学校の支払も借金をして支払

をしています。もう少し子供たちにかかることが無料化になればと思います。このよ

うに書かれていました。このような現実を直視するとき、困っていた人の負担が増え

てしまったのでは、高校授業料無償化の主旨は生かせません。福島県では、高校生へ

の奨学金の貸付制度などもありますが、これらの奨学金には枠があり、希望するすべ

ての子どもが借りることができるわけではありません。母子家庭や低所得世帯支援の

ために、無利子の奨学金、もちろん返済無用が一番だと思いますが、それが難しいの

であれば、卒業後に返済する貸付金としての奨学金制度があればと思いますが、この

ことについて、村長はどのように考えられますかお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

これはやっぱり制度設計の行き届き、要するに目配りの足りなかった分野だなと思

っております。要するに今まで授業料全体的に免除になったのはいいと。ところが、

今まで免除だった方は、授業料以外の諸経費まで免除であった。今度は授業料が免除

になったために、諸経費は今度負担しなくちゃならない、そういう免除対象者は今度

負担増につながるという現象が生じてしまった。これはやっぱり制度設計時点のその
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点に対する配慮が足りなかったということに言わざるを得ないと思うんです。そうい

うこと等について、私もそこまでちょっと知り得なかったわけでありまして、どのく

らいの方がいるのか、これはすべての高校に対象になるわけでございましょうから検

討をさせていただきたいと、このよ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。せっかく高校に入りながらも、お金が払え

ないためにやめなければならない。このようなことがあってはならないと思います。

いまや高校は義務教育と言っても過言ではありません。将来の後継者をしっかりと育

てるうえでも、高等教育を補償していく責務は、親はもとより大人の責務ではないで

しょうか。次の時代を支える子供たちが、しっかりと学べる条件整備は、自治体とし

ても当然考えなければなりません。先にも紹介いたしましたが、必至に働くひとり親

のご家庭を支えるためにも、村が奨学金制度を考えていけないか、村長の考えをお聞

きいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほども申し上げました。そういう実態については、私も率直に申

し上げて承知していなかった分野でありまして、そういうこのいわば極端に学校の継

続もできないと、こういうふうな方がどのぐらいいるのか実態を把握して、検討をさ

せていただく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。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございました。是非奨学金制度の創設に向けて検討をし

ていただきたいと思います。

次に、交通弱者の生活圏の確保の問題について質問いたします。昨年１２月議会で

も質問いたしましたが、高齢者などの買物など、外出支援についてです。通院バスや

役場職員のボランティア活動による外出支援など、大玉村では行われておりますが、

これでも十分ではありません。１２月議会においては、デマンド型など様々な方法に

ついて検討したいとの答弁がありましたが、ここでも住民の要望の実態について、先

の村民アンケートの結果から申し上げたいと思います。高齢者支援について、あなた

は何を求めますかという設問に対して、通院や買物など外出支援と答えた方が２５７

人中６７人。およそ４人に１人の方が必要な支援の１つと答えておられます。このこ

とを考えれば、村民の足の確保の問題は現実と問題として考えておられる方が多くな

っていることだと思います。県内でも様々な試みが行われています。住民の仕事づく

りや商工会の仕事づくりなど、様々な検討方法があろうかと思いますが、是非新年度

には検討会議など考えるべきと思いますが、これらの計画について、その見通しにつ

いてまず、お尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 現在、村で福祉バス等の運行をさせていただいておりますし、また、

そのほかの高齢者関係等につきましては、現在、運行している生活バス、あるいは村

の職員による外出の要するに出前サービスと、こういうふうなことでやっておるわけ
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でありますが、こういうのは陸運局から許可をいただいてバスの運行というね、そう

いう業の方にお願いをするというような形ですと、なかなかやっぱり利用客の実態と

か、そういうことからして、今でも大変な現在の運行に行政負担しておるわけであり

ます。したがって、こういうものこそ住民参加協働の地域づくり、村づくり、こうい

うふうなやっぱり視線に立って、今、村の職員が外出支援をやっておりますけれども、

こういうものの拡大、拡充をして、１つの組織立てをしてともに支え合っていく、そ

ういうふうなことに向かっていくことが良いのではないかなと。それが、やがて自分

もそこに世話になれるという、そういうふうな結いの精神、こういうことはコンパク

トな大玉のようなところでは、これはやりようによってはでき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） ２番。

○２番（武田悦子） 外出は人にとってとても大切なことであります。通院、買物、お見

舞い、お呼ばれ、日常生活から社会生活まで人は移動なしには生きていくことができ

ません。高齢とともに、この移動する力が落ちてきますが、いつまでも自立した生活

をしていくためにも、移動することは基本的人権の１つと考えますが、この考え方に

ついては、村長どう思われますかお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

移動する、やはりこれは居住権があるということと同時に、そこで生活をするため

には生活権があるわけでありますから、生活をしていくということについては、当然

移動も生じるわけでありますので、その住む人間としてのこれはやっぱり移動権とい

うのはあるなと。そうした個々の力でどうしようもないものについては、そのために

これ税金等をいただいておるわけでありますから、取捨選択の中で、これはやはり行

政のある意味においては責任が生じるなと、そのように考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。地域を網羅する道路網の整備は、かなり進

んでいると思います。しかし、これまでの道路整備は通勤者や買物に行くため、基幹

道路、更には商業施設へのアクセスという性格が強かったと思います。しかし、これ

からはだれもが自由に移動するためのシステムづくり、このような形が大切だと思い

ます。先ほど村長から様々住民参加協働の村づくりの形の中で、このようなご意見も

いただきました。今の住民の現状、特に高齢者の声を十分に反映させたシステム、こ

れを作り上げていくことが大切ではないかと思います。この点を踏まえ、再度今後の

検討への村長の決意、お伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 現実的に高齢者の方が困っている方がたくさんいるということを私

も承知をいたしておりますので、それの手法として先ほども申し上げました。こうい

うものこそ、やっぱり支え合って生きていくという、そういう精神でボランティア的

なそういう組織、それに行政が支援をすると、こういうものを立ち上げるべく努めて
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いきたいな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。是非システムを作り上げるうえで、積極的

に行動を起こしていただきたいと思います。

最後に、産業振興センターについて質問いたします。これまでも産業振興センター

について様々議論がありました。加工施設の問題、食堂の問題、情報発信の問題、い

ずれの問題も生産農家の生活を支えるうえで重要な論点であります。今年度の販売実

績見通しは１億円に達しようとしているそうでありますが、この金額がどれほどの意

味を持つのか。少し翻訳して考えてみました。２２年産の米の仮渡し価格、コシヒカ

リで６０キロ当たり９,４００円です。この金額を基準に直売所の売上を計算すれば、

実に１万６３８俵分の米に匹敵します。この米を生産するには、１０アール当たり９

俵換算で１１８ヘクタールの水田に匹敵いたします。このように別な角度で産業振興

センターを評価すれば、おのずとその役割の大きさが実感できるのではないでしょう

か。この状況を踏まえながら、質問事項である産業振興センターの将来構想について

お尋ねしたいと思います。産業振興センターは現在、農産物直売所機能と一部農産物

宅配形式の販売、そして食堂部門があります。直売所では漬物やそばだんごなど一部

の加工品の販売も行われており、食堂部門では土日、祝日に限りおもちも提供されて

おります。宅配についてはよく実態を知り得ませんが、一定の会員さんに農産物を宅

配しているのだと思っております。また、給食センターへの食材の提供やアットホー

ムおおたまでの使用も行われているようであります。このように考えますと、あとは

特別なことはやらなくとも良いのではないかと思えるくらい、直売所としての役割、

機能は十分に発揮しているようにも思えるのですが、なお一層の期待をするのは直売

所のメンバーばかりではないと思います。今の機能、役割を踏まえながら、将来構想

としてどんなことを考えているのか。先の質問者の中でもありましたが、この将来構

想について、村長の考えを具体的にお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

直売所の将来構想でありますが、これは本村の産業振興センターという名付けであ

るわけでありますので、名実ともに産業振興の拠点にいたしたいなと。地産地消、地

消はこれ当然でありますが、更にこれは都市圏等に例えば大玉村出身の関東安達太良

大玉の会、そこにふるさと便実行委員会という、そういう組織も作っていただきまし

た。こういう方々にもいろんな協力をしていただくようなことで、販路拡大というこ

とでもって、この産業振興センターを拠点にして、これから更に農家の皆さん方、あ

るいは農家以外もそうでありますが、懐に豊かになるようなことにあそこを位置づけ

ていきたいというふうに考えております。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで昼食のため暫時休議をいたします。再開は午後１時３０分と

いたします。（正 午）
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◇ ◇ ◇

○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番武田悦子君の通告再質問を許します。２番。

○２番（武田悦子） 直売所の拡充、売店の機能充実、宅配、更には生産、加工、販売の

一体化、つまり農業の６次化、これらの将来構想をどのように進めるか、これが今後、

重要なことだと考えております。これまで直売所では、販売が中心に行われておりま

す。今度の改築の計画も食堂部門の拡大に合わせ、その減少部分を補うというのが計

画のようですが、そうなると食堂部門だけの拡大で終わるのかという疑問が出てきま

す。現在、１億円の売上を倍加する可能性はあるのか。また、あったとした場合、ど

こにその可能性があるのか。生産、加工、販売、販売における消費者のカテゴリー、

つまり個人だけの販売先なのか、営業やっている方々は販売の対象ではないのか。関

東安達太良会の会員など、宅配を拡大する作戦はどうするのか。やはり市場ニーズや

今後懸念される食糧不足や食料の安全性の観点から相当研究する必要があろうかと思

います。この生産、加工、流通、他産業との連携など全体を構想し、それぞれの役割

分野を調整、コーディネートする人が必要ではないかと考えます。この人について、

どのように考えるのか。村長が常々話に出しております。上勝町や馬路村、ここの成

功も人にあると思います。どうしたら売れるのか、どこにニーズがあるのか、これら

を常に考えて具体的に行動する中で、人は育っていくものだと考えます。もちろん個

人の資質もあるかと思いますが、そこにかける思い、そして意欲が非常に大事だと思

います。コンビニでは何が売られているのか、買物難民と呼ばれる足のない人々に届

ける方法はないのか。高齢化している団地へ定期的販売はできるのか。農家の技術力

をもっと生かせないかなどなど、課題を整理し、コーディネートできる人材を得るこ

とが、将来の産業振興センターの鍵を握ると考えます。その人も必ずしも生産者側に

立つ人だけでなく、消費者の立場などからも有効な人材を得ることができるのではな

いかと思います。この運営の鍵になる部分、この人の部分をどのように考えていくの

か、村長の今後の構想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。

産業振興センターについての位置づけでありますが、とにかくあれを生むことが、

まず、最初の出発だったということで、生むことにとにかく意を注いできた。いろん

な不安要素もございました。それが１億円弱くらいの売上に短期間のうちに伸びてき

た。そうすると、いろんなそこに見えてきた部分がございます。先ほどの質問者にも

話されましたように、あれを大玉の産業振興の拠点に位置づけをいたしたい。そうな

れば、今度具体的に拡大していかなくちゃならない。いろいろの分野に目配り、気配

りをして拡大していく必要があるなと。所得の向上、それから消費者のニーズに合っ

た、そういう産業振興センター。そして、販路拡大につきましても、先ほど言いまし

た。ふるさと便実行委員会、こういう方何か村のために役に立ちたいということで立
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ち上げてくれた４つの実行委員会の１つが、ふるさと便実行委員会である。そういう

ところの応援と、こういうことで、とにかく本村のこういう低迷の中の所得確保なり、

今言ったようなそういう広範囲にわたっての産業振興センターの消費者も含めての位

置づけということに持っていきたいなと。そのためにとりあえず若干今回は先ほどの

質問にも申し上げましたが、この食堂関係等はやりますが、あと将来的なこと等の中

の人の問題とか、そうしたことについては当然パソコンとかなんかの時代になってく

るわけでありますから、そういうことなども考えて充実を図っていく必要があるなと。

なお、今、担当の方でもいろいろとそれらの事務レベルでの検討をいただいておりま

すから、それらの内容等につきましては、担当課長の方から答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えします。

産業振興センターの将来の構想ということでございますが、いわゆる売上につきま

しては、平成１９年の４月オープン以来、当初は４,６００万円程度だと思いますが、

今年度についてはそれの倍を上回る数字が期待をされているところでございます。そ

ういった中で、いわゆる物を売るだけじゃなくて、今後は先ほども話がありましたが

６次化の関係で、いわゆる農産物に付加価値を持たせて、それを生産、加工、販売、

それを一体化したシステムを作りまして、そこの中で雇用も産みだし、また、大玉村

の特産化を図るということで、農業で生産物だけを売るのではなくて、そういう加工、

販売を一体化して位置づけて、村の特産化を図りながら農業の振興を図っていきたい

ということと、あともう１つ直売所の中での今後の位置づけとしては、いわゆる先ほ

ども話がありましたが、関東安達太良の会と現在、会員に定期的に大玉村の物産を希

望を募って送っているところですが、その観光安達太良会の会員の中に物販の関係の

委員会が立ち上げになりましたので、その方々と今後いろいろ連携を持ちながら、い

わゆる会員から首都圏の皆様にもそういう物販を広げて、先ほども話ありましたが、

インターネット等パソコン等を通じながら、そういう今後の広がりをもって今後の直

売所の振興のために図っていきたいと思います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。産業振興センターは、物を売るだけでなく、

様々な形で大玉村の発展につながると思いますので、そのうえでもまず、人が大切で

あると。人についてはどの部署、どの場面でも言えることでありますが、どう人を作

っていくか、そういうことにこれからも心を注いでいただきたいと思います。

最後の質問に入ります。農林業全体、つまり林業も含めて産業振興センターの役割

について質問したいと思います。私は、昨年の議会でも里山活用、林業の振興につい

て質問いたしました。林業の振興の観点も大切だと考えております。現在でも産業振

興センターでは、茸や山菜、木炭、更には工芸品なども販売されております。これら

の将来構想も必要なことではありますが、私が注目したいのは、もっと大きな構想も

必要なのではないかということです。浜通り地区には、巨大な原子力発電基地があり

ます。原子力発電所を維持するために、火力発電所がセットで建設されています。京
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都議定書で合意された温暖化に対する福島県の数値目標達成は、全国でも最悪な事態

