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平成２３年第５回大玉村議会定例会会議録

第３日 平成２３年６月１６日（木曜日）

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 ３番 （欠 員）

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。

な し

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

教 育 長 押 山 利 一 総 務 課 長 菅 野 卓 也

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 遠 藤 勇 雄

農 政 課 長 鈴 木 幸 一 建 設 課 長 菊 地 健

上下水道課長 押 山 正 弘 住民生活課長 菊 地 平一郎

健康福祉課長 武 田 孝 一 農地再生室長 武 田 好 廣

会 計 管 理 者
佐々木 正 信 教育総務課長 武 田 伸 一

兼 出 納 室 長
農 業 委 員 会

生涯学習課長 舘 下 憲 一 本 多 保 夫
事 務 局 長

アットホーム
菅 野 昭 裕

おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

一般質問
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会 議 の 経 過

○議長（菅野行雄） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、１５名全員であります。定足数に達しておりますので、本

日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） なお、本日、傍聴に根本栄さんほか４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。

２番武田悦子君より通告ありました「震災・原発事故について」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

たしました震災・原発事故に関しての質問を行います。

はじめに、３月１１日に発生いたしました東日本大震災でお亡くなりになった多く

の方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様方にお見舞い申し上

げます。また、震災に続く福島第一原発の深刻な事故により、避難生活を余儀なくさ

れている皆様方に心からお見舞い申し上げます。

今回の東日本大震災は、千年に一度の大地震と言われております。亡くなった方が

１万５,０００人を超え、いまだ行方不明の人は７,７００人以上、また、避難生活を

送られている方は１２万人を超えるという未曾有の数字に上っております。特に震災

と津波、更に原発事故の三重苦に見舞われた福島県は、広範な放射能汚染により全国

にちりぢりに避難を余儀なくされました。原発の事故は、土地も雇用もすべてを奪い、

被災地をゴーストタウンにしてしまいました。更に、放射性物質は福島県はもとより、

関東地方や東海地方にまで広がり、農作物への影響や放射線による健康への大きな不

安を引き起こしています。毎日定時にその日の環境放射線の数値が放送されておりま

すが、そのたびに野菜は食べられるのか、秋の米はどうなるのかという不安を繰り返

し感じております。

そこでまず、農産物の安全対策をどう進めるのか、この点から質問いたします。農

産物については、食品衛生法による放射性物質の暫定基準値を超えれば出荷停止の措

置が取られています。当然、基準値を超えるものについては、出荷できないわけです

けれども、放射性物質で土が汚染されているわけですから、根本的には汚染土壌を除

去するか、除染をしない限りは農産物の安全は確保されません。販売品としての安全

をだれの責任で、どのようにして確認していくのか、まず、この点から質問いたしま

す。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

まず、この度の震災、原発事故災、これを機にやっぱり我々が再認識をしなければ

ならないということがあるなと。それは、何と言いましても自然に対する畏敬の念、

これをしっかり認識をしなくちゃならない。自然との共生ということを考えてやはり

いかなくちゃならないなというふうに認識を新たにさせられたところであります。ま

た、具体的なことの質問もございましたが、これらのまず前提として、今までもそれ

ぞれ取り組みをしてきておりますが、今後、これ息の長い話でございます。特に原発

事故災、これらにつきましては、大玉村に福島第一原発事故災及び損害賠償対策協議

会、こういうものを立ち上げて、これから息の長い話になりますので、しっかり対応

していきたいなというふうに思っております。

それから、農産物の関係に対するいろいろとご質問がございました。土壌の汚泥は

どうだとか、それからモニタリングのこうした結果によってどうとかと、こういうこ

とについては、現時点において取り組んでいること、これらにつきましては、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） お答えいたします。

農産物の安全性の確認の関係でございますが、現在、出荷停止等については、県で

実施するモニタリング調査、これを定期的に行いまして、いわゆる出荷停止等の制限

を受けるものについては、いわゆる国の認証機関のデータでないと出荷制限等の措置

が講じられないということで、県で実施するモニタリングを定期的に行って、出荷制

限の今は解除に進んでおりますが、解除の方向に向かっております。現時点におきま

しては、昨日付で結球、ブロッコリー関係ですか、ブロッコリーについては今朝新聞

報道に出されておりますが、６月１５日付で出荷制限の解除がなされておりまして、

現在、大玉村で制限がなされているものについては、ほうれん草等については、現在

も継続中でございます。これらの安全性の確認につきましては、県で実施するモニタ

リング調査とともに、また、６月の補正予算で計上しておりますが、いわゆる市町村

で放射性農産物の暫定数値を測るのに、簡易な金額でいうと約２５０万円程度でござ

いますが、県の方から要望の意向調査がありましたので、本村についても１台設置し

たいということで、現在、要望しているところでございまして、６月補正予算にも計

上しておるところでございます。ただし、この機械については、発注して約３か月程

度かかるということで、現在どのような運用しているか、また、設置場所も決めてＪ

Ａ等々と運用基準等について現在、協議しているところでございます。また、土壌調

査につきましては、全農の方で約５,０００か所ほど実施するということで、各農家

の要望に応えて５,０００か所ほど予定しているということで、全農の方で取り組む

こととなっております。また、いわゆる米については、いろいろ出荷の５,０００ベ

クレル以上については作付への制限等がなされておりますが、野菜につきましては国

の方から放射性セシウムの移行係数が示されたところでございます。これ野菜など
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２２品目でございますが、いわゆる土壌の放射性物質を野菜別にどのぐらい放射性物

質を吸収して、作物に数値が出るかということでございますが、代表的なところを申し

上げますと、ほうれん草では０.００５４ということで、キャベツでは０.０００９２

ということで、これらを例えば大玉村で畑で放射能物質を測りました測定値で県で実

施した数字でございますが、最大値で４,１９７ベクレルということで畑で検出され

ましたが、これらを先ほどの係数で算出してみますと、ほうれん草で２.２ベクレル

ということで、いわゆる食品衛生法上の５００ベクレルは超えない数値ということで、

これら国から示された移行係数が、今後の野菜の作付の目安になるかと思います。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） ちょっと今、先ほどの肝心な除染とか、あるいは責任のほどはとい

うことでございますが、これは当然、国策で進めてきたわけでありますから、国に責

任がある。それから、直接の事業の東電にあると。そういうことで、今後、じゃ具体

的にそういう除染のようなものはどうするか、これは村独自にどうこうといっても、

これはやっぱり相手が相手でございますから、広く他の自治体等と連携を密にして、

こうした除染等の取り組み問題、あるいはまたしかるべき代わるべき例えば利活用で

きる産業作物のような、そういうこと等については、今後、先ほどのような協議会の

名の下に、また、連携を密にして他自治体等と運動を起こしてまいりたいと、このよ

うに考えております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。今、それぞれ数字示していただきました。

野菜への移行係数なども示されているようですが、この販売品に関しては、それぞれ

モニタリング調査等々ございます。販売品ではなく自家消費野菜、これらの安全性と

いうのはどのように確認していけるのか、移行係数示されていますが、このものが本

当にその係数で正解なのかというのは、どのようにだれが約束をしてくれるのか。食

べて大丈夫、特段の今すぐ影響はありませんというのが、この間あちこちで聞かれて

おります。３月に行われました県のアドバイザーによる講演でも、今すぐ食べてどう

こうということありません。国が安全だと言わないものは、食べない方が良い。その

ような話もありました。しかし、この自家消費野菜についての判断というのは、だれ

がしてくれるのか。それは食べる私たちそれぞれが自分の責任で判断しろということ

なのか、なかなか難しいことだと思いますが、この先ほど線量計ですか、野菜の線量

計予算計上されているとお話しありました。これらも自分のところの野菜を線量計で

測っていただけるのか。自分たちのそれで安心が担保できるのか、その辺については

どのように考えていらっしゃいますか。

○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。

いわゆる自家野菜につきましては、いわゆるどのぐらい放射能の数値が出るかとい

うことで、確かに議員さんがおっしゃるように、いわゆる土壌によっていろいろ違い



- 21 -

ますし、大玉村でも低い数値のところもありますし、高い数値のところもございます

が、いわゆる土壌を細かく土壌調査しないと、その辺の移行係数関係等も実際の数値

が出ないのではないかという、確かにおっしゃるとおりでございますが、その辺につ

きましては、土壌調査については、今後、県等でも大玉村でも数点、今後、実施した

いということでございますが、残念ながら県の検査態勢につきましても、県の農業総

合センターに４台と５月中にいわゆる野菜も含めた測定器を配置するということで、

先に新聞報道等もなされましたが、２～３日前も県の方に問い合わせたところ、まだ

いわゆる検査の体制が整備されていないということで、機械は２,０００万円程度で

すが、それを測定する建物等について数千万かけて、また、検査員の研修等というこ

とでだいぶ日数がかかるということでございますが、その辺の土壌調査につきまして

も、詳しい数字が出ないと移行係数についても分からないということでございます。

先ほど申し上げました測定器につきましては、今後、どういう形で確かに全家庭の自

家野菜について測るについては、一日この機械は能力的には約１０件程度しか測れな

いということで、ある程度運用の段階で希望なり、あとどういう基準で測っていくか、

その辺も協議して、不安のない形でいわゆる自家野菜についても消費した形で測定し

ていければと思っておりますが、それも含めて運用については、今回導入する機械の

運用については、十分協議してまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） なかなか難しいということは百も承知でありますが、一日も早くそ

ういう検査体制が整われるように努力されることを希望いたします。

次に、健康対策についてお聞きいたします。放射線の健康リスクについては、日本

政府は１年間の被曝線量を１ミリシーベルトと定めてきました。これが原発の爆発事

故、放射性物質の放出という事態の中で、年間２０ミリシーベルトまで大丈夫という、

緊急時の基準を決定いたしましたが、これがだれが考えてもおかしな基準だと思いま

す。１ミリが限度と言っているのに、緊急だから２０倍でもＯＫではだれも納得でき

るわけがありません。緊急事故だからと言って、私たちの放射線に対する防御能力が

上がることなどないはずですし、しかし、それでは１ミリを超えるような状況だった

らどうするのか、すべて避難するのか、これも大変な問題を含むわけです。けれども、

少なくとも限りなく被曝線量を少なくすることが重要ですし、住民の継続的な健康管

理、これが必要だと思います。放射線量の軽減対策と健康管理について、どのような

方針で臨まれるのか。また、これから総合健診が行われますが、この健診の中に放射

線被曝に関する検査項目を加えていく考えがあるのかどうか、併せて伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは、今ご質問あったように、大切なことは実態の認識、これを

しっかりと認識しなくちゃならないと思います。それと、その認識をして、それにし

からばどう対応していくか。健康に害あるようなことであってはならない。同じ大玉

村でも、例えば役場と、あるいはどこどこの地域と、これは違うわけでありますから、

まず、やっぱり実態をそれぞれの認識をしてもらって、それに対するしからば健康に
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どう結局害をなすような危険性があるのか。それに対応した生活指導、これをしなけ

ればならないなと。そのためには、やはり専門家のしっかりしたやっぱり指導者、ア

ドバイザー、こういう方を先ほどの協議会の名の下にお願いをし、そして、有効的に

生活できるように、これは仕向けていかなくちゃならないなというふうに考えており

ます。

それから、現実的に現時点においてもいろいろと考えておるわけでありますが、こ

れらの健康面についての視点で、今、質問あった放射線量のことに伴うところの健康

関係、こういう診断要素の中にうんぬんということでございますが、現時点における

ところの考え方については、担当課長の方から申し上げます。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。

健診につきましては、一般健診では、今、電離放射線健康診断というのが特殊健康

診断の検査項目に定められておりますけれども、現時点では今年度の健診には取り組

めない。ただ、人間ドックの検査項目については該当しますが、実際、健康問題が生

じるというふうに考えられるのは、２０歳未満ということが非常に大きいと。健診の

場合４０歳以降なので、これらについては仮に検査項目があっても影響の判断の材料

にはならない。そこで、今現在、子どもと特に乳幼児ですね、これらについてどのよ

うな検査ができるのか。例えば０歳児から採血できるかという問題がございます。今、

健康福祉課内で検討に着手しておりまして、これから福島県等の考え方も併せて検討

してまいりたいというふうに思っています。あと４０歳未満の大人の方については、

福島県の方では、被曝歴の問診等を重視して対象者を絞り込んで健診を進めるという

ことなので、県との連携も深めながら、今後、検討し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） ２番。

○２番（武田悦子） 福島県は、２００万県民にすべて放射線に対する健診を行うという

新聞報道もございました。ただ話を聞くだけ、問診だけというようなことにならない

ように、村からも強く要望していただいて、住民の健康を守るという立場から取り組

んでいただきたいと思います。

次に、村内の放射線量、それぞれ村内で違いがあるというお話しございました。６

月の５日、６日、７日、１１日に各行政区内の放射線量を測定した結果というのが、

村のホームページ上で載っております。更に、放射線量を調べますよと、希望のある

方は受け付けますというものが載っております。こういうこと大変大事だと思います。

それぞれの地域の違い、マップにしてどのような対応ができるのか、大変大事であり

ます。これも定期的に続けていただきたいと思いますが、更にもう少し詳しく自分の

家の周りを調べたいと、そういう希望も大変多いかと思います。そこで、せめて行政

区単位で線量計を配布できないのか。自分たちの地域、あるいは自宅の敷地内でも大

変な違いがあると思います。そのような実態をきちんと自分で認識する。これが、今

後、大玉村で生活していくうえでも、大変重要なことだと思います。これら線量計を
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配布する、そのような計画はないのか伺います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

先に区長さんを通じて各戸に希望調査等を配付したところでございますが、当面、

それぞれの家庭の希望者の線量を測定するというのが第一義かなというようなことで

進めております。今後につきましては、７月以降臨時雇用によりまして、各村内の定

点観測、定点測量、それから希望者にまた測定をするというようなことで体制を取っ

ているところですが、各行政区に対しても今後、検討しながら貸し出しするような検

討をいたしております。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。是非早い段階で線量計を貸し出ししていた

だきたいと、そのように思います。また、実態を把握したうえで、それぞれの家庭で

ここは高いからちょっと表土を剥いでいきたいと、そういう希望それぞれ出てくると

思います。そのような場合に除染をどのように進めていくのか、こういう方向性、こ

の剥いだやつはどうした方が良い、これはどうした方が良い、そういう方向性も村と

して示すべきではないかというふうに考えておりますが、この点に関してはどうでし

ょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今の件でありますが、これは当然同じ大玉でも地区によってかなり

線量が変わります。このところについては、やはり庭の土壌は、これは剥いだ方が良

いなと、そういうところも出てくると思いますし、あるいはいぐねが被さっている、

こういうものについてもやっぱり切った方が良いなとかといろいろと出てくると思い

ます。したがって、やっぱり専門家のそういう指導によって対応していくということ

が大切だなと。しからば、剥いだ土はどうするか、あるいは切った枝のようなものを

どうするか、これすそ野がずうっと広がっていくわけでありますが、こうしたことは

やっぱり住民全体で取り組みをするためには、やはり先ほど言ったように対策協議会、

こういうものが必要であるなと。それに正しい実態と正しい対応、これは専門家の指

導によって対応していきたいというふうに考えています。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございました。

次に、賠償問題について伺います。農作物の賠償に関しては、既に農協が窓口で取

り組まれておりますが、農作物のほか商工業や村の負担に関しては、どのように賠償

を求めていくのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 県に１つの縦割り的に損害賠償の組織がございます。農業関係は、

ＪＡがとりまとめをすると、それからあと商工会サイドは商工会サイドでとりまとめ

をして請求すると、そういうふうに縦割りになっておりますが、なおかつ予想のでき

ないようなところにも影響が広がっている。そういうために、落度のないようにとい
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うことで、市町村自治体にも相談窓口を開設する。相談窓口を開設するということに

ついては、それなりの住民力をやっぱりつけなくちゃなりませんということで、冒頭

に申し上げたように対策協議会というようなものを立ち上げて、落ち度のないように、

そして、そこで整理をして、縦割り的な要するにこれは農業に関することでしたらば

ＪＡの方とか、商工会サイドに関するものであれば商工サイドとか、あるいは観光サ

イドに関するようなものであれば観光サイドとかと、こういうことで整理をしてやる

必要があるなと。なかなか県の方の組織にぴったりしないようなことも出てくると思

います。最終的には、要するに個人が今の東電の方に損害賠償を請求すると、こうい

う形になるわけでありまして、それを中間的な立場で相談に乗ると、こういうことで

ありますから、そういう意味では自治体の相談窓口というのは、大変重要な役割を担

うことになるなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。今後とも皆様の大きな心の拠り所として、

相談窓口が活用されることをお願いいたします。

次に、子どもたちの安全、安心に関してお尋ねいたします。大玉村が呼び掛け、二

本松市、本宮市と一緒に学校等の校庭の汚染土壌を処理したことには、積極的な意味

があり、対応前と対応後の放射線量については大きく変化しております。この変化の

一覧表も頂いておりますが、まずは学校や保育所、そして子どもたちが利用する村民

グランドや改善センター、これは今週中に表土の除去を行うというお話を伺いました。

これが、まず第一義的な場所として行われたと思いますが、更にもう１つ踏み込んで

地域の遊園地、このような場所はどのように対応されるのか。更には、子どもたち毎

日歩いております通学路、ここはどのように対応されるのか、除染を考えておられる

のかどうかお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これ区長を通じて線量計をそれぞれの地区ごとにマップができます

から、当然、かなり差の付くようなことになるなと。それによって、これはやっぱり

当然対応していかなくちゃならない。今言ったように遊園地のようなもの、あるいは

またスクールゾーン、こういうところ、通学路、こういうところのようなもの、これ

はやっぱり数量によって対応を講じなければならないなと。前向きにそれは取り組ん

でいきたいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。子どもたちは、毎日歩いております。是非

前向きに一日も早く取り組まれることを希望いたします。校庭の除染、これは大きな

効果を発揮いたしました。学校では、窓を開けても閉めた状態でも線量の変化もない、

このようなことも伺っております。しかしながら、風の日、雨の日、また、昨年のよ

うな猛暑ではどうにもなりません。私は、以前にも学校や幼稚園のエアコンの設置求

めてきた経過ございます。この６月議会にエアコンの予算が計上されております。こ

のような事態に迅速に対応された村当局に感謝を申し上げます。放射線から可能な限
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り子どもの健康を守るためにも、エアコンの設置大きな意味を持つことと思っており

ます。ここで、このエアコンはすべての教室に設置されるのか、その点だけお伺いい

たします。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

エアコンの設置箇所でありますが、普通教室については、すべて設置を予定してお

ります。また、特別教室につきましては、各使用頻度等について学校と協議しまして、

設置を今後検討したいと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。特別教室も含めてすべての教室にエアコン

は設置されるよう要望いたします。

表土の除去や活動時間の制限などで、子どもたちの浴びる放射線量は学校生活を送

っている間は一定程度抑えられておりますが、これから夏休みなど長期の休みになっ

たときに、子どもたちの安全をどのように守るのか。先ほどからあります村内でも高

い場所、低い場所、様々であります。どのように生活を進めていくのか、そのような

方向性も専門家の意見を交えながら示していきたい、こういうお話しもありました。

しかし、長期の休みに子どもたちが過ごす場所、例えば村民体育館を遊び場として開

放するか、子ども教室を夏休みも行うとか様々考えられると思いますが、このような

考えはないのか伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。

学校の方の教育環境は、非常に良くなっているということでございます。問題なの

は、家庭でどのように子どもたちが過ごしているかということが問題になって、私の

近所を見ますと、朝から晩まで表にいるような子どももいっぱいいますので、これは

やっぱりまずいということで、今、幼小中の子どもの保護者に対してアンケートを採

っております。まもなく全部集まってくると思いますが、アンケートの趣旨は、家庭

での子どもたちの過ごし方をどういうふうに今しているのかという実態を調査すると。

それから、放射線に対して親がどのように感じているのか。それから、村に対して、

どういう要望があるかという、この３点でアンケートを採っておりますので、その結

果を見て、夏休みの対策について改めて保護者の方にお知らせをしたい。そして、今、

言われたような対応について、どのようにするか検討してまいりたいというふうに考

えております。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 子どもたちが日々安全に安心して日常生活を送れるようにしていた

だきたい、このような思いはだれしも共通のものがあると思います。是非前向きに検

討されることをお願いいたします。更に、伊達市や福島市では、子どもたちにバッチ

型の積算線量計を配布するとの新聞報道ございました。村内でも先生方は線量計を身

に付けているとお伺いいたしましたが、子どもたちにこそ付けさせるべきと思います
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が、これらについてはどのように考えておられるのか伺います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） ２番議員さんに再度お答えいたします。

今、先生方に線量計を１台ずつ配布して調べていただいています。ガラスバッチを

付けて、３か月間程度付けさせて、その後調査をするというのが一般的でありますが、

どっちかというと比較的線量の高い地域の子どもたちを対象にしてやっているという

ことで、大玉村の場合にはそれほど福島とか川俣等と比べると格段に低いレベルです

ので、このまま推移しても、なんとか通常気をつけていれば、１ミリシーベルト近く

まで抑えることが１年間できるという試算もしておりますので、その辺を考えて、子

どもたちが四六時中、朝から晩まで２４時間バッチを付けて意識して生活するのはい

いんですが、それが大変なストレスになるだろうということもありますので、とりあ

えずは今、先生方が付けている数値を基礎にして、必要な措置をしていきたいという

ふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 子どもたちの確かにストレスという面も、あとは気にしすぎるとい

う、そういう弊害も起きてこようかとは思いますが、まず、実態を知ると、そういう

ことも重要かと思いますので、是非検討されることをお願いいたします。

次に、避難者の支援について質問いたします。大玉村には、富岡町を中心に原発の

放射能から逃れてきた方々相当数避難されております。仮設住宅も６３０戸の計画で

だいぶ完成してきておりますが、仮設への入居の見通し、これはどのようになってい

るのかお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

仮設住宅の入居につきましては、５月末の募集、一時募集によりまして、１２４世

帯、２５０名の方が６月２２日から入居されるというふうに伺っております。それか

ら、再募集につきましては、６月１５日から６月末までの予定で行うというような予

定であるそうです。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） まだ１２４世帯分しか埋まっていないと。しかしながら、これから

再募集をかけてすべての６３０戸が埋まるというふうに仮定すれば、２,０００人近

い富岡町の皆さん、この大玉村で暮らすということになります。富岡町の方々が不便

なく生活するためにも、富岡町の行政がきちんと機能することが重要であります。支

所機能できる、このようにも報道されておりますが、具体的にはどのように進んでい

るのでしょうか。更に、そのほかに併設される機能、例えば駐在所機能であるとか、

消防の機能であるとか、診療所、保育所、介護施設、様々考えられると思いますが、

このような点はどのようになっているのでしょうか。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。
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富岡町は現在、本部はビッグパレットにありますけれども、三春町に移転する計画

というふうなことでございます。大玉村での行政機能につきましては、現在は役場内

に連絡所という形で富岡の職員が常駐しております。まだ仮設住宅内での行政機能と

いうのは、詳細はまだ決まっていないというようなことでございますが、今後、打合

せの中で示されるのかなというふうに思っております。仮設住宅にできる施設等です

が、老人保健施設等ができる予定です。それから診療所、国保診療所というようなこ

とで建設される予定です。それから、駐在所等についてはできる予定はございません。

申し訳ございません。できませんということです。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 今、診療所、介護施設、このようなものはできるが、駐在所などの

機能はできないというお話しございました。やはり２,０００人からの規模の皆さん

が住まわれるということになれば、その方がどうするこうするではありませんが、あ

る程度治安の面も考えていただかないとならないのかなというふうにも思います。こ

のような機能が是非充実されるように希望するとともに、交通安全対策、これらもあ

の１か所に２,０００人ですから、朝夕かなりのラッシュになるのではないかと思わ

れます。今回の補正予算にも交通安全対策として、道路に避難所設置されるというよ

うな予算も計上されているようでありますが、そういう面ももう少し具体的に今後、

作っていただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

そして、富岡町の方々の安心、これはもちろんでありますが、大玉村民との関係性、

これらもしっかりと作っていく、このためにも富岡町の行政機能がきちんと大玉村に

あること、これが重要であります。しっかりしたものができるように、村としても努

力をお願いします。更に、相当な期間同じ地域での生活となるわけですから、この行

政間の連携、これ大変重要になってくるかと思います。これらについては、どのよう

に考えておられるのか伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） いろいろと今、お話しがされたようなことが心配であります。例え

ば交通の問題どうだとか、防犯の問題がどうなのか。あるいは今言ったようにもろも

ろの富岡町の住民と大玉村との関係、消防関係等についても、これを連携やっぱり深

めていかなくちゃならない。あるいは行政関係としても、いろんな面で大玉の地域に

住んでいただくわけでありますから、大玉村の行政についてやっぱり分かっていただ

く必要がある。では、広報のようなもので知らしめるというようなこと、これはどう

なのか。もろもろの関係がございますので、今、とにかく富岡町はご覧のとおり、町

民を掌握するのに今せいいっぱいなんです。１万５,０００人くらいの人口で、また、

この間の話ですと、１万人ぐらいきり掌握していないようでありますから、だからイ

ナゴのように飛び散ってしまったわけだね。それを今、掌握するのに精いっぱいにな

っているわけでありますから、そうした町民の掌握をある程度して、うちの方に今度

しっかりと来るという見通しのついた段階で、大切なことについては、富岡事務のレ

ベルでいろいろ詰めていただいて、最終的には富岡町と本村とのそうした協定的なも
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の、こういうものはやっぱりしっかりと対応していかなくちゃならないなと、そうい

うふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） きちんとした連携、協働の村としての富岡町、更に大玉村の関係が

築ければと思っております。そして、この２,０００人生活するとなれば、食料など

の消費も相当量になろうかと思います。放射能の問題で様々不安なこともありますが、

大玉村は日本一うまい米作りを目指してまいりました。また、直売所を中心においし

い野菜も豊富にございます。是非富岡町の方々に利用してほしいと、このように考え

ますが、この点での連携についてはどのように考えておられますか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） おっしゃるとおり貴重な消費者でありますから、縁あって大玉に住

んでいただくということになります。したがって、もろもろの大玉で提供できるもの、

あるいは富岡町のもちろんいろんな面に協力していただくような面も出てくると思い

ます。そういうことで、米をはじめとして努めて消費していただけるよう、そういう

ふうなしかけをしていきたいなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 次に、公共交通の見直しについて伺います。生活バス現在２本あり

ますが、この生活バスを仮設を経由するなど路線の見直し、更には便数の見直しなど、

これらの検討はされておられるのか伺います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

学校等への通学とか病院への通院とかというようなことも考えられますが、現在、

富岡町でバス等について、これは手配するというような話合いがなされております。

状況を見ながら、今後、検討し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） ２番。

○２番（武田悦子） ありがとうございます。更に、避難者の幼稚園、小中学校への転入

状況についてお尋ねいたします。まず、仮設住宅入居後のそれぞれの学校などへの転

入学の状況について、現に入学されている方も含めて、その見通しについてお尋ねい

たします。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

現在、各避難施設に入居されている方でございますが、大山幼稚園が８名、玉井幼

稚園が２名、大山小学校が２０名、玉井小学校が１２名、大玉中学校が１５名の合計

５７名が避難所に入居されています。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。

見通しということですが、６３０戸全部埋まって２,０００人入ってくるというこ

とになりますと、当初は１２～１３％たぶん、今現在の避難所の世帯数で子どもの数
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を数えると、幼小中で約１３％入っているわけです。そのままもし２,０００人入っ

た場合は３００人ということですが、高齢者世帯が結構多いという、今までの既存の

仮設住宅ということと、今現在の入居の希望の状況を勘案すると、まあ２００人程度

かなと、幼小中で。一応学校の方にはそのように指示をしております。以上です。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） 現在は５７名入っておると。今後２００名程度予想しているという

お話しでしたが、現在の学級編制というのは、どのようになっているんでしょうか。

１クラスの人数、そこをお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

幼稚園につきましては、それぞれ両幼稚園とも年少、年長２クラスずつでございま

す。それから、大山小学校につきましては、１年生と４年生が１クラスずつ、ただ、

４年生が４０人近くなっておりますので、今後の状況を見て、また、１年生も状況を

見ながら２クラスを編制したいと思っております。玉井小学校につきましては、現在、

それぞれ各学年２クラスずつでございますので、現在の学級編制基準、幼稚園につき

ましてはクラス３０人、それから小学校につきましては１～２年生が３０人で、その

ほかが３３人ですね。あと中学生については、１年生が３０人で、２年、３年が３３

人という、これらの基準を基本として、今後も学級編制をしていきたいと考えており

ます。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） これからまだまだ子どもたちの数増えると予測されております。こ

の事故の収束状況も大きく影響すると思いますが、将来を見通し、富岡町自身が仮設

校舎を建設する、このようなことは考えておられないのかどうかお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） ２番議員さんに再度お答えいたします。

私の方には、そのような情報は入っておりません。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 付け加えますが、そのような必要性があれば、これはやっぱり原

発災で来ているわけでございますので、仮設校舎でもなんでも造ると、こういうふう

な考え方でおります。ただ、今の状況からすれば、先ほど話あったように、大体最大

２４０～５０名かなと。２４０～２５０名であるならば、幼小中、これは大玉村の既

存の教室の数ね、これで収容可能であるということであります。

○議長（菅野行雄） ２番。

○２番（武田悦子） もちろん今後の推移に大きく左右されるところあると思いますが、

子どもたちが楽しく学校生活を送られるように、是非皆さんのご協力をお願いいたし

ます。原発事故による被害、これはありとあらゆるところに及んでおります。東電と

国の安全軽視、住民の健康は二の次という考え方、これがこれまでの経過ではっきり

と示されております。村民の健康は、国任せにすることはできません。小さな子ども
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を持つお母さん方は、我が子をどうしたら放射能から守ることができるのか、この不

安大きく広がっております。そして、毎日の生活の中で、子どもの動き一つひとつに

気を配り、大変なストレスを抱える生活を送っておられます。村には村民の安全を第

一に考え、積極的な対応をお願いするとともに、すべての経費をしっかりと国及び東

電に請求していってほしいと思います。そして、次の世代にしっかりとしたこの大玉

村を残していくために、今、何が大切なのか、最後に村長の決意をお伺いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今回の原発災について、県にも復興会議のメンバーが今日の新聞に

発表されて、それの要旨も出ておりました。要するに脱原発というふうな方向で結論

が出たようでありまして、最終的にはこれを取り入れるかどうかというのは、県の執

行サイドになるわけでありますが、これはやはりこれからのエネルギー政策というの

は、こういう危険性であるもの、これはやっぱり私も個人的な見解でありますが、こ

れはやっぱり自然エネルギー、こういうことに転嫁をしていくべきである。世界の福

島になったわけでありますから、原発災で。だから、今度は世界の今度は自然エネル

ギーと発電基地と、こういうことでやっていれば太陽とか風力とか水力とか、あるい

はバイテクとかね、あるいは地熱とか、こういうことでこれは有望視されているよう

な地域がございますから、そういうものにやっぱり様変わりしていく必要があるなと

いうふうに考えております。あとは国の政策として、これ今いっぺんに全部なくすと

いうわけにはいきませんので、とにかく安全第一、これを現在の稼動しているものに

ついてはしっかりと対応していくように要望等をしてまいりたいと、このように考え

ております。

○２番（武田悦子） 以上で終わります。ありがとうございました。

○議長（菅野行雄） 以上で２番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 暫時休議をいたします。再開は１１時１０分といたします。

（午前１０時５３分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１１時１０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） １番押山義則君より通告ありました「震災の影響について」ほか３

件の質問を許します。１番。

○１番（押山義則） １番押山義則であります。議長の許可をいただきましたので、６月

定例議会の一般質問を行います。冒頭、今回の震災による被害者に対して、心からの

お見舞いを申し上げます。

さて、今回の質問が今任期最終回の質問となりますが、特に村長には１年生議員の

つたない質問に丁寧、真摯にお付き合いくださいましたこと、感謝を申し上げて質問

に入ります。よろしくお願いします。

前質問者とだいぶ重なる内容がございますが、角度を変えて質問いたします。さて、
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この度の東日本大震災、我々が有史以来経験したことのない未曾有の大災害でありま

す。このような社会状況の中にあって、大玉村も人的被害こそなかったものの、地震

被害はもとより、その後の原発事故による被害と大変な社会構造の変化、生活環境の

変化をもたらされた状況と言わざるを得ません。そのような環境の中、我が村の行政

をリードされる村長には、的確な政治判断と政策実行が求められ、また、期待されて

いるところであります。その観点から質問申し上げます。まず、大きなことから復興

への道筋について、国会議員レベルの質問でもありますが、特に東北地方、東日本の

復興へのスケジュールでありますが、先ほど脱原発と問われているということが村長

からお話しがありましたが、村長の考える復興回復のための長期的政策は、何が基本

と考えるのか。また、何年の歳月を要すると考えておるのか伺います。そのうえで、

先頃今後１０年間の政策課題を決定した第４次大玉村総合振興計画が示されたところ

でありますが、この度の災害、それによりまして国内事情はもちろん大玉村を取り巻

く様々な社会状況の変化の中にあって、大幅な、そして早急な計画の見直しが必要と

考えますが、そのことについても村長の見解を併せて伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

今回の復旧、復興に何が大切か。これは被災者の住民の声を聞くことです。これが

一番大切です。何を望んでいるのか。ややもすると被災者の求めていることでないよ

うなことをいろいろと考えたりするきらいがあるわけでありますが、私もこれは十分

国等に行っても議論をしてきた経過があるわけでありますが、昔から水飲み場に馬連

れて行くことはできる、飲ませることはできないべと。今はそれと同じなんだと。復

旧者の声を聞きなさい。あのせこのせ、国のこの霞ヶ関で論じたってだめじゃないの

か。あなたたちの考えているようなことを被災者は望んでいないよと。だから、そこ

をはっきりと言ってきておりますから、何が一番大切かと、被災者の声を聞いてくだ

さい。福島県の復旧、復興は福島県民に聞いてください。これをお願いをしておりま

す。何年くらいということでありますが、これはなかなか難しいね。難しいけれども、

なるだけ短期間に図るということで、これはやっぱり我々願っておるわけであります

が、例えば阪神淡路、これはやっぱり格好付けたのは１０年なんだよね。だけども、

いまだに完全かというと、そうではないと言っている。だから、規模が違いますから、

相当これはやっぱり年数はかかるなと。相当のやっぱり国家的なプロジェクトでてこ

入れをしてもらう必要がある。それは、いったい何が一番の力になるか。これはやっ

ぱり被災県の県民がこういうときにこそ、やっぱり声を挙げなくちゃだめだと思う。

そういうことで、霞ヶ関からのどうのこうの待っていたのではだめです。どんどん発

信していく。そのようなことで、期間というものは長くもあり、短くもできるという

ことであります。

それから、あと第４次の関係でありますが、こうしたことについて、特に原発災ね、

原発災のことの具体的にうたってはおりません。しかし、現実にこういうことが生じ

ました。そういうことで、４次総合の中では具体的にはうたっていないけれども、地
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域消防とか防災力の強化とかというようなことで、一般的な被災とか、あるいは避難

者の受け入れとか、あるいは広域的な対応の必要性や災害に対する地域力の向上、こ

ういうことをうたっておりますから、これは要するにその時点で対応をしていくと。

ローリング方式で見直しをということも当時説明はしておりますけれども、そういう

ことで、現在における大玉村の振興計画に緊急的に必要性のあるものについては見直

ししてまいりたい。そして、対応をしてきたいと、このように考えております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 先ほど対策協議会を立ち上げという話が村長からございました。私

は、まず住民、村民の健康と安心を一番の目標と掲げるべきと考えております。今回

の異変は普通ではありませんで、国、県の対応はもちろんでありますが、私が村長に

望みたいのは、我が地域は自分たちで守ると、行政の責任、自治体としての最高で最

大の対応を住民の安心、安全のため、何を差し置いても実行されるということを望み

たいのであります。先ほども村民への安心への手段とか、そういうもののお話しがご

ざいました。村としての健康診断の必要性とかなんかも伺いましたので、そっちは伺

いませんが、結局財政指数とか、経済状況などまず、恐れずに住民の安心、安全、そ

の対応をお願い申し上げます。そのことについて伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

おっしゃるとおり、何が大切と言っても命ほど大切なものはございません。要する

に、そういうことでなかなか掌握できない分野があった。例えば線量計のようなもの

もねなかなかこれ手もとに求めたいと思っても求めることができなかった。そういう

中で結局頼りにして打つべき手は打ってきたと、要望することは要望してきたという

ことでございますから、今までもそうであります。これからある程度そういう器具等

も揃えることによって、より今言ったように何が大切と言っても、住民の健康です。

こういう安心、安全の大優先的に取り組みをしていきたい。今までもそういう意味で、

例えば小学校の表土剥ぎとか、それからエアコン関係、今のエアコンというのは、こ

れは要するに外から外気を取り込むのでなくして、内気を取り込んで、外のあれで冷

やして、そして要するに温度を下げると、こういうようなものでありますので、安全

性が高い。こういうふうなことで、これも今言ったような考え方の下での取り組みで

あるということであります。

○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。我々もそうなんでありますが、結局この

度の原発被害というのは、どれほど我々の健康に影響しているか。それを本音をみん

なが知りたがっていると思います。これを村長に聞いても、こうだということを答え

るのは無理だと思いますので伺いませんが、やっぱりその辺のことを念頭に置きなが

ら、住民への安心、安全対策を講じていただきたいと思います。

次に、農業問題について伺います。村の基幹産業として位置づけている農業は、今

後、将来どのような推移、状況が考えられるのか伺いたいのであります。米作、稲作
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についても、これから何が起きるのか想像すらできない状況であります。農家の皆さ

んに安全と安心感を持って、営農の存続と繁栄を求めたいと思っております。村とし

て、行政として何をすべきなのか。また、正直現実、この頃農家の皆さんであります

が、農業への希望的目標というか、そういうものがちょっと薄れるとか、落胆とか、

そういうふうに私は感じられます。起死回生の策はないものか。大玉村農業への営農

に対しての根本的な地理的条件の理解とか、適合性の整理、理解、これが求められて

いると私考えております。原発事故による影響、更に風評被害、それらを含んだ今の

状況を踏まえまして、農業の振興に対する村長の思いを伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

大変なことをしられてしまったなと。これは大玉のみならずね、空気がきれいで水

がきれいで、空がきれいで、緑があって、土も良いと、こういうことで農業農村が成

り立つわけでありますから、その根幹を結局やられてしまったわけです。これはもう

取り返しのつかないことをやられたなと思っております。しかし、これは生き抜いて

いかなくちゃなりません。生き抜いていかなくちゃならない。向き合っていかなくち

ゃならない。そのためには、先ほども申し上げました。やはり正しい実態認識、それ

に結局正しく対応の策を講じていく、こうだと思います。農業はいったいどうだと、

ご覧のとおり土壌が汚れてしまった。どういうものを作付けしたらいいかとか、これ

非常にこういう中で模索していかなくちゃならないわけでありますから、やはりこの

先ほど言ったような根本的な考え方のもとに、作付けできるものを作付けしていく。

あるいはまた、売れるものをやっぱり作付けしていく。そうして、やっぱり改めなく

ちゃならない、そういう問題が出てくると思います。だから、それについても、しか

らばどういう手法で、それに移行することができるのか。これは短期的、中期的、長

期的にわたって、これからの取り組みの中で十分これはやっぱり対策、これはもちろ

ん大玉のみでは成り立たない。例えば１つの復興、今度の県のビジョンの中で、福大

の鈴木名誉教授が座長でね、これ一応先ほど言ったようなことをとりまとめられた。

バイテクのようなものということも大切だと思うんです。例えば木質を使ってのバイ

テク産業が考えられないか。あるいは今言ったように油性作物を作って、汚れたよう

なところにそういうものを作って、そして今度は食べ物でなくして、バイテク作物の

ようなものを作っていく。それ相当の収益を上げることができないかとか。これはや

っぱり１村とか１市でできる問題じゃなくて、やっぱり国家プロジェクトでやってい

かなくちゃならない。だから、そういういろんなことをこれからやっぱり要望したり

して、みんなで考えていかなくちゃならないと思っておりますが、とにもかくにもこ

れは今すぐというわけにはやっぱりいきませんから、やれるものから何を結局今、取

り組みができるのか、こういうことでしっかりとその辺を相談をしながら、対応して

いかなくちゃならないなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。原発事故による農業経営に対する影響と
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いうのは、いったいいつまで続くのか想像すらできない状況でありますが、根本的な

農業のあり方、大玉村の農業のあり方、急速に求められております。産業としての成

り立ちを再点検して対策に当たっていただきたいと思います。

次の質問に入ります。震災直後でありますが、原発事故の対応についての話で、あ

る政府高官がこんな計画案を述べておりました。原発事故の収束対応を考えての発言

なんでありましょうが、福島県の中通りに５万人程度のエコタウンの建設をなどと提

案しております。想像もつかない話なんでありますが、原発の収束の状況とか避難者

の生活状況を考えますと、まんざら夢物語でも言っておれない話なんであります。福

島市と郡山市の中間に位置している大玉村であります。今、社会が求めおる現状を正

しく理解、認識することが大変肝要であります。村長が進めていらっしゃる住宅増政

策のあり方、更に震災、原発事故、復旧からの東日本の復興にも踏み込んだ大玉村の

都市計資格のあり方、これらのことに対して改めて村長の認識を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

いつの世も同じであります。人は活力の源であります。定住人口増加対策、これは

引き続き進めてまいりたいというふうに思っております。

それから、都計関係でありますが、これは都市計画のマスタープラン、４号国道沿

線等、これは計画があるわけでありますが、残念なことに前の企業でやったようなと

ころが戸を閉めている。こういうのが何社かあるわけでありますので、これを機に雇

用の関係はやっぱりしっかりとやってもらわないと困るということで、まず、今の戸

を閉めているようなところをこれをなんとか動かしていただけないか。国家プロジェ

クトでこれを雇用対策で考えていただけないか。大玉村もこれもやっぱりそのことに

よって発展につながるというわけであります。あとはやっぱり都計のマスプランに基

づいて４号国道というものはしっかり今言ったような、そういう優良な農地は農地と

して将来的に保全・管理をしていく。あるいは４号国道沿線のようなところについて

は、都計のマスプランのようなことでもって土地利用計画を描いていと、これが現実

的な大玉村の発展策であるなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 改めて伺いますが、先ほどちょっと申しましたエコタウン構想あり

得ると考えるのか。また、そうあった場合、参加、参入への考えはどうなのか伺いま

す。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） いろいろと飛び交っております。エコタウン構想とかね、あるいは

ニュータウン構想とかね、いろいろ飛び交っておりますが、まだ具体的なことについ

て、ここでそれを私が認識して、その考え方についてどうだというまだ段階ではない

なと。ただ、話としてはいろいろ飛び交っております。ニュータウン構想をこの地の

こうしたらいいだろうとか、エコタウン構想をこうしたらどうだろうとかいろんなこ

と出ておりますが、もう少しやっぱり情報を得たいなというふうに考えております。
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○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。今の状況でその答弁を求めるのは無理だ

と思いますので、これはあきらめます。

今日のこの非常時をかつての大戦になぞらえて、戦時中ならぬ災時中とか、戦後な

らぬ災後などと呼ばれる方もいらっしゃいます。今、正に災時でありますが、我が国

の状況、エネルギー構造とか産業構造の変革は当たり前、それぞれの自治体において

も国依存から抜け出した地方が主役の自治体運営、これを求められると予想されます。

この度の災害でもはや我が国というのは、破綻状況にあると言っても過言でもないよ

うな状況であります。大玉村、小さな自治体でありますが、自らが住み、働く、地域

の運営、発展は、村民それぞれの英知を結集した力のまとまりとか、地域のまとまり

にあると考えております。行政も我々も議会も地方分権時代の推進を通じて、戦後な

らぬ災後の国づくり、地域づくりに挑むまたチャンスでもあると考えております。村

民が生き生きと安心して暮らせる小さくても輝く大いなる田舎大玉村でありますか、

これを目指して目標を定まったんであります。先ほどの質問とも重なりますが、もし

かするとでありますが、村長の目指す人口１万人の村づくりも可能な社会状況も目の

前にぶら下がっているんじゃないかと私は感じております。私は先ほどの話したこと

とはちょっと逆になりますが、小さくとも目の届く範囲の村づくりを本音として願っ

ております。重ねて村長の見解・認識を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

自治体とはなんぞや、今回の災害関係等でも、なるほどなと思って私も非常に関心

をしたわけでありますが、やはりあまり広いとなかなか大変なようであります。だか

ら、私はいつも自治体とは、長になったものからある程度目が届く、住民からは手が

届くと、何をやっているんだと、住民投票もできると、それが手が届くということな

んですよ。そういう距離間でないと、本当の意味の自治体ではないと思うんです。だ

から、今回の災害関係等に見られるように、私も町村会長という立場でありましたの

で、この町村長が８町村も避難したわけでありますから、後から今度それに足されて

飯舘もなったわけでありますけれども、そういうところはやっぱりある意味において

はまとまっていると言いますかね、自治体として掌握しているところは掌握している。

だから、これはやっぱりそういう意味では目が届く、手が届くと、こういうことでい

くのが自治体としてはやっぱり大切なのではないかなと。そういうことであると、お

のずと自治体としての１つの枠がこれはあると。大きくなりますと、これは早い話が

極端なことを言いますと、住民が首長の名前を知らないなどというところもあるわけ

ですから、住民が首長の名前が分からない、市長の名前が分からない。これはそれだ

け距離があるわけです。現実にあるわけです。だからそうではなくて、これはやっぱ

り大体特定の子どもとか、特定の方は別として、首長の名前が分かるというような、

そういう距離感、これが自治体としては大切であるなと。今後もやっぱりそういうふ

うな姿で大玉村のやっぱり村づくりをしていく必要があるなというふうに考えており
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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。とにかく私もそういう考えが一番、我が

大玉村がこれから存続していくのには一番良いのじゃないかと考えております。そう

いう方向でお願いしたいと思っております。

ちょっと今の質問の中で、エネルギー構造の変化についてちょっと述べましたが、

自然エネルギー、それの展開が求められていると考えているんですが、町づくりその

ものの都市計画の中でありますが、村独自での発想はあり得るか伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

まず、やっぱり我々の今までの電力に対する頼り切った考え方は、やっぱり個人と

しても改めるべきところは改める。自治体としてもやっぱり改めるところは改める。

しからば、できないことをこれ理想を掲げてもどうしようもございませんから、でき

るところからやっていく。個人でもできることがあります。太陽光の発電、これ私も

担当に聞きました。だいぶ決裁するものですから、どのぐらいになっているといった

ら、５０戸くらい大玉でも増えているんです。これからもそういうふうなあれで太陽

光増えてくることになっておる。個人でもこれかなり良い傾向だなと思っているんで

す。じゃ村としてはどうだと。大玉村はいろんなところに豊富な水、年間通してきれ

いな水が流れているような河川があるわけでありますから、落差利用で例えば山梨県

の都留市などというところは水路なんですね。水路に水車回して発電しているんです。

だから、やっぱりそういうことを自治体の取り組みとして、やれるところから多額投

資なくして、現実味のある、そういうやっぱり取り組みというのは、やはりやれると

ころからやっていく、これは大切だなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。今、村長から太陽光発電ということも話

がございましたが、我々もこの前ちょっと玉井財産区の酒飲みの席である方から話が

出たんでありますが、財産区の土地、南東斜面の大きな面積が今度委託林が返ってく

るだろうと。そこが約２町６反歩くらい、その上に芝生のところがある。合わせると

約４町歩以上の平らな土地ができる。だから、そういうところに太陽光発電やったら

ば、８００戸、１,０００戸くらいの電気は賄えるんじゃないかと、そういう意見が

ございました。そういうもの最近、太陽光発電について各方面で検討されております

が、例えばそういう要請がありましたら、大玉村は受け入れる考えがあるかどうか伺

っておきます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これエコタウン構想というようなことで具体化して、大玉のそうい

う適地に今言ったような太陽光だとか、エコタウンの構想の中で大玉でどうだとか、

あるいはバイテクのあれをどうだとか、こういうことについては、もちろん議会等と

十分協議をし、住民の理解も得なくちゃなりませんが、やはりこれは前向きにそうい
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うことについて、やっぱり取り組みをしていくべきだと考えております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 前向きの答弁ありがとうございました。次の質問に入ります。

平成２３年度の予算の執行状況、進捗状況について何点か伺います。まず、細かい

ところから伺いますが、大山幼稚園園庭の芝生化の計画でありますが、度々申し上げ

ている原発事故による放射線の被曝の程度について、芝生の場合、土のグランドより

放射線量が高いと示されております。原発事故の完全な収束安定まで芝生化計画の延

期をまず望みたいと思います。

次に、苗畑跡地の住宅団地への利用のための土質調査費でありますが、このことは

状況の変化が大であります。もろもろ言いませんが、現状を踏まえて凍結されるので

ありましょうか、端的に伺います。

また、大玉中のグランド暗渠工事でありますが、これどう計画されているのか。表

土除去が行われたばかりでありますが、実施の考えなんでありましょうか、様子を見

るのも必要かと思いますが、伺います。

それから、電子投票についてでありますが、新聞報道や今回の補正で余震の恐れが

あり、今年度の村議選の実施、採用しないとのことであります。根本的にはとりやめ

に大賛成であります。今後ともそのように願いたいんでありますが、まず、以上の点

併せて村長の考えを伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

電子投票の件について、これだけ私の方で申し上げておきたいと思うんです。これ

は、ご覧のような事情によって、大切な選挙で停電になるなどというようなことにな

ったら、これは取り返しのつかないことになる。じゃ発電機全部揃えるかというと、

これまた大変なわけでありますので、今回、選挙管理委員会もそういう情勢判断で、

今回についてはという、こういうことのようでございますから、これを中止を村長と

してするということにいたしました。これからということでありますが、これからは

やっぱり世の中の電子の時代ですよ。これはやっぱり教育もかねているんです。だか

ら、今後のことについては、やっぱり前から話をしているような考え方には変わりご

ざいません。ただ、最終的には選挙管理委員会を十分尊重をいたしたいなというふう

に思っております。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １番議員さんに大山幼稚園の芝生化についてお答え申し上