になっています。県もどうしていいか分からず、トイレの電気をみんなでこまめに消

そう程度の取り組みしかできておりません。肝心なことに対する肝心な対策がないと

言っても良いと思います。二本松市に木質ペレットの生産工場が進出することが新聞

に発表されました。ここで生産された木質ペレットは、東北電力が火力発電所で使う

そうです。現在も一部の火発で使用されていますが、この点も重要だと思います。循

環可能な木質燃料を使うことは、環境問題としても重要ですが、特に地域振興の観点

からも重要と考えます。地域内でエネルギーの自給率を上げるうえでも、あるいは林

業における６次化の可能性を考えるうえでも、今、取り組みを始める意義があると考

えますが、この点に関する村長の意見をお伺いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

３０年代に林業政策、日本では間違っていたんです。要するに自由化をしたことに

よって外材がどんどん入ってくるようになってきた。大玉でも求めたあの苗畑には苗

木を仕立てて、そして間伐したところに苗木を植えて、そして、このまた大木になる

と、こういうことできたわけでありますが、それを自由化を完全に林業は３０年代に

進めてしまったために、林業では今度生活ができなくなってしまったと。だから、全

国至る所に北海道は３３か所で何千ヘクタールというふうな土地を買い求められてし

まったと。それはなぜかというと、要するに山を持っておっても固定資産税も納めら

れる、そういう収入が上がらない。それから、結構と評価がするものだから、遺産相

続のときに相続税が払えない。そこで、持ちこたえることができないんだと。そうい

う悲痛な声を、そして今、買い求められているというふうなことで大騒ぎをしておる

わけでありますから、そういうことについては、やっぱり林業政策、そういう意味で

現在、国の方では森林林業再生プランというのをね、これを立てていただきました。

だから、その森林林業再生プランをしっかりとやっぱり末端に根を下ろす、そういう

政策の実現、これについて例えば我々のような自治体の責任者は、大いに国等に声か

を大にしていかなければならないなと、そういうふうに思っております。村独自でや

れることはということでございますが、これは限りがありますけれども、大玉村は玉

井財産区は４００町歩あります。また、国有林、これ２８平方キロ、そして全体の森

林面積は約５０平方キロに行政区域でなっておるわけでありますから、今後、そうし

た国等の森林林業再生プラン等、こういうことを踏まえて、独自の財源では限度があ

りますが、しっかりとできる分野から、林業をまず山には木を植えると。荒れた山に

は木を植えるという、そのいろはのいから、そしてあと今言ったペレットのような話

も出ましたが、そういうやっぱり利活用策、村でも何台か入れてペレットによってス

トーブをやっておりますが、そういうことでやっぱり価値観を見いだしていくと。そ

れから林産物等、こういうものもやっぱり技術屋等の指導を受けて、そして林産物関

係のこういう産業の振興、茸センターなどもこれ県にあるわけでありますから、そう

いうところもやっぱり有効に活用していくという、今後、そういうことでもって林産
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物の収入に結びつけるようなことを考えていきたいなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。以上で質問を終わります。

○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。

次に、１３番須藤軍蔵君より通告ありました「介護保険法改正サービスはどうなの

か」ほか２件の質問を許します。１３番。

○１３番（須藤軍蔵） （前段不明）中央の政局一層混迷の度を深めておりまして、困っ

たなというふうに思うわけでありますが、これらに乗じて、ごくごく一部の地方都市

では、首長が議会にまで口出し手出しして、乱暴な動きが出ているというのも、これ

また困ったなというふうに思っております。地方議員の報酬が多すぎるとかどうのこ

うの、あるいは首長の報酬がどうのと、それらを下げる。それもさることながら、今、

地方自治に課せられた課題というのは、やはり本来の最大の役割であるそういう役割

というのは、首長のみならず、やはり議会もそれぞれの立場からしっかりと向き合う

ということが今、問われているのではないかというふうに私は思っておるところであ

りまして、そうしたことから今、当面する課題について以下のとおり質問をするとこ

ろであります。

まず、最初に、介護保険の問題でありますが、３年に一度の見直しということで、

今度５次のというようなお話しでありまして、国の方でも既に改正が行われる、国会

にも出されておりまして、住み慣れた地域で安心した介護をというのが呼び声になっ

ているわけでありますが、今、どういう点がまず、今度の改正の中で、第５次の中で

は端的に言うと、どういう点について変わろうとしているのか、簡単に今、分かる時

点でお知らせをいただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １３番さんにお答えいたします。

平成１２年度の法改正を視野に、昨年の１１月３０日に社会保障審議会の介護保険

部会の方が、介護保険制度の見直しに関する意見ということを出しました。見直しの

基本的な考え方としては、地域包括ケアシステムの実現、医療、介護、予防、住まい、

生活支援サービスを切れ目なく一体的に提供するという方向性、それから持続可能な

介護保険制度の構築ということで、給付の効率化、重点化という、それを進めて給付

と負担のバランスを図ると、こういう言い方をしています。その給付と負担のバラン

スの問題では、介護従事者の処遇改善を継続すると。それから、被用者保険間の負担

の公平性を図るため、総報酬割合導入の検討をやると。３番目として、財政安定化基

金、これ各県に市町村が拠出して福島県でも１０数億ありますが、これを取り崩して

保険料の軽減を図りたいと。今回の第５期の改定では、全国レベルでは介護保険料が

５,０００円を超えるというふうに言われてますが、５,０００円を超えないというこ

とのために、この安定化基金の取り崩しを法制化したい。それから、今、ケアプラン

作成については利用者負担ございませんが、これに利用者負担の導入が検討される。

それから、一定以上所得者の利用者負担の引き上げを検討している。それから、家族
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の負担能力を考慮した補足給付の支給の検討と。ちょっと具体的にはどういうことだ

か私も分かりませんが、そういう項目。それから、多床室、特別養護老人ホームの場

合には、個室が今、主流になっていますが、多床室における給付外の見直し。ここで

は今室料を取られていませんけども、室料を負担していただこうというようなことが

言われています。それから被保険者範囲の見直し、これも毎回出ているんですが、今

は４０歳から介護の被保険者になりまして保険料負担しておりますが、見直しと言う

ことですから、これを更に下の方に拡大するというようなことも検討の材料になって

いますが、現在ではまだ決定的なものは出されておりません。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 概要については、そういうことだということでありますが、一部

報道等によれば、いわゆる要介護と言われるような１、２がありますけども、そうし

た皆さん方にも地域で支援する事業、いろいろここに挙げておきましたが、そうした

村なり何なりで一定程度機能訓練なり、そうしたものを行っているわけでありますが、

これは介護保険の対象にはなっていないけれども、一定程度のお金を出しているとい

うような中身について、これを切り離してというような報道もされております。つま

り、今、お話しあったように、この財政安定化基金というものによって一定程度料金

が高くなるのを食い止めようというような中身だと思うんですけども、介護のそうし

たせっかくやっていることが置き去りにされて、そして今度介護の保険料が上がるの

ではないかというような危惧をしているわけでありますが、そこら辺についてはどの

ようにとらまえているのか、現時点でお願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 見直しの方向の中に、先ほど基本的な考え方はお話ししま

したが、この要支援者、大玉村においては介護認定者の約１４.１％ほどが現時点で

は要支援１、２になっていますが、この軽度の要介護者へのサービスについては、今

おっしゃられたような方向で検討がされておりまして、軽度者については保険者判断

による予防給付と生活支援サービスの総合化というような言い方がされておりまして、

要支援者に対する掃除とか調理などの家事援助について、市町村の判断で保険給付の

対象から外せる仕組みを創設する方針が示されております。要支援者に対するそれら

のサービスを除外した市町村では、代替策として見守り、配食を含む総合的な生活支

援サービスにこの家事援助サービスを盛り込むことというふうにされています。現行

制度では、介護予防訪問サービス、いわゆるヘルパーさんですね、清掃とか調理とい

った家事援助サービスを提供しておりますが、村では独自事業で介護保険対象となら

ない高齢者に対しても、一部一般財源で家事援助を提供しております。この家事援助

が介護保険サービスの対象外となれば保険給付の利用は減ります。その減った分につ

いては、保険料はむしろ下げの効果になるわけですけれども、ただデイサービスなど

への移行も発生する場合もあります。そうなった場合に付いては、必ずしも介護給付

費の減額にはならず、かえって増えるという要素もありますが、現実には介護度によ

って利用の限度額が設定しておりますので、実際上はそういう介護サービス給付が増
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えるというふうにはなりませんから、保険料が上昇するというふうな方向にはならな

い。ただ、見直しのとおりに改正された場合には、サービス低下を回避していかざる

を得なくなりますので、介護保険外のサービスを提供する場合には、当然、それは今

の介護保険対象外の人に行っているサービスと同様のサービスを、先ほど言った総合

的サービスの中でやらざるを得なくなるということで、一般財源の負担増が懸念され

るというところでございます。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 今、るるお話しありました。要するに一体的なサービスの充実と

いうことは、全体としてはうたわれているけれども、一定程度掘り下げると限度額の

問題なり、あるいはそうした軽度と言われるものの中身については外したりというこ

とになるということで、必ずしも中身が良くなるというふうにはならない点も多々あ

るわけであります。先ほど２番議員からもお話しありましたように、私たちのアンケ

ートでは、特に６０代、７０代の方の回答が多かったからそうなんでしょうけども、

やはり特に力を入れてほしいというところに第１番目が高齢者支援、あるいは２番目

に健康医療に対する対策。そして３番目、今の時世でありますから雇用、就職の支援

と、こういう要望の中での３つが特に飛び抜けているというようなことでの中で、特

に今お話しした高齢者支援といものがあるわけでありまして、こういう村でもそれぞ

れ取り組んで介護により度の高くならないようにやっている今までの取り組み、これ

はしっかりと引き続きできるようにひとつ取り組みをしていただきたい。その点につ

いて、村長のご意見を承りたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今回の見直しの内容関係について、いろいろ心配されて質問をされ

たわけでありますが、担当課長の方から答弁のとおり、実質サービスの低下にならな

いように市町村に委ねられている、そういう分野もあるわけでありますが、その辺は

バランス良く考えてやっていきたいなと、そのように思っております。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 次に、国保財政と運営についてお尋ねをいたします。

るる質問通告書に書いたとおりでありまして、国民皆保険制度、非常に世界にも誇

るべき中身でありまして、いつでもだれでもどこでも同じ医療が受けられるというよ

うな制度であります。これらについても、長年にわたり村当局が他の市町村と比して

もこれの趣旨を踏まえて、一貫して住民負担の軽減というものに取り込まれてきたと

いうことについては敬意を表するところであります。しかしながら、今や我が村のみ

ならず、国保をはじめとした皆保険制度というものそのものが大変な状態になってい

るということでありまして、ときあたかも先程来お話しありましたＴＰＰの問題でも、

日本医師会も記者会見で、こういう日本の医療というものの危機も医師会そのものも

声明を出しているというような状況でありまして、まず、端的に今、国保についてど

ういう状況かという認識をお持ちか、村長にお尋ねをいたしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） お答えをいたします。

国民健康保険、これはやっぱりおっしゃられたように皆保険ということで、これは

世界に誇れる、日本はやっぱりこれは先進国であるなという認識をいたしております。

しかしながら、今言ったような事実、運営の問題で、これはいろいろと先ほどの質問

者にも答えました。要するに個々の自治体ではなかなか難しい。そういうことで、こ

れ都道府県単位ということを視野に入れて今、考えている。ただ、いずれにせよ、そ

こまでの間どうしていくのかというのはこれは急務でありますから、その要するに措

置として一般会計からの支援ということを考えておるわけでありますが、しかし、じ

ゃ来年も再来年もということになりますと、これはやっぱりそれぞれの状況、収支の

関係を踏まえて判断をしなくちゃならないわけでありますが、やはり基本的には目的

税ということになるわけでありますので、これはやはり一応その辺の状況を踏まえな

がら、やはり負担は軽くなると、重くなるとも軽くなるというふうな、そういうこと

ではないなというふうに思っております。いずれせよ、この制度というものを世界に

冠たる制度でありますから、これは自治体が再考の責めを負う範囲においては、しっ

かりとやっぱり大玉村は大玉村として、その責任を果たしていくのは当然のことであ

ります。そういう認識に立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） そうした状況の中で、現在、国保税のおおよその滞納、２１年度

でおおよそどのぐらい滞納額、パーセントといいますか、おおよそで結構ですから。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １３番議員さんにお答えします。

滞納額ですが、全体の約２４％でございます。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） それぞれお話しありましたように、前の質問者にもお話しありま

したように、２２年、あるいは２３年の中で、総体的には１億円程度の一般会計か

らのというお話しでありますが、そうしますと、経常収支比率ですね、２１年度の

８０.９％というと、この経常収支でのおおよそのそれを除いた金額は大体どのくら

いなるか、大体で結構ですから。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １３番議員さんにお答えいたします。

平成２１年度の決算で普通会計経常収支比率が８０.９％でございます。この８０.９

％というのは、経常的に入る一般財源と経常的に出る経常充当、一般財源との比較で

ございますけれども、その差についてはおおよそ大体３億、更には最近地方交付税と

セットで発行されます臨時財政対策債が大体２億円でございますから、一般財源的に

は３億円から５億円というような間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） こうした今の滞納の問題、あるいは経常収支比率で３億円から５

億円の間、その他の財源ということでありますが、普通７月ですか、この決める保険、
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それまでの間には国保運営審議会というようなものについては、普通開かないわけで

しょうかね。これらの問題について、その審議会ではどのような話がなされたかとい

うようなことは最近はなかったですか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今回、当初予算関係で、あるいは補正予算関係で、当然議会の前に

諮問をいたします。今言った内容等も十分説明をいたしまして、目的税ではあるんだ

が、これは公共公益性ということを考えて、他の特別会計と同じようなレベルで、今

回一般会計から繰り出しをすると。そしてまた、国保会計については繰り入れをする

ということ等について、あとそれから２５年目標、それから３０年目標のそうした自

治体で運営できないようなところもあると、こういうふうなことから、そういう国で

は都道府県単位という意向も今、計画事務的には進めているというようなことを申し

上げて、今回の提案するようなことについては、事実を最大限大玉村方式と言います

か、理解をしていただいたなと、このように考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） それぞれお伺いしました。つまり質問している側も実は矛盾だと

思っているんですよね。つまり、そのままそっくり保険上がった分を保険税に挙げれ

ば、先ほど言われたように滞納が今の段階でこれだけですから、もっと滞納になって

しまって払えなくなる。されば、これ約合わせると１億円近くですか、もっとなるか

もしれない。それを今度経常収支比率の残った中から、今度そこに投入するというこ

とになれば、その他の住民サービスがその分だけ減るということ、単純計算で。非常

にそういう中では、いや困ったなというふうに正直のところ思っているわけでありま

すが、既に村長からそうした考え方、前の質問者に対しても、あるいは今の答弁の中

でも大玉方式でこうした難局を乗り切るんだというような説明ありましたので、答え

はいただいたようなものでありますが、要はやっぱり大玉村のみならず、それだけで

は解決でき得ない大きな問題もあるわけでありまして、もともと国保の財源の国庫か

らの持ち出しというのはどんどんどん減ってきている。とりもなおさず、まずはその

部分を元に戻させるとか、やっぱりそういう取り組みも今後、併せてやっていかなく

ちゃならん。それできないから構わないかというわけにいかないので、村としてはこ

れ保険料をまるまるやったら大変だということでの苦渋の選択だとは思うんですけど

も、引き続きそういう点での努力をお願いするところであります。

次に、小高倉周辺での生活環境改善対策についてお尋ねをいたします。これは昨年

来、副村長を筆頭に関係担当、あるいは環境審議会等々、多くの皆さんのご努力によ

りまして大きく改善されたなというふうに敬意を表するところであります。これらの

大まかな点について、まず、昨年のやったことに対しての説明というんですか、それ

らについて簡単にお願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） １３番議員さんにお答えいたします。

小高倉地区の環境保全に関しまして、昨年初夏より悪化が目立ち始めたということ



- 74 -

で、改善がなかったということで、県北家畜保健衛生所に監視の強化ということで申

し入れを行っております。冬期間からの指導の介入がありまして、地区の代表者や住

民、それから事業者、この中の協議、それから大玉村環境審議会の調査等によりまし

て指導がなされたところであります。これらにより鶏糞のかき出しとか、消毒の実施

など、一部改善は見られたわけでございますが、その中で少しではありますけれども、

事業者の意識も変わってきたのかなというふうには思われております。しかし、まだ

まだ満足できるような状態ではないということで、住民の皆さんと現地調査等も行い

ましたが、今年に入ってからは鳥インフルエンザの影響というようなことで、現在は

家畜保健衛生所に任せているというような状況でございます。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） それぞれ努力をいただきましてありがとうございます。住民の皆

さんもそうした努力に対して、いつどこがどういう状況で対策取ってきたかというよ

うなことについて実は記録をしておりまして、一覧表私もいただきました。ずうっと

これいつ、だれが、何をしたかという、家保、村、住民というようなことで整理され

ておりまして、非常に努力されてきたなというふうに思うわけであります。今、お話

しありましたように、鳥インフルエンザというようなことでの立ち入りはだめだとい

うようなことでありますけれども、そういうことによってもうあと中断だということ

になったら、これは元のもくあみだなというふうに心配しているわけであります。と

申しますのは、文書にしたり、ここで発言したりはできませんが、この関係者と若干

お話しするたまたま機会がありましたらば、いずれも両方の業者さんとも百戦錬磨で

ありまして、大変なご苦労をされて今日まで来ているので、そう簡単にということに

はならないというような認識を改めてしました。そういう意味で鳥インフルエンザに

かかわらず、やっぱりそれはきちっとした対策を取れば、むしろ関係者でない人は大

した心配ないわけでありまして、同業者とかエサ屋さんとか、獣医さんが一番かえっ

てむしろ悪いわけでありまして、それ以外の一般者は何も差し支えないというふうに

思います。この４月、５月というものをきっちりやらないと、結局は６月、７月は元

に返ってしまうんじゃないかなという心配実は、そういう現況というか、原因をなし

たことも私自身もありますので、それははっきり分かっているわけでありまして、そ

ういう意味でやっぱりきちっと引き続きやるんだぞという当局の相当の覚悟をもって

改善させるぞということをしっかりと経営者の皆さんにもご認識いただかないと、こ

れは続かないというふうに思うわけでありまして、今年そういう意味での取り組みと

いうもの、今までのずうっと一連やってきた状況を踏まえて、その取り組みについて

どのように考えているのか再度お尋ねをいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 鳥インフルエンザに対する指導について、まず、お話し

したいと思いますけども、県の家畜保健所におきまして、１００羽以上の飼養農家に

つきまして、野鳥の進入を防ぐための指導とか、あと防疫体制の指導、それから飼養

管理についての指導が行われております。先ほどもお話しありましたけども、関係者
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以外の立ち入りというのは規制されております。当面、現地確認等につきましては、

家畜保健所によりまして指導いただくというようなことになりますけれども、村とし

ましては、電話等で確認を行いながら、地区住民の皆さんや環境審議会で現地調査が

できるようになるまで、そういった電話による確認、指導等を行ってまいりたいと思

います。また、引き続き昨年も行いましたけども、県北家畜保健衛生所の強力な指導

と地区に代表者の皆さんによる状況改善の申し入れ、あとまた審議会によります現況

把握など、段階的にインフルエンザの影響等が緩和された中で行っていきたいという

ふうに思っております。また、春先のハエが発生しやすい時期ということもあります

ので、早い段階で計画的な鶏舎管理、発生源の排除というのが重要になってくるとい

うふうに思っておりますので、関係者相互の協力をいただきながら、強力に進めてい

きたいというふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） いろいろお答えをいただきました。野鳥の進入しないようにとい

うような改善はされているようです。私も見てきました。電話での指導というのは、

ちょっとね、私はっきり言っていかがなものかなと思っている。電話で事足りるよう

なものではないなというのが率直な感じですね。構わないでおけば、かえって悪くな

ってしまうという心配を特に懸念するので、鳥インフルエンザというものがずうっと

あれによってむしろ隠れ蓑にならないように、きっちりと引き続き対応をしていただ

きたい。私も引き続きこの問題は、皆さんにその後の対応などについてもお伺いする

予定であります。よろしく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。

次に、８番遠藤義夫君より通告ありました「新年度の重点事業と財源について」ほ

か２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３点の質問を

行いますので、よろしくお願いします。

まず、最初に、新年度の重点事業と財源についてお尋ねいたします。最初に、本年

度の重点事業について、本村は他の自治体に先駆け子育て、福祉、教育と独自の政策

を実施して、よその市町村から注目されていますが、本年度の重点事業はどこに力点

を置くのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 当初の執行基本方針の中でもふれさせていただきました。その中で

いろいろと申し上げたわけでありますが、全部というと、これ時間も制約がございま

すから、要するに執行基本方針のとおりでありますけれども、特に定住人口増加対策

等、これはしっかりとやっていきたいなと。それから、あとはそれに伴うところの誘

導策として子育て支援関係、これらもしっかり取り組みをしてまいりたい。それから

農業関係、これらについても一応制約はありますが、現在の国の制度等にのっとって、

要するに農家が所得につながる。こういう取り組みは、例えば所得補償のようなもの、

今度は田んぼでなくて畑の方にもつながりますから、所得につながるような、そうい
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う取り組みを積極的に推進をしていかなければならないなというふうに思っておりま

す。それから新たな取り組みとして、仕事づくりの１つの糸口にさせたいということ

で、住宅リフォーム、これはそれぞれの関係者からの要望等もございまして、こうい

う新たな取り組みも考えております。それから耐震関係の補強、補修関係ね、ハード

事業関係とか、これは大山小学校計画のとおり、それから玉井幼稚園、これには２３

年度かなりの大きな事業費を投ずることになるなというふうに考えております。それ

から、何回も話が出ております国民健康保険の国保財政安定化の調整関係ね、これら

についてもしっかり支援を今回していくということで、予算の措置をしておるところ

であります。それから、商工業関係もご覧のとおりでありますので、これらも従来ど

おり予算の確保をさせていただいたつもりでありますし、また、教育関係のこれはソ

フト事業になりますが、新しい事業の取り組みということで、コミュニティスクール、

こういう関係、そしてあと今の道路関係とか維持関係、そして新設の改良関係、こう

いうものについても、それぞれ計画どおり当初予算に反映をさせていただいた。要す

るにやはり数ある中で、どう結局重点的に取り組みをしていくかというのが大きな大

体項目では今言ったようなことであるということをひとつご理解をいただきたいと思

います。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） かなりの新規事業もありますが、また、先ほどの質問の中にもあっ

た今年初めて高校３年まで無料化にするという事業なんですが、なかなか斬新で恐ら

く県内はもちろん全国でも例がないものじゃないかなと思われますが、景気低迷で税

収が落ち込んでいる中で、財源の見通しはどのようになっているのかお尋ねいたしま

す。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは先ほどの子育て支援という中に含めて申し上げたわけであり

ますが、理由と根拠、これは今朝ほどの質問者に答弁をしたとおりであります。財源

の見通し関係については、これは担当課長の方からお話しがありましたが、今年につ

いては事前の準備期間が必要なんです、医師会との関係とか国保連との関係で。した

がって年度の後半、１０月から実施をするということになりますから、今年の大体の

予測関係では２４０万～２５０万円程度かなと。あと１年ということになれば、５００

万円範囲内であるなというふうに見ております。そういうことによって、この人との

定住人口増加との絡みもあります。そういうことになれば、交付税に跳ね返ってきま

す。家１軒建てば、やっぱり固定資産税に跳ね返ってくるんです。そういうことで、

要するに財政力指数にこれがつながっていくと。自治体力を付けていく。その辺はや

っぱりバランスを考えながらずうっとやってきているわけですが、着実に大玉は財政

力の指数関係は２１年度ベースですと０.４を超えたわけでありますから、私が村長

になった当時は２.２の台でありました。ひところは３割自治とこう言っておりまし

たわけでありますけども、４を超えたということは着実に上がってきているというの

は、やっぱりその辺にあるのではないかなと、そういうふうに考えております。
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○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 今のお答えなんですが、２１年、２２年度より高校まで無料になっ

たということなんですが、予算規模が前より２１年度が３,９６０万円、２２年度も

同じなんですが、２３年度は３,８５０万円ということで１１０万円ほど下がってい

るんですが、これはさっき課長が答えたように、過去の実績見込額なのか、これまた

１０月になるからかからないのか、その辺がちょっと分からないんですがどのように

なっているのか。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） これあくまでも現時点での見込みでありまして、この受診

率、あるいは疾病の変化、インフルエンザ等の状況がどうなるかによっても変わって

くると思いますけれども、全体的には被保険者が若干ずつ減少しているんですね。そ

ういうこともありまして、先ほども申し上げましたが、高校生まで増やすわけですけ

ども、最初の見込みからすれば受診率については上がっているんですね。しかし、１

人当たりの費用については想定以上には伸びていないということもありまして、当初

はこの程度の水準で維持できるのではないかというふうに思いますが、秋口以降の疾

病の動向とかインフルエンザの動向によっては不足が生じる可能性もありますけれど

も、現時点ではそういう判断で予算編成しております。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） はい、分かりました。次に、増え続ける健康保険特別会計の今後の

見通しと行政の役割について、これ先ほど質問ありましたが、財政圧迫につながる問

題で、私なりに質問したいと思います。今、急速に進む高齢化社会で医療介護の費用

が膨らむ一方で、国の財政難でサービスを充実させるための公費負担増の見通しは全

く立っていないわけで、そんな中で高齢者社会で医療費が増大し続けて、日本が誇る

国民皆保険が崖淵に立っているのは皆さんご存じのとおりでありますが、今、国民健

康保険医療費は２０２５年度には約５２兆３,０００億円に達すると予測されている

が、７５歳以上を対象とする現行の後期高齢者医療制度は、医療費の窓口負担を除い

た給付費の４７％が公費負担で賄われているのは、１０年度の予算ベースでは約５兆

５,４００億円に上り、今後の診療報酬の引き上げと介護職の給与アップで後期保険

料窓口負担の増加につながる傾向にあり、財政基盤の弱い市町村ますます厳しくなる

が、本村の状況と今後の見通し、また、行政としては医療費削減として、具体的にど

のような抑制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国保関係については申し上げましたが、これは

どこの自治体でも大変な状況で予算編成をしております。一方では、これはしっかり

とやっぱり被保険者のためにこの事業取り組みをしなければならないというような中

でのいろいろと国の大きな問題の１つに取り上げられて、２５年なり３０年なりとい

うふうな目標を掲げられている。都道府県単位ということであります。そこまでいっ

たい自治体がどう努力をしなければならないかということでありますが、これはやは
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り力のないところにこれを賦課しても、これは目に見えて分かるわけでありますから、

その辺はやっぱり行政の一般会計も容易ではないわけでありますが、総体的に財政の

指数等を踏まえながら、最大の努力をして、やはりこれは公共公益性ということを考

えて、その指数をせざるを得ない。まあそういうことで、２３年度の予算編成なり、

２２年度の補正予算を今回、講じたということであります。しからば、そういうふう

な医療費関係の動向に対して、どのような策をもってということでございますが、こ

れは担当の方でいろいろ取り組みをしております。一口に言うならば、転ばぬ先の杖

と。要するに早期発見、早期治療でありますが、そうした具体的な取り組み等につい

ては、担当課長の方から申し上げます。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

先ほどのお話ありましたように、国保財政に対しましては本当に厳しいということ

でございますので、年々国保の被扶養者増えるような状況もございまして、厳しさは

増す一方というようなことになっておりますけれども、医療費そのものを削減すると

いうような取り組みの中で、老人健康管理事業と、それから特定健診、これも受診率

を大幅にアップしていかないとなかなか医療費の軽減にはつながらないということで

ございますので、それらを健康福祉課等も、また、教育委員会もそういった健康管理

のスポーツ等を通じて健康管理を図っていくというようなことで、医療費の削減につ

なげてまいりたいというような考えでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） それぞれいろいろ考えているようでございますが、先ほど言いまし

たように、受診料アップも行政の指導があって初めて進むんじゃないかと思いますの

で、今後ともひとつよろしくお願いします。

次に、景気低迷による税の収納率悪化が予想されるが、策はあるのかどうかお尋ね

いたします。先ほどの質問の中にもありまして、滞納率が２４％もあるということで、

本当に大変だなと思いますが、財務省は国債等借入金、政府短期・長期を合わせた借

金が２０１０年度の末では９１９兆１,５１１億円と過去最高と発表しましたが、借

金の増加は社会保障の関係費増大で膨らんだ予算を国債発行で賄った主な原因で、家

庭で言えばやりくりができない人が財布を握ったようなもので、必要ないものを値切

りもなく相手の良い値で買わされるような政権で不満は当然だと思われますが、税の

収納率悪化の背景には、非正規労働者の増加と収入の乏しい高齢者や不況による失業

者の増大、所得の減少が反映しているに違いないが、全国的に収納可能な現役世代の

収納離れ、いわゆる働かない若者が増えている現状にあると報告されているが、就労

可能な現役世代が、生活保護対象者の１４.７％も占めていると言われており、本来

は高齢家庭、母子家庭、障がい者家庭、傷病者家庭などが社会的弱者の家庭であり、

働く意欲や能力を持った人間が十分に活かされないとすれば、社会にとっても大きな

損失となるわけで、本村にはないと思われますが、事例があるとすれば対策はなされ

ているのかどうかお尋ねいたします。
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○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。

収納率の悪化の関係でありますが、まず、現状について申し上げますと、対策につ

いての具体的な特効薬的なものはございません。ただし、納税については、粘り強く

納税についての理解と協力をいただくことがまず、基本としまして、次の２点を重点

的に考えています。１つは、まず、滞納に至る前に電話とか、場合によっては訪問し

まして納税のお願いをするということで、新たな滞納者を未然に防ぐことが、ひとつ

大きなポイントで考えております。もう１つは、既に滞納されている方については、

引き続き納税のお願いをいたしまして、先ほどいろいろるるお話しがありましたよう

に、その滞納者の諸事情がいろいろあるわけでございますので、それらを加味しなが

ら、また、場合によってそういうのを加味しながら、また、納税をできる方について

は財産の調査などを踏まえて、必要なお金に換える、納税をいただくと、そういった

ことを引き続き行っ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） 村には事例がないということで安心しましたが、なかなか全国的に