げますが、現在、原発等の影響もございまして、本年度の事業については取りやめた

いと考えております。なお、試験的に１週間ほど前に園庭の中に１０坪ほど試験栽培

しておりまして、今後の状況を見たいと考えております。以上です。

また、大玉中の暗渠工事でございますが、表土剥ぎで３～５センチ程度は表土を剥

いだわけなんでございますが、今後の梅雨時の水のたまりの具合を考慮しまして検討

したいと思いますが、表土剥ぎ以降、１回雨降った状況を見ますと、やはりかなり水
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がたまっているような状況でございますので、事業は実施してまいりたいと考えてお

ります。以上です。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

旧苗畑跡地の地質調査でありますけども、現況、現状を踏まえまして、今年度は実

施いたしません。しばらくの間、調査は行いません。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） はい、ありがとうございました。この暗渠工事やるということなん

ですが、これは是非こういう土の状況とか、そういうものもろもろあるので、なるべ

く原発の状況を勘案しながら進めていただきたいと思います。

それから、芝生について更にちょっと伺いたいんですが、ふれあい広場の芝生につ

いても撤去すべきといった村民もおります。直売所の売上にも影響があるという会員

もおりますので、参考までに夏まつりまでにどんな対策をお考えなのか、会場変更の

考えなどあるのか、併せてこの際伺っておきます。

また、この項目の最後の質問でありますが、災害復旧のための様々な必要経費につ

いて、全体的に震災、原発そのものも含めてでありますが、いくら予想されていらっ

しゃるのか。また、財源について、今回、７,６００万円程度の村債の補正で考えて

いらっしゃるようでありますが、財源確保の見通し、これ大丈夫なのか、この際、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いたします。

夏まつりにつきましては、春先の推進委員会、更には過日、行われました実施委員

会の方で従来どおりやるというふうな決定をいただきました。今おっしゃられた放射

能の線量関係につきましては、現在、商工会を中心に刈り込みを早くしながら、撤去

すれば良いのかどうなのかも含めながら、現在、状況を見守っているところでありま

す。今後、定点観測をしながら、当日、７月の末頃までにどのぐらいの放射能の線量

が示すのか、その辺を十分に見守りながら、最終的に判断していきたい。あとまつり

当日においても、広場の各所に線量計を置いて随時、今現在のマイクロシーベルトは

このぐらいですよというような状況を公表しながら、まつりを粛々と進めていきたい

というふうに現段階では考えております。

それから、財源の確保関係でありますが、震災後、専決等、あるいは今回の６月補

正も踏まえて、４回の補正予算を編成しております。この中身は災害復旧関係、それ

から原発事故対応等で現在までの総予算は４億７,０００万円程度に上っております。

このうち庁舎建設基金の繰替え運用であるとか、財政調整基金、更には一般財源等、

村の持ち出しということで２億３,７００万円程度の現在、持ち出しの予算を編成し

ております。これらについては避難所経費であれば、県の方に繰り返し分として請求

していく。更には、表土除去、空調設備、これらについては文科省、あるいは東京電

力の方に請求していくというような形で、いくらかでも一般持ち出しを減らしていき
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たいというふうに考えております。これからの見通しでありますが、先ほど１番議員

さんおっしゃられました。財政支出、今回２２、２３年度においては、極端に一般財

源の支出が増える可能性もございますが、これについては今後、基金等の繰り入れ等

を行って現在、進めておりますが、２３、２４あたりの状況、それから更にはその後

の状況を見ますと、十分まだまだ耐えられる財政構造にあるというふうに考えており

ます。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。次の質問に入ります。

原発事故による避難住民移入への対応について伺います。先ほども前質問者から質

問あった内容でありますが、既に横堀平地内６００戸以上の仮設住宅建設されており

ます。２,０００人以上の富岡町民が仮住居するとの予定であります。それに伴う諸

問題について、まず、伺います。教育環境でありますが、既に何名かの避難児童生徒

の編入がそれぞれ１つでございます。この度の仮設住宅の完成で更なる編入が先ほど

もありましたが、予想されます。クラス編成とか、先生の組織、仮設教室の必要性な

ど、これは先ほど伺ったので取りやめます。特に伺いたいんでありますが、村内の児

童生徒の教育環境、これの充実、いかに担保される考えなのか大きな問題であります

ので伺います。

それから、細かいことでありますが、中学生の部活への対応とか、更にＰＴＡの参

加について、また、避難児童などの通学手段の確保、これスクールバスの確保とか、

通学道路の状況とか、どのように考えていらっしゃるのか併せて伺います。

それからもう１点、今年度からコミュティスクール制度が実施されておりますが、

この運営について、避難住民の皆さんにどう理解していただく考えなのか伺っておき

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、村内の児童生徒の環境の充実ということですが、これは従来どおり学校の方

に予算も重点的に配分いただいていますし、そのまま粛々と進めてまいりたいと。富

岡の子どもたちが入った後に、教育環境が悪くなるのかというようなことは予想はし

ておりませんので、大玉の子どもたちと同じように扱って、子どもが増えたというこ

とでやっていきたいと。あとは問題等が起きれば、その都度その都度対応していきた

いというふうに考えております。

それから、中学校の部活のお尋ねですが、中学校は一応学校での活動は３時間とい

うことにしております。外でやる野球とかサッカーの練習等につきましても、部活は

２時間以内というふうにしておりますので、今、学校の方から報告を求めております

が、平均で１時間５０数分で部活を終えているということですので、十分にその指示

どおりの範囲内で実施をしていると。あとできるだけ屋内を使って実施をしていると

いう状況でございます。

ＰＴＡ参加については、これから高圧洗浄機、学校等に配置をしますので、予定を
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しておりますので、そういうときにＰＴＡに協力をいただいたり、それから家庭の中

で自分の子どもですので、きちっと守っていただくための方策をきちっと取っていた

だくというようなことで、子どもたちの安全確保のためにお願いをしたいというふう

に考えております。

それから、富岡の子どもたちの登下校につきましては、富岡町でスクールバスを運

行することになっておりますので、大玉村のスクールバスは使用しないということに

なります。ただし、６月いっぱいは、今現在、避難所に入っている子どもたちが２２

日から入りますので、この分については富岡としては７月１日から自分たちのバス運

行をさせてほしいと、準備の都合ということですので、６月いっぱいは村で送迎をす

る予定で今、検討、協議をしているところでございます。

それから、コミュニティスクールについてですが、コミュニティスクールは地域が

全体として学校支援を運営していくということですので、当然に地域はそのままあり

ますし、仮設住宅にも新たな地域ができますので、その方たちにも加わっていただい

て、学校を支援していきたいというふうに考えておりますので、特段の支障はないだ

ろうと。そして、新たな方たちにも講習会等とかお知らせをして、コミュニティスク

ールの趣旨は十分に伝えていきたいというふうに考えております。

それから学校運営協議会、２５名の委員がいます。これは富岡が入る前に既に選ん

でお願いをしておりましたので、増やすことができませんので、今の段階では。富岡

から２名、オブザーバーで学校運営協議会に入っていただくことを伝えてあります。

オブザーバーも発言権のあるオブザーバーと、実質的には委員に２名加わっていただ

くということを考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ちょっと質問の趣旨が伝わっていなかったんでありますが、この中

学生の部活への対応は、避難住民の子どもたちと既存の現在の村の子どもたちとの、

それをどういうふうに受け入れるのかということでありますので。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えいたします。

今現在、入っている子どもたちはそれぞれ部活に入って、大玉の子どもと同じよう

に活動をしていますし、大変剣道の強い、小学校で優勝したような方が入っています。

これも大玉中学校の剣道部に入ってますので、大変強くなったのではないかなという

ふうに思っております。ですから、これから入ってくる子どもたちもスポ少でも受け

入れるし、部活でも同じように受け入れるので、学級編制も編制し直しをして、混合

で学級編制をしていくという予定でおりますので、村民と同じように扱うというふう

に考えております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。

次に、治安と交通事情について伺います。なにしろ２,０００人以上の大集落が予

想されるんであります。様々な人たちがそれぞれの心の傷、悩みを抱えながら住居し
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ます。当然、予想もつかない諸問題が、その発生も懸念されます。それなりに治安の

安定化というものは、村当局においても考えておられるんでありましょうが、避難住

民にとっても、大玉の村民にとっても初めての経験でありますので、十分に治安には

気を使ってほしいと考えております。当局の見解を伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

おっしゃるとおりでありまして、治安関係ね、これは郡山のいろんな関係でしょっ

ちゅう会う機会もございます。郡山の北警察署長にもこういうことだと。それから、

本宮の分庁舎の署長にも、こういう仮設の関係、こういう状況なんだと。そして、も

ちろん今の駐在所にも昨日もお願いをしましたが、そういうことで仮設の方に対する

大玉村にそれだけの戸数があるということについては、私の方からもお願いして、そ

して、十分承知をしていただいております。そういうことも視野に入れて、パトロー

ルと治安の維持、管理、こういうことについて一生懸命やりますからと、こういう話

をいただいております。もちろん村の消防団関係とか、こういう関係等についても、

これはやっぱり連携を密にしていく必要がある。あるいは交通関係ね、こういう恐ら

く富岡町にもそういう組織があったと思いますから、やっぱり２,０００人の住民の

中に、それぞれやっぱりそういうことについていろいろ細々と落ち着いた段階で取り

決めをしていきたいと思うんです。そういうことで、交通関係についてはこういうふ

うな方法でお互いに協力し合って、気持ち良い生活をしようじゃないかというような

ことで、これらについては一つひとつ富岡の町民も印象悪くなく大玉で過ごせる。大

玉の住民も受け入れをして、まあまあいろんな面で良かったなと、そういうこれを縁

にまた一大消費者を顧客に結びつけるようなことも考えられるわけでありますから、

むしろ大玉としては、これを機会に発展的に良い方向に芽を伸ばしていきたいなと、

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。避難住民、そして大玉村の村民、決して

治外法権的なこと、そういうことには絶対ならないようにお願いしておきます。

次に、交通事情についてでありますが、６３０戸と言いますと１,０００台近くの

車が通行することになります。幸い皿久保の交差点は改良されたところで一安心であ

りますが、近隣のそれぞれの交差点などについては、十分注意、喚起、点検をして、

住民の安心、安全の確保をお願いしたいと思っております。更に、先ほども申し上げ

ておりますが、通学路などの通行については、避難住民にも徹底して安全指導、警察

署などを通じてお願い申し上げます。当局、どんな対応を細かいことでありますが、

考えておられるか伺います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。基本的には本宮分庁舎を通しまして、

また、駐在所を通じて交通指導等については行っていくというようなことでございま

すが、今回、当面、入居される方については１２４戸ということで２５０名というよ



- 42 -

うなことでございます。どういう方が入居されるかというのもまだ分かっていない段

階でございますので、そういった毎日通勤されるような方が来るのか、それとも仮設

住宅におられるような方が多いのか、そういうことも含めて、現状を見ながら検討し

ていきたいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。特に暖かい地方の方々がいらっしゃいま

す。冬場の交通事情というのは、とても皆さんに想像つかないような状況が起きるん

じゃないかと思いますので、十分対応をお願いしたいと思います。

次に、避難住民と村民とのコミュケーションの問題でありますが、避難住民の大変

多難な状況は理解しなければなりません。しかしながら、そのことによって、大玉村

民にあらゆる意味においてでありますが、我慢を強いるのは問題でありますので、そ

れぞれお互いの指導者の上手なコントロールが求められると思っております。私たち

議会も交流の申し入れなどはしなければならないんではないかなと考えております。

案ずるより産むが易しという言葉もございますが、できれば２年後にお互いに笑顔で

避難生活の収束が迎えられるよう願いたいのであります。村長の方針、見解を伺いま

す。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

先ほども申し上げました。縁あってこの大玉村に住んでもらうことになるわけであ

りますし、また、こういうことは予想もしてない大玉としても出来事でございました。

そういう中で、戸惑うところはこれあると思います。いろんなまた心配な点もあると

思います。しかし、現実をしっかり踏まえて、先程来何回も申し上げましたが、そう

したことを連携密にして、また、仮設に入る方も何戸ごとにというふうな、そういう

いわば行政区で言うならば行政区長みたいなね、そういうことでしっかりと町民の連

携を保つようでありますから、なおかつそこから今度は今の富岡町の行政、そしてう

ちの方の行政、もろもろの関係、そしてまたいろんな催し物の関係ね、例えば夏まつ

り計画をしております。こういうものについても、やっぱり伝統文化の富岡町にもそ

ういうことがありますので、担当の方でいろいろ詰めておりますけれども、一緒にで

きるようなものは参加をしていただくと。そして、やはり今言ったように協力しても

らうところは協力してもらう、こういう良い関係で保っていき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） ありがとうございます。先ほどからお話し伺っておりますと、富岡

町民のみ受け入れるような、そういう感じて伺っておるんでありますが、ほかの既に

完成している仮設住宅、入居者が埋まらないというような状況も報道されております。

そのような状況になれば、我が村も富岡町以外の避難住民の受け入れ、そういう考え

はあるんでありましょうか。あるとしたら、その対応どのように考えていらっしゃる

か伺っておきます。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

この仮設関係で例えば新聞によく新聞までも写って、桑折町にできた。ところ

が、入る方がいない。その辺が私たちも何やっているんだと言いたくなるんです。要

するに仮屋ね、仮屋の関係約１万戸近くなったんだわね。当初福島県の計画は１万

４,０００戸だったんです。その後に今度１万戸また追加したんだね。仮屋が既に１

万戸くらいになっているんだから、後の追加の１万戸はどうなるんだと。これは国と

の関係、県との関係、これ税金の無駄遣いになる危険性があるんじゃないのかという

ことをこれ言っているのね。だから、要するに今回つくづく考えさせるのは、やっぱ

り基本的人権、憲法で言っている基本的人権、衣食住、生活の３要素、こういうとき

にそれを優先的にやらなくちゃならない。これは知事に１戸当たり、こういう大きさ

で、１戸当たりの予算はいくらだよと、知事、その予算はちゃんと流すんだから、知

事、市町村長と相談して、すぐやってくれないかと、これやればいいんですよ。これ

を専決というんです。これは与野党問わず反対する人いないんです。生活の３要素

でありますから。だから、そういうのがこの後々になってずうっと来て、そして、今

度は途中でいろんな変化もあって、私らも心配しているんですよ、これ。仮屋が約

１万戸くらいになっている。では、後の追加１万戸どうするんだと。うちの方は１万

４,０００戸のときのこれ計画なんだね。結果的には、富岡町からということでこれ

引き受けているわけでありますから、富岡町は１万５,０００人の人口のところであ

りますから、亡くなった方もそれは確かにおります。そういうことで、これだけ必要

あるということで、要するに郡山とそれから三春と大玉と、団地で一番大きいのは大

玉ということでこれ依頼されておりますから、富岡の町民ということで考えておりま

す。ただ、今言ったような事情で、最終的に今度それでは後の１万戸、これを減らし

て、そして、じゃそのためにはよその方もどうとかこうとかということになるような

危険性も、これは絶対ないとは言えない。ただ、それはもちろん県の方と、それから

富岡とうちの方との今度はその協議によってどうするかというようなことを対応する

ことになる。ただ、埋まるのは学校の関係とか、そこにやっぱり生活を長い期間やっ

ておりますから、そういう関係でやっぱり３か月とか、最終的には埋まるのは５か月

かかるんじゃないかと、こう言っております。だから、すぐバッと６月いっぱいなら

６月いっぱいに埋まるわけではないということは申し上げておきたいと思います。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。是非その辺は慎重にお願いいたします。

次に、原発事故に対する施策について伺います。ここで、原発事故による風評被害

を含む実質的被害に対する村当局の対応を伺います。まず、農業及び畜産への被害状

況について伺いますが、先ごろ、ＪＡを窓口に農産物損害賠償に関する説明会とか、

チラシの配布がなされたところでありますが、それぞれ枠組み、損害賠償の進め方に

ついて示されたのでありますが、実態は請求する側とされる側、いかに証拠書類など

整備提出できるのか。あとこれを受理するのかにかかっております。生産者ごとの品
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目別とか、旬別、これ季節ごとの出荷数量の確認など、とっても複雑なんであります。

また、風評被害となると、また更に複雑で、ＪＡ取引農家ならともかく、ＪＡを窓口

にしてない、取引のない一般農家では、とても面倒で対処できない方が多数おられる

と考えております。泣き寝入りにならないよう、それぞれ営農形態が違うんでありま

す。もっと簡潔な救済策はできないものかと思案いたしております。２次、３次の救

済策が出るようでありますが、村としてどういった対応をどこまで考えていらっしゃ

るのか伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

先ほど申し上げたように、原発事故並びに損害賠償対策協議会をこれを立ち上げま

す。そして、縦割り的に県の方にはそれぞれありますよ、ＪＡサイドとか商工サイド

とか観光サイドとかありますよと。しかし、それぞれの市町村にも窓口が開設される

ことによって、なかなかスカッといかない面、例えば直売所のようなもの、こういう

大玉の場合の例ですとね、こういうところはやっぱりどこがお世話するんだと。こう

いうのも農産物ですから、これはＪＡがと言えばＪＡもやってくださると思いますけ

れども、これから担当の方もいろいろと詰められると思いますが、そういう問題とか、

あるいはスカッとしない面、県等に組織の中でどこが所管するかというスカッとしな

いような面、しかし、実質的には、なるほどな、被害被っているなというような面も

出てくると思う。そういうのは、やっぱり市町村の窓口相談ということで、そこで相

談を受けて、そして、図式としては個人が結局東電の方に請求をすると、こういうこ

とになりますけれども、その辺はやっぱり落ち度のないように末端の結局最も身近な

機関として責めを果たさなくちゃならないなと、そのように考えております。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） はい、ありがとうございました。

次に、同じ農産物を取り扱っている直売所、先ほど村長からも話がありましたが、

直売所について伺います。先ごろの直売所に対する説明会、８０人以上の方が説明会

に出席されました。それこそ１品１００円単位のもの、多品目に取り扱っているのが

現状であります。これらの出荷農家に対して、年度別の過去の売上実績からのそうい

う補償額とか、そういう評価、算定はできないものなんでしょうか。今のＪＡでやっ

ているやり方だと、とてもじゃないが農家の皆さん対応不可能であります。そのこと

について、もっと生産者にやさしい対応をできないものかと、そういうことを村とし

て是非要求してほしいと思っております。そういった考えがあるかどうか担当に伺い

ます。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

直売所につきましては、過般、ＪＡ並びに普及所から担当者を招きまして説明会を

し、約８０名程度が説明会に出席したということでございますが、いわゆる請求につ

きましては、あくまでもＪＡにする場合もそうですが、あくまでも個人単位で請求す
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るということでございますので、いわゆる系統出荷については農協関係に資料がある

と。系統以外については直売所もそうですが、個人のいわゆる資料をまとめて請求す

るということでございますが、直売所につきましてもある程度過去の売上、個人の売

上関係に資料を準備できることにつきましては、直売所側でパソコン等によって提出

可能でございますが、あくまでも販売できなかったとか、そういうことの証明につい

ては、個人で管理していただいて、個人がどういう品目をどのぐらい例えば出荷でき

なかったという、その積み上げて請求していくということになっておりますので、そ

の辺も含めて請求の段階でいろいろ農政課担当としましても、販売者の方のご相談を

お受けしたいと思います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 結局今、課長がおっしゃられたことをやりますと、一日に例えば１０

品目くらい１００円もの出しているんです。それで、出す方は一日１２０点、１３０

点出していらっしゃるんですよね。それを１品１品ごとに農協の対応だと作らなきゃ

ならないんです。とてもじゃないが、その経費だけで補償額もらうより大変な経費か

かっちゃいます。そういう実態というものを結局東電の方の担当の方に分かってほし

いと、そういう要求をしていただきたいんであります。でないと、今のままでは直売

所の皆さんは全員泣き寝入りになります。たぶんそうなると思います。写真とかなん

か揃えられるはずありません。それで、面積にしたって、それぞれの野菜を作ってい

るんですから、０.１アールも作っていないんです。それを０.０５、じゃそれを全部

揃えるなんてとてもじゃないが大変なんです。そういう実態を是非ご理解ください。

次に、アットホームの営業被害とＴＡＩＧＡゴルフ場の営業被害などについては、

どのように対応されるのかを伺いたいんでありますが、また、細々と運営して頑張っ

ている授産施設などの仕事受注もすっかり減って困惑している状況にあります。是非

早めの対応をお願いしたいんでありますが、その辺どのように対処され、また、指導

されるのか併せて伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 詳細については、担当から答弁をさせますが、もろもろの関係ね、

例えばＴＡＩＧＡカントリークラブとか、村直営のアットホームおおたまの関係とか、

あるいは授産施設関係も、これも仕事がなくなってしまったと、こういう状況であり

ますので、もちろん損害賠償の対象になります。こうしたことについても、これは丁

寧に相談に乗って、そして、請求をするというようなことにこれはするのは当然であ

るなというふうに考えております。あと、もろもろの関係のアットホームおおたま関

係、その他の施設関係の具体的な関係、こうしたこと等につきましては、担当課長の

方から答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 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） １番議員さんにお答えいたします。

参考までに昨年３月から５月までと今年３月から５月までの売上実績を比較いたし

ますと、昨年３月から５月までの合計２,８４２万円に対しまして、今年は３月１１



- 46 -

日までの３２５万円、加えまして避難所施設の使用料、これが支弁されております。

こちらを合わせました売上合計が２,２１４万円というふうな実績でありまして、実

質的な減収につきましては６２７万円ほどの減収というふうな状況になっております。

ただ、現在のところ避難者の状況を見ながら８月上旬の営業再開を目途に準備を進め

てまいりたいというふうに考えておりますが、例年ですと８月お盆近辺につきまして

は県外のお客様の予約が満杯に入っていたというふうなことが今年は全くございませ

ん。そういったことから考えますと、むしろ再オープン後のこれからの方が営業的に

は厳しいものがあるのかなというふうに認識をしてございます。以上であります。

○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。

ＴＡＩＧＡカントリークラブにつきましては、アシアナ航空の福島便が休止されて

いるということも踏まえまして、更に風評的な被害、これも結構あります。そういう

意味での利用客の大幅な落ち込みが現在起こっていると。具体的には４月であります

と例年の半分、５月になっても３分の２程度の回復だというような状況であります。

現在、４０名程度の飯舘村の一時避難所として、県との契約により避難者の方もいら

っしゃいますが、現在はそういう状況であるということであります。先程来、村長申

しております。連絡協議会、こういうものを明日が福島県の方からみえられて、それ

の意見交換会、協議を明日の午後行うこととしております。来週には、そういう形で

の協議会を立ち上げると。当然、その中にはメンバーとして授産施設、そういうふう

な福祉施設、こういう方々もメンバーの中に入るということで、いろんな複雑多岐に

今回の被害がわたっております。そういうふうな形で、漏れのないような形で損害賠

償のための組織をＪＡとか商工会を代表されますけども、そのほかの各種団体、そう

いう福祉施設、こういうものも含めまして立ち上げていきたい。政府指示による出荷

制限関係の賠償、更には第２次指針で示しました風評被害、これらについても遺漏の

ないように、想定されるすべての損害を集約しながら請求していくというような考え

でおります。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 丁寧なお答えありがとうございました。いっそ天災国難と言われれ

ば、あきらめも我慢もするんでありましょうが、政府が人災と認めている状況では、

きちんとした公正、公平な補償救済策がとられる必要があると考えております。それ

が民主主義の原点でもあります。村民の立場になって、村民が納得できる、決して他

人事にならない村当局の対応をお願いしておきます。

最後の質問に入ります。１つの提案なんでありますが、村おこしを考えると題して

質問いたします。私は、今、１つのプロジェクトを手がけております。名付けて玉応

柿再生プランと申します。今から約１００年ほど前に、旧玉井村の村長でありました

玉応氏が、村民の健康と長寿を願って村おこしを併せて考えて、村内の各戸に柿の苗

木を配り植えさせたと聞いて伺っております。柿は、元来安達地方が一大産地であり

まして、歴史的にも会津みしらず柿の原点は、旧岩代町の西念寺の柿、特にセイネン
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ジ柿と言われております。また、柿は、別名医者いらずとも語られ、柿が赤くなれば、