厳しい中でございますので、今後、増えるような環境にありますので、ひとつよろし

くお願いします。

次に、消防団の組織改革と運用についてお尋ねいたします。現在の団員の数は適正

なのか。今、全国で消防団の活躍が注目されており、特に昨年の年末から日本列島大

雪が続き、雪国では消防団員による雪かき作業が話題になっており、また、九州では

噴火による避難誘導から火山灰の撤去と多方面に活躍しており、高齢者社会において

は最も頼もしい存在であります。我が村でも今年は例年になく大雪に見舞われ、雪か

き等の要請もあったと聞くが、村民にとって頼もしい限りで、今後も頼れる消防団で

多方面で活躍が期待されるわけであります。世帯数、人口とも増える中で、現在の団

員の数は適正なのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

現在の団員数ということでございますが、確かに人口等は増えておりますけれども、

国で定めております消防力の基準というものに基づきまして、村の条例で定めている

ところでございます。現在のところは適正であるというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 適正であるということで安心いたしましたが、次に、団員確保と企

業の理解を得る方策についてお尋ねします。

行政は、どのように対処し、取り組んでいるのか。村民が安心で安全な生活ができ

るのには、地元の消防団は欠かせないわけですが、近年の不況の中で労働条件が悪く

不利な状況下にあり、どの分団でも団員の確保に苦労している状況にあり、行政とし

ても今まで以上の企業の理解を得る努力が必要と思われますが、どのような状況にあ

るのかお尋ねいたします。
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○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。

確かに長引く景気の低迷というようなことで、各企業においても大変その厳しい状

況の中ではないかというふうに思っております。その中でも消防団員の入団について

は、それぞれご理解をいただきながらご協力をいただいているというような状況でご

ざいます。村では団員の入団に際しましては、村長名、それとあと団長名連名という

ことで、消防団員の活動の理解とか協力の依頼というようなことで、文書を出してい

るところでございます。

それから、各火災予防運動等で、平日に行うような場合もございます。そういった

場合につきましては、休暇等をなんとか取らせていただくようにというようなことで、

そちらについても文書を差し上げているようなところでございます。また、近年では、

若者の意識とか、職業形態が変わっております中ですので、夜勤とか日曜日にも出勤

しなくちゃならないというような場合もございまして、なかなか大変だなというよう

な部分はあるわけですけれども、本年１月には県の消防団員の協力要請というような

ことで、県職員とあと村と消防団長で企業を訪問して協力をお願いしたというような

経緯もございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） それぞれ村なりで努力しているようですが、本当にこの消防団員、

人材育成も非常に大事なんでございますので、ひとつ企業訪問などして、しっかり後

押しをお願いしたいと思います。

次に、女性団員の運用は可能なのか。今年の出初め式は天候不良で体育館で行われ

ましたが、団員の規律はいつもながら感心するところでございますが、今年は特に婦

人消防協力隊の参加人数の多さと訓練された規律には感動を受けました。先ほどの質

問にもありましたが、団員の確保にはどこの市町村でも苦労しており、昼間の消防人

確保に機能別団員や協力隊設置などを取り組んでいるところがありますが、社会情勢

の変化と男女共生及び高齢化社会を考えると、女性団員でも予防消防の啓蒙とか一人

暮らしの安否確認など、危険の伴わない活動分野が多くあるはずで、よそでも取り入

れているところがあり、現場の声を聞いたところでも違和感はない。早急に取り組ん

でもらいたいという声がありますので、可能なのかどうかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

女性消防団員の入団状況ということですけれども、福島県では１７市町村１７１名

ということで、消防団員に対する構成比につきましては０.４８％というふうになっ

ております。また、全国では１万９,１０４人、これも団員に対する構成比では２.１６

％ということで、若干全国での女性消防の採用というのは多くなっております。大玉

村でございますが、条例上は特に規制するようなものはございませんので、入団する

ことは可能となっておりますけれども、いろいろ問題等も生じないようにということ

で、幹部会等で今後検討してまいりたいというふうに思っております。
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○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 今後の課題になると思いますが、よく検討してもらいたいと思いま

す。

次に、火災報知器の設置状況はどのようになっているのかお尋ねいたします。県内

の住宅用火災報知器の普及率は、昨年１２月現在で５４.１％で、全国の６３.６％を

大幅に下回っていることが調査で分かったが、本村での普及率はどのぐらいなのかお

尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

住宅用火災警報機につきましては、今年の５月末までに設置するというようなこと

で義務付けられております。平成２２年１２月時点の推計普及率というふうにしかな

らないわけなんですけども、それも本村という形でなく安達広域管内というようなこ

とでご容赦いただきたいと思いますが、４６.５％というふうになっております。全

国平均ではこれも推計ということですが、６３.６％。福島県におきましては５４.１

％ということで、広域管内では県平均にしましても、全国平均にしましても低い状況

になっております。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） ４６.５％、大変低い普及率なんですが、６月までに設置義務化な

んですが、これは義務化だけで罰則規定がないということで、なかなか分かっていな

がら消極的な世帯もあるわけで、警報機を設置したことで被害が小規模で済んだケー

スもあるわけで、事例の周知をするなど、今後、普及を急ぐべきと考えるが、よろし

くお願いいたします。

次に、一人暮らし生活困窮世帯の設置状況も併せてお答えを願います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

一人暮らしと生活困窮世帯ということですが、その住宅用火災警報機につきまして

は、社会福祉協議会の事業ということで、２年間にわたりましてそういった家庭につ

いての助成というか、器具そのものを配付しているというような経過でございます。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） はい、分かりました。次に、生きがいある高齢者社会づくりについ

て、老人クラブの組織が減少の傾向にあるが、原因は何か。先の婦人会の中でも質問

がありましたが、高齢化が進み、年々老人クラブが解散、減少しており、県下でも

１０年間で５００以上が減少しており、生きがいづくりがピンチにと報道されており

ます。老人クラブは一人暮らしの高齢者宅を訪問し、安否を確認したり、文化、スポ

ーツ行事を通して要介護なるのを防いだりする活動も進めているわけで、行政の手の

届かない部分をカバーする役割も担っているわけで、解散、減少は村にとっても損失

であり、原因はどこにあるのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。
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○健康福祉課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。

老人クラブの現状についてはおっしゃるとおりでございまして、県内では１０年間

に５５０ほど減少して６万人以上が減少したと。大玉村においても、これは老人クラ

ブに対する補助ベースでありますが、１８年度からの５年間で本年度までに３０４人

減少しております。この原因についてということで調査はありませんが、つい先日、

福島県老人クラブ連合会の調査の結果について新聞報道がなされておりましたが、そ

れによりますと、６０代の人で６割近い方が、誘われても入らないというふうに答え

ているようです。このように新たに老人クラブの加入年齢に達しながら入る人がいな

いというのが、まず、組織の減少につながっているということが考えられます。また、

６０代の人が入らない理由としては、まだ現役で働いているということや、役員にさ

せられることへの懸念というものを老人クラブのアンケートが明らかにしております。

加えて、本村においてのことでありますが、いろいろ相談も受けたりもしているんで

すけれども、やっぱり県連、上部組織の行事が多すぎると、こういうものが役員のな

り手や、ひいては新たな６０代の加入を躊躇させているのではないかというふうに考

えております。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 今、課長に答えてもらって、全くそのとおりの部分もあるんですね。

役員のなり手がないというのは、あまりにも会長になると行事が多すぎる。これは上

部団体でなくとも、村にあっても当然なんですね。例えばあて職がかなりあるという

ことで、その辺を考えてもらわないと、とても役員を受けられないということで減少

の傾向になっている。そしてまた、今、６０歳に達しても入らないということは、名

前もちょっと悪いのかなと個人的には考えるんですが、老人クラブというと抵抗を感

じて、その辺のこれから進めるときも名前を変えてもいいんじゃないかというような、

そういうような方向性で進めればなんとか増えるのかなと思うんですが、その辺もち

ょっとよろしくお願いしたいと思います。

次に、今、各地でサロンが開催されており、生きがいづくりに活躍されております

が、老人クラブの中の活動なのか、独立した活動なのか、資金はどこから出ているの

か、活動内容などお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

各サロンの活動でありますが、これは全国的には民生委員協議会、あるいは社協さ

んが推奨しながら進められてきておりますが、現在、地域サロンは村内に１５か所開

設されております。ほぼ月１回行っておりまして、レクリェーションとか健康づくり

活動を行っております。地域のお互いの見守り活動というところが重点でありまして、

これは老人クラブとは逆に増える傾向にございます。老人クラブが主体でサロンをや

っているところもありまして、会員以外の人も参加するというようなこともあるよう

でありますが、大部分は地域の民生委員の方々や在宅のご婦人の方々がボランティア

として運営を行っているというのが、実態でございます。
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○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） よく分かりました。中には老人クラブとちょっと反目しあっている

などというところもあるもので、老人クラブの中に組み込んだ方がかえって良いのか

なと思うんですが、まあその辺は老人同士の中で話し合いできればいいなと思います

が。

次に、高齢者の健康管理事業の一環である温泉利用実績と利用人数についてお尋ね

いたします。各老人クラブの健康管理事業での温泉宿泊は人気があり、各老人クラブ

でも年３回ほどの利用があり、健康増進に効果が上がっていると思われます。村でも

契約している旅館、ホテルなど１５か所ほどありますが、その中には村のアットホー

ムも含まれていると思われますが、村でも最低でも１回程度は利用するよう指導はし

ていると思われますが、利用状況はどのようになっているのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 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。

先ほど契約施設１５か所ということですが、現在、１４か所施設となっております。

それで２１年度の利用状況ということで、日帰りにつきましてはアットホームだけと

いうことになっておりますので５,５６８名、宿泊につきましては３,０４１名という

ことで、そのうちアットホームを利用されている方については１,６４９名、率にし

て５４.２％となっております。２２年度、今年度でございますが、１月末現在とい

うことで、日帰りにつきましては先ほどのアットホームのみということで４,２６９

名、宿泊については２,１６０名のうちアットホーム利用者が９５６名、４４.３％と

いうことになっております。以上です。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） 当然村でかなりの補助をしているわけなんで、これは年１回くらい

は使ってもらいたいと強く言うべきでありますし、そしてまた、なんでアットホーム

人気がないかというと、高齢者に聞いてみると、いろんな問題があります。人気が悪

い理由には、他の旅館に比べサービスが悪い中には、具体的には夜の宴会に酒、ジュ

ース等が出ない。カラオケが有料とか、部屋に冷蔵庫がなく、夏場の漬物等を置く場

所がないとか、昼食は自前とか、使い勝手が悪いという話を聞くが、改善の余地があ

るかどうかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） アットホーム支配人。

○アットホームおおたま支配人（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えいたします。

今ほどの老人クラブさんからのご評価ということでありますが、現在、老人クラブ

さんの連泊、２泊以上のご利用に際しましては、通常午後３時からのチェックインで

すが、午後２時からのチェックインということで早めのチェックイン、それから夜の

カラオケについては２０曲無料、２日目の昼食につきましては、そば、うどんをサー

ビスさせていただくというふうなことで、お酒、ジュースの無料提供とまではいかな

いんですが、お部屋で召し上がるものの持込み料についてはいただきませんというふ

うなことでの改善の措置を講じておりますので、今後、そういったことも老人クラブ
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さんに対しましてＰＲに努めてまいりたいというふうに考えております。

以上であります。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） ほかと比べてだいぶ改善になった。我々も是非使ってくれと是非話

したいと思いますので。

次に、さくらの利用状況についてお尋ねいたします。高齢化社会になり、要支援の

高齢者が増加している状況の中で、大変在宅介護者には喜ばれている施設であります

が、現在の利用状況どのようになっているのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

現在のさくらの利用状況でございますが、生きがいデイサービス、さくらで開設し

ておりまして、登録者は６２名、本年度１月末の利用者は延べで１,９２８人、開設

日数は２００日となっております。１日９人強の１０人弱と言いますか、程度の利用

になっております。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） どうもありがとうございます。なかなか今、高齢者大変な時代にな

っているし、家庭でもなかなか面倒見られない部分があるので、本当に助かっている

と思いますので、これもっと空きがないように使ってもらいたいと思います。

次に、認知症サポーター利用状況についてお尋ねいたします。現在、何名の方が登

録しているのか、活動場所と今後の活動方針についてお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

認知症サポーターの活用状況ということですが、認知症サポーターについては、何

かを具体的にやっていただくということではございません。１つには、認知症という

病気を理解してくれる人。もう１つは、認知症の人を抱えている家族の気持ちを理解

してくれる人。３点目としては、認知症の人と接するときの心構えを理解している人。

こういう方をこういうことが分かる、できることを目指して養成講座を行っておりま

して、今年は２月の頭には役場職員の係長以上の職員を含めて、今年度は３団体で講

座を開設いたしまして４７名が受講いたしました。これまでに受講した人は、延べで

２０６人になっております。それから、そのサポーター養成を担当するキャラバンメ

イトさんというのがおりますが、これは１つ上の研修を受けられて、サポーター養成

を包括支援センターと一緒にやってくれる方ですけれども、役場の職員も含めて８名

の方がキャラバンメイトさんになっておりまして、このキャラバンメイトさんにお願

いしながら、要請があればどこででも認知症サポーターの講習会は開きたいと。中学

生でも、それから老人クラブでも婦人会でもということで出向いて行って、このサポ

ーターを数多く増やしていきたいというふうに考えています。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） この制度はすばらしい制度だと思います。今後、高齢者がどんどん
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増える時代になって、実はうちのばあちゃんも３年ばかり認知症になって実感は分か

っているので、今後、こういう使う制度がどんどんできるんじゃないかと思いますの

で、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

次に、介護支援事業の拡充についてお尋ねいたします。急速に進む高齢化社会に対

応するために、高齢者を支える年金、医療、介護の改革は急務であり、団塊の世代が

７５歳を迎える２０２５年度には、高齢化率は３０.５％に達すると言われ、核家族

化の深刻化に伴い、地域社会のつながりが希薄になっており、都会では無縁社会の中

で孤独死が連日報道されておりますが、今後、医療、介護に多額のお金のかかる時代

が到来し、個人では払いきれない問題が発生し、大きな社会問題になりかねないわけ

であります。国ではそうしたことを予測し、規制緩和で民間の特養ホーム設置などを

進めているが、低所得者の中では、それらの施設すら入れないのが現状で、都会では

育児放棄ならず高齢者の介護放棄が現実にあるわけで、一家がある日突然高齢者を置

き去りにして蒸発してしまうという話があり、田舎ではここまではいきませんが、近

い将来に似たような話が出るかもしれません。地域で老老介護など、健康な高齢者が

要支援、認定度の低い要介護者の方々の面倒を見る、いわば高齢者版の保育所的なモ

デルシステムができないかどうかお尋ねいたします。また、現在あるサロンを地域を

取り込んだ進化した形の高齢者の生きがいサロンなどという発想はないか、併せてお

尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 非常に難しい問題でありますけども、課題としてはそうい