医者は青くなるなどということわざもあるとおり、戦国時代の昔より戦用の兵糧とし

て重用されまして、伊達政宗の時代に会津移封の際に会津の里に持ち込まれたのが始

まりと伺っております。この玉応柿、別名タヨウジ柿とも呼ばれる方もいらっしゃい

ますが、平種柿の一種でありますが、昭和の中頃は本宮の貨物倉庫が、玉井産の柿の

箱でいっぱい埋め尽くされていたと。その様子は、秋の風物詩でもあったと伺ってお

ります。本宮町には、多くの柿取扱い業者が存在していたとも記憶されております。

しかしながら、時代の変遷で、その柿の木も本宮町内にラケット工場が盛んなころに

バトミントンラケットの材料として重宝されまして切り尽くされたと伺っております。

幸い南町の玉応氏の畑には、数本の玉応柿の老木が、今も健在で柿を実らせておりま

す。最近、その柿の枝をいただきまして、接ぎ木の作業を行ったところなんでありま

すが、私、当時の玉井村、海外労働などで村の経済を支えた時代にあって、村民の健

康と長寿を願い、更に村おこしを考えて、柿の木にかけた当時の村長の思いに深い感

銘を覚えまして、その思いを改めて引き継ぎ後世に伝えたく、玉応柿再生プラン事業

として玉応柿の復活再生を願っているものであります。でき得れば村の宝として、こ

の柿の木の保存と大玉ブランドとして、玉応柿の名を利用した村おこし、里山の利用、

遊休農地の活用をと願っております。このことは、私個人のたわごとかもしれません

が、大玉村の歴史と文化を、そして先人の知恵を紐解いて、それで大玉ブランドの発

掘をして、村おこしの一端になればと、そのように考えております。接ぎ木作業も豆

柿の台木を準備して始めたんでありますが、成功率はなかなか厳しくて悪戦苦闘して

おります。粘り強く続けてまいりたいと思っております。また、是非お力添えを願う

ところであります。桃栗３年、柿８年と言います。長い目で見た地域おこしと地域ブ

ランドの確立を願っての発想なんでありますが、是非村長の感想を伺いたいと思って

おりました。よろしくお願いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

歴史、文化の中から大玉ブランド、こういう発想というものはやっぱり大切だと思

いますね。玉応柿とか、あるいは当時大玉の特長というのは、やっぱり移民ね、移民

を薦めた時代もあるんです、ハワイ島とかね。まああと今言ったように柚子の産地は、

馬路村とか、成功しているところあります。それから、和歌山県というところから紀

州梅と、これ有名なんですね。だから、それから今の長野県の川上村だとレタスとか

とね、それで何千万単位の粗収入を上げていると。そういう現実のところあるわけで

ありますから、だからそういうことを考えると、じゃ、しからば、こういう土壌が汚

染された。汚染されたようなところはどういうものに転じていく必要があるのか。こ

れはこれからやっぱりいろいろ皆さん方の知恵を頂だいしたり、あるいはまた我々自

身が研究をしたりというようなことで、先ほどもチラッと言いましたが、今までは農

産物だったけれども、今度は思い切って産業作物を作るかとか、こういうこともやっ

ぱりこれは国との政策、あるいは県の政策絡みの中だけれども、そういうことも考え
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られるな。あとエコタウンという、そういうこととかいろいろあります。とにかくこ

れ起きてしまったことでありますから、起きてしまった中で生き抜いていくためには

どうするか。死ぬわけにはいかない。むしろ災い転じて福をなすという、こういうや

っぱり意気込みで、この大玉村というものを考えていかなければならないなというふ

うに思っておるところでありまして、良い知恵をひとつどんどんと発信をしていただ

きたいというふうに期待をいたしたいと思います。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） ありがとうございました。残された時間もあまりありませんので、

私の１年生議員としての議会活動もあとわずかであります。この４年間の議員生活、

村民の声の代弁者という立場から活動してまいりました。一般質問が議会活動のすべ

てではありませんが、私は、この３０分間の質問、後ろに６０万円の報償、活動費を

いただいている。いわば１分間２万円の質問であると、このように考えて検証、評価、

提案をしてまいりました。内容はまだまだ未熟、不服でありましたが、それなりに充

実した議員活動を送れたことに感謝を申し上げてこの質問を終わりますが、これから

の２年間、国にとっても大玉村にとっても、大きな転換期になるのではないかととら

えております。村長の英知と指導力、それから職員の皆さんの活力ある働きにご期待

申し上げて、最後に大玉村の発展と、そして大玉村議会のますますの活性化をご祈念

申し上げ、結びといたします。質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（菅野行雄） 以上で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。

（午後０時１７分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） １４番佐原吉太郎君より通告ありました「東日本大震災における復

旧にかかる国の財政圧迫が懸念される。どう財政を建て直すか皆で考え、復旧のため

の第一歩は何を優先すべきかを考えるべきであると思う。」ほか１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、２件について一般質問を行いたいと存

じます。

まず、本題に入る前に、東日本大震災におきましては、亡くなられた方々のご冥福

を謹んでお祈りを申したいと存じます。ともに、被害された皆様、そしてご家族の方

々に心よりお見舞いを申したいと存じます。一日も早い復興を願っております。また、

地震、大津波による福島原発の影響を受けられた地域、また、長期にわたる避難など、

日常生活に多大な影響や不自由を生じ、苦難の毎日を余儀なくされていることと存じ

ます。我々議員が何をできるか、被害にあった方々にどう貢献すれば良いかのかを一
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般質問の議題としたいと存じます。

１点目でありますが、東日本大震災における復興にかかる国の財政圧迫は、今、懸

念されております。どう建て直すか皆で考え、復旧のための第一歩として我々に何が

できるのかを考えた場合に、まず、最初に、我々できることは、行政長あれ我々であ

れ、寄附行為は禁じております。そういう中で、今、我々にできることは、要するに

今まで５％、１０％やっておったわけでありますが、それ以上ですね、例えば２０と

か３０とかやることによって国の負担が少なくなることであります。それによって、

復旧復興が一日も早くできるものと私は信じております。村長は、この大災害におけ

る私が今申したとおり、どのように考えておられるかをまずお聞きしたいのでありま

す。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

おっしゃるとおり大変な震災の状況下にあるなというふうに考えておるわけでござ

いまして、そのための議会議員の報酬削減の関係についての質問のようでございます

が、これは各々の議員が考えていただくべきことであって、村長の立場である私が軽

々に言うというふうな内容のことではない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） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 今、村長は他人事のようにおっしゃって、今、どこの市町村で

も例えば大阪の橋下知事は、やはり財政状況がだんだん悪化していく中で、例えばで

すね、これは関連でありますから当議員ですな１００何十名あったのが８５名に提案

したんですよ、その減らすこと。そうやって自らが取り組んでいるんですよ。村長は

他人事のように常に申し上げるが、やはり村長自らこの困難を乗り切るには、議員の

皆さん、どうですかと、こうやってこれを乗り越えないと、これからの復興はあり得

ないと。ますますこれから雇用から何から低迷している中で、そして、ましてや政府

も１,０００兆円に近い借金があるわけですよ、これから。また、３０兆円も復興の

ために、これはいろんな面で予算付けますと、また、更に１,２００兆円にもなるわ

けですよ。そういうことで、他人事ごとではないんですよ。村長自らどうですかと、

削減して。そして、この困難を乗り切るんだという考え方がなぜできないんですか。

ほかの市町村で大阪はこのとおりやっているんですよ。そうすれば、自ら村長も私こ

の関連で出てきますが、やはりそういった姿勢というものは、私は大事だと思うんで

すよ、首長なんだから。そういう決断をもってこの困難を乗り切ると、そういうやは

り固い意思を持って村政に携わらないと、言うことはぺらぺらと言ったって、現実が

なくちゃだめなんですよ、これは。やはりこれからそういったことをやはり村民が一

番求めているんですよ。村長がそうやって提案すれば、私たち議員も、ああそうです

か、村長がそういう財政を建て直すのに、また、こういう復興に役立てるためには、

それも必要かなと我々も理解できるんですよ。だから、首長からそういったものを提

案すべきでないかなと。もちろんこの報酬に対してもですよ。もう一度ひとつお答え
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願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

それぞれにそれぞれの考え方あってしかるべきであってね、よそはよそであります。

私は私であります。１４番議員は１４番議員の考え方、これね一概に削減すれば良い

というわけではないんだね。減らせば良いというものではないんです。ましてや議会

議員の報酬のことを私は口出すつもりはさらさらありません。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） そういうことを申しますが。

○議長（菅野行雄） マイクお願いします。

○１４番（佐原吉太郎） 名古屋の財政再建について、河村市長が６５％削減したんです

よね。そのとき私にこうお答えしているんですね。村長の報酬については、高いとい

った認識は持っておりません。むしろ報酬以上の仕事をすれば良いという認識を持っ

ていると、こう言っているんですよね。それじゃね、例えばですよ、二本松市長、各

市町村長さんもかなりやっているわけですよ。今日の報道にも出てました、民友さん

にね。例えば南相馬が約５０％カットしているんですね。あと相馬市で市長の給与が

５０％カット、それから二本松が３０％なんですね。こうやって自らがやっぱり減額

してね、そうして独自でね。これはできるんですから、簡単に。そうすると、我々削

減することは、そうすることにまた村長がそれに準じなければならない。だから、そ

れにさわりたくないから言わないんじゃないんですか。それと同時にね、ほかの首長

が言っているね、下げないから私はそれ以上の仕事をやっているんだと、報酬に見合

ったことをやっているんだと。例えばですよ、二本松市長とか相馬とか、そういう人

たちは全くやっていないんですか。やっていないから５０％削減しているんですか。

そういう都合の良いことを言ってはだめですよ。トップはやっぱりこういう時代だか

らこそ、やはりそういうものを乗り越えるためには、自らが身を切ってやはりやると

いうことなんです。それにも議員も同じですよ。我々もそういうふうに考えているん

ですよ。村長がそういうふうに提案すれば、我々もそれに同調するということですよ。

と思いますよ、村長が言えば。そういうことが政治に一番求められているものなんで

す、今は。村民からいったって、国民からいったってね。我々がこんな小さな村から

そういうことをきちっとやっていけばね、全国にこれが波及するんです。後から出て

きますが。まあそういうことで、もう一度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） 削減については、選挙公約が多いんですね。これはいや大体は、例

えば今の相馬とか南相馬とか、それからお隣の関係も話出ました。私も調べておりま

すから。ほとんど選挙公約なんです。だから、それはその人の考え方だからとやかく

私は評論家ではありませんから言いません。それから、私、前にね高いと思っていな

いというのは、そのとおりです。私は、報酬高いと思っておりません。これも言った

と思うんだね。私はね裁判で１０年間、これ被告の立場できたんです。これは通常の
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業務と違うんだよね。大変なことなんですよ。これ敗訴をすれば、やった仕事は残る

けども、損害賠償これね公共に賠償しなければならない。私は１０年間やってきてい

るんです。そういうリスクを背負って、じゃそのやってきた仕事は大玉村のためにど

うだったのか。私は大玉の発展につながっておると、こう思っているんです。そうい

うリスクを背負ってやっている村長でありますから、もらっている報酬は高いとは思

っておりません。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） そういう考えであれば、それで村長の考えでありますから村民

のためとかうんぬんくんぬんというのは全く逆行することですね。言っていることと

やっていることがね。時間がないので、だんだんこれなくなるので、次の議題に移り

たいと思いますが、十分考えていただいて、復興のために努力していただきたいと思

います。

とにかく村長がこの困難を乗り越えるためにも、元町村会長である経験を生かして、

やはり先ほど申しましたが、やはりこういうときだからこそ、まあね、福島県は地震

にも遭った、原発にもあったね。そういう県の中の大玉の１つの小さな村であります

が、こういうところからやはり復興のために、村長、今は１０％やっておりますが、

これを例えば３０％やります。そうして、市町村の会長である方が説得力をもって、

ここから小さな村から火を燃やしてやるんですよ。それをやればですね、これは全国

に波及してね、その浮いたお金は大変復興のために役に立つわけですよ。そういう信

念を持ってトップに立つものはやらなくては、だれができるですか、これ。被害に遭

ったあった、しかも小さな大玉村からそういった火種をパッとやって、そうして波及

させることは、これから一番の大事な要素であると私は常に思っている１人でありま

して、その点についてもまず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） お答えをいたします。

それぞれの自治体にそれぞれの事情がありますね。先ほど私言いましたが、５９市

町村の中で県下でね、裁判１０年間ね被告の立場できたというのはだれも経験してい

ないと思うの、これはね。そういうそれぞれの自治体によって違うんです。したがっ

て、少なくとも１４番議員に報酬削減しなさい、私は、はい、そうですかというわけ

にはいきません。これはね、人の経験しないことを私は１０年間も経験してきている。

だから、それだけに責任というものを感じてやっておるわけでありますから、したが

って、もらっている報酬は高いとは思っておりません。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） （発言あるが不明）

○議長（菅野行雄） マイクを入れてください。

○１４番（佐原吉太郎） ああ、はいはい。先ほど私言っているのは、やはりこの財政再

建が、そしてこれからこういう復興によってものすごい財源が地方から、国にあれや

れこれやれと、村民一人ひとり、国民一人ひとりのこれ税金で賄っているんですよ。
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何借金したって。それを自ら身を切って初めて行政の長であり、それだけの責務があ

るはずなんですよ。そうして、復旧、復興のために第一歩としてやれば、すばらしい

やっぱり歴史の一歩なんですよ。そうすれば、それをやることによって後から出てき

ますが、国会議員も自ら削減する。そしてまた、報酬を下げる。これをやらないで、

足らないところは皆借金で補てんしよう。そういうことをやっていたんでは、国はこ

れから破綻しますよ。そういうことを私常に言っている。なんですか、さっき村長は。

裁判のことを打ち出して、それは裁判やられるようなスキを与えたのがあなたの執行

としての過ちじゃないですか。なんでもなければ、疑いを持たなければですよ、そう

いうことないんですよ。それを持ち出してね、裁判のことを持ち出して、うんと因果

みた、１０年因果みたって。また、やった人間も不信感を持ってやったんですよ。そ

んなこと言われる必要ないんですよ。もう解決ついたやつだから。何を言っているん

ですか。的外れなことを言っちゃだめですよ。議題が違うですよ、議題が。そのこと

をまず、ひとつ。

○議長（菅野行雄） １４番議員さん、今、１４番さんの質問に対しての村長の答弁です

から、ご理解をしてください。

○１４番（佐原吉太郎） いや、議長ね、あなたはどっちの見方、中立でなくてはならな

いから。私言っているのは、私はこのことに対して言っているのにね、１０年間裁判

で骨折った話言っているんですよ。

○議長（菅野行雄） 私が言っているのは、１４番さん質問に対しての村長の答弁なんで

すから、中身についてどうこうは全く別ですよ。

○１４番（佐原吉太郎） だからだめなんですよ。そういう言ったことに対して。

○議長（菅野行雄） だからだめじゃないんです。そういうことです。

○１４番（佐原吉太郎） 私が言ったことに対して回答すればいいんですよ。そして、横

滑りするような言い方というのはいかがなものだと言っているんですよ。私は。何言

っているんですか。まあそういうことであります。そういうことで、議長は中立でな

くてはならない。よく耳を開いてね公平さを保ちなさい。

○議長（菅野行雄） 議長の職権で１４番さんにお話しをしているわけですから、理解を

してください。

○１４番（佐原吉太郎） まあ、とにかく続けます。やりますよ。そっちが言うからだと

いうの。なに語っているんだというの。まあそういうことでね、これらについてはと

にかくそういうことを出さないで冷静さを保って、お互いに。冷静さを保って、やは

りそれはそれ、これはこれね、今、私が議題としているところはそういうことであり

ますから、村長の器量であれば、そういった今までの町村の会長であるが上に、それ

だけのノウハウとあれを持っているわけですから、したがって、それを村長のそうい

う経験を生かしながら、ここからそれこそ火の種を全国に波及していただきたいとい

うのは私のお願いなんですよ。もう１回ひとつお願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。
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先ほどの裁判の件については、これは間違いではないんです。それだけに責任を負

って、リスクを背負って任を果たしているんですよ。だから、私の報酬は高いとは思

っておりません。こう答弁したんですから、どこも間違っていないんです。それをや

っぱり１４番議員は認識をしなければならないと思います。

それから、町村会長という、そういう経験を生かして発信すべきでないかと、こう

いうことでございますが、それはそれぞれの自治体の自治体の考え方があり、首長も

あるんです。そういうことを発信をする気はありません。十分自治体ごとに考えてや

っていただきたい、このように思っ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） まだこれ同じことを言うようになるんですが、まあとにかく村

長、私はその経験を生かしながら発信という、あのね相手はどう受けようとこれ関係

ないんですよ。ここ発信することは、相手がやるやらないはこれ自由なんですよ。そ

の発想によってね、やはりマスコミというのは大きくクローズアップされると、そう

いうことによって、それがだんだんだんだん浸透していけば、財政再建にもね、それ

と同時にこの復興のための財源というのを確保されるんです。そういう意味で私言っ

ているんですよ。そういうことをご理解いただきたい。それが分からないなら分から

ないで結構ですよ。

はい、次いきますからね。先ほどずうっとまた同じようなことなんですが、２件目

でありますが、地方自治体の考え方、今までのようなありようでは復興は恐らくでき

ないだろうと。できても大変な借金地獄になって、子どもたちに要するに借金をかぶ

せるようなことでは困るんです。だから、我々できることは何かと。そういう自治体

が、これから考え方を大きく変えていく必要があるのではないかと私言っているんで

すよ。そういうことからいけばね、これ①なんですが、ちょっとね、もちろん課長さ

んに調べていただいたんですが、実はですね、自治体ですね、これ出ている通りね１,

７９４人の議員が自治体があるわけですね。それに対してですね、例えば議員がそれ

おって、それからなんだこれは、まてよ、ちょっとおれ書いていたの、どこにいった。

ああ、これだな。報酬ですな、平均して３万６,０００人おるんですね、町村の数で

すね、大体。そうしますと、これに例えば５９５万９,０００円掛けますと２,１９０

億円ですから、約２,２００億円、これは推定でありますから。そういうことで大変

な額になるわけですね。それの１０分の１にいたしましても２２０億円の削減になる

わけですね。それと、町村長もおるわけです。三役もおるわけです。それから、県会

議員もおるわけですね。それと同時に知事さんもおるわけですね。そういうことを総

括しますと、この復興にね、そうやってみんなして助け合って努力すれば、やはりす

ごい削減になってね、復興のために私は非常に明るい未来があるんじゃないかなと。

ああ首長も議員も国会議員も、そうやってみんな削減して助け合う。人間として支え

合うというんだから、人間というのは、そうやって支えてあって。しかも、ここに昨

日、一昨日ですか、がんばろう福島とこれ出しましたね。何を我々がんばるんですか、

これ。そういうことを実務としてやはり一様に削減していけば、本当にがんばったこ
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とになるんです。こんなのフダやなんぼやったってだめですよ。やはり実務的にやは

りそれをきちっと示さない限りは、国民も県民も市民も町民も村民も納得私はいかな

いと、こう認識しています。それに対して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） お答えをいたします。

議員を削減すればね、首長もね減らせば、必ずしも地域の発展につながるわけでは

ない。私は、そう思っているんです。ここに書いてあるように、１,７９４議員報酬

の総額推定は２,２６０億円だと。１０％以上減額すれば、２２０億円がこの結局浮

くべと、それを復旧のために役立つ金額と思うんだがどうだということだから、議員

の頭数を減らしたり、報酬を減らしたりすることが必ずしも復旧、復興につながると

は考えていない。減らせば良いというものではない。報酬もそう。報酬もこれは先ほ

ど言っているとおり、それぞれの自治体の議員が、我が自治体の議員としてどうある

べきかということを考えればいいんです。だから、よその方の自治体の議員にこうす

べきだ、ああすべきだなどというのは、私にはそういう権限がない。だから、ただね

言えることは、報酬を減らせば即この復旧、復興につながるという、そういう単純な

ものではないということであります。ついでにこれ首長の関係もその３６０億円、

１０％で３６億円だと、これも役立つんだべと、そういうふうに１４番議員は考えて

いること。これはそれはそれで良いんです。そういう考え方の方もね。ただ、単純に

そういうふうに報酬を減らせばそれが即復旧、復興につながるというふうに私は考え

ていない。それぞれの自治体がしっかりとそれぞれの考え方で取組みをすべきである

と、こういうふうに思っ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） これやる気がないのにいくら言ったってしょうがないんですが、

まあいずれにしたって、そういったその金が即復旧に役立たないと村長はおっしゃい

ますがね、そうではないですよ。日本政府は、まさか隠し財産どこにもあるわけじゃ

ないですよ。皆ね予算を組むんですよ、これ。そして、どこからも出てこないんです

よ。みんな国民の税金ですよ。なぜトップに立つものが、ほかのことはほかだとか、

そういう言い逃れをしたら、本当に村長残念だなと思うな。やはりそういうものは身

を切って、そしてこの困難に乗り切ろうという考え方、なぜ起こさないんですか。ほ

かにそういうこと権限がないとか、ここだけでいいんですよ。ほかに何も言っている

ことないんですよ。ただ、実態としてね、こういうことをやれば、これだけ浮くんで

すよ。これ三役も混ざっていないんですよ。私は推定で申し上げるだけで、これ以上

になっているんですよ、実は。これは大変な復旧に、もしこれが実行されれば三役を

含めてやはり１,５００億円以上に浮くんじゃないかと、私は想定している。そのお

金はね、やはりこれは税金でございますから、その分組まなくちゃならない１,５００

億円をね、これつくることことないんです。それだけこれから復興に役立つわけです

よ。それを即役に立たないとか、それは村長たるものが言う言葉でないと、私はそう

いうふうに認識しております。したがって、やはりこういうのを私は村長、私も冷静
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になりますから、そして、お互いに冷静になってね、やはりこの困難を乗り切るため

に、村長是非ともこういうものを我々もこれ８月で終わりでありますが、そういうこ

とをスイッチを入れたらいかがですか、期待しています。もう１回お答え願いたいと

思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

何回も申し上げているとおりね、自治体というのは、それぞれ違うわけですね。し

たがって、よその自治体に口を差し込むようなことはやるべきでない。自治体は自治

体らしくしっかりとその自治体の住民の状況等を踏まえて、そして、議会議員は議会

議員、首長は首長としての責任を果たす。これは皆違うんです。そういうことが筋で

あろうと。ただ、報酬を削減して、そして、それを復旧、復興の経費に充てる、そう

いうところもあっても良いと思いますよ。その自治体がそういうことで考えれば、そ

れはそれで良いと思うんです。しかし、より以上、今、大切なのは、より以上良き復

旧、復興のための働きをすることが先決だと思う。やっぱり消極的な物事の考えでな

くして、より以上復旧、復興のために知恵を出そうじゃないか、力を出そうじゃない

か、それが前向きである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） これ村長、本当にほかにはそういう私は言う権限がないと何回

も言っておりますが、さらばですよ、ないんだら、これ自らがじゃ自分なりにここで

大玉村という村でね、そういった削減をやっぱり実行したらいかがなものですか。人

のことを言っていないで、ここ村だけでもできるんですよ。それを発信していただき

たいんですよ、私は。それはね大事なことだと思うんですよ。そうしないとね、この

前もテレビで言ってました。議員は何をやっているんだ。首長だってそのとおり。国

会議員も何をやっているんだ。足りなければ借金しっぺと、そういうことでは国これ

から持っていきますか。小さな自治体からそれを発信してね、そして、ほかの自治体

はやるやらないは自由ですよ。我が村だけでもそれを実行すれば、それが波及しない、

するは別として、大きなそれこそ津波でなくとも大きな津波になって、それはひいて

は日本のためになるわけですよ。それを村長に実行していただければ、私は有り難い

んですよ、本当は。有り難いより村民も県民も皆そう思っていると思うんですよ。そ

ういうふうにしていただければ有り難いなと思うんだけど、村長まだこれ何回もお聞

きするようですが、同じことでありますが、時間がありますからまた申し上げますが、

そういうことで是非ともそういった方向付けといいますか、これを実行していただけ

れば村民は非常に有り難い。だれにも口にも出さないけどね、ある村民が、私歩いた

んですよ、実はね。ちょんちょんとこう歩いているんですよ、毎日のようにね。なん

だべなと、この間私が一般質問しました。先ほどちょっと申しました。自分で評価し

て、おれはこれだけ働いているんだとか、他人が評価するならいい、自分で評価して、

報酬もらうのは当たり前だなどというのは、これはやはりサラリーマンやっているか

サラリーマンの発想しかないのかなと。民間だったら、そういうことは言わない。だ
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から、村長もちょっとおかしいんじゃないかなどとは言わなかったけど、それに近い

ことをちょっこと言ってましたね。だからしてですね、やはり村長は常々人より優秀

なんだから、こういうのを発信しながら、やはり将来の展望というか、財政の再建の

ためにも、本来であればこれを実行して、ここから発信していただければ、すばらし

い将来の日本が出来上がるのではないかなと、私はそう思ってあえてですね、憎まれ

憎まれ、こうやって報酬削減なんてやらない方がいいんだけれども、しかし、これは

村民の要望でもあり、先ほど言ったように県民、国民が、そういう要望をしているん

ですよ。マスコミも今、そのように皆言っているんですよね。それはやっぱりそうい

うものにやっぱり耳を貸してとらえて、それを実行するのが政治家なんですよ。それ

を我々行政に立つものが、むくむくとして太ったんじゃどうしようもない、財政がね。

片方は食うや食わずでいる。そして、この上に立つものは全くそのままでいる。これ

はいかがなものかな、村長、もう１回お答え願えますか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは一番我々首長も議員も大切なことは、職分を果たすというこ

となんです。職分を果たすということで、私の場合は県下５９市町村にない、そうい

う裁判１０年間という経験もしているんですよ。責任のある仕事をそういうのに恐れ

ずに、しっかりとやっぱり大玉の発展のために、住民のために責任を果たさなくちゃ

ならない。そのためには、少なくとも１４番議員に言われて、私は報酬、はいそうで

すかと、下げますという気持ちにはなれません。また、今、仕事を私は誠心誠意一生

懸命やっています。いただいている報酬を恥ずるという、高いというふうには思って

おりません。そういうふうに申し上げているんです。

○１４番（佐原吉太郎） まあね、まだ時間あるから７分あるんだね。何はともあれ、村

長、まあそういう裁判のこととかうんぬんくんぬん出して、それだけの私は働きをし

ていますよと。そんなふうに我がの都合のいいことおっしゃっていますが、私はそれ

を理解してません。自分だけだ、それはね。自分本位ですよ。これほどこれからどん

どんどん経済が悪化していきますよ、これ。もうとにかく今までの淡路大震災のよう

な小規模じゃないんですよ。もう日本列島半分、恐らくこれは災害受けたわけですよ

ね。あらゆるテレビ等々で毎日のようにやっています。釜石にしたって宮古にしたっ

て大変な復興に金がかかるんですよね。したがってね、そういうことは何回も言うけ

どね、村長、まあ寝て起きたら、んだなと、佐原さんに言われたからうんぬんじゃな

いんですよね。やはり自らそういうことを生み出してもらって、そして、歴史に残る

村長になっていただきたいなと。それを永遠に続けというんじゃないんですよね。や

っぱりこの２～３年かかるだろう、また、１０年もかかるだろう、この財源は並大抵

のものじゃないですよ。だから、そういうことからわずかな金でも、２００億円、３

００億円、４５０億円でも、例えば１,０００兆円以上の借金あるわけですから、こ

れね。そうすると、我々がわずか削減したって、今言う４５０億円ですか、そういっ

た要するに削減しかできないんでありますが、そういう小さな金でも、これ国民のた

めにお役に立てばということで私は一般質問したわけでありまして、とにかくね私も
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こういうことを今後、例えばわずかな期間しか私はありませんが、私６期ね、村長と

そういったことで電子投票のことも言いました。そして、電子投票もいろんな状況で

とりやめになったようです。これも約７００万円近い削減されたわけです。減額され

たわけです。そういったことを私は常に申し上げて、やっばり財政再建のために、村

民のために、私も再度挑戦しながら、そして、議論を尽くしながら、大玉村の発展の

ために今後、もし、当選した暁にはですよ、また、議論を尽くしながら大玉村のより

良い発展のために努力してまいりたいと、このように思っておるわけであります。そ

ういうことで、まあ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。

次に、１２番佐藤誠一君より通告ありました「仮設住宅について」ほか２件の質問

を許します。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 議長の許可を得ましたので、既に届けておきました３点の質問を

いたしますので、当局の明解なるご答弁を求めるところでございます。

まず、はじめに、３・１１東日本大震災、これは地震、津波、原発の３点セットの

被災でございまして、被災された方々にはお見舞い申し上げたいと思います。また、

今回、こういう大災害が起きまして、８人がすべてこれらにかかる質問ということで、

私、４番目の質問者でございますので、重複するところがございますけれども、私な

りの角度から質問したいと思いますので、再答弁をよろしくお願いするところでござ

います。

まず、はじめに、仮設住宅についてお尋ねしたいと思います。本村は、借宿として

約数か所の施設に富岡町を中心として多いときには５００人、今は約４００人の被災

者を大玉村に住まわせておくというような事態でございますけれども、今後、この仮

設住宅、旧苗畑に今、建設中でございまして、聞くところによると約６００戸、人員

にして約２,０００人入居する予定でございます。それにつけてですね、先ほどもあ

りましたけども、ここに入居者が来ると同時に地元住民とのコミュニケーション図ら

なければならないと思います。浜は浜独特の気性の荒い人もいれば、穏やかな人もい

るでしょうけども、我々山村でございますので、のんびり過ごしている人がいる。そ

の中でのコミュニケーション、全く大切だと思いますけども、村長はどのような考え

を持っているのか、まず、お尋ねするところでございます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これはだれしも住めば都、そして自分の住んでいるところが一番思

いがあるわけでありまして、それが事故によって、結局そこを離れなくちゃならない。

避難しなくちゃならないと。これは、やっぱり同じ県民として、でき得ることは支え

合って生きていく。これはやっぱり人間の道であるなと、そのように考えておるわけ

でありまして、住民の皆さん方にもご理解をいただき、そして、仮設住宅も今、着々

と進んでおりまして、要するに１５日から６月いっぱいですか、募集をまたかけるん

だと、こういう状況下にあります。正確には６３０戸できます。大体２,０００人く

らいなるのかなと。ただ、埋まるのは今朝ほども申し上げました。大体３か月とか５
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か月というような期間がかかるであろうと、そういうふうに言われております。そう

いう中で、これは来る方も自分の大切なふるさとを後にしてくる。受ける大玉として

も、今までお付き合いのない方を受け入れをするわけでありますから、そこはいろい

ろ不安な点がありますけれども、十分午前中もいろいろと申し上げたように、連携を

密にして、尊重するところは尊重する。そしてまた、協力し合うところは協力し合う。

そして、その仲立ちをするのは、何と言ったって富岡町の職員とうちの方の役場の行

政関係、この辺を上手にやっぱり連携を密にして、トラブルのないようにしていくと

いうのが、これが一番大切なことであるなと、そのように考えておるところでありま

す。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 既にトラブルについて、村長が今お話ししましたけども、やっぱ

り一番はトラブルについての問題だと思うんですよ。３週間前ほどですね、福島県警

のパトカーかなと思ったら福岡県、もう北九州からもこう応援に来ている。それを村

長とも雑談の中で話したら、周りとの作業員とのいろいろなトラブルのないように、

これ一日２～３回警備しているんだというような話も直接伺ったこともありますけど

も、このトラブルはまあこれからのことなんでしょうけども、やっぱり未然にそうい

ったことも対応しなければならないということを取り上げておかなければなりません

ので、トラブルのあった場合、どのような対応をしていくのか、まず、伺っておきた

いと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは人間社会ですから、絶対ないということは断言できないと思

うんですね。お互いに村民同士だっていろいろあるわけでありますから、したがって、

これはそうならないように十分努力をしなくちゃならないと、こう思っておるわけで

ありますが、トラブルがあった場合、どうするんだということでありますけども、そ

れはトラブルの内容によってね、内容によってやっぱり善処すると、最大善処するこ

とについて最大努力をするということになろうと思います。例えば警察分野にかかわ

るようなことがあるのかな。あるいは行政の関係で、その入って円満にいくというよ

うなことで済むのかなと、その内容によってケースバイケースになると思いますがね。

やはり、それは善処するための最大の努力をするということであろうと思います。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） まずは、村長の言うように、トラブルは絶対ないとは言えないと

いうことでございますので、ないほど結構なことはございませんで、そのようなトラ

ブルのないような入居生活を送っていただければ結構だというふうに思っている次第

でございますので、当局においても最大の努力を願っているところでございます。

また、先ほども夏まつりの件でも前質問者が言ったとおり、交流についてでござい

ますけれども、既に我が部落においても、ある農家が野菜を作ってて、自分の家でも

しいたけ作っているから是非格安でも結構だからいくらでもお金を稼がなくちゃいけ

ないという被災者が村内におりまして、キュウリのもぎ取りをしているそうでござい
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ますけども、そういったことも含めながら、交流の仕方、当局としてどのような交流

の仕方を持っているのか、まず、伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これはもろもろの関係があります。今朝ほどの質問者にも申し上げ

ました。例えば防犯とかね、そういう関係について。あるいは何事ができた、火災等

について、消防団の関係とか、それから警察関係の見回りのそういうつながり、ある

いは交通関係、大玉とそれから今の富岡とのやはりそういう組織的な連携をするよう

なことがあるだろうなと。そのほかあとあの地区との関係、これも直接は行政区１９

区になるわけですか、そういう関係とか、あと隣接の１４区なり、あるいは１８区な

り、こういうところとの関係とかというふうに、これ実際ある程度安定して、そして

でき得るところから着実に連携を密にするようなことを講じていく必要があるなと。

これ今朝ほども申し上げましたが、今のところ富岡はもうそういう整理できる段階で

ないんですね。なんとか町民を掌握しなくちゃならない。例えば義援金のようなもの

を渡すのにもなかなか掌握できないというような方もいる状況でありますから、日本

のどこかにはこれ居るのには間違いないんです。まあそういう状況で、今、そちらの

方に集中化しております。そして、一定の落ち着いた段階で一つひとつ、いっぺんに

ということではなくて、一つひとつ早め早めに対応すべきところから連携を深めるよ

うなことを図っていきたいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） これらについてもうちょっとお聞きしますけども、既に防犯や見

回り、交通等を含めながら、そういった富岡の方々とタイアップしていくということ

でございますけれども、交流の仕方についてはいろいろなイベントもあるわけでござ

いますので、そういったことのどのような考えを持っ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） 当面、間近に迫っているのは、大玉の夏まつり迫っておりますが、

この夏まつりに富岡にも、そういうやっぱり伝統文化と言いますか、そういうのがあ

るようでありますので、それでは一緒に夏まつりあたりにどういうものかなというこ

とで、今、担当の方で富岡の方と詰めております。だから、これからもいろいろと村

も夏祭りをはじめ、いろんなイベントがありますので、そうしたこと等、これも連携

を密にして一緒に縁があって大玉の地に住んでいるわけでありますから、いろいろの

かかわり、例えば文化的な発表会だとか、あるいはいろんな教育の分野についてもい

ろんなことがあるし、それからこれ今朝ほど来もいろいろ話出ました。原発に対する

これらのいろんな健康面の取組み関係、こういうのも大玉の住民だけでなくして、や

っぱりそこのところ警戒区域の町民でありますから、やっぱりそういう富岡の考えな

どもやっぱり取り入れて、そして、やっぱり一緒に進めるところは進めなくちゃなら

ないなと。それで、すそ野はこれずうっといろいろ広がっていくと思うんです。そう

いうものをその都度連携を密にして、コミュニケーションを図っていきたいなという

ふうに思っているところであります。
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○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 是非ですねそのようなコミュケーションを図りながら、トラブル

のない入居者の生活を一緒にしていければというふうに思っております。

次に、警備体制についてでございますけれども、あそこは今は合併して南相馬市に

なってしまったところと浪江や飯舘とは合併しない。もちろん広野、富岡、双葉、あ

と川内、葛尾等は合併しないわけでございますけれども、いわゆる浜通りとして、い

わゆる相馬と双葉で双相地区ということでございまして、警察署は旧で言えば原町警

察署と富岡警察署があったと言われておりますけども、この警備体制の警察官につい

てでございますけれども、これも雑談の中で村長との話してたら、今、富岡警察署も

ひとどおり被災地のいろいろなこれ被災された亡くなった人を探したり、施設に貴重

品があるかないかなどということで自衛隊を含めながら、そういった体制を取ってき

たわけでございますが、それが一区切りつけば、旧富岡、旧になるかならないか分か

りませんけど、富岡警察署の隊員がこれ余ってしまうということでございますので、

あそこの仮設には２人、若しくは３人の警察官が常駐するんだというような話も聞か

れておりますけども、この警備体制について、警察官はどのような警備体制を取るの

か、まず、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） お答えします。

今の向こうの方の富岡警察署の署員ね、これはね今の現地のところ応援があって警

察、それから自衛隊、そういう方が警戒区域なものですから、そういう状況にあるん

です。そちらの方にこれは集中的に行っている状況でありますので、ある程度落ち着

けば、これは警察関係についても、ある程度こちらの方のまとまったようなところに

対する警備、そこに常駐するかしないかは別として、警備の関係の見回りとか、そう

いうことは充実をいたしたいというように聞いております。とっそく先ほど言いまし

たように、郡山北警察署が所管になるわけでありますので、それの出先ということで

分庁舎、本宮の分庁舎の署長にもよく話をし、又は関係の担当警察等にも私の方でお

願いをいろんな機会に、集まる機会ごとに、こういう地域に状況変化があると。その

ことなので踏まえてよろしくお願いしたいということでお願いしておりますので、こ

れは十分これからの関係等についても、治安維持関係についてはいろいろと協力いた

だきながらしっかりとした対応をしてまいりたいと、このように考えているところで

あります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 是非そのような体制をとりながら、徐々に富岡の警察署も来ると

いうような見通しもあるようでございますので、お願いしておきたいと思います。

また、医療関係についてお伺いいたしますけども、２,０００人ともなれば、本当

に医療所なければなりませんので、一説によると、ある病院が津波等で流されたと、

職員、医師も含めているということで、そっくり移るんだというような情報もありま

すけども、この医療については、当面この仮設住宅近辺にどのような方法を取ってい
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くのか、まず、伺っておきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 実は今日、昼休みの時間に、双葉地方の医師会の会長、私のところ

に来まして、診療所を２,０００人ぐらいというと、かなりやっぱり中にはそういう

かかりつけの患者さん等もいるというようなことで、富岡の警戒区域の中で、かなり

病院とかもあったり、個人の開業医もいるんです。その方も全部避難しているもので

すから、そういうことで、診療所を設けますと。国保関係というようなことで、今の

大玉の例えば地区の住民についても診察をしていただける。まあそういうことなもの

だから、ひとつ協力をお願いしたいということで、いや、かえってそれは地域住民な

にごととしても安心して、しかも町民ですから、これは医者も分かる訳なので、それ

はよいことだということを私話し合ったわけですが、診療所を設けるということでお

るようであります。それで週に５日間来るということで、今の内科とか、それから歯

科医も来るようなことを言っておりました。だから、大抵のちょっとしたことは診察

していただけるんだなというふうに思って、まあ安心をしたところであります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 場所は、この仮設周辺でいいんですか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 確定はしていませんが、恐らく事務所のあったところかなというふ

うに考えております。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 是非２,０００人ともなれば１つの町でございますので、是非そ

のような方法を積極的に取っていただければというふうに願っているところでござい

ます。

(4)に移りますけども、当面の入居期間については法律上２年だということでござ

いますけれども、富岡はこれ原発の２０キロ圏内にすっぽり入ってしまう地域でござ

いますので、２年じゃない１０年だと。１０年でもない、チェルノブイリを見ると２

０数年間、まだ戻れてない人がたくさんいるんだというふうに聞かれておりますけど

も、当局としても仮設でございますので、建物自体も１０年や２０年持つような建物

建設しているところでございますので、当面の入居期間についてどの程度思っている

のかお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 原則２年ということなんですね。原則２年ですから、まあ今言った

ように収束をしていないような状態であるということと、とっぷり警戒区域に町全体

が入っているという、そういうことを考えると、チェルノブイリも今、一定の区域内

には人が住んでいないというようなことを考えると、これはいろんなことが考えられ

るんじゃないかなということになりますと、そのどうしても今後の成り行きでありま

すが、やっぱり人の住める状態にちょっと長期間とかどうとかということになれば、

それまでにいろんな政治的な運動が起きると思います。阿武隈山系には国有地もかな
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りあります。だから、それは今後の話でありますが、一応原則２年ということで、い

ろんな運動は展開状況判断でされると思いますが、もしかすると期間は長引くという

線も考えなくちゃならないなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 私も全く村長の答弁のとおり、本当にチェルノブイリ１つの事故

を見ても、１０年や２０年で戻れるような状態でないというふうに考えておりますの

で、この仮設に入居した人の今後について、やっぱり村長、先ほどの質問者言ったよ

うに、住宅について１,０００戸だと、人口を１万人にするんだというようなぶら下

がったこれ本当に片方ではちょっと事故にあってしまったけれども、村長の目指す目

標がありますので、そのような動きもですねアクションとして取っていただければと

いうふうに思っているところでございます。

次に、大きな２番に移りたいと思います。教育関係について、先ほども質問あった

ようでございますけれども、仮設利用者の幼稚園児、小学、中学生の教室の確保はど

うするのかという質問を行いたいと思いますけども、先ほどは当面、そのような形で

今の現状の維持の教室等を使っていくんだというような話でございますけれども、こ

れまず、別な角度からお伺いしますけども、６３０戸、約２,０００人入れば、今、

当面幼稚園から小中学生まで合わせて約７０人ほど大玉村に在籍して、出たり入った

りしているわけでございますけれども、当局としては６３０戸、人口にして２,００

０人大玉村に移住してきた場合、学童保育児はどの程度見積もっているのか伺いたい

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。

学童保育につきましては、新たに富岡の子どもは受け入れられない旨、富岡の方に

お話ししておりまして、仮設住宅の中で対応をしていただくように協議をしておりま

す。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １２番議員さんにお答えいたします。

子どもたちの状況、これ幼稚園だけでよろしいですか。全部ね。幼稚園については、

全体的には６１名の受け入れる措置があると。条例規則上で１クラス３０名というふ

うになっておりますので、うまく分かれればです。ところが年長とかに偏ってしまう

と、これは教室が増える可能性はないわけではないと。その場合には仮設の園舎を造

る予定があります。それから、幼稚園については、預かり保育、保育が終わってから

の夕方までの預かり保育については、富岡の方でお願いできないかというお話しをし

ましたが、是非村の方で受け入れてほしいというような話もありましたので、１クラ

ス増になりますが、受け入れることは可能だということで返事をしております。それ

から、小中学校につきましては、今現在、２５０名定数として入る余裕があると。大

山小学校が１年生が１クラス増えますが、これはもともとそのクラスだけがたまたま

少なかったので、全学年２クラスというふうにすれば、それだけのキャパがあるとい
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うことですので、受け入れは可能であろうというふうに考えてます。中学校について

は、今現在３クラスぎりぎりですので、たぶん１クラスずつ増になって、キャパとし

てはあと１００名程度の中学生は受け入れることが可能という状況です。以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 小中学校については、仮設等の必要はないということでございま

すけれども、幼稚園についてはちょっと今ぎりぎりというところでいいんですか。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

幼稚園児の各幼稚園が年少、年長で４クラス、これは変わりません。受け入れるこ

とは可能だと。預かり保育、子どもたちは午前中とか午後一番で帰りますので、勤め

ているということで、保育所と同じように６時まで預かっている。まあ保育所の４歳

児、５歳児の保育所版ということですが、その場合には既にもう定数をオーバーして

おりますので、その１教室に受け入れることはできないので、普通教室を１クラス預

かり保育室に子どもが帰ってから、兼ねて預かることは可能だというふうに考えてお

ります。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 今まで４０人学級が３０人になり、３０人学級がまあクラス分け

になって２３人になったばかりなのに、またこれを３０人学級に戻ってしまうという

ような、アンフェアなこれことになってしまうので、今まで地元に学生、幼稚園児も

戸惑いを感じてしまうと思いますけども、このような問題点はこれあると思いますけ

ども、どういった問題点が生じるのか、これ予測できますけども、当局としてはどの

ような問題点があるのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

今、３０人と３３人程度ということで上限が決まっております。先ほど言いました

キャパは、受け入れ可能な数字は３０人、３１人、３３人程度の従来の学級を維持し

た場合でもそれだけの受け入れることができるということになりますので、まあ先生

にとっても、今までよりは負担になりますが、特に大山地区から先に入れるつもりで

おりますが、大山地区の方に入れていっても今、玉井小学校で抱えている子どもたち

と同じぐらいのクラスの中の人数になりますので、十分対応できるだろうというふう

に考えています。それから今現在、富岡町から小学校３名、中学校３名の兼務教員が

配置されております。ですから、これは当然、富岡からもっといっぱい入ってきた暁

には、そういう兼務教員の増員も当然要求していくと。増えた困難な教室にＴ・Ｔと

言いますね、１クラスに先生２人入れるという、そういうことも可能であろうという

ふうに考えておりますので、クラスは少なければ良いというわけでもございませんの

で、それほど当面大きな問題はないだろうというふうに考えております。

以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。
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○１２番（佐藤誠一） これも入居者と地元民とのトラブルのないようにということで言

いますけども、学生等にも、そのような全くトラブルはないわけではございませんけ

ども、育った環境、育った文化も違いますので、同じ福島県と言えどもそういったこ

ともありますので、そのようなトラブルのないような学生生活、幼稚園生活を送って

いくように当局にお願いをしておきたいと思います。

３番目に、最後の質問になります。原発関係について。先ほどもふれましたけども、

農産物等の補償についてでございますけれども、いろいろＪＡ関係とか酪農関係につ

いては、系統でそれぞれ集団で交渉するために全く委託者一本で良いということでご

ざいます。前質問者が言ったように、全く個人販売、直売所を作ったり個人販売なり、

我々の果樹の軒先販売の個人販売については、全く聞いてみると、一説によると、平

成２２年と３月の確定申告書、若しくは２１年度の確定申告書のこの２年の農業所得

の確定申告書を提出すれば良いという人と、これ我々果樹のように、今年５０万円で

あっても、果樹は８年生、９年生、１０年生くらいの果樹になると倍倍に増えていく

んですよ。今年５０万円の収入があったのが、１００万円になる場合あるんです。こ

れ田んぼだったら１反歩約９俵半なり１０俵なんてなると、今の価格とすると１０万

円で収まってしまいますけども、こういった去年なり一昨年の評価で評価されちゃう

と、全くこれらちのあかない問題もありますので、系統やしっかりした組織以外の補

償を当局はどのように持って、どのような方法で東電若しくは国に補償を求めていけ

ばいいのか教えていたただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

農業の損害賠償の関係でございますが、ＪＡの系統につきましては、ＪＡグループ

も含めた、畜産団体も含めた形で県の協議会を設立しまして、そういった形で損害賠

償に対応していくということになっております。今ほど質問がありましたいわゆる個

人の販売につきましては、いわゆる過去の確定申告書の写しとか、あと庭先出荷して

いる場合は、そういう関係の伝票とか、そういう写しが必要になりますし、あと直売

所については過去の売上とか、あと廃棄した数量とか作業日誌等が必要になりますが、

委任状を出せば、そういう形でＪＡグループでも対応できますし、また、あくまで個

人でいわゆる直接東電に請求していくというのも可能でございますが、関係書類につ

いては同じような書類が求められるということで、過日、行われました市町村の説明

会では聞いております。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 我々もそこまでの話は知っているんですけども、これ当然風評被

害も出てきますし、今まで来たお客さんも来なくなって廃棄処分が多くなったといっ

たときには、証拠として今日の収穫は何キロあったとか、どの程度あったというふう

に記載して、また、廃棄したときにはこのように廃棄しましたというような写真とし

て証拠も残しておかなければならないということも聞いておりますけども、これ前質

問者もこれ本当に補償を求めていくよりも、そっちの方が経費等がかかってしまうと
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いうようなケースも多々あると思いますけども、やはり系統や畜産関係、特に酪農あ

たりはすごくしっかりしておりますので、やっぱりこの個人販売ね、すべてそういっ

た系統利用や畜産のようにはっきりしている農家ばっかりでないので、その辺もです

ねやはり窓口を作っていただきたいというふうにこれ切実な願い、これ私もある人と

今、お昼にもしゃべってきたんですけども、やっぱり個人で当然、東電なり国に補償

を求めても良いでしょうけども、個人となれば、一番来た紙も積んでおくだけで読ま

ないと。そういう心配も出てきておりますので、窓口ですね、やっぱり行政なりＪＡ

に作っていただければ結構だというふうに思いますけども、そういった窓口の一本化

は、設立は可能か可能でないのか伺っておきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

補償の関係の窓口でございますが、いわゆるこの農業関係については、そういう形

でＪＡグループでということと、あと農業以外、いわゆる商業、観光も含めた第３次

業も含めた市町村の窓口の開設ということで、過日、県の説明会等もありましたが、

いわゆる原子力災害賠償紛争審査会の中で、第１次審、第２次審の中では風評被害等

も認められましたが、これら風評被害にかかるどのような書類が必要か、その辺具体

的な書類、どのような各業種によってどういう書類が必要なのか、その辺具体的な話

まではちょっと現段階では市町村まで下りてきませんので、そういった今後、県でも

対応するＱ＆Ａ等を作って、市町村に示すということになっております。また、農業

関係につきましても、先ほどＪＡグループ以外の個人の対応ということでもございま

すが、先ほども申し上げましたが、直売所については過去のデータについては残って

いる部分がございますので、提供できる部分については提供していくということでご

ざいますが、あと庭先出荷についても個人で請求する場合は、いわゆるそういう証拠

書類が大切になってきておりますので、例えば仮に市町村でそういう担当窓口に相談

を受けても、関係する書類が残ってないと、いわゆる証拠書類を上げていく段階で数

字の積み重ねにならないという部分がございますので、その辺も十分窓口開設後につ

いては、そういう相談を受けるにしても、関係書類の提出が必要かと思われます。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 風評被害についても当局説明しましたけども、まず、村長に伺い