うことがあるのではないかと思います。老々世帯、それから一人暮らし高齢者の方も

もう既に２５０名近くなっております。先程来もお話しが出ましたけれども、軽度の

介護者に対するサービスの問題とか、あるいはこれから高齢者が一人で自立できてい

くのかということ、介護認定率ばっかりじゃなくて、お一人様が非常に増えてくる際

に、やっぱり社会のシステムというか、住宅政策、交通政策、そういったものについ

ても今後、見直ししていかなくちゃならない時期が来るのではないかと思います。今

のモデルシステム等々についてもお話しがありましたが、現在の生きがいデイサービ

スであるとか、あるいは地域のサロンであるとか、あるいは別な集団活動の場である

とか、そういったものについては今後、次の介護事業計画２３年度に立てていくわけ

ですけれども、課題として受け止めて、前向きに考えてまいり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） これは村長さんにちょっとお願いしたいんですが、県では一人暮ら

し介護が必要な高齢者を支える市町村、民間団体に対して、支援内容が固まったよう

なので、地域の支え合い活動や介護支援、ボランティア導入の経費や高齢者が交流す

る施設の改修費など、ソフト、ハード両面で原則全額助成するとあるが、今後、この

制度を利用した集会所等の改築、改修等に村独自の補助の上乗せなどができないかど

うかお尋ねいたします。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 要するに高齢グループホームみたいな形なんですね。施設に行くま

ででもない。しかし、家庭では一人おけない。要するになんとかは自分のことはでき

ると、そういう方が寄り添って、そして集まったところで生活しようというような、

高齢者のグループホームみたいなものなんでありますが、そういうことが国なり県な

りにそういうことで具体化して、はっきりとそれが１つの補助の交付の対象になると

かということであれば、当然、村もそれにやっぱりのっとってやっぱり対応していか

なくちゃならないなと、そんなふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ８番。

○８番（遠藤義夫） ひとつよろしく我々も含めて高齢者になるので、ひとつよろしくお

願いしたいと思います。それでは、８番の一般質問これで終わりたいと思います。

○議長（菅野行雄） 以上で８番遠藤義夫君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議いたします。再開は午後３時１５分といたします。

（午後２時５９分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後３時１５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） １２番佐藤誠一君より通告ありました「来年度の基本計画につい

て」の質問を許します。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 既に通告しておきました一般質問、議長の許可を得ましたので、

これから行いたいと思います。

現在、新聞、テレビ等では中近東の民主化の問題、更には国政においては今、混迷

しておりまして、来年度の予算が通るか通らないかということで、この地方自治の予

算もどうなるのかというふうな心配の中での予算の組み立て、誠にご苦労さまでござ

いました。私は一本に絞って本年度の基本方針についての中身について当局にお尋ね

したいと思いますので、明確なる答弁をお願いしたいと思うところであります。

先ほども前質問者の中で、村長は本年度の重要基本計画についてどんなものかと尋

ねられて、９つほど挙げて、こういったものを基本としてやっていく。まず、定住人

口の対策、子育て支援、農業関係、特に所得補償について推進していくんだと。住宅

のリフォームの指示、耐震、これは大山小学校、玉井幼稚園について国の方針どおり

やっていくということでございます。また、国保の安定化財政について支援していく。

商工業関係についても支援していく。また、学校関係ではコミュニティスクールにつ

いてやっていく。また、道路関係についてもいろいろ事業をやっていくそうでござい

ますけれども、そういった中でも先ほど申した中で、今、国政が混迷して来年度の予

算が通るか通らないかの中で、一番心配している事業についての歳入について、どの

ように当局は今、考えているのか、まず、お尋ねしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） お答えをいたします。

国政の状況が今どうなのかという、これはまあ私から言わなくとも皆様方ご承知の

とおりであります。いずれにせよ、４月からは新年度が出発をいたします。また、こ

の借金の要するに国債関係、これうんぬんというようなことでありますが、一方では

入る金は入りますので、一定期間はこれ執行できるんですね。だから、そういうこと

で３か月うんぬんというようなこともいろいろと与野党で検討しておるようでござい

ますから、いずれせよ、その外国の大暴動になって、そしてうんぬんなどという、そ

ういうことにはならない。しっかりと先ほどの質問者に企財課長の方から答弁をさせ

ましたが、そのような見通しのうえに一応予算を編成をしておるということでありま

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す。村長の言うとおり、２～３か月に

ついては大丈夫だというふうには、その裏付けとして本村で約８,０００万円ほどの

繰越金、更にそういった一時のつなぎ資金等が来るということでございまして、６、

７月のころになりますと、当初予算が通らなければ非常に地方自治体でも混乱を招く

というふうに今、報道されているのを私も承知しているところでございます。そうい

ったところで、もう一度その中での交付金も心配なんですけども、交付金等の取り扱

いについては当局としてはどのようにこれ見ておるのか、まず、お尋ねしたいと思い

ます。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １２番議員さんにお答えいたします。

交付税につきましては、交付税と地方財政計画に定めた交付税とあと交付税関連法

案がございます。この関連法案については、担当としては通していただきたいという

思いでいっぱいでありますが、通らなくとも当初予算案で定められた交付税について

はほぼ確保できるのかなと。ただ、心配なのは、その関連法案の中にあります新たな

別枠加算問題、１.２兆円、これをどうするのか、その辺については現在、不安はあ

りますけども、１３億円程度の交付税は確保できるものというふうに現在考えており

ます。以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） ありがとうございます。記載されている順序によりましてお尋ね

したいと思いますけども、村長の基本方針の中で、庁舎内の案内表示を英語、中国語、

韓国語の多言語で表示する案内板を設置するということでございますけれども、これ

表示だけするわけでございますか、この点について伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １２番議員さんにお答え申し上げます。

庁舎内の案内板設置でございますが、近年、外国人の登録者数が飛躍的に増大して

いる。更には国の推進する国際化、情報化に対する対応した行政サービスの質の向上

ということで、多言語による案内表示板を庁舎内に設置をするという事業であります。
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○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 表示板にするのはもう結構なんでございますけれども、やはりそ

こについてはやっぱりこれらの英語、韓国語、中国語ですか、これらについての通訳

のできる人材等の確保はどのように当局は考えているのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今、担当課長から答弁ありましたように、現実に村に来るんですね、

外人が。この来た方が何かというのを分からなくては困る。そういうことで、住んで

いる住民の一員でありますから、それに対応するということで、今回、多言語の表示

ということにしたわけでありまして、しからばそれらの結局堪能な方ということであ

りますが、英語のような方は、これは大玉村職員の構成の人数から言えば、これは１

つの特色だと思うんですが、かなり堪能な方が職員にはおります。そしてまた、この

韓国語とか中国語については、これはちょっと職員の中には見当たらないなと。しか

し、今住んでいる方が何かということをやっぱり分からしめる。そしてまた、そうい

う認識に立って、その課の用語自体、覚えること自体にやっぱりこれは職員の意識と

いう時代の展望に対応する意識ということにつながるなと。そういうことで時間をか

けて、これはやはりそういう必要があれば、人間もこれはやっぱりこれからは養成し

ていく必要が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） 全く今の答弁でも理解できる部分と理解できない部分があります

けれども、やはり案内板設置だけではこれ済まないと思いますし、英語等については

我々も中学なり高校なり６年間、そうやって勉強したんですが、全然分かりませんけ

ども、６年間は勉強してきました。中国語、韓国語については在住している人もおり

ますし、やはりその場でそういった言葉でお話しになったときに、それで対応できる

対応を取るのがベターだと私は思うんですけども、その点についてどのような考えを

お持ちなのかもう一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） 即、先ほど言ったように、現実に外国人が大玉の役場に来るときに、

例えば税務課がどこなんだと、総務課という部署がどこなんだと、そして、そこには

どういう係がいるんだというような、やっぱり住んでいる住民というとらえ方で、そ

の方たちにまず、行政機関として時代に対応しなくちゃならないんじゃないですか。

それがもう第一です。あと第２点目では、要するにじゃそれに対応する要するに職員

の養成というのは、例えば中国語のようなものは、日本語を中国人に教えて、そして

中国人に中国語を習うと、こういうこと現実にやっているんですね。だから、そうい

うふうにあとはＴＡＩＧＡカントリークラブ、こういうところには韓国の方が何千人

という方が来ているわけでありますから、そういうことで徐々に徐々にそういう意識

改革からだんだん養成をしていくと、これが大切であろうというふうに思っておりま

す。

○議長（菅野行雄） １２番。
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○１２番（佐藤誠一） 是非看板だけで終わらず、そういった人材の交流等も含めること

を含めながら、是非通訳等についても人材確保をできればなというふうに要望を出し

て、次に移りたいと思います。

基本方針の３ページ後ほどに、入札、契約制度の弾力的運用による地元企業の受注

機会の拡大ということを村長うたっておりますけども、やはり地元企業というのは大

規模な企業というのはないわけでございますので、この地元企業衰退しているいろい

ろな建設会社も含めながら、地元企業に注目するのは良かろうとは思うんですけども、

なぜ今、こういった受注の機会を地元だけに与えるのかお尋ねしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １２番議員さんにお答えします。

平成２１年４月から実施しております条件付き一般競争入札実施要綱、これらに

基づきますと、条件付きでございますからいろんな条件を付けております。例えば

土木工事でありますと予定価格、これが１,０００万円未満、３,０００万円未満、

３,０００万円を超える場合、１,０００万円未満ですと、経営事項の総合評定値が

５００点以上必要だと。更に１,０００万円未満だと大玉村内の業者で入札が可能だ

と。３,０００万円未満だと大玉村、本宮市の業者の中で条件付きの一般競争入札を

行う。３,０００万円を超える場合には、総合評定値が８００点以上が必要であって、

なおかつ安達管内、二本松も含めた中での競争入札というようなことを定めておりま

す。今般、経済不況等に基づきまして、地元建設業の受注機会が大幅に減ってござい

ます。それらを踏まえまして、本村に事業所を有するものが参加できる受注機会を伸

ばそうということも踏まえまして、現在、改正の経済対策期間という限定ではありま

すけども、改正要綱を作成しまして、現在、当たっておるところであります。例えば

予定価格１,５００万円の工事があったという場合でも、土木工事においては５００

点以上の者ならば十分品質が確保できると。品質が確保できる以上は、わざわざ南達

本宮地区まで伸ばす必要がないだろうということで、大玉村村内だけで入札が可能だ

と。これはその工種にもいろいろよりますけども、その物件ごとに入札等検討委員会、

更には資格審査委員会を招集しまして、その中で１件ごとに品質確保も含めながら村

内、あるいは安達管内であるけれども、村内のみでこれは十分できると判断できれば、

そういうふうな入札の公告を行って、なるべく受注機会を多くするというような形態

を取っているところであります。以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） あまりにも地元企業に受注の機会を拡大するということで、私は

本村だけの企業かなというふうに解釈しておりましたところ、安達管内ということで

ございますけれども、やっぱり安達管内で８００点であれば、ほとんど村の工事５億

円や１０億円かかった工事でも全部できるというふうな解釈でいいんですか。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 今、土木工事というようなことで例を取ってご説明申し上

げました。中には例えば耐震改修工事でありますとか、そういうものについては実績
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とかそういうものを勘案しまして、安達管内ではできない。そういう場合には県北、

それから安達管内、郡山まで範囲を広げるというような手続を取っておるところであ

ります。その工事、工種によってどの程度まで地元企業が数多く参加できるか、その

辺もわきまえながら、１件ごとに審査をしながら発注をしているところであります。

以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） なんだかこの解釈によって土木工事の土木も入っていないし、点

数うんぬんも入っていないからちょっと分かりにくい文書だと思うんですからあえて

質問したんですけども、やはり地元を優先することについても、私も良いのではない

かというふうに思いますけども、あまりにも貧弱な企業に頼んで、出来たものが貧弱

だったということもこれあり得るわけでございますので、そういったことのないよう

に、やはりきちっとしたやっぱり規則があるわけでございますので、そういった中で

の入札に是非していただきいというふうに思っておるところでございます。

次に、ちょっと訂正してもらいたいわけでございますけれども、この③、生産調整

配分率となっておりますけども、これは作付け配分率というふうに訂正してお願いし

たいと思います。これは村長の４ページの中段ほどに農政課関係で、来年度の生産配

分率は６７.５％一律と決定されたということでございます。逆に減反ですね、生産

調整率は３２.５％なんですね。皆様方に全体に伺いますけども、３分の１となると、

皆様方の３年の２年に１回の給料はこれ本当に米だけ作っている人はもらえないんで

す。これ切実なこれ問題なんです。本当はあなた方だったらどうしますか。もう当局

にまず、伺っておきますけども、当局も課長も若干百姓やって分かると思うんです

けども、本当に百姓で米作農家で、今や１５町歩や２０町歩ではこれ食べられない

というんです。去年の平成２２年度の米穀年度の買入価格はこれコシヒカリで１俵

９,４００円ですから。１０町歩やったって９４０万円、２０町歩やったって１,８８０

万円にしかならないんです。その所得率、農家の所得率はもう４０％ぐらいです。だ

から、１,８８０万円の４０％と言っても、あなた方の給与にも及ばないんです。そ

の点からいってこれ切実な問題なんです。これ今年でさえ９０何パーセントの、平成

２２年度の生産調整率も９０何パーセントということで、大玉村は毎年どっかの市町

村、今は農協関係でいくから東和や岩代から借りることできるんです。かつては月舘

だの桑折あたりからこれ借りてきたんですね。たぶん今年もそういった農協管内の中

での調整の達成率だと思うんですけども、これらについてこの配分の高さ。私の家で

も１町７反ほど減反しなければだめなんです。昨年度より４反歩多いんです。そうい

ったものを見ますと、４反歩でさえ本当にすごいんです。私個人ばかりでなく、私以

上に作っている議員もいますし、その点でこの頼んでやってもらうんだという立場で

なくて、この数字をまず、村長はどのように見ているのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

こういう現状を踏まえて我々が主張しているのは、食料安全保障というものを国は
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どう考えているんだと、位置づけしているんだと。そして、今の５０％を目指すとい

うふうなことが、いったい今度ＴＰＰの兼ね合いでどうなんだと、なじょに考えてい

るんだと。だから、国家の大切な食料安全保障の位置づけをこれは村のここで力説さ

れてもどうしようもないんです。これは全国的なことですから。だから、今、大切な

ことは、今朝ほどの質問者にも答弁しましたが、やはり数ある農業関係団体等でＪＡ

は今、正念場だと思うなということを申し上げたんであります。そういうことでやっ

ぱり今こそ団結して、そして、それは要するに自らの農業が生きるというのみだけで

なくして、日本の結局の国家のためじゃないかと、消費者も含めて。そういう今はと

きに立っているのではないか。なお、私は、町村自治体という立場でありますので、

町村自治体というのは非常に農山、漁村を占める、役割が住民が多いんです。だから、

これは自治体の結局存亡にかかわることだよと。自治体の存亡にかかわるということ

は、国家の衰退につながるんじゃないのかという視点で、これ声を挙げているわけで

す。だから、ここでどうするんですかということで我々に問うのでなくして、国策と

してやっぱりしっかりと声をそちらの方に向けて、そして、食料安全保障、これをや

っぱり確立するという、そういう運動の展開に今こそ大切なそういう時期ではないの

かなと。ある意味においては、これは今どきに最も大切な取り組みの時代であると思

うんです。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 大変今、村長からの答弁で洗脳されつつあるところだったでござ

いますけども、いわゆるこの減反、減反についても３２.５％は、これ今年相当当局

としてはやっぱり苦労すると思います。なぜかというと、米の価格も下落しておりま

す。戸別補償はもらったものの、それでも変動部分があったということで、先月の

２５日から農水省は１０アール当たり１万５,１００円を新たに３月末まで支給する

ということをこれ明言しております。これあくまでも作付けに換算して１０アール当

たりでございますので、こういったことも補てんして、なお生活は楽でないというこ

とが現実であろうというふうに思っております。当然、こういった金がもらえるのは

１円でももらった方が良いという人もいるかも分かりませんけれども、こういった制

度は逆にない方が良いわけでございますので、そういったことからもう一度当局に戻

っていきますけども、今年の３２.５％の生産調整に対して、どのように米作農家に

理解してもらえるのか、当局に伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは水田には米を作られるというのはこれは理想です。畑地には

畑作物を作れる。それが現実には国策としてこのような制度に、じゃ逆らって大玉で

こういう現行国策の制度に逆らって、そしてじゃ得取るかと、やっぱりこれ現実では

いかないんだわね。やはり制度に残念ながら乗るところ乗って、そして、それぞれの

農家の方の戸別選択で、我が家ではこれは参加した方が良いか、参加しない方が良い

か判断をしていただいて、そして、おれはそういう国の制度に乗っていただいた方が

得だなと言えば、それは要するにその制度に乗ってもらう。しかし、いや、おれはこ
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ういう制度に乗らない。おれはちゃんと全部作付け田んぼして、そして、おれはおれ

なりにその方が得なんだという人も中にはいるかも分かりません。今度は要するに選

択制ですから、損か得か、それぞれの選択できる制度になったわけでありますから、

ただ行政の立場としては、一般的には、今年あたりの金額の総体的に見れば、やはり

これは制度に乗った方が結果的には米価下落とかなんかにつながったとかどうとか言

っても、結果的には利につながっているのではないかなという、そういう判断に立っ

ておるわけであります。最終的には戸別の選択になります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 村長が選択制だということでございますけれども、これ大玉村と

いう行政自治体については、やっぱり配分率今年相当あったようで、この８８５.５

ヘクタールについて達成しなかった場合はどうすればいいんですか、これは。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 一応その配分面積は自治体ごとにあります。今までは、自治体で要

するにこれだけの配分がありますよというと、それを消化しないと、やっぱり結果的

にはいろんな面で影響ないと言いながら、農村でございますから、やっぱり人間のや

ることだから、だから行政に対する配分だと。だから、地域間調整ということで、こ

の行政も負担をしたりして、そして１００％にして努力をしてきたったんです。とこ

ろが今度はそうではないんですね。自治体として配分をそっくりなんでかんで消化し

なければペナルティがどうとかということは今度はなくなるわけですから、今までの

やつも３か年間でこれ０にするということですから、だから全く１８０度の転換なん

です。そういう意味では、全くこの末端の自治体とかＪＡも含めてだけれども、農政

というのは猫の目農政、困ったもんだなと、こう思っております。ただ、現実には今

の制度というのは、そういうことなんだということであります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 行政にタッチしている人も苦しい選択もあろうと思いますけれど

も、やっぱり選択制とはいえ、これだけの配分をやれば正直ものがばかを見ない指導

していただきたいというふうに付け加えて、次の質問に移りたいと思います。

これも前に質問あったわけでございますけれども、正式名は産業振興センターです

か、ふれあい広場にある。あえて直売所というふうに書かせてもらいますけども、今

年度直売所に食堂の、来年ですね、食堂の増築予算化がされたようでございますけれ

ども、今後の当局の構想についてもいろいろ先ほどあったわけでございますけれども、

ただこの食堂を付けただけで良いのかどうなのかだけ、まず、そこから伺っていきた

いと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは先程来からの質問者にも答弁をしてきましたが、あそこのと

ころで結局買物のところに出て食べていただくようなことになっております。実際は、

それ食べている方から私直接何人かから言われておるんです。買物をかごが肩のとこ

ろに当たったり、あとあそこでちょっと食べているのにやっぱり具合悪いわなと、な
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んとか仕切りなんとかできないかと、そういうことなものだから、さらばといって、

いや、餅楽しみに来る方もいるわけですから、食堂をピタッとやめるわけにもいかな

い。それでは、そこに簡易的に仕切りを付けるかと。そうすると、その分だけが売り

場が狭まるわけになるわけですから、その分を北の方に壁を例えば取り外して売り場

面積を確保すると。それだけの事業なんです。だから、食堂というとなんか大々的に

そこに調理師を頼んで、コックを頼んで、そしてやるかという、そういうことではな

いんです。今の状態のそういう衛生的な面、それからあそこで食べたくとも食べられ

ない。それを解消したい。そして、売り場面積狭める、狭めるのを結局北側に確保し

たい。あと将来構想としては、これは産業の大玉の拠点にしたいというあれでありま

すから、これはあの大きさとかなんかでは、これからの利用の状況によってはどうす

るかというのは、次のステップでこれは考えていきたいなと。販路の拡大、やっぱり

こういう世勢であれば、当然やっぱり所得につながるようなことを積極的に展開をし

ていかなくちゃならないと、そんなふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 今後の構想ということも言われましたけども、やはり野菜の農家

の人、特に軟弱野菜を作っている人らは、朝販売する際に持っていって、５時前に売

れ残ったのをこれ引き返しているんですよね。自分で引き取ってくる。そういうシス

テムになっている。私の家でも参加していますから分かりますけども、そういった野

菜中心にあそこで販売している、加入している人はですね。持ち帰らないでやる方法

はないかということでございまして、是非食堂もないよりはあった方が良いでしょう。

しかしながら、浅漬け、一夜漬けなり本漬けでも良いです、加工場を是非作ってほし

いという今、切実な要望を出している方もいるようなんですけども、そういった考え、

これ村には旧保養所、加工場ありますけども、そういったもので加工場の考えが盛り

込まれているのかいないのか、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） お答えをいたします。

今回、予算計上したというのは、先ほど私が申し上げた予算措置であってね、あと

何かのイベントとか何かというときには、葉物のようなものを結局イベントに備えて

直売所で買い取って、そして次にというようなことは、今度そこの現場のノウハウで

もって運営の関係で考えてもらうような余地はあるなと。そういうことに徐々に徐々

に階段式にやっぱり拡大をしていくということに進めてもらいたいものだなというふ

うに思っておりますし、それから加工場関係、これはそういう長けた方おりますから、

そういうものをなんとか組織があるわけですから、組織の中で検討してもらいたいな

と。そういうものを、漬物のようなものにできる。そういうものはそういうものでじ

ゃなんとかするかというのは、これはちょっとあそこに組織がありますから、組織の

中で検討してもらいたい。やっぱりなんでもこちらから押しつけるんじゃなくて、や

っぱり自らが、よし、じゃ、こういうことやってみるかと、１つのきっかけを与える。

あとはやっぱり実際そこの構成メンバーでやる人が、じゃ、よし、そういうことでち
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ょっとやってみっかと。こういうことじゃ行政もそれ支援してみるかと、支援するか

と、こういうことでかみ合ってやっていかないとなかなかうまいことにはいかないな

というふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 是非西側の土地ありますし、道路挟んで南側にも土地があるわけ

でございますので、やっぱり今日の新聞によりますと、かつて天栄村も直売所で始ま

ったんですけども、道の駅という格上げもある程度のものをやっておればできるとい

うふうなことを今日の新聞報道でされておりますので、やっぱり道の駅構想、いくら

旧安達町にも道の駅あるわけでございますけれども、今はキロ数でなくて、やっぱり

売上とか、建物、天栄村の建物は２００数十平米なそうです。それでもきちっと車の

駐車のスペースさえあれば、道の駅に格上げするというふうなことがなされるそうな

ので、その点も含めながらよろしくお願いしたいと思います。

次に、上下水道関係についてお尋ねします。玉井第一地区浄化センターの接続加入

の推進を重点にということでございまして、現在の加入率は５１.３％なそうでござ

いますけども、この５１.３％は私にとっては加入率が低いとこう見ているわけです

けども、これらの因果関係について、まず伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） １２番議員さんにお答え申し上げます。

因果関係ということでございますけれども、今回、行政報告の方で５１.３％の加

入率というふうに申し上げました。以前２１年度の成果報告書の方でご報告申し上げ

ましたのは、２１年度末で４７.０％という数字でございます。この間、４ポイント

ほど上昇はしておりますけども、これらの要因につきましては、実際毎年１回、これ

は玉井第二地区維持管理組合の役員の方々のご協力を得ながら、加入推進の世帯訪問

を実施をしております。エリア内３００世帯ほど訪問をしておるわけでございますけ

ども、この中でも実際現場の声をお聞きしますと、一番の要因としましては、長引く

景気の低迷が大きな要因となっております。その中でやはり収入が減って接続の工事

費が捻出できない、そういったご意見。もう１つは、自分の代ではなかなか難しい。

子どもの代にならないと工事の方はちょっとできないと。あとは新築なり増改築の際

に、そういった工事の接続を考えたいというふうな皆様方のお話をお聞きしてまいり

ました。いずれにしても、こういった景気の低迷が回復基調に向かいまして、そうい

った接続が可能な状況になりませんと厳しい状況が続くのかなというふうには考えて

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） ちょっと伺いますけども、いろいろ管の長さによっても違うわけ

でございますけれども、平均工事費というのは１戸接続するとどのくらいかかるんで

すか、平均でいいです。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） １２番議員さんにお答えいたします。
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今ほどお話しありましたとおり、現場の状況によりまして大きく変わってまいりま

す。公共枡までの距離が平均でしますと７～８メーターぐらいが基準かと思います。

長いところですと４０～５０メーターになる場合はありますが、それは別としまして

５～６メーターの距離の接続だけであれば１８万円、その程度の工事費がかかるよう

な結果となっております。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 当局の汗をかいて加入促進していることについては敬意を表しま

すけども、是非これらについてのやっぱり加入については大山第一区並みにしていた

だければというふうに進言して、この質問を終わりたいと思います。

次に、来年度から始まる１８歳までの医療無料化についてまず伺いますけども、平

成１９年度から県内先駆けて行ってきました中学３年生までの医療化無料については、

どの程度の効果があったのか、まず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番さんにお答えいたします。

先程来も質問ございましたが、平成２２年度の受診動向を見ますと、１人の対象者

がかかった回数は６回程度でございます。６回を超えています。この１９年度以前、

制度設計前の段階では、シミュレーションでは年間にかかる件数は１人当たり５回程

度というふうにシミュレーションをしたところですが、現実的には件数が６回以上に

なっているということは、無料化によって受診しやすくなったというふうに考えるこ

とができると思います。また、医療費ですけれども、先ほども申し上げましたが、１

件当たりの助成額が現在２２年度の１月末支払分まで厳密に計算しますと１,９８１

円というふうになっておりまして、これは総医療費ベースで考えると６,７００円に

なります。２月支払分までの件数が１,７００件ございまして、あっ失礼しました。

２月末で１,５５６件で、あと１か月残すわけですけども、およそ年間１,７００件ぐ

らいを推計できます。医療費の総額については、年間ベースで考えますと、今年度は

３３６万円ほどになるのではないかと見込んでおりまして、これも実際の当初と言い

ますか１９年度始まる前に考えていた推計から言うと、かなり低い水準になっており

まして、先ほどの受診の機会が拡大したことによって、やっぱり早期に治療がなされ

ているのではないかというふうに判断をしております。以上です。

○議長（菅野行雄） ここで議長からお諮りいたします。

議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

会議時間を延長することにいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 村長は、前質問者については、１８歳までの無料化にすることに
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ついての説明の中で、高校生はちょうど谷間になっていると言って、まあ目が届かな

いんだと。体は成長しても未成年だと。そして、そういったことから具合悪くなるか

何か分かりませんけれども、退学する人もいる。そこには行政の対応が義務として対

応していかなければならないというふうな説明でございますけれども、この１８歳ま

でになると、これまた県内先駆けとなるわけでございますけれども、そういった意図

は分かるんですけども、予算についての私、聞き漏れしたと思うんですけども、高校

生までの１８歳までの無料化になるとどのくらいになると試算しているのか、まず、

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） 医療費の試算につきましては、従来の手法によりまして国

保の年齢別の受診状況を考えまして計算しておりますが、ほぼ中学生の年代と同じよ

うな受診状況ではないかということをベースにして計算しております。それに大体高

校生の年代に相当する人数が３１０人ほど今おります。それからの方々、先ほど申し

ましたが、国保のベースで考えると、年間１２か月のうち０.４２４というのが受診

率なんです。つまり大体５か月ということになるんですけども、中学生の中の実際は

先ほど言ったように２か月に１ぺんほどかかっているようなケースになっておりまし

て、それを当てはめて先ほど言った総医療費１件当たり６７０円に件数を掛けて出し

た結果が４５０万円程度になりますが、これも多少の変動はありますけども、その程

度に見込んでおりまして、２３年度については６か月分、その半分４５０万円であれ

ば２２５万円でありますが、大体考え方としては５００万円というふうに考えて、

２５０万円を予算計上したところでございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 良い制度だと思いますけども、やっぱりこれ予算も伴いますので、

来年度は下半期からという実施のようでございますけれども、やっぱり病気にならな

いほど良いわけでございますけれども、これ退学者も出るほどというふうなことも含

めながら、是非この制度が長期化に継続することを念頭に入れてもらいながら、私の

一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

○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。

次に、１４番佐原吉太郎君より通告ありました「２２０万市民の名古屋市政改革を

どのように受け止めているか」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思

います。

さて、エジプトのムバラク政権が崩壊し、更にリビアのカダフィ政権も崩壊寸前で

あります。周辺諸国にもその影響が広がり、ますます拡大していると、そのように思

っております。この要因はやはり長期政権、そして利権、そしてまた更にハミールに

よって国民から見放された。そういう結果と言わざるを得ないのであります。やはり

常にトップに立つものは、国民のために身を切り、そして大きな耳をもって、そして

受け止めなくちゃならない。やはりそれが一番欠けていることが、やはり地方におい
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てもこれは同じです。嫌なことを言われるほどですね、だれも言わなくなったら裸の