ますけども、この風評被害ね、特に農村地帯でございますので、農業一本に絞ってお

話ししますけども、福島のとか、大玉のと言ってもですね、大玉はこれ福島県の一部

ですので、今、私もちょっと大口の米関係で昨日ファックス来まして、今年度の米の

取引については停止いたしますという文書が来たんですよ、はっきり言って。そうす

ると、これは大玉産、旧本宮の米だったんですけど、今、これみちのく安達の米にな

ってしまいましたけども、大きな紙には福島の米となっております。この風評被害に

ついて、農業一本について村長としてはどのような対策を今後取っていくのか伺いた

いと思います。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

これ担当課長の方から今、それぞれ話しあったとおりでありますが、この風評被害

も該当させますよと。ただ、風評被害も該当させるけれども、空手形ではだめだとい

うんですよね。やっぱり被害にあったものを分かる資料をちゃんときちっと出しても

らわないとだめだということなんだよね。だから、昨日も実は県の畜産振興協会あっ

たんです。畜産振興協会もいろいろこれ中身、肉牛の関係、酪農関係とかいろいろ和

牛とかいろいろあって、畜産振興協会というのがあるんですが、これも一応やっぱり

全部吸いあげっぺ。最終的にはやっぱり畜産振興協会は畜産振興協会の方が明るい。

そして、しかし、この県の段階ではＪＡが農業関係については一括損害賠償の請求は

するんだということだから、そこで整理整頓をしてＪＡの方に一括やはりお願いして

請求すると。それから、あと青果物価格補償協会というのがあるんだよね。青果物価

格補償協会、これも青果物価格補償協会で一定の金額よりも下がった場合は、これ補

てんする青果物価格補償協会で。だけども、じゃ今の風評被害とか、それから価格の

市場価格が結局原発によって要するに下がった分と本来の青果物価格補償協会の補償

すべき金、これ算出するのがなかなか難しいんです。これは事務的に後で問題になる

と困るので、青果物価格補償協会、あるいは畜産のそれぞれの補償の基準がある。そ

ういうものの制度でもって補償するものは補償するもの。それからあと今度の原発に

よって被害を被ったものは、原発によって被害を被ったものと。この辺をきちっと分

かるようにして、これは原発によっての損害分ですよと。なかなか書類の整備が事務

局もそこまでは昨日いろいろ話しましたらば、そこまでちょっと詰まっていない。だ

から、早く仮払いとかなんかやってもらいたいんだけども、なかなか請求そのものが

今、進んでいないということで、そういうことでとにかく説明会なり出発をしてくだ

さいと。どんどんどんどん出発して進めてください。そして、曲がりなりにも行政も

議会終わると、すぐ私が話した大玉村の仮称福島第一原発事故災及び損害賠償対策協

議会、努めてそういう普通縦割り系統とかなんかで救われないような方を相談に来た

らば窓口設置をして、そして、それをやっぱり整理整頓して、やっぱり専門の方にや

はりやっていただいた方が、その道その道で明るいんです。だから、そういうやっぱ

り交通整理をしっかりして対応していかなくちゃならないなと、こんなふうに考えて

いるんです。残念なことに、ちょっとまだ早くこれ仮払いなり何なりいただかなくち

ゃならない。しかし、じゃ実際の請求の事務手続はというと、なかなかこれ実態とし

ては進んでいない。とにかく急いでやるように努力をしたいと思っております。また、

今、心配している風評被害のこととかいろんな関係の、これ大玉でこうしたって通ら

ないことを進めても困りますから、これはやっぱり横並びに関係者とやっぱりこうい

うことも当然、こういう基準でこういうことで風評被害になっているんだから、だか

らこれはやっぱり当然、損害賠償の対象になると。こういうふうなことでやっていか

ないと、現実的なものにはならないなというふうに思っておりますので、とにかく最

大努力をしていかなくちゃならないなというふうに考えております。
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○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 今、分かりやすい説明でとても説得力があったんでございますけ

ども、これにはいろいろありまして、販売禁止になったものとして移動禁止、販売禁

止、これ野菜等では本村においてはほうれん草だったんですけども、酪農家の原乳ね、

約５０日販売停止だったんですよ。あと今、一番草、酪農家においては採種はして食

べさせてはいけないというようなふれが回って、もう一番草は梱包したそのまま写真

証拠として残しておいてくれられる。ただし、和牛農家については食べさせて良いと

いうふうなふれなそうです。それで、酪農家とも私、隣も酪農家だし、同じ部落に３

軒ほど酪農家がありますので、切実な願い、これ４月中旬まで原乳が出せなかったの

で、ＪＡが立て替え払いとして一時支払ったんですよ。しかしながら、先月あたりか

ら４か月間でその立て替え払いをこれ返していかなければならない。そしたら今度９

月くらいになると、また今度東電が補償しなければ、立て替え払いとして払って、じ

ゃ、今は自転車操業だと。自分で刈った草もくれられないし、うちの隣も昨日も見て

くると、もうトラック１台草刈って、これ購入ね、酪農組合あたりに行って購入して

きてドサッと置く。自分の家の草はもう山積みになっている。やっぱり本当に切実で

すよ。話聞くと、もう土蔵も壊れた、味噌蔵も壊れた、もう本当に今後、壊して片付

けなければならないんだけど、どうすっぺと。んだない、これ困ったないと。耐震に

入ったって、まさか土蔵や味噌蔵なんては耐震の保険になって入っているわけないわ、

我が家にやっと入っているのにという状態なんですよ。それで、この販売禁止や販売

移動禁止になった場合の対応について、本村としてどのような対応を取っているのか

村長に伺っておきます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先程来から申し上げたように、まだ、そのそういう一番草はくれら

れないと、それで包んでおくと、そういうじゃ全部買いエサだと。その差額の補てん

をどのぐらいでどうするんだというようなこと、具体的にまだいってないんだよね。

だから、こういうものもなるだけ早くとにかく県なら県の方でとりまとめてどんどん

上げて、そして、片方からどんどんどんどん請求して、そして、認められたものから

仮払いをどんどんどんどんしてもらうと。早めるということがこれ一番。今一番急が

れているのは、やっぱり仕事を早めていくと。だから、県の対策本部の本部長には、

松本副知事がなっているんです。県の関係では。そういうことで、とにかく系統的な

ものについては、行政なりいろんな相談窓口開設します。そこで、農業関係について

は、やっぱり最終的にはＪＡ窓口、畜産関係のような場合には、その下、いろんな指

導関係は畜産振興協会でやると。だから、そういうことでもって、やっぱり仕事を早

めて進めるようなこと、これをこれから行政も目配りをして、そしてまた、一番は対

象になると、損害賠償の対象なると。なったらば早くやっぱり仮払いしてもらうと。

これを国の方のやっぱり強力な指導もしてもらわなくちゃならないし、誠意のあるや

っぱり東電の支払義務というものがとっそく今のところあるなと。とにかく一生懸命

これは早めていくことが一番だなと、努力をいたし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） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 先ほども言いましたように、立替払いになるとこれ借りた金４か

月くらいで返さなければならないというようなことで、大変これ困惑しておりますし、

いまや先ほども何回も繰り返しますけども、自分の栽培して刈り取った草もくれられ

ない。草はこれ酪農組合より普通の農協が購入して買ってくれる状態で、二重のこれ

負債背負っていくわけでございますので、いち早く東電もこれなかなか仮払いについ

てすら公表しないんですよね。いついつまで損害の何パーセント仮払いしますよと言

ってくれればいいんですけども、東電はこれ相当な資産持っていて尾瀬沼の３分の２

はこれ東電の土地だというふうに言われておりまして、その他施設３０数か所持って

いるそうです。それも生半可じゃない。Ｊビレッジのように何十町歩のような施設も

持っておりますので、やっぱりそういったものからどんどんこれ処分していただきな

がら、早めな損害賠償をしていただくように当局にお願いしたいと思います。

最後になりますけども、教育関係として校庭、プールの利用についてでございます

けれども、今、一番外で遊ぶ時代の幼稚園から中学生までが、２時間５９分きり外に

出られないとか、そういったのは本当にこれ不思議なもので、やっぱり自由に遊ばせ

るような体制を取ってもらいたい。また、プールについては、ほとんど県内について

は室内プール利用、国としては屋外も大丈夫ですよということで指示は出したんです

けども、あの自治体は室内だから本村も室内だとなると、時間では夏時間でございま

すので、プール授業は何時間か８時間とか１０時間あるのを１時間、福島あたりなど

は１回か２回くらいしか室内プール使えないそうです。学校のあれに室内プールない

ために。本村はこれ小中学校含めて３つですから、割り振れば大きな市よりは３倍も

４倍も泳げると思うんですけども、そういったことで本村としては、校庭等の授業内

容、また、プールの利用についてどのようになっているのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １２番議員さんにお答えいたします。

校庭については、除染後、除染前は幼稚園から小中で１時間、２時間、３時間、こ

れは学校内での活動です。そういうふうに規制をしておりました。その後、除染をし

てほとんど５分の１から１０分の１ぐらいに放射線量の数値は下がっているわけです

が、１時間ずつ上乗せをしようというふうに当初は考えておりましたが、その後です

ね国、県で大きな数字を隠していたのか、意図的に隠したのか公表しなかったのか。

つい最近も福島県でさえも、数値を何百万ベクレルというのが二本松地区で爆発当初

あったということを今頃になって言っているというようなことで、とても国、県の言

っていること、数値は信用はできないというふうに私は考えています。ですから、ま

ず、自衛をしなければいけないと。影響のある子どもについては、１時間でも本当に

外に出したくないというふうに考えていますが、先ほど言いましたように、子どもの

ストレスとか運動を考えますと、やはりこれは家に閉じ込めておくことはできません

ので、時間的には１時間、２時間、３時間と同じ除染前と同じ時間で学校の方に指示

を出したところでございます。自宅に帰ってからも、できるだけ１時間程度で済ませ
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るようにということで、保護者の方にはお願いをしております。それをやって辛うじ

て１年間２ミリシーベルトから、１～２ミリシーベルトくらいに抑えることができる

と。屋内にいても被曝をしているという状況は変わりありませんので、不安がありま

すので、できるだけそういう体制は、これからも続けていきたいと、好転しない限り

は変えないというふうに考えております。

それから、屋内プールの使用については、大玉村は屋内プールありますので、保護

者の心配を無理無理外で裸になって、いくら少なくとも水を飲んだりしますので、屋

内プールがあるので、それを使用することができるということで、いち早く屋内プー

ルを使うことを学校の方にお願いをしたところでございます。今、１２番さん言われ

たように、学校数が少ないので、幼稚園、小中学校の使用としては、中学校は水泳は

選択科目ですので、中学校は今年は水泳は選ばないということで、幼稚園、小学校が

プールを使うと。そして、教育計画どおりです。１時間も減らさないで、当初計画ど

おり水泳を体験させるというふうに割り振りをしました。あと夏休みについての学校

プール開放については、幼稚園、小学生に１２回の無料券を出して村民プールを使っ

ていただくということですので、大玉に限っては従来どおりプールを使用することが

できるという体制を取ってございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 最後になりましたけども、この原発問題については個人差があっ

て、すごく神経質になっている人と、私みたいに無神経な人もいて、ほうれん草も食

べましたし、椎茸も食べましたし、タケノコも食べましたし、ワラビも食べましたし、

もちろん自分で作っている米も食べます。食べない人はもう農家ですら米は作らない

し、食べないんです。買って食べているみたいですけども、やはり関係者は神経質に

なるのも結構なんですけども、これ当然官房長官やったとおり、このマイクロシーベ

ルトは、１年間被曝してもレントゲン１回ですよとか、ＣＴというんですか、それの

被曝量の１回分ですよというふうに言われておりますので、やはり大げさね、過大発

言、誇示した発言はやっぱり当局としては控えるべきだと私は思うんです。私は、こ

れ無神経な方だからそう言うかも分かりませんけども、やはりそれについては、やっ

ぱり国ではこの程度やっているんだから、やっぱり子どもは外で遊ばせる。そういっ

たやっぱりおおらかな気持ちで子育てもしていただかなければならないというふうに

思っております。そういったことで、もう一度お伺いしておきますけれども、村長と

して、私の今の発言について、どのようなものを感じるか、最後に質問したいと思い

ます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

これは気にしない方は気にしない。また、気にする方はものすごく気にします。私

も電話いただいて、やっぱり気にしなくちゃならない年齢があるんです。例えば妊婦

とか、乳幼児、これ１つの家を建てるのに設計図があると、設計に基づいて１軒の家

ができる。人間にもやっぱり細胞が増殖して１個の人間に成長する。その成長すると
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きの設計が支障を来すんです。設計に支障を来す。だから、妊婦とか乳幼児とか、こ

れはやっぱり気をつけなくちゃならない。だから、高木文部科学大臣に５月１日、日

曜日でありましたが、私ども行って、これは避難しないまでにも生活パターン、生活

指針というものを打ち出したらどうですかと。例えば今の乳幼児はこうだとか、妊

婦についてはこうだとかと、そういうふうに何ミリシーベルトとか、あるいはこれに

ついては何ミリシーベルト、そういう生活パターン指針を示せばいいんじゃないです

か。なんでも乳幼児であろうが何であろうが、２０ミリシーベルトというのは、これ

は無謀じゃないですかと言ったんです。だから、例えばこれ私今、手もとにあります

が、年間１ミリシーベルトというと毎時０.１マイクロシーベルトなんです。これが

１,０５１マイクロシーベルトですから１ミリトーベルトなんです。１.２なんですよ。

そうすると、今、村で昨日あたりは０.５７ということになりますと、これはやっぱ

りそういうことを乳幼児とか妊婦は、やっぱり頭に入れて生活のやっぱりパターン、

指針というものを今度の原発事故災対策協議会の名の下に健康面については、乳幼児

はこういう生活パターン、今の放射線量こうなんだからこうだというふうな、そうい

うことをやっぱり専門家の指導を受けてやっていかなくちゃならないなと。だから、

やっぱり正しい実態の調査、それから正しく理解して、結局健康に害をなさないよう

な対策ということをやっぱりやっていくことが一番だなと。あとまあ大体固まってし

まった人間は、今言ったように大きな地震でも来ない限りはね、これ欠落したりなん

かということはないんです。だから、問題はやっぱり成長段階にあるね、これはやっ

ぱりね気をつけなくちゃならないと、そういうことに考えております。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 最後に追加として、やっぱりアメリカの原発に詳しい研究者によ

ると、やっぱりコンパスで引くと、発信地から８０キロがもう一応避難しなければ

ならないというふうに言われております。当村においては、やっぱり５０数キロから

６０キロと言われておりますので、当然これコンパスで引くとそのような数字が出て

くるのはこれ確かな数字なんです。やはりこの安達太良山の陰とか、そこに行かなく

ちゃ低い数字にならないというのは当然でございますので、やっぱり村長だの私も

６０歳にめでたくなりまして、もうできちゃった体ですから、これそんなに心配はし

ないんですけども、やっぱり場合によっては妊婦なり子どもさんの体も大切なので、

今、騒がれているような伊達市の霊山の一部や飯舘、川俣の一部のようにですね、あ

のような事態が起きないようなことを願いながら、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。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。再開は３時１５分といたします。

（午後３時０２分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後３時１５分）
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◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） １１番遠藤文一君より通告ありました「東京電力福島第一原子力発

電所の事故に関して」の質問を許します。１１番。

○１１番（遠藤文一） １１番遠藤文一です。これより平成２３年６月定例議会における

一般質問を行います。

私からもこの度の東北地方太平洋沖地震による大震災と津波、そして原子力発電所

の事故の被災者に対し、心からお見舞い申し上げますとともに、お悔やみを申し上げ

る次第であります。テレビの映像で見る限りでございましたが、想像を絶するその自

然の破壊力を目の当たりにして、ただただ驚愕していたところであります。そのうえ

本県では、原子力発電所の事故による放射能汚染という、目に見えない不安と恐怖と

の日で、私には予測も想像もつかないほど非常に大きな災害、被害となっており、広

くいろんな業種に影響を及ぼしていることは、既にご承知のとおりであります。そこ

で、原子力発電所の事故に関連して質問いたしたいと思います。

震災後、既に３か月過ぎました。その間、いろんな報道もありました。何もかも初

めての経験でとか、データがないとか、予測できなかったなどで、想定外として片付

けられたかもしれませんが、ここまで来ると、それはもう許されないものと思います。

そこで、村政執行上、想定外などと言わないで済む確たる対応策と気構えが必要と存

じますが、村長の見解を伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

今回のこの原発の事故関係については、想定外ということを東電とか国の方で発言

をなさっておりましたので、私はいろんな要望関係で想定外ということは言わないで

ほしいと。責任逃れに聞こえると。それの理由と根拠は、２００５年の２月２３日、

衆議院議員の参考人として石橋克彦という地震学者が話をされているんですよね。日

本列島は鳴動している。動いているということを言っているんですから。これは古い

話ではないんです。２００５年の２月２３日、衆議院議員の予算委員会でこれ参考人

として話をしているんですよ。これを全くこの人は当時は原子力安全委員会の委員だ

ったんです。だけれども、そういう発言をしたから、結局この２００７年２年後ねこ

の人は辞めたんだよね、原子力安全委員会の委員を。だから、そういうことを石橋克

彦先生が言っている。そして、この先生は岩波新書から本を出しているんです。第一

動乱の時代、地震学者は警告するという本を岩波新書です。第一動乱の時代、地震学

者は警告するという本を出しているんです。だから、ちゃんとこの話を警告している

のにもかかわらず、しまいに結局その学者は２年後の２００７年に辞めているんです。

だから、想定外などということは、結局はこれ取り入れなかったんだべと。そういう

ために専門部会の立場として、地震学者の立場として、要するにちゃんと言っていた

んじゃないかと、原子力安全委員会のメンバーとして。だから、そのための原子力安

全委員会なんだから、それをしっかりとやっぱり聞き入れていれば、それだけの対応

をすれば、今回の津波とかなんかというのは防げたわけなんです。だから、今回、私
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がいろんな要望、県の町村会長としても、それから全国の町村会の役員としても、国

等に行って、想定外ということは責任逃れだから言わないでほしいと。理由と根拠、

これは言うまでもないんじゃないですか。あと国会でもこれ質問されているんじゃな

いですか。それから、今の原子力安全委員会に要するに電源の全面的に喪失するよう

なことはあり得ないみたいなくだり一言入っているんだわね。こういうことも、いっ

たい何のための原子力安全委員会だっただと。先生のこういう石橋克彦先生という方

がね、こういうことも私も聞いて分かっておりましたから、想定外ということは言わ

ないでくださいと、こう話をした経過があるんです。したがって、しからば我が大玉

村はどうだ。やっぱりこういうことを教訓にして、今の防災計画は、村内のそれぞれ

公共施設とか、そういうところの避難ということになっているんだよね。だから一定

の部分が、あるいは大山の一定の部分が全部避難しなくちゃならない。そういうとき

には、村内のこれは避難で済むと思う。あるいは、こういう原発のようなことになれ

ば、これは場合によるとあの山古志村みたいなね、あれは原発でなくとも要するに全

村挙げて避難するようなことになったわけだね、あれは地震だけども。そういうこと

もこれやっぱり一応想定して、そしてやっぱりこれは全村挙げてとか、あるいは部分

的な村内の避難とか、こういうことも防災計画ではしっかりとうたい込んでおく必要

があるなと。そうでないとこれは困るなと。やっぱりこれは即そうしたことについて

の修正というものは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） １１番。

○１１番（遠藤文一） 今の答弁を聞いて全く安心したところでありますが、先ほどの答

弁ですけど、村長は実態認識が大切だと、こういうふうなことも言われております。

当然私もそう思っておりますが、原子力発電所の現状と今後の推移について、どのよ

うに認識されているか伺いたいと思います。１つは、原子力発電所から現在放射性物

質の飛散、拡散、どのような状況になって、本村にどのような影響を及ぼしていると

いうことなのか。あるいは原子力発電所は今後どのように推移していくというような、

予測に立っておられるのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

原子力発電所のこの影響ね、これは毎日線量を気にしておりますし、先程来までの

それぞれの質問者のように農産物はじめ大変な、あと公共施設もご覧のとおり、大変

なこれ影響をしています。これからまたどんどんすそ野が広がっておりますから、最

終的にはちょっと予測がつかないですね。とにかく影響大であると、困ったものだと

はっきり言って。

それから、今後の推移だけどね、今後のこれやっぱり収束しない限りは、収束すれ

ば、これで汚れ水も流れないなと。あるいは空気中にも放射能がこれ飛散していない

なと。これやっぱり収束しない限りはちょっと我々素人、だからそれを毎日これ新聞

見たり、テレビを見たり、しているわけだけどもね、ちょっと我々素人では影響の大
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なことは間違いない。それから、今度やっぱり今後の推移もはっきり言えない。ちょ

っと見当がつかない、非常に残念だと思いますが。だから、うちの方の防災計画、先

ほどに戻りますが、これはまさかあってはならないことだけども、これはやっぱり防

災計画をいろいろとこれを機に早急にこれはやっぱり見直すところは見直ししなくち

ゃならないなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 原発の現状からして、このまま収束することを願うばかりであり

ますが、現状からして最悪の場合を想定し対処するというような防災計画の見直し等

も含めてでありますが、その最悪の想定をするとしたら、どのような最悪の想定をさ

れ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） これまさかというふうなことに考えたくはないんですが、やっぱり

最悪の場合というのは、収束していないということは悪くなるということもこれ考え

られるんですね。完全収束ということになれば安心できるんです。完全収束にならな

いということは、これはやっぱり心配が残っているんです。だから、例えば悪いよう

なことでどんどん線量が上がっていくようだったらば、これは大変だと思うんです。

そうなれば、これは健康第一で考えなくちゃならないということも、これは一応そう

いうことを公に言えることではないけれども、やっぱりそうとどめておかなくちゃな

らないと思っております。そういうことで、やはり備えておくことは備えておかなく

ちゃならないなと。それがやっぱり最終的には行政の責務だなというふうに認識して

おります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 参考までに、そういう認識の中に付け加えていただきたいという

ふうに思うんでありますが、５月１８日の時点で安全委員会の広報課でさえも、水素

爆発時の飛散、拡散、放射性物質どのぐらいですかという質問に対して、数パーセン

トですと。なんだまだそんなに飛散しているのかと言ったら、数パーセントはみなき

ゃいけないでしょうと。それも原子力安全委員会の安全広報課でさえも、それだけの

認識なんですよ。また、これからの絶対爆発などしないんですかと言ったら、それは

何とも言えません。何とも言えませんじゃないでしょう。どういう場合にじゃ爆発す

るんだといった場合に、今言えることは、外部電力が例えば断ち切られたと、なにも

のかと、早い話が自然にはならないだろうと思うけれども、何ものかによって、そう

いう場合には当然前のような水爆でも起きえると。じゃ絶対爆発しないという保証あ

るのかと言ったら、いやそれは全く言えません。爆発しないなどということは言えな

いと。だから、我々は最悪はやっぱり爆発も考えておかなきゃならないということは、

やっぱり防災計画の中で入れても入れなくとも計画立てるときにはやっぱり頭の隅に

入れて計画していただきたいなというふうに思っております。そこで、万が一の場合

の対応について伺います。緊急避難区域とか計画避難区域とかに指定されたら、これ

当然避難ということになろうと思いますが、今後の放射能の積算量の結果によっては、
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村内においても避難準備も考慮しなければならない事態も予測されるというふうに私

は思っているんですよ。そこで、どのように積算線量計を想定し、そして、それに対

してどのような準備がされているのか、いるとしたらその内容について伺いたいと思

います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

今の行政報告でも申し上げましたが、あと今までの質問者にも申し上げましたが、

要するにちょっと線量計が手に入らなかったんです。今度ようやく線量計ある程度手

にいたしましたので、行政区長を通じて、希望者についてはそれぞれ測ってもらう。

そして、大玉村のやっぱり線量マップ、これをきちっと作りたい。急いで作りたい。

線量マップによって、やっぱり大玉も地域によって地域差があるんです。そうすると、

その地域ごとに行政で今、じゃ何をやらなくちゃならないか。例えば一例を挙げれば、

子どもたちが学校登下校で歩くような、そういう路肩の草のようなところには線量が

高いんです。そういうところをどうするかとか、あるいはそういうところに住んでい

る家庭の庭、庭がいったいどういうふうになっているのか。やっぱりよくテレビでや

りますが、土をちょっとかくとか、まあしからばじゃそういう土をじゃどういうふう

に処理するか、刈った草はどう処理するか、こういうこともやっぱり十分対策協議会

で、やっぱりこういうのは住民力を付けないとだめなんだね。行政がこうしなさいな

どということではこれは納得しない。やっぱり住民力を付ける。やっぱりそういう形

でもって、ではお互いに例えば今、草などもかなり燃やしておりますけれども、これ

やっぱり燃やしてだめなどということは言えないんですよね。やっぱり理論と根拠と

いうのが必要ですから。だから、やっぱりそういうのもちゃんと線量等をやっぱりし

っかりと測って、そして、それによってどう対応するかという、そういうことで対応

していかないと説得力がない。だから、そういうことで、今後やっぱりそれぞれの線

量計が入りましたから、村内のそれぞれなるたけ多く線量マップ的なものを作って、

そしてそれに応じた健康第一ということで対応策を講じていきたいというふうに思っ

ております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、村内で今までの放射能測定結果からして、局所的に数値が