王様になるわけですね。やはり言って、その耳を貸すということは、すばらしいこと

だなと、このように思っているところであります。そういう中で先ほど須藤議員が、

私から１点目についてお尋ねするわけでありますが、首長の報酬削減とか議員削減と

か、そういう首長がいて困ったもんだなということでありますが、私から言うと、そ

ういうこと言う自体が困ったもんだなとお返ししておきたいと存じます。まず、そこ

から入りたいと思います。

１件目でありますが、人口が名古屋市は２２５万８,８８０人がおるわけでありま

す。そういう中で河村市長がいろんな問題がありました。議会軽視もしました。そし

て、結果として、市民の絶対多数を占め現在に至っているわけでありまして、そして

誕生したわけであります。減税日本という型の中で、そのうねりが日本列島に波及す

ることが国にとって良いか悪いかは別としてね、やはり自治体におかれる問題等々は、

これから的確にとらえる必要があると私は思っておるところであります。そこで、名

古屋市長は、実は２,７００万円なんですね、報酬が。私、インターネットで実はこ

ういうことで取ったわけですね。河村市長の公約とか、これから取り組む姿勢という

ものを取ったわけでありますが、２,７００万円の報酬から現在８００万円ですよ。

約ここに６５％と書いておいたんですが、計算すると約７０％なんですよ、それをカ

ットして減税改革を行うと。そして、市民の要請に応えたと。これらについて村長は

どのように考えているのかお聞きしたいのであります。ひとつよろしくお願いします。

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） 河村市長のこと今、話をされました。どう思うかということでござ

いますが、これはやっぱり一石を投じた方であるなと。全国にもこれ政令指定都市か

なりあるんです。その中で、この市長さんは、減税日本、要するに減税だと。これを

掲げて、そして自分の報酬も今言ったようなことをされたというのは、これは日本列

島に一石を投じたというふうに認識をいたしております。しからばね、これから先は

どうなんだと、これから先ね。これについてはまだ未知数のところがありますね。例

えば宮崎県の阿久根市にもあったんです。１回はやっぱりやめて、そして圧倒的多数

で当選したんです。今度はその専決、専決ということで繰り替えして、そして今度結

果的には今度また選挙になった、２回目ね。今度は竹原市長は負けてしまったんです。

だから、まさか河村さんはそういうことはないと思いますが、あの一石を投じて、そ

して減税をして、その代わり自分の身を切るということで、そういうことで話題性に

なっているわけでありますが、それはやっぱり意味合いはあるなと。ただ、それが本

当に良いか悪いかというのは、まだこれ始まったばかりですから、これからやっぱり

静観をしていく必要があるなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） お答えいただきましたので、再質問いたします。とにかくやは

り首長は、こういう発想というか、これから大事なんですよ。今、毎日のようにいろ
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んな面で報道されています。あまりにも首長並びに我々は、恩恵を受けすぎではない

かと、そういう国民の目というものは非常に厳しく今、現実としてとられて報道され

ている状況にあります。そういう中で、やはりトップに立つものは、そういう庶民の

目線でやはりやるということは大事な要素であろうかなと、私はこのように思ってい

る一人でありまして、これからずうっと後から出てきますがね。更に、やはり議員が

約１,８００万円、そして調査費を含めてね３００万円と言ってましたね、それを含

めるとね２,１００万円ですね。それを半分にしようと言って今日、告示されました

ね。これは結果は分かりません。結果が出れば、これ当然そういったものが地方自治

体も波及せざるを得ない。国民の目は非常に厳しくなってくるというものが現実にあ

ると、私はそう認識している一人でありまして、いろんな面でこれからやはり農産物、

それから商工、いろんな面でもう疲弊しているわけですね。税収も上がらない。そう

いう中で、やはり我々が決められることは、自分で決められるんだよ、これ。そうい

う認識に立って、やはりやる姿勢というものは大事であろうと、そのように思ってお

りますので、この点も含めて村長どのようにこういう改革を、先ほどちょっと良いこ

とだと。これから先は分からないと言ったが、そういうものを国民は求めているんだ

ということだけは認識をいただいて、その点も含めてひとつ簡単でいいですからお答

え願いたいと存じます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） それでは簡潔に申し上げます。

これから先のことはこれは静観をしていくと、先ほど言ったとおりであります。今

度その減税日本からも支持の方をかなり立候補させるようでありますから、議会の構

成がどうなるのかね、それによってこれはやっぱり左右されるなというふうに思って

おります。問題は、一番大切なことは、名古屋の市民の立場で本当に我々の市はこれ

で良いのかというようなことは、いずれある程度これは市民が最終的な判定をするで

ありましょう。そして、なおかつ、そういうことをモデルにして、政令都市は名古屋

市でありませんから、あれだけないんです、たくさんあるんです、政令都市はね。そ

ういうとこもよくいけば、これはみんな見習うようなことになるでしょうし。とにか

く静観をしていくというのが今、私の立場です。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） お答えありがとうございました。とにかく河村市長はですね、

これから選挙をやって、先ほど申しましたが、その選択を受けるわけであります。そ

ういうことが結果として出れば、それは大きなうねりになると、今、村長申しました

が、日本の自治体は首長に対して非常に警鐘を鳴らしているんですよ、これは。やは

りトップに立つものはその決断、今の決断が日本には足りないと言っているんですよ。

我がだけいいのかと。世界を見ても、結局破綻するのは、やっぱり権力者が利権等す

べてがそこに集中するから、やはり庶民のために目というものは非常に大きな目があ

るわけですから、この目を無視したことによって皆崩壊の一途をたどっているんです

よ。歴史を見ても皆そうですよね。そういう中でひとつ今後、村長も人より優秀な方
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なんですからできないことないんですよ。そういうことで、ひとつこれから十分に考

えて、村民のため、常に言っている方でありますから、村長でありますから、それを

期待したいと思います。

３点目についてでありますが、実は退職金ですね。不支給というかこれ廃止ですね。

これもやっているわけですね、河村市長は。自らが身を切ってね。これに対して村長

はどのようにとらえているのか。庶民に目から見れば、例えば村長が４００万円だと

ね、１年に報酬以外に。庶民の目から見れば、これほど２００人前後のリストラされ

た状況の中で、とてもとても考えられないようなお値段なんですよね。それは一生懸

命仕事やるんだから当たり前だと言えば、じゃほかの市町村は仕事をやらないのかと

いうことになるんですね、首長は。そういうことも指摘されるわけでありまして、何

はともあれ、やはりそういうものを的確にとらえながら、やはり取り組んでいただき

たいなということでですね、その点も含めてひとつお答えを願いたいと存じます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） いろいろな考え方の方がいてね、これは良いと思うんです、世の中

ですからね。そして、議論をするというのは良いなと思っております。首長、私のこ

とを話されましたけれども、私は決して高いとかというふうには思っていないんです。

これは首長の責務というのは、これはやっぱり私は住民の皆さん方にも分かってもら

う必要があると思いまして、これはまたその責務がありますので、私の毎月の公務関

係、これは村長メモと称して広報にこれを載せてあるんです。あれだけ結局長時間、

そしてそれ相当にやっぱり神経も使ってやっておるつもりであります。首長というの

は、そういう責務なんだということと、それから首長には私これ今まで経験の中で裁

判で１０年やってきているんです。住民訴訟と称して。これはやることは構わないん

です、これは法律ですからね。そういう通常の方が考えられないようなことが現実に

あるんです。そういうリスクも背負っているんですね。これは損害賠償ですから。と

同時に負ければ失職につながるんです。だから首長というのは、そういうリスクも背

負っているんだと、通常の業務のほかにそういうこともあるんだと。だから、そうい

うことを考えれば、これはやっぱりそれもこれも首長として選ばれたからには、自分

の大玉村の村民に対して負託に応えなくちゃならんということで、もちろん私はそう

いうことには屈せずに今日まできたわけでありますけども、これをどう評価するか。

大玉村が発展してきているのか、あるいはそうでないのか、これは個々の考え方に委

ねざるを得ないわけでありますけども、一概に高いとか安いとか、私は今いただいて

いる報酬が高いなどという認識は持っておりません。むしろこの報酬以上の仕事をこ

れはしなくちゃならないなという認識に立っております。

もう１つ、それから退職金の問題ですが、これは私がこうだからといって、これは

一存でどうこうできる問題ではないんですね。この件については事務的な立場もあり

ます。担当課長から答弁をさせます。

それから、あと河村さんの場合は、あくまでもこれは選挙公約なんです。だから、

選挙公約でそれを出られた。そして、それが結局通らない。だから、結局自分も辞め
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る。議会もリコールと、こうなったわけでありますから、だから、やはりそういう選

挙公約で、最初の出発時点から違うんですね、考え方が。それからあと大切なことは、

そのためにこの４年に任期というのがあるんですね。だから、そういうやっぱり任期

のときにしっかりとそれぞれの立場の方が考え方を持ってやはり立候補する。そして、

住民に訴えると。そして選ばれる。これがやっぱり大切であろうなと。その機会を与

えないできたのが今の中近東とか、ああいうところの、独裁というのはああいうとこ

ろを言うんです。やっぱり任期をちゃんとあって、日本は公職選挙法に基づいてしっ

かりとこれ選挙やるわけですから、やっぱりそういうときにそれぞれの立場で住民の

審判を仰ぐと、これが大切であろうというふうに考えておるものであります。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １４番議員さんにお答え申し上げます。

現行の退職金制度上、先ほど村長が申しましたとおり、福島県市町村総合事務組合

というものに構成委員として大玉村も組合規約に基づいて共同運用しておりますので、

本村が個別に退職金の削減並びに廃止等を個別に判断することは不適切というふうに

考えております。なお、仕組み上もそのようになってございますので、今回、条例案

としても規約の改正ということで、本議会の方に提案をされている組合の規約改正も

ございますので、そういうことをご理解をいただきたいと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） それぞれたぶんそれはあると思うんですよ。しかし、政治家と

いうのは、そういう法律は当然ありますよね。しかし、それは決断ですから。私がや

ると言えば、何も別段にそれに対して法的に何か根拠あるんですか、それは。例えば

じゃ要りませんよと言った場合、なんか違反かなんかあるんですか、そこだけ聞いて

おきます。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 再度１４番議員さんに申し上げます。

一般的に今、組合の構成委員ということで、単独の村で判断することは不可能とい

うことでございます。なお、一般的に受け取った退職金を返納するとか寄附すると、

そういったものについては、政治資金の規制法という寄附行為に該当するというふう

に理解しておりますので、正統な手法としては条例を制定し、それを議決してという

ことになりますが、既に総合事務組合という一定の組織でやっておりますので、先ほ

どの答弁のとおりであります。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） そういうことであれば、やっぱり今後はそういう時代の流れを

的確にとらえて、やはりみんな村民は村長にわざわざこういうことを言う人いないん

ですよ。やはり私が言うということは、やっぱり歩いてみると、そういうことがやっ

ぱり、なんだと、議員はみんな我々も後から出てきますが、そういうことで黙ってい

るのかということでありますから、私も村民の代弁者でありますから、あえてこれを

村民の負託に応えろということで質問しているわけでありまして、何はともあれ今後
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はそういったことも踏まえながら、ひとつ前向きに検討していただきたいと、こう思

っている一人であります。

また、３点目でありますが、公用車でありますが、公用車を名古屋市長はセンチュ

リー、名古屋市長を１つの例に挙げるとね、センチュリーを売り払ってリースにした

と。それでね例えば県庁なりに行く場合、軽自動車で行くんだと。しかも皆さんに、

いや大したもんだなと。昔の殿様だとふんぞり返ってね、そういう時代よりもかえっ

て評価されてね、それと同時に省エネ、そして環境にもやさしいと。やはりそういう

取り組みこそが、先ほどいろんな財政面でお話ししたとおり、いろんなものがもう散

在しているんですよ。あれもやってもらいたい、これもやってもらいたい。予算配分

の中でその位置づけというのがあるわけですよね。そういう中で、やはりこういった

１つの公用車を売り払って、そして、やはりその財源が浮いたものをそういった方向

に向けると。それがやはりこれから首長にやはり村民が期待するわけです。決して軽

自動車に乗ったから資格が下がるとかね、村長がそれで困るなどということは絶対あ

り得ないんです、これからは。やっぱりそういう姿勢、やはり燃料代使う、これはや

むを得ないエネルギーになるわけですから。そういうことを踏まえると、私これデー

タ取りましたが、やはり普通要するにクラウンに乗っているわけですね。それが約年

間経費がちょっと調べてもらったんですが、２６万４,９０８円ですか、これくらい

年間かかるわけですね。そして、軽自動車はいくかと言ったら１５万８,５９０円。

これはあくまでもリースじゃないから、リースはもっと安くなる。そうすると約４年

間で５０万円が浮くわけですよね、ザアッと勘定して。それを逆に売却した場合、今

度は売却の金が入りますからね。そういうことを含めて、これは大きなやっぱり私河

村さんの自動車のセンチュリー売ってね、そしてその余った財源が浮いたものをやは

りいろんな福祉関係とか、そういうところに回すと、これが大事なんです、これから

は。それは首長は、今までは規制とかうんぬんくんぬん、要するに退職金について言

われたが、これらについては自分の決断なんですよ。しかも評価されますよ。県庁に

軽自動車のチビタンざあっと行くばい、これはね、いや大した村長さすがは町村会長

だなと。やはりおらも真似すっぺなんということが普及すれば、ますます地方自治体

は、首長は信頼を受けているわけですよ。したがって、こういうものはやっぱり是非

実行していただきたいなと私は思っている一人でありまして、この件についてお尋ね

したいと存じます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

河村市長は河村市長でね、これはその人の信念ですから、これは良いと思いますね。

私に公用車を売り払って軽自動車のリースね、これはちょっと賛成しかねますね。や

はりね首長というのは、これ私も処々方々走っているんです。自動車の中というのは

考える場所でもあり、あるいはいろんな読み物をしている場所でもあるんです。それ

ともう１つは、大切なことは事故のことも考えなくちゃならない。８,６５０人ぐら

いに今大玉なっておりますが、そこの村長として責任を背負っているんです。これは
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やっぱりこの安全関係も考えなくちゃならないね。軽の場合ですと、これは危険度合