高いところあったと思うんですが、十分な確かな測定を重視して、村民の安全確保を

図った、大丈夫だと、そういうことをやってきましたという認識を持っているかどう

か伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

線量計が村に貸し出しされましたのが、４月２８日、それ以降、測定を開始したわ

けです。その際１台県から借り受けをいたしました。当初測定を始めたのが公共施設、

学校とか保育所関係の計測をいたしております。また、どういったところが放射線量

が高いのかというようなことで、一応側溝とかアスファルトのところとか、砂とか草
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とか、どういう部分が高い傾向にあるのかというようなことで、公共施設を中心に、

子どもたちのいるようなところを中心に計測をしてまいったということでございます

ので、その結果、表土の除去とか、そういうものにつながったというふうに思ってお

ります。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 本村においてそれぞれ測定した結果、安全スポットと言われるよ

うなところはなかったかどうか。要するに数値的に幾らかでも低いところはやっぱり

安心しておりますので、万が一に備えて安全スポットをきちっと測っておくのも必要

かなと思っております。直ちにそういう作業に入るべきと思いますが、伺いたいと思

います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

当面、各区長さんを通じて各家庭の庭の部分で計測したいというふうに考えており

ますが、結果によっては自宅内、あるいは施設内での計測を行いながら、例えば表で

はこういう線量であるけれども、自宅の中かはこのくらいだというような、そういっ

た積算というか測定をして、安全であるかないか、その辺も含めて協議会等で協議を

したいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） ホットスポットというのがあるわけですね。私の言ったのは安全

スポット逆の話ですが、要するにこの村内のあそこ、ここなって言ったって、そんな

に差があるものではない。おれが言ってるのは、安全スポット、例えばこれだけ大玉

村広いんだと、例えば前ケ岳のちょっと下の辺はどうだとか、例えば大玉と熱海の郡

境、あるいは市町村境、そういう奥の方でどうだと。もし、そういう場所があるとす

れば、本当に低いところがあるとすれば、例えば村内で１０世帯でも２０世帯でもそ

ういう人があるとすれば、そういうところに例えば行くと、すぐ行けるような、そう

いう安全スポットをきちっと確認したらどうですかということを今、質問したんです

が、答えてください。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 今回、区長さんを通じて配布した中に、村内の各行政区

の測定結果が掲載しておりますが、傾向的には東、原発に近い方は高い傾向にありま

す。西側については、低い傾向にあるというようなことでございますけれども、県民

の森等でも参考までに測っております。数値的には、確かに低い傾向にあるというこ

とでございますが、じゃ、県民の森等に避難するかどうかいうことについては、今後

の検討が必要かというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 村長に伺いますが、要するに避難するとかというふうな場合に、

できるだけ自分の今住んでいるところから離れたくないというような心境らしいんで

すね、テレビなんかで聞いてみますと。そうすると、村内で本当に安全なところがあ
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るとすれば村内でいいんじゃないのかと。そのためには村内と言ったらずうっと奥ま

で奥まであるんだから、そういう安全地帯をきちっと見つけておいたらどうですかと

いうことなんですよ。そんなの大きな予算必要なわけじゃなし、やる気になればやれ

ると。だから、それをやっかやらないかの話。だから、準備しておいたらどうでしょ

うかということなんですよ。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

先ほども話したように、大玉の線量マップを作ります、きちっと。そうすると、ど

こが高い、どこが低い。低いところに結局この程度の数字なんだから、そこさ高いと

ころ一時そこに結局仮設とかなんかということで、これは村内で移動で可能なんです

ね。それは全部今度は器具が揃ったところで、村内の線量マップを作ってみたい。な

るべくきめ細かに作ると。そうすれば、村中の結局状況が分かりますから、そうする

と、高いところは、これはちょっとなと思うところは、ちょっと村内の移動で住むわ

けなんです。それは線量マップまず作ることを早く急いでやりたいというのは、そう

いう意味なんです。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、村民生活の安全、安心の確保についてということで、安全、

安心の確保は、まず、何と言っても前から言っているように、過去と現状の確たる数

値の裏付けをしっかり早くすることに尽きると思うんであります。そこで、３月１１

日からの環境放射線の積算線量はどのようになっているのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

３月１１日からということでございますが、放射線が確認されたのが３月１５日と

いうことでございますので、３月１５日には福島市、あるいは郡山市ということで、

村で放射線を計測し始まったのが３月１７日からでございます。３月１５日からの放

射線量については、あくまでも推計という形しか取れませんが、３月１５日から６月

１４日まで推計になりますが、屋外に８時間、屋内に１６時間いた場合、村の測定値、

県で計測しました公表されております計測値で積算いたしましたが、１.７ミリシー

ベルト程度かなというふうな積算をしております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 屋内の１６時間というのは、屋外の低減係数はどのようになって

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） 屋外は、そのままの数字を使っておりますが、屋内につ

きましては、半分以下になるというふうには思いますが、半分として計算しておりま

す。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次の村民が受けた内部被曝量について、どのように把握されてい
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るのか。そしてまた、どのように認識しているのかちょっと伺いたいと思います。国

とか県のことと思いますが、放射線量の高い地域から子どもたちの内部被曝検査を実

施するというようなことが新聞に載っておりました。ですから、本村もその対象とな

るように村長主張して、是非県や国のその事業で実施してはどうかなというふうに思

いますので、村内の村民の内部被曝量の状況、どういうふうに認識しているのかとい

うのと、その点について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） １１番さんにお答えいたします。

内部被曝については、検査できる機関がありません。医大とか限られておりまして、

把握はできてません。認識としてどういうことかということでありますけれども、先

ほど申し上げましたように、３月１７日からの線量しか持っていません。１５日に大

量に放射性物質が飛散しておりますので、呼吸によって吸っている可能性も否定はで

きませんし、それから、それ以降の野菜等々に対する放射性物質の付着もございます

ので、すべて否定することはできないと思っております。したがいまして、内部被曝

がないというふうには言い切れないというふうに考えております。

○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。

検査については、全国の検査機関、新聞等で公表されておりますように、内部被曝

を検査する機械というのが全国にあるというようなことで、福島県の場合は医大とい

うようなことでございますが、じゃ、それを実際どのように実行していくのかという

のは、まだ、県の方でも検討段階だと。国の方でもまだ詳細については決定していな

いということですので、各全国にある機械にどのように子どもたちを移送するのか、

また、そのどういった計画で実施するのか、そういった詳細については、まだこれか

らというようなことでございます。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 要するに国とか県では、それ放射線の高いところの地域の子ども

から内部被曝検査を実施すると、こういう話だから、もう大玉村の子どもたちも絶対

やってくれよなと、やれよと、こういう主張を続けていただきたいということの質問

であります。

次に、大玉村役場の環境放射能測定値について伺いたいと思います。５月１９日

の改善センターと村民グランドの屋外の環境放射線量は、１時間当たり１.１０５と

１.０２５マイクロシーベルトに対し、村役場の数値は０.６３マイクロシーベルトで

した。６月３日でも１時間当たり１.１４８と１.１７８マイクロシーベルトに対し、

役場の数値は０.５６マイクロシーベルトでありました。なぜこのような差のある結

果なのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 放射線量につきましては、計測した状況によって数値が

変わるということで、まず、コンクリートで計測したような場合については、だんだ
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ん低めになる。それは、雨等で洗われて流れるというようなこともありますし、高さ、

いかなる高さで測ったかによっても数値が変わってくる。また、砂利とか、砂とか、

土とか、あと草の上で測ったというような場合について、若干ではありますけれども、

場所によってはかなりの差があるというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 役場と同じような条件、同じような地表の環境なら少しは参考に

なるかと思いますが、村民にどれだけ参考になるかなというように非常に疑問を持っ

たところであります。例えば農作業をしたったんだったら土の上ですし、登下校の集

団登校下校なんかいう場合には、どうしても道路のかまぼこと、ですから、道路の低

い、要するに雨水の流れるようなところが通学路になっていると。あるいはどうして

も道路の端ですと草なんか生えていると、そういうところが通学路になっていると。

ですから、各家庭に帰ったって、その行動範囲というのは、なかなか役場のような数

値が当てはまるような状況ではないというふうに思われます。そこで、確か午前中の

質問にもありましたが、積算線量計、携帯用の。これを子どもたち全員に配ったらど

うかと。そして、一人ひとりの積算線量によって、どこまで注意したらいいか、ある

いはその後の対策をきちっと立てられると思うので、これ一人ひとりに積算線量計、

これを配ったらどうですか、お伺いします。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １１番議員さんにお答え申し上げます。

先ほど答弁しましたが、積算線量計、３か月間等測って、それから今度機関に持ち

込んで数量を測るということですが、今のところ福島と川俣等非常に大玉と比較して

かなり高い場所での測定ということですので、私としては子どもたちのストレス等も

考えて、もう少しその配布については待ってもいいのかなと。その代わり先生方に同

じような行動をしていただいて測っていると。それから、あと教育委員会の１名、一

番高いと思われる東地区の方に住んでいる職員に線量計を持たして、通常の同じよう

な生活をさせて、今現在、測っております。１週間測って数値を出すということで、

今日が５日目ですかね、まもなく出ると思います。そういうものを参考にして、子ど

もたちに注意喚起をしていきたいということが１つ。それから、福島がやって川俣等

がやれば、当然、その結果は公表されますので、それも十分に参考になるなというふ

うに考えておりますので、現時点では代表者の線量計の数値をもって対策をしていき

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） １１番。

○１１番（遠藤文一） 予算考えると、そういう答弁になるかもしれませんが、予算でこ

こで議論したって始まらないんですよ。本当にその安全か大丈夫か。しかもこの体重

１０キロ、２０キロの子どもたちに対してということも考えてくると、これはよその

やつ参考にしてとか、このぐらいだら大丈夫だろうからなどといって、今、予算を削

るようじゃ後々心配であります。もちろん結果出るときに、我々がいる人もいると思

いますが、私なんかはもう結果が出る頃はいないでありますから、どうこう言われて
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もしょうがございませんが、とにかくテレビで言っておったですね。インディアンの

子どもさんに今の土地住んでいるところ、それは子孫に借りているんだと、こういう

ことを言われているそうですね。子孫に借りているんだから、自分たちが立派な地域、

立派な場所、立派な社会、社会と言うよりもその状況、環境、これは残しておかなけ

ればならないんだというようなことですが、ああ、なるほどなと。普通先祖からもら

ったとか、先祖から受け継いだんだというふうに考えがちでございますが、子孫に借

りているんだという言葉について、私は本当にこれは十分に考えなければいけないな

という言葉でございました。ですから、これ予算的に考えてそう言うんだったらば、

今、５台しかないと。じゃ１０台にしましょうとか２０台にしましょうとか、要する

に方部ごとにじゃこの台数でやりましょうとか、そういうふうに本当に積算線量が多

い地区については、じゃやってもらいますとか、そういうような今以上のことをしな

ければだめだで、理解してもらえない、納得してもらえない。そういうことで、もう

１回お伺いします。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

大量に発注しますと、１台４,０００円ぐらでできますので、全員に渡しても保育

所から全員に渡しても約４００万円程度でできますので、決して予算的に無理な話だ

というふうには考えておりませんが、それ以外の今、そういうことでバッチを付けさ

せて、いくらぐらいの積算があるのかということは代表で調べていますので、大体目

安はそれで分かると。それよりもやはり通学路の除染とか、スクールバスで送ること

ができないかとか、ほかでやっていないようなことを今、検討しております。ですか

ら、神経質にストレスをかけながら、そういう数値で３か月間も子どもが家に帰って

ポイッと捨てて、そして学校に付けた来なかったり、正確なものは私は期待できない

と思っております。ですから、教員とか役場職員がキチッと線量をその地区地区のも

のを測れば、子どもとの比較は当然できるだろうと。あくまでもこれは目安ですので、

ですから、それに４００万円かけるならば、私は通学路の除染とか、スクールバスの

運行をもっと増やしていただくとか、そういう形で少しでも継続して、１年、２年継

続して低減される策の方にお金を回した方が良いというふうにも考えておりますので、

併せてそういう考えで今のところバッチを一人ひとりに配布したいというふうには考

え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） １１番。

○１１番（遠藤文一） 道路の除染も結構です。ですから、両方やってください。お願い

します。

次に、今までのデータと１キロメッシュで村内各地の村内各地の環境放射能測定や

ったと思うんですが、その結果、一番高い数値はどうであったか、あるいは低い数値

についてはこの程度だったよということについて、その数値について伺いたいと思い

ます。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。
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○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

一番高い数値ということですが、行政区内では１.８３というのが一番高い数値に

なっております。それから、一番低いものについては、０.３３というのが低い数値

になっております。また、ホットスポットとかということになると、今の数値とはま

た違うということで、ご認識いただきたいと思います。

◇ ◇ ◇

○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、ご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、会議時間を延長することにいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 本村の環境放射線量測定実施要領により、今後、測定希望者の要

望に応えるようでありますが、これはかなり長期的対応となると思いますので、希望

者に測定器の貸出し等も当然でありますが、特に測定値の高いところは、村が責任を

もって定期的に測定し、村民の安全をきちっと確保することも必要と思いますが、そ

ういう対応を取られるかどうか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

確かに今回、検査の結果によって、高いところについては村で定期的に、また、詳

細に検査をしたいなというふうに考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 次に、大玉村の幼稚園、学校等における積算放射線量の試算につ

いて伺います。大玉村の公式データで積算したのに、なぜ３月１７日からしなかった

のかということ。また、屋内低減効果を２分の１とした根拠を伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １１番議員さんにお答えいたします。

小学生とか幼稚園、中学校の子どもたちにつきましては、４月６日に入学式を迎え

て、そこから学校生活が始まったわけですが、それまでは自宅待機と、できるだけ屋

外に出ないようにということで徹底をして、学校も一人ひとり１軒ずつ回って注意を

喚起してきました。それは３月１１日の震災以来、続けてきたわけです。ですから、

それぞれの家庭は事情をよく承知して、家庭内に子どもたちをとどめていたはずだと

いうふうに考えていますが、数量を測るとなると、１,０００人が１,０００人とも違

う生活をしていますので、これを統一的にやっても何の意味もないので、４月６日か

ら学校を始まってから教育委員会の責任管理下に入ってからの数値を出したというこ

とでございます。そこから１年間の試算を出したと。それから２分の１は何なのかと
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いうことはどの部分をさしているのかはちょっと承知しませんが、役場の低減効果は

屋外を０.６とした場合に、木造住宅と一般住宅に外に出ないでいる場合には、約２

分の１、先ほど住民生活課長も２分の１という数字を言っていましたが、屋内は屋外

の２分の１程度の線量であろうと。これは実際に線量計で測っております。村内の何

か所かの民家を測らせていただいて、外と内側で約２分の１だという実績があります

ので、計算するときには屋内待機は２分の１ということで積算をしたところでござい

ます。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） そうすると教育委員会では４月６日まで、そこからの測定であり

ましたが、住民生活課で調査した３月１５日から６月１４日までの積算線量について

は理解しているものと解していいのかな、伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えいたします。

住民生活課が計算した屋外８時間というのは、国が概算計算として用いる数字とし

て、屋外に８時間いた場合ということで、このぐらいの量になるよということですの

で、我々の方は８時間も子どもたちがいたなどということはあり得ないというふうに

考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） それでは、住民生活課ではその８時間、これは当然、村民に対し

ての時間帯で計算していると思います。学校はそうはいかないということですから、

その差は当然出てくるかと思いますが、学校の方では４月５日までの積算線量は数え

ておりません。ですから、住民生活課で３月１５、１６日をどのような数値を推測し

たのか、要するに１７日のシーベルト数で推計していったのか、あるいはどのような

推計でこの数字を出されたのか、１５と１６日の１時間当たりの線量数を教えていた

だきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

３月１５日につきましては、観測時間が午後３時に福島市というようなことになっ

ておりますので、大玉村においては３月１５日については、屋外にいた時間帯には観

測されなかったというふうに推測しておりますので、屋外時間は０、屋内時間が１６

時間というふうに３月１５日の時点では推計しております。また、３月１６日につき

ましては、放射線量、１７日が計測始まってから５.１５というようなことでござい

ますので、３月１５日の放射線量については１０.１、１６日については７.６７とい

うような推計値をもちいて、それを８時間、あるいは１６時間、１６時間については

０.５、半分というようなことで推計しております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 今までの質問と重複したようなこと言っちゃうかもしれませんが、

これ原稿書いたものですから読み上げてみます。郡山、福島の３月１５、１６日実施
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の測定値から減少率等々を勘案してやってみますと、例えば１６日の放射線ですと、

１時間当たり１２.４１７３マイクロシーベルト、３月１６日になると５.６６２４マ

イクロシーベルトと、今、住民課長が言われた数字と相違点を見てみますと、福島、

郡山にしろ１５日は最高値を測定していると。ですから、ドーンとそこは上がってい

るから、当然、私も減少率等々でやってみると、そういうふうな数値になると。１６

日については、まだずうっと落ちていると。その落ちている数値を合わせてみると、

やはりこのぐらいの数値になる。しかし、結果的に教育委員会では、本当に数字の高

かった、学校に来ていないから、それは入れてないんだというけれども、そこが一番

線量が多いわけよ。だから、教育委員会で積算してない２２日間のやつを４分の１に

すれば４１０ぐらい、それをまた２分の１にしたら、私の計算ですと８２１マイクロ

シーベルトくらいになっちゃうんですよ。だから、それだけ線量の多い期間を学校に

いなかったポッと抜いて、その後測って、はい、このぐらいですから安心ですよと。

これじゃ村民納得しない。あの国が隠したのを県が隠しているんだって、協議会だっ

て何をやっているのと、こういう時期を一番子どもたちが被曝したであろう期間の線

量をぽっつり抜いて、後の０.５５マイクロシーベルトですなどというところを１年

間に計算したらこうなりますと言ったって、これは分かる人はもう納得できないと。

だから、実際本当はどうなっているんだという問い合わせが結構あるということをま

ず頭に入れておいてもらいたい。そこで、今、住民課では１５日からの積算したと。

ですから、今度は教育委員会も当然、そのときからの積算して、改めて親たちに来な

かった時間は、村の放射線量はこうでしたと。これから推測、あるいは計算してみま

すと、学校に来てなかった期間は、このぐらいになります。ですから、学校に来始ま

ったときからはこうだと、年間になりますとこうだと。だから、学校もこういうふう

にして気をつけますからということで、まず、教育委員会で出さなかった３月１５日

から４月５日までの積算線量をキチッと出して、それにコメントを付けて、親たちに

安心してもらうためのチラシで示していただきたいというふうに思いますので、それ

について答えていただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

出さなかったのではなくて、出せなかったんです。ですから、先ほど言いましたよ

うに、子どもの生活については、学校からの指導は、教育委員会からの指導は、外に

出るなと。ですから、完全に子どもたちは宅内にいたはずなんです。ですから、その

家家によって全部数値が違います。高かったり、先ほどから言っているように高いと

こ低いとこありますから、それをもって数値を出しても、大変あやふやな数値になり

ますので、学校に対しては４月６日、学校管理下に入ってからはきちっと測っており

ますので、それをもって数値を出したと。だから、あやふやな試算を出して、いたず

らに混乱させるよりも、はっきり分かる数字は数字として出すと。それも低めじゃな

くて少し高めに出しています。これは注意を喚起するということで、高めの数字を保

護者の方に出してますので、決して教育委員会で低い数字を出して、村民に安心して
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もらおうなどという気持ちはさらさらございません。私は高いよと。実際はこれから

だと１ミリシーベルトに収まるんじゃないかと期待してますが、その数字は２.８ミ

リシーベルトやはり被曝していますよと、４月６日から。ですから、決して安全な数

値ではないということを通知の中で言っているんです。ですから、ほぼ確実な数字高

めに出すと。あやふやな部分については、村としてはできるだけ軽減策を講じるとい

うことは、その高く受けたであろう後の処理をきちっとしないと積算してしまうとい

うことで、除染をしたり、いろんな子どもたちの屋外での活動を厳しく規制したりし

ているのは、積算ですから、学校管理下に入ってからできるだけ少なくする努力を今

やっているということですので、改めてそういうあやふやな数字で保護者に通知を出

すつもりはございません。以上です。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 私の言いたいのは、どれだけ子どもたちが被曝しているかと。教

育委員会では学校始まってからだと。その前に教育委員会ではこうであろうという２

分の１、低減係数を２分の１にした場合に８２１マイクロシーベルトも被曝している

という計算になるんですよ、２２日間で。学校に来る前の１５日からの。だから、そ

の数字をぽっつり抜いちゃったんじゃ、その子どもの被曝数量などというのは消えて

しまう。だから、そういう一番大切なところをキチッと把握して、そのうえ学校に出

てきたときはこうなりましたと。その結果、積算はこうなりましたと。だから、１年

間にこうなっちゃいますから、こうならないようにするのには、今、どうしたらいい

ですかと。そういうことの対策、対応をしなきゃ何の意味もないと思うんです。だっ

て、あなた方の教育委員会で計算するその２分の１にしたらだよ、だけど、おれ２分

の１はちょっと多すぎるからおれ４分の１にしたからその半分でした。でも、あなた

方が２分の１だというならば２分の１でもいいけども、そこには８００マイクロシー

ベルトの被曝しているということ事実、ここにあるの。これだから住民生活課で計算

したってそうなっているんだから、そのぐらいはあるはずなんです。だから、それを

無しにして考えていたってだめなんだよ。それをきちっと頭に入れて、その数値を抑

えて、そして、対策を取ってください。そうすると父兄だって安心し、対応できると、

そういうふうに思います。既に皆様も新聞読んだと思うんですが、ちょっとここに読

んでみたいと思います。全身に１ミリシーベルトの被曝をするということは、すべて

の細胞の核に平均１本の放射線が通ることを指す。放射線が核の中のＤＮＡの鎖を切

断すると細胞は傷を治そうとするが、修復過程で間違いを起こすとがんの原因になる。

子どもは細胞が盛んに分裂しているため、放射線の障害を受けやすい。特に造血部や

性腺など、細胞分裂が盛んな部位ほど傷つきやすい。年齢による影響の差を考慮しな

い議論は論外だと書かれておりました。また、テレビによく出る方ですが、環境放射

能の安全と言うなら、１時間当たり０.１マイクロシーベルト以下、それが０.６マイ

クロシーベルトなら警戒すべきだろうと、こういうふうに言っていることも付け加え

ておきたいと思います。そこで、国や県はそれぞれ２０ミリだというようなことで、

いや１０ミリだべなんて言っておりますが、村長が村民のために、とにかくこのくら
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いになったら避難していただきたいという、その目安として年間の積算数の被曝量を

例えば幼児ならこのぐらい、子どもだったらこのぐらい、あるいは妊婦だったらこの

ぐらい、あるいは若者だったらこのぐらいの被曝量に達する恐れがあるとすれば、と

にかく村でそれを伝えて避難するなら避難する、あるいは何らかの方法で伝えるとい

うことをする気があるかないか。あるとすればどのぐらいの数値になったらやるとい

うふうに考えているか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

先ほどもそれと若干ふれたと思っておりますが、要するに専門家のそれぞれの大玉

村のそれぞれの地域の線量マップできます。その線量マップによってやれることはや

る。あと今度はその状況によっては、この地域については、これは例えば乳幼児とか、

これはちょっとやっぱり今、このままではオーバーするよと。そのじゃしからば、そ

の１ミリシーベルトというこれ一応出ているわけだけれども、現実的にじゃこういう

ことをしたならばどうだとかこうとかあると思うんで、出てくるんだよね、これね。

だから、そういう立ち上げをなるだけ早くして、あと専門家の先生のアドバイスをち

ゃんと受ける。私考えているのは、野口邦和先生の指導で今まで来たんですずうっと。

安達郡にもそれ野口先生をこの辺が一番現実的だなということを私がお願いして、結

果的には良かったと思っているんです。あとテレビにもちょいちょい出ていますがね、

だから、野口先生に今後もお付き合いをしていただいて、専門家の指導の下に対応し

ていきたいと、こういうふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） くどいようですが、既に１.７７ミリシーベルト被曝していると