いはやっぱり多いですね。処々方々歩きます。夜でも日中でも歩きます。したがって、

それとこのリースというようなことになりますと、これは運転者はそちらの方から回

される方だと思いますが、やっぱり地方公務員法の公務員法上の規制を受けている、

認識している、そういうやっぱりしっかりとした運転をしていただく必要があるなと。

これはねそれこそ身の安全も考えて、そしてやっぱりしっかりと与えられた業務をこ

なすと、これが目先の３０万円、５０万円のお金どころではないのではないかなと、

私はそういうふうに考えておりますが、ただ１４番議員とはそれそういう考え方を持

っている方もいるんです。それはそれでいいんです。ただ、私とは違うということを

申し上げておきたいと思います。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 村長はどうもね安全ということになると、じゃ軽自動車は安全

ないんですか。しかも今、高速道路、パアッと私がね今のハイエースの２０万キロ乗

るんですが、それピャーッと追い抜いていくやつあるんです。追い抜かれちゃう。非

常に性能も良いし安全性もすばらしいんです。そういう考え方は古いんですよ。私は

ねそういうものをやっぱり脱皮してね、今の財政状況を考えれば、そういうことはや

はり考えてほしいと。しかし、なんぼ言ったってこれは本人がやらないんだからおれ

が言って、議員がみんなね、いやこれはうまくないと言ってね全部がそのような賛同

をすればこれは別として、あとは村長の決断以外になにものもないんですよ。ひとつ

そこらを含めた中ですね、ひとつこれから前向きに考えていただきたいなと、こう要

望しておきたいと思います。はい、次に移りたいと存じます。

さて、私もこの２点目について、何回とかなく村長に給与の２０％から３０％削減

するように言ってまいりました。といいますのもですね、これずうっと見ますと、財

政指数もまあまあ、しかし、良いときにやはり削減してね、そしてやるということは

次のステップになるんですよね、すべて先ほど申しました経済状況が非常にこれから

良くなるという要素はなかなか難しいのではないか。そういう中ですね、やはり先ほ

どもいろいろ出ましたが、２１年、２２年一般会計の中で滞納者が２１年はこれは

２１０人だと思うな。そして、２２年度が２６５人。プラス５５人になったと、滞納

者ね。まだこれ１月ですから、２月、３月とあるわけですから、なんぼかは払わない

んだから加算することもあり得ると、これよりも増えるんじゃないかと、こう想定さ

れるわけです。そういう中ですね、やはり２１年度は５,７７０万円、そして２２年

度はプラス９０２万２,０００円、プラス６,６７０万円、約７,０００万円近いこう

いう滞納者がいる。そういういろんな要素を絡めた中で厳しい状況にあるわけであり

ます。そういう中でやはり自らが、村長が身を切ると。これは大事なことだと思って

いる一人であります。といいますのも、まあ話聞いてからすっぺ。じゃ、これを村長

は２０％から３０％減額することに、やはり今後考えるかどうか。また、できない理

由と根拠をひとつここで示していただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） お答えをいたします。

まあ、できない理由というわけでありますが、私は今の条例に定められている報酬

は、私の今、現実に毎日職務を行っている、そうした責任性、それから先ほどもリス

クを申し上げました。そういうことからすれば、決して高い報酬というふうには考え

ておりません。したがって、今回、提案をさせていただいておる、そういう減額とい

うことを考えております。今、２０とか３０とかという話でありますが、耳の痛いよ

うなことをいうと、あんどき言ったべなんて言われるからね、はっきり言っておきま

すが、その考え方には立ちませんということを申し上げておきたいと思います。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） これ民友新聞に２７日掲載されました。４７首長ですね、５８

あるんですが、村長が常々言っている、それだけの私は働いているんだ。働いての代

償は当たり前だ。さらば４７市町村の首長は全く働いていないんですか。これ財政状

況も大玉よりもっともっと良いところあるんですよ。それでもやはり村民なり市民な

り町民に対して、今の状況をどう位置づけるか。厳しいものはやっぱり自ら身を切る

と、そういう考えの下、４７首長が手当を減額しているんです。厳しい財政状況が反

映されていると、こういうふうにちゃんと書かれているんですよ。そういう中で大玉

はなんぼだと、たった大玉、西郷、楢葉、富岡だけですよ、４つだけですよ、５％は。

あとは皆１０％、２０％やっているんですよ。なぜ大玉はできないんですか、おかし

いんじゃないんですか。ほかの市町村やっているんですよ。自分の有利にものをしゃ

べるんじゃないんですよ。やはりみんな周辺というのは４７、約８０％、９０％近い

市町村が、これに対して削減しているんですよ。これが実態ですよ。それをね、ああ

だこうだと言い逃れる、これはとんでもない話ですよ。自らが身を切って、これをや

るということは首長に課された使命だと私は思っております。それでこそ村民に説得

力があると私は、そう理解しておる一人でありますが、その点も含めてひとつお答え

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） 大変熱が上がってきたようでありますが、私も２７日の民友新聞見

ているんです。これ４７首長ということでね、このうち今の双葉町ですか、北塩原と

石川はこれ期末手当の減額ですね。だから、これを含めて４７ということであります

から、県下５９市町村ですから、全くやっていないところは１２市町村あるんだね。

だから、ここには書かれておりません。私このね減額になっているところの首長は、

全部分かります。ほとんど選挙公約ですね。ほとんど選挙公約。あとは数少ないんで

すが、財政力指数極端に悪いところ、この２点なんです。選挙公約と財政があります

わね、それぞれの健全度を見る財政の指数、これが極端に悪いところというところが、

これはどこどこというと失礼にあたりますから言いませんけれども、一番多いのは選

挙公約なんです。相手がいて戦って、そしてそのときに掲げているんです。これが一

番多いですね。あとは２点目には数少ないんですが、何回も言うようだけれども、財

政の指数が極端に悪い、そういうところが減額をしているんです。だから、一概にど
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うこうと、やっているところは私は悪いとかどうのこうのは言いません。私は、自分

のことを話しているわけですから、だからそういうことで、私は選挙公約で減額する

ということを言ってもおりません。もろもろのことについてこうだということは言っ

ておりますが、施策については、政策については。給与の減額をするということは言

っていないんですよ。だから、ここの大半の方は選挙公約だということと、財政が容

易でなくて、そしてやっているんだということは、１４番議員もそこら分かってもら

いたいと思うんだね。と、お願いしたいと思うんですよ。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 今、村長もっともらしく言ったけどもね、実は本宮市長、高松

さんね、公約に入ってないんですね。３０％カットするということね。それはやはり

今現在の市民の状況、まあいろんな不況の中でどうあるべきかということで、ちゃん

と今回の議会に出すみたいです。ある人からおれ議員に確かめたんです。これ確かめ

ないとね、これ後からなんだあれ、佐原、一般質問でああいうふうに言って違うがっ

たべなどと言われるから、その点を含めた中でひとつそういうことであります。だか

ら、決して公約だから、公約でないからやることないんだという話はどこにもないと

思うんです。これ当たり前でしょう。自分の決断ですよ、これは。そしてね例えば村

長がね前は１０％やったんですよ、前にも言ったことあるんですがね。なぜ急に５％

下がったんだと、その理由と根拠も全く示されません。だったら法的になにもおれは

公約は約束していないんだから、５％もすることないんですよ、本当は。じゃなぜし

たんですか、これ。したということは、やっぱり今の現状を踏まえながら、やはり村

民に示しがつかないから議員も５％やったら、議員と肩を並べてやったんだと、こう

私は理解しているんですがね、そういうことですか、ひとつその点も含めて。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

多いか少ないかは、これはそれぞれの個々の考え方にお任せせざるを得ません。今

回もこれ５％を提案させていただきました。これは議会とは、やっぱり歩調を合わせ

るというような考え方もやっぱり１つの考え方の目安にはさせていただきました。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） なんぼ言ってもそれは本人がそのスイッチを入れない限りは、

これ我々はどうしようもないことでありますが、必ずや人より優秀な方でございます

から、やはりそういうのを今の状況というのを踏まえながら、必ずスイッチを入れる

ものと期待しておきたいと存じます。

次に移りたいと存じます。特別会計も含めて５６億円前後でありますが、１人当た

りいろんな含めるとここには６６万円と書きましたが、７１万５,０００円ぐらいあ

るということでございます。そういう中で、やはり先ほども申したとおり、やっぱり

すべての面でやはりこれから財政再建にも取り組まなくちゃならんし、それらも含め

てやはり村長自らがやはり汗をかいて取り組むということが大事であろうと存じます

が、その点も含めて財政改革は今やって、それぞれ指数も下がっているようでありま
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して、それから住宅も私もちょっと調べてみたんですが、住宅も公約した１,０００

戸すべて個人でなくアパートも含めて、そのように上がっているような状況でありま

す。これに対しては私は敬意を表したいと思います。それだけの努力されたというこ

とに対してはね。今後は財政再建のために何と何をカットしながら、これから要する

に財政改革が村長自ら取り組む姿勢というのはどこにあるのかをひとつまた改めて私

はこうやるんだということをひとつ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） 自治体の健全度ね、財政の健全性を見る。この借金のない自治体と

いうのはないんですね。あるんだけれども、それが健全財政の範囲内であるかどうか

というのが、数々のこの今、手もとにそれ担当の課長からいただいたと思うんですね。

この指数は全部そこに記載のとおり、大玉村はおかげさまで健全であります。そうい

う状況を踏まえ、そしてあと私も住宅関係、去年の１２月まで、前は６月までになっ

ていると思うんです。１２月の末までということでね住宅と要するに１,３１０戸ほ

どになっております。１,３１０戸、私が村長就任以来建ったことになるんだなと。

こういう固定資産税という跳ね返りは大変だと思うんです。そういうことで、１戸当

たりうんぬんというようなことございますが、やはり見る物差し、財政のこういう指

標の範囲内でこれをはみ出すようなことなく、そしてまた、今回もいろいろと新規事

業とか、それから広範囲にわたっての目配りをして、そして予算編成をさせていただ

きました。こういうことで、大玉村の住民が、あっ、大玉村はいいなと、こういう村

づくりのために責めを果たしていきたいと、このように考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 今、村長が答えていただきましたが、そのとおり住宅について

は私何も申すことない。これからますます私から申しますとね、やはり一等地じゃな

くね、これちょっとこの中にはないんですが、財政の中の全般でございますから議長

お許し願って発言したいと存じます。やはり開発でありますから、そういう一等地、

美田とか村長常に言っているんですが、そういうところでなくやっぱり山を崩してね

開発というのはそうなんですよ。山を崩して、そしてそこにやはり安い、山は安いわ

けですから価格的にもね。そういうところを開発して、そして利用者に安く提供する

と。そうすれば、ますますこれからやはり大玉村の良さと、そういうものの固定資産

税の安定した税制の収入があるわけでありますから、村民税ももちろんでありますが、

そういうことをこれからひとつより積極的に進めていただきたいなと、こう思う一人

であります。ひとつその点も含めてお願いしたいと存じます。

１、２、３とあるわけですが、我々議員１６名から４名を減らしました。それらに

ついてですね、やはり我々も身を切って、皆さんの多数をもってこれに取り組んだと。

これもやはり村民のために常に考えた結果だと、そのように思っている一人なんです。

これについて、村長は削減について、まもなくこれ６月で終わりでありますから、そ

ういう中で我々やったことに対してとらえているか、その点も含めてお聞かせ願いた

いと思います。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 議員の定数削減については、これは議員の皆さん方が自らが議論を

してこれ決めたことでございますから、村長の私としてはどことかの首長さんみたい

にねどうのこうの勝手に口出しとか手出しはしない。やっぱり議会は議会ということ

で、最大に尊重をいたしたいと、このように考えております。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） これもこれ以上言ったって同じお答えでありますから、次に移

りたいと存じます。

我々先ほども申したが、報酬５％を削減しました。これもやはり皆さん議員の削減

と同時にですね、やはり非常に今、厳しい折、我々自らがこれに取り組まなくちゃな

らんと。村民の要望に応えたということでありまして、例えば村長が大変なんだと。

先ほど私は押しつけしないと言っても、財政上厳しい、決してこのままで推移してい

くとは私は思わないんですよ。そういう中で、議員の皆さんにこれから先ですよ、ど

うか大変なんだからひとつもっと１０％にしてくれ、２０％にしてくれというふうな、

これからそういうことも決して起きないとは言えないと思うんです。やっぱりそうい

う勇気を持って、そして、その削減した分を弱者というか、困った方々いっぱいいる

わけですから、そういうときに振り向ける。これが政治の役目だと私は思っています。

いい人は一生懸命働いて税金を払えばいいわけですから。そういう金を公平に分けて

位置づけをきちっとするということは大事な要素であると私は思っている一人であり

まして、その点も含めてひとつその取り組みについて今後、考えているかどうかもお

尋ねしたいと存じます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

議員報酬の削減の件うんぬんということでございますが、これは先ほど言ったよう

に、議会に私はそういう内部的なことについて口出しをしたりする気持ちはありませ

ん。議会は議会内でちゃんと的確に、その時代その時代の判断をしてくださったと、

そういうふうに私は信用しておりますから、そういう議員削減したらいいべなどとい

うことは言うつもりはありません。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） そういう投げやりでなくて、やっぱりそういうそれは、しかし

村民のためであれば、仕方ない部分もこれから発生するんじゃないかと言っているん

です。そういうときには、やっぱり議員にお願いして、ひとつみんな大変なんだと、

乗り切ろうと、村民のために。そういうやっぱり心の持ちようというものを大事にし

ていただきたいなと思っておる私であります。そういうことで、私も一般質問を終わ

りたいと思うんですが、なにはともあれ、やはり政治家は身を切って、そしてその決

断、そしてやはり孫、曾孫に借金を残さない。今、政府でも先ほど言ったように、

９００兆円とも１,０００兆円ともなる負債がですね、もう世界一なんですよ。へた

にするとアメリカの何だとかというものが信用なくなった。国債がバタッと下がるん
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だそうです。そうした場合、じゃどうなんだと、この間経済評論家それぞれが言って

います。大変な時代になるんじゃないかと。もう地方自治体も大変だとこれは。そう

いうことになったときに、だから先ほどずうっと関連して言っているわけですが、や

はり報酬も、それから恵まれた首長もねそれぞれが皆さん汗をかいて決断して、今、

いいときこそそれらを実行して次に備えると、そうしていただきたいとこう思う一人

であります。なにはともあれ、やっぱり借金は借金なんですよ。どこの家庭でも借金

あってみんな大変なんです。そして、今まで９０兆円も借金したのは、いや国民のた

め、何がため何がため、みんなこれ良いことずくめでやってきたことが現実でありま

す。しかし、それは国民もだんだんそれは目が覚めてね、そういうことでもっともっ

と厳しさをもって、やっぱりこういった孫、曾孫に借金を決して回してならないと私

は思うんですよ。まあ何はともあれそういうことで、今後ですねお互いに身を切って

大玉のために、そして皆さんの幸せのためにお互いに努力したいと思います。これを

もって一般質問を終わりたいと存じます。ありがとうございました。

○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） 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。ご苦労さまでございました。（午後４時４６分）