いうふうに理解していいと思うんですよ。そういう積算線量であることを十分にわき

まえて、早急にそういうふうな行動に移っていただきたいというふうにお願いをし

ておきます。なんで神経質になってなんて言われるかもしれないけども、さっき村で

０.５５マイクロシーベルトのときに１.８３マイクロシーベルトのところありました。

３.３２７３倍というところでございます。これが村が５.１６マイクロシーベルトの

ときに、同じの率合で計算したときに、どんなになるか大変な数値になっちゃうんで

すよ。だから、村は５.１６、そして今は０.５５です。しかし、あるところは現在、

１.８３３だと。でも、３月１７日は２マイクロシーベルトでしたなどということは

考えられない。普通計算するだったらやっぱりそれと同じ減少率、あるいは増加率で

計算する。だとすれば、大変な話。だって、それだってうなづけると思うんですよ。

ほうれん草のベクレル、あるいは茎立菜だって水田だって、その数字から計算すれば

これは納得できる数字になっちゃうんですよ。だから、私は特にそう言っているんで

あります。国際放射線防護委員会の報告を基に、原子力安全委員会の助言を得て得ら

れた非常時の放射線の管理基準、これが今、２０ミリだ、１０ミリだと言っている基

準だと思うんですが、平常時は年間１ミリトーベルト以下に抑えると、こういうこと

になっているんですね。緊急事態時、要するに爆発しちゃったときには、事故による
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被曝量が２０～１００ミリシーベルトを超えないようにする。３番として、事故収束

後の復旧期としては、年間１～２０ミリシーベルトを超えないようにする。だから、

これあくまでもなっちゃったらしょうがないからこのぐらいに抑えましょうという話

で、全くこれを参考にする何ものもない。ただ、平常時については、きちっと考えて

しかるべきだというふうに思っております。放射線医学研究所の相談を受けてくれた

人に、２０ミリシーベルトどうなんですかと言ったら、やっぱり２０ミリシーベルト

だと、こういうことを言っているんですよね。じゃ大人も子どもも同じなのかと言っ

たら、その別々の基準がないらしいんですね。そこで、だって乳幼児だのは全く同じ

ということはねえべと。そうすると、そうですねというような話。じゃ、あなたの私

見でどうなんですかと。あなた個人的に放射線と医学の関係の先生でありながら、あ

なたはどうなんだと言ったら、こういう時期だったらやっぱり５分の１でしょうと。

だから、２０ミリ～１ミリと言っているけども、その子どもらなんぼこういう時期だ

って４ミリトーベルトが限界でしょうと、こういうことを言っているんですよ。だか

ら、これだって２０ミリと言っちゃったからぎりぎりのとこだと私は理解しているん

ですね。だから、こういうことを十分に理解してやってもらいたいなというふうに思

っております。それから、村でも結構放射線量の高かったところありますよね。それ

に対して、今言われているホールボディカウンター、こういうのを使って何名かの試

験的にというか、その方には申し訳ないような話だかもしれないけど、一応その本当

に多かったんじゃないのかという地域の人たち何人かにやっていただくというのも、

１つの方法かなと思うんですよ。そういう考えはどうでしょうか、村長伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今の限られた台数で、県では２００万県民全部やると、こう言って

いますがね。ただ優先順位がありますよと、こういうことでありますから、今言った

ように線量マップ、こうしたことによって線量の高い、そういうところについては対

応策を講ずる、あるいはまた今までそこに現実的に３月１１日からいたと、そういう

ところについての特に乳幼児とかね、そういう方については、じゃ、どうあるべきだ

と。やっぱりそれ相当の専門家の指導によって、今言ったように、これやはり優先的

にちょっと今のホールボディカウンターですか、これやっぱりやらしてくれないかと、

こういうことはやっぱり対策協議会の名の下にこれはいろいろと分析していきたい。

そしてまた、要望等もいたしたいと、そういうふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 被曝量検査でありますが、これらについてはやっぱりお願いする

とか、どっかと一緒にとか、そういうのではなくて、また、独自でとにかく３名でも

４名でもやったらどうでしょうかということでありますので、これは真剣に考えてい

ただきたいというふうに思っています。

それから、今度補正で計上された放射能測定されるものについてでありますが、こ

れについてとにかく早い時期の対応、手当、そうしてそれの運用、フル稼動するよう

な運用の仕方、でれでれしていないでさっさと運用するようにお願いしたいと思いま
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すが、ご答弁いただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

今回の補正予算において、簡易的な測定器ですか、１台２５０万円程度ということ

で、補助については２分の１ということで県から示されましたので、補助については

１台要望しておるところでございます。前にもご答弁申し上げましたように、運用等

については、関係機関と協議して運用基準等を設けまして測定したいということで、

補助事業でありますので、ある程度測定したものを報告するものも課せられるんじゃ

ないかということで、その辺の基準等も協議して、運用基準を設けてまいりたいと思

います。導入の時期でございますが、これ今、導入を検討している機械はドイツ製と

いうことで、納入についても３か月程度要するということでございますので、導入後

については、いわゆる効率的な運用を図っ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） １１番。

○１１番（遠藤文一） 個々の財源確保の見通しであります。被害、損害を被りました現

状からして、予算の配分は莫大な復興支援や原発の損害賠償等々にいっちゃって、普

通交付税なども心配なような気がします。単純に考えて私は質問するのでありますが、

村長は交付税等々についての影響があるかないか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これはこの際、東日本ね、特にかかわりのある県、これはやっぱり

当然それ相当に配分をしていただく。また、そういうのは当然のことでありますから、

要望を強くしていくというふうに思っております。

あのこれ大切なことは、今、国でもこれやっているんだわね。税と財源の問題ね。

社会保障の問題とか、それから復旧、復興の関係とか、これが今、大問題なんです。

だけどそれとにかく今、復旧、復興をやらなきゃならない。やるべきことはやらなき

ゃならない、こういうことなんだわね。やれよと、私らも要望しているんです。そう

いうことで、うちの方もこれ被害を受けているんです。避難民の方をね。だから、や

っぱりそういうことで、これはやっぱり優先的に、そういうところにはこれは財源は

回してもらう必要がある。あとやっぱり多少これ傾斜的になるけど、やむを得ないと

思うんです。国全体でね。異常なかったところには、これはやっぱりそれなりにちょ

っと少なくなるか分からない。全体的なパイは決まっているわけですから。だから、

やはり優先的にこちらには配ってくれろよ。こういうことで、財源確保については、

しっかりと要望してまいりたいというふうに思っています。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） この度結果的に復興財源の確保の一助となっちゃったけど、国家

公務員給与の引き下げ、これについて地方公務員はどういうふうな今の状況になって

いるのか。そして当然、そこまでいくと特別職も引き下げの方向でいかざるを得ない

だろうと思うんでありますが、特別報酬等審議会、これに当然諮問してそれなりの答
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えを出していただきたいというふうに思いますが、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。

情勢等を踏まえて、十分その辺は検討いたしたいというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 端的に伺います。村長は、原子力発電所必要か必要でないか。脱

原発でいかくどうか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 理想は、自然エネルギーに頼りたい。しかし、現実的には全部全廃

するというわけにはいかない。だから、今、残るものについては、しっかりと安全対

策を講じていただく、今回を教訓にして。だから、これはやっぱりいっぺんに一掃は

できないわね。後のところは、やっぱり自然エネルギーで、これはやっぱりちゃんと

いっぱいあるんです。太陽もあるんだし、水力もあるんだし、バイテクもあるんだし、

地熱もあるんだし、それから風力もあるんですから。近海あたりはもう魚だめでしょ

う。風力を考えるとか、あと海岸端あたりにはやっぱり太陽光のやつをパネルで考え

るとか、あるいは土壌を汚ちゃところ、これどうしようもないんじゃないですか。飯

舘みたいにああいう広大な農地。全部これ取り替えるなどということにはいかない。

そういうところは、やっぱりバイテク作物にやっぱり転換をするとか。だから、世界

の福島なんだから、原発で有名になったんだから、今度は自然エネルギーの世界の福

島と、こういうふうにやっぱり様変わりするくらいの勢いでないと、これは福島はだ

めですよと、こういうことなんだわね。というふうに我々もいろんな機会に運動して

いきたいというふうに思っています。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 自然エネルギー、脱原発、あるいはとりあえずはという話かもし

れませんが、人にやらせっぺじゃなくて、県だ国だでなくて、村として何をやるか。

おれはこうやるんだということを聞かせていただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先程来の質問者にも若干ふれさせていただいたと思いますが、個人

でできること。これ今も支援をしておりますが、太陽光パネルね、これだいぶ屋根に

上がってますね。これ５０件ぐらいになったんです。あとこれ行政でじゃ何かできる

ことないか。水これわりかし大玉は抱負なんですね。水汚さずに、水車の何か考えら

れないか。そして、一定のところを結局ちょっとできないか。そういうものの１つの

やれるものからやるというのは、そういう意味なんです。そういうことを考えれば、

これはできますよ。あとそれ以外の大きな例えばプロジェクトのようなものは、これ

はやっぱり国とか、様変わりするための産業構造のこれやっぱり大変革ですよ、これ

は。そういうものをやっぱり国家プロジェクトでもって、国策で生じた件ですから、

国家プロジェクトでやっぱりしっかり考えてもらわないと困る。また、そういうふう

に我々もいろんな機会に要望していくというふうに考えています。
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○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） まだまだ原子力発電所の事故も収束してないという状況、今も全

く放射線が飛散していないのかと言ったら、そうではない、飛散しています。じゃ爆

発しない危険性はないのか、いや、全くないとは言い切れませんというふうな状況で

ございます。ですから、この放射能についても十分現状をきちっと認識し、将来に向

かってきちっと推測して対応していただくことをお願いを申し上げまして、一般質問

を終わります。

○議長（菅野行雄） 以上で１１番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。再開は４時３５分といたします。

（午後４時２３分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後４時３５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ９番佐々木市夫君より通告ありました「町村会長という貴重な経験

と今後の村政に生かす方策について」ほか２件の質問を許します。９番。

○９番（佐々木市夫） 議長の許可を得ましたので、一般質問を行います。

冒頭に、３月１１日の大震災、更には原子力事故の災害で亡くなられた多くの皆さ

んにお悔やみと大災害で被災されました方々に、改めてお見舞いを申し上げたいと存

じます。

去る６月１１日土曜日、午後から私どもＷＳＡのメンバー、更には畑の学校、更に

は自然の方の仲間と被災地の訪問かたがた、亡くなった方々への献花という目的で被

災地研修をしてまいりました。飯舘村を通過して、更には南相馬、更には相馬松川浦

方面に行ってきましたけど、正に飯舘村、だれ一人いない状況で、もう作付もなしで、

全く寂しい状況でした。更に南相馬、テレビでも放映になりましたけども、原町のヨ

ッシーランド、老健の施設の状況とか、更には私ども新田組昨年、松川浦に組の慰安

旅行で行ってまいりました。潮干狩りに。その跡形もないあの状況、磯部地区、磯部

小学校がテレビでも話題になっておりますけども、あの防風林が根こそぎ倒されて、

あちらこちらに散在している状況、更には松川浦のあの観光スポットである松川大橋、

テレビでも放映なさったようですけども、あの大きな大橋の高いケーブルの上を乗り

越えて波が来たと。想像に絶する、正にそれを目のあたりにして、改めて被害の大き

さと今後の復興に対するその思いを強くしたわけであります。

それでは、質問に入りたいと思います。県町村会長という貴重な経験と今後の村政

に生かす方策について、まず、お伺いしたいと思います。２か年間の総括と実績につ

いて。まず、この震災も含めて最後良ければすべて良しという言葉がありますけども、

本当にこの２年間、この町村を束ねる会長としての役目ご苦労様ということと、その

総括と実績について改めてお伺いしたいと思います。

○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。

大変皆さん方のご協力によりまして、先月の５月２４日をもって任を離れ、同時に

全国の町村会も役員をやっておったわけでありますが、そちらの方の役員関係も無事

に終えることができました。ご協力に感謝を申し上げたいと存じます。昔から経験ほ

ど尊いものはなし、やはり経験というものをすることが、これはやっぱり一番のこれ

は力になっているなと。また、やっぱりそういう役職をやることによって、通常大玉

村長のみでは、これは経験し得ることのできないいろんな役職がゆえに経験をするこ

とができた。なかなか大玉村長としては、行くこともできないようなところに行くこ

ともできた。そしてまた、言いたいことも言えた。どれだけこれ実績として聞いてい

ただけるかどうかということは、これは先に行かないと分かりませんが、しっかりと

これからも今度バックアップをして、新会長をいろんな面で引き継ぎもいたしました

が、バックアップをして、その実績に結びつけたい、このように考えております。ま

た、こういう経験を通していろんな人脈とか、そういうことも多くの方知り合いがで

きました。そういう意味においては、今後の村政関係についてもいろいろとご支援を

いただきたいな。やはりおかげさまで無事に任を果たすことができたなと、やること

はやったという感じであります。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） ちょっとすみません、ペンを忘れたので取ってよろしいでしょう

か。はい、すみませんでした。

２番目に予定しました構築した首長間のきずなや国、県とのパイプを生かす手立て

は。一部今、村長の答弁でふれましたけど、改めて具体的にもしあれば、お願いした

いと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 例えば復興会議というのができました。五百旗頭さんが議長という

立場で会長ですか、その結局下部組織に検討部会というのがあります。そういう検討

部会、実質的にはそこのメンバーがいろいろと復旧、復興関係について実質事務局的

な立場をなすわけでありますので、それの結局部会長である飯尾先生とか、あるいは

長岡の市長であります森市長とかね、この森さんというのは、本職は東京大の工業を

出ているんだわね。建築関係のそういうことで、今、長岡市長をやっておりますが、

そういう方と直に復興、復旧関係のそういう立場の方とも知り合いになって、携帯電

話でも話ができる。あとそのほか各大臣関係の政務官とかね、あるいは副大臣とか、

あるいは大臣そのものとか、こういうこのやっぱり人脈ができたということは、今後

もいろんな面で情報を得たり、また、今後の大玉に対して、どういうものがどうなん

だというようなことで、そういう面については非常にこの経験を通して良かったなと、

生かしていかなくちゃならないというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 貴重な人脈ということでのお話でありますし、話、村長さんから

聞くところによりますと、全国町村会長の長野県の川上村の村長ともお会いして、い
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ろいろと川上村の農業の実態、レタスで平均３,０００万円の農家、更には億を超え

る農家で嫁不足などないというような、いろんなそういうことも貴重な体験もしたよ

うですし、それを是非村政に生かすべきご努力をお願いしたいと思います。

(3)番ですけども、これは次の質問に続くこととしてご理解いただければと思いま

す。改めて内部体制の再検討の必要性、特に職員の皆さん方、我々住民、議会もそう

ですけども、いろんな提言、先ほど村長、良い知恵と発信という形ありましたけど、

これは当然職員からもあってしかるべしということであれば、現在、村として職員か

ら提案の吸い上げる組織、あるいは実態、それらについての見解を改めて求めたいと

思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

この自治体、先ほどの質問者にも申し上げました。やはり自治体というのは、適正

規模ありますよ。適正規模とはなんぞということは、先ほど申し上げたとおりであり

ます。そういう中で比較的私の方の職員からのトップダウンとか、ボトルアップとい

うのがありますが、まあ全体的に言えばトップダウンというのを１０とすれば、１か

なと。あとボトルアップが９かなと、そういうふうに私としてはとらえております。

そういうことで、まあまあいい線にいっているんじゃないかなというふうに私として

は考えております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 具体的な組織と具体的な提言と具体的にそれをどう活用したかと

いう視点から聞きたかったんですけども、時間の都合もありますので後にしますけど

も、今は職員の皆さんの積極的な提言、目を輝かして失敗を恐れない、果敢に挑戦す

る職員像というのは、なかなか行政皆さん方は難しいかもしれない。ややもすれば失

敗すれば責任は取らないけども、やっぱりそういう意味でのいろんなことが生じると

いうことであれば、こういう時代だからこそ、これから議論の中に出てきますけど、

やはり失敗を恐れないで提言をできるような職員の数を増やすためにも、改めてご努

力いただきたい。

関連しまして、我々住民のサイドからすれば、やはりいろんな政策点があってしか

るべしと。村長常に申しているとおり、住民参加の協働参加の村づくりということで

あります。さて、飯舘村、先ほど話しましたけども、昨年、私ども農地・水向上の大

玉１２区自然保全会で、７月でしたか研修に行ってまいりました。正にあの村のやり

方、村長特にご存じだと思いますけど、あの村は以前、２０地区の各地区があるよう

ですけども、各地区に１００万円ずつ何でもいいからとにかくまあ施設造りなり、自

らの地域づくりをみんなで区長中心に考えるなり、そういう意味の１００万円ずつで

すから２,０００万円掛ける５年間、約１億円の金を投資して、そういうふうな人材

づくりということで私も感銘したりしております。若妻の翼しかり、いろんな子ども

たちを上空から遊覧飛行させて、自分の村を改めて認識するのもしかり、非常にユニ

ークな村づくりでありますけども、今回の改めて更に驚きました。当然、震災前です
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けども、各２０地区がすべて農地・水向上の組織ができておりまして、なんとそれに

プラス驚いたのは、各区長さんが全部会長です。普通だったら申し訳ないですけど、

うちの村でそういうふうな意識は生まれません。飯舘だからできるとかでなくて、や

はりそういうふうに、長年培った地域住民のやっぱりそういう積極的な地域づくりに

対する参画の姿勢はお金じゃないと思いますけども、そういうことも含めて先進的に

やってきたんだなというふうに尊敬しております。最近、隣の本宮市、ちょっと用が

あって調査してまいりましたけども、各行政区に行政交付金なるものを支給している

ようであります。ちなみに本宮は、市内に１１６区あるうち、そのうち手を挙げたの

が１１１行政区、予算的には微々たるものですが、１事業１.５万円、上限が１５万

円、これを使用目的は特に規制はしない。現在のところ１地区、この事業に対して平

均７.８事業に各１１１区が申し込んで事業を展開していると。これも長い意味から

すれば、そういうことも１つの大きな仕掛けだなということを感じておりますので、

改めて職員からちょっと逸脱して大変申し訳ありませんけども、地域の活性化、こう

いう時代だからこそなおさら、今のようなことに関しての村長の見解をお伺いしたい

と思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど職員に対する内部体制、これはボトルアップ、それからトッ

プダウンというようなことを申し上げました。あとやはり対住民に対しても、住民の

やっぱり発想、それから発想力、こういうものをやっぱり喚起する。こういうことは、

自治体としては非常に大切なことであるなと。そのためにはやはり目が届く、手が届

くという、こういう関係が本来の自治体らしい自治体であるということが言えると思

うんです。今、具体的に例えばまでいな村づくり、飯舘ね。あと隣の選挙公約であっ

たそういう飯舘にならったようなことでの行政区単位にうんぬんと、これは発想とし

ては悪くないことであるなというふうに思っております。いずれにせよ、大切なこと

は、最終的には責任うんぬんということありましたが、これはやっぱりのびのびと発

想をしていただいて、そのための長でありますから、だから長が最終的には責任を取

ると、これがやっぱりないと発想力というものは、これはやっぱり生かせないんじゃ

ないかなと。それがやっぱり長の度量を持っているか持っていないかという差は、そ

の辺にあるのではないかなというふうに思います。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 村長、正にそのとおりだと思います。いろんな住民の要望各種、

いろんな政策提言ありますけども、それを決断して実行するのは、長の強力なリーダ

ーシップの下でやるわけですから、改めて今までの経験をそのような形で生かしてい

ただきたいということを申し添えて、２番の次の質問に移りたいと思います。

大震災、原発事故と本年度の当初予算、政策とのかかわりや見直しの必要性につい

てであります。まず、冒頭に今日の質問で、今後の予想される復旧のための予算４.

７億円うんぬんという話は聞きましたけども、過日、新聞紙上でも発表されました公

共施設の被害額うんぬん、大玉村この辺出てましたけども、改めて差し支えなければ



- 92 -

公共施設、あるいは民間の農地も含めて、そういう被害額、今回の実態を把握してお

れば、とりあえずそれを報告お願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。

先ほど予算ベースで４回の補正で４.７億円というふうなお話しをさせていただき

ました。この中でまず１回目の補正については、災害対策関係ということで７,４０

０万円ほどは第１回目の補正で計上したところであります。この中には公共施設の応

急復旧、公共土木施設関係の応急復旧、これらの経費が含まれております。２回目に

ついては１,７００万円、これについても災害対策本部経費ということで、補正を行

っております。３回目は、２３年度の５月の専決ということで、表土除去、これが１,

５００万円でございます。今回、６月補正予算において計上しておりますのが３億６,

４００万円程度の補正を計上しております。災害対策本部経費として３,０００万円、

農林水産関係では測定器等の購入、それから堆肥センターの復旧事業ということで４

６７万４,０００円、それから土木、消防関係では、土木は道路安全対策関係、消防

については防災無線の購入、これらも含めて土木、消防で１,３２９万円。それから、

学校関係では、空調関係で玉井小学校、大玉中学校で１億円の予算を計上しておりま

す。更に、教育施設として公民館、運動場、体育館、これらの復旧工事費が１,７０

０万円、災害復旧費としまして農地、農業施設、更には公共土木施設で１億３,７０

０万円程度の補正を計上しております。更に、下水の方の農業集落排水施設、これが

６,１８０万円の計上であります。以上で、４回の補正で４億７,０００万円というよ

うな内容になっております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） ちょっと質問の仕方が悪くてあれでしたけど、いずれにしまして

も、かなりの相当額の被害とかなりの復旧に対する財源も必要なんだなというような

ことを理解いたしました。

さて、次に移ります。目指す村づくりの方向性について。先ほど第４次総合振興計

画もちろんありましたけども、まず、冒頭に村長さん、今回の震災、自然の畏敬の念

とかいろいろおっしゃってましたけど、ここから学ぶべきこと、教訓は何か、村長さ

んの見解を是非聞きたいので、まず、冒頭にそのことをお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先程来も申し上げました。一番学ぶべきことはなんだと。これはや

っぱり自然に対する畏敬の念、これをしっかりと踏まえなくちゃだめだと。自然との

共生であると。人間が科学、技術力を持っても自然に打ち勝つことはできないんだと。

これをしっかりと踏まえて、２１世紀の世づくりを考えていかなくちゃならないと、

そんなことを強く感じましたね。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） まず、自然に対する畏敬の念、正に人間がすべてではなくて、そ

れを神を恐れる人間ではなくて、やっぱり自然を恐れる人間にならなければというこ
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とが教訓だと認めますけども、正にそのとおりかなと思います。一方で政治に携わる

長であれば、この村をどのような方向性にしていくか非常に大事なことだと思います。

そこで命を守る行政、安心、安全という観点から、更には自然との共生の理念、今ほ

ど申した自然に対する畏敬の念ということと関連しますけども、ここに村長及川和男

さんが書きました「村長ありき、沢内村深沢晟雄さんの生涯」、３年前でしたか、総

務で滝沢村の研修の帰りに、ある人の発案で、わざわざここに回ってきて記念館がで

きてますので、そのとき買ってきました本、読ませていただきました。ここに命を守

る行政というのが出ましたので、今回、新たに教訓を生かして、今までもそうですけ

ども、改めてそんなことを書かせていただきました。１９６１年、１歳未満、６０歳

以上の医療費の無料化、１９６２年、全国自治体初の乳児死亡率０を達成と。豪雪地

帯の山の中ですから行った方も数多くいると思いますけども、そういう中で非常に県

下ワーストの方の乳幼児死亡率からそこまで押し上げた彼の手腕もとよりですけども、

やはり住民の理解と協力があったんだなということで、そこに一番大事な原点であり

ます命の大切さですけど、ここの本からも学ばせていただきましたけども、改めてそ

の命を守る行政、自然との共生の理念について、今言ったようなことも含めて村長さ

んの考えをお聞きしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

私は、村長就任以来、何が一番大切か。これはやっぱり住民のやっぱり命なんです。

これが第一なんです。あとは第二、第三義的には、要するにそのための施策をどう展

開するか、産業の振興をどうするか、そのための結局快適環境の整備をどうするか、

それから保健福祉行政をじゃどうしなければならないか、それからあと教育関係にど

う取り組みをしなくちゃならないか、そして、あと自治体としての住民の連帯の和、

これをどう構築しなくちゃならないか。こういうことで進めてきたわけでありまして、

その信念の下に子育ての関係、あるいは福祉行政、教育に対する熱意、こういうもの

にしっかりと取り組みをしてきたつもりであります。また、残念ながら産業の振興ね

大切でありますが、これはやっぱり非常に一村では限度のあるところありまして、し

かし、行政としての農業等に対する助成支援、あるいは商工等に対する助成支援、こ

ういうものも決して近接等には負けない、そういう支援できたつもりであります。現

在も２３年度の予算でも、そのようになっておるはずであります。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 震災の影響で避難民をいろいろ受け入れるとか、そういうことを

なしにしても、改めての今の時代やるべきこと、地方自治が抱える問題、更には国に

訴えるべきことが多々あるのかなと思っている中で、今回、このような震災があった

わけですけども、改めて逆境、いわゆるピンチをチャンスに変える考え方とその手法、

これが一番今、大事なのかなと個人的には思っております。先程来の質問の中にもほ

とんど原発とその収束の問題とか、将来に対するいろんな不安も含めた問題提起され

ておりますが、今だからこそピンチをチャンスに変えるその手法、これらは私が勝手
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に考えた単純な発想ですけども、その他いろいろあると思いますけども、まず、そう

いう点では、うちの方の高速道路、以前はバスストップあったんですけども、開通以

来、なかなか利用客が少なくてずうっと閉鎖されたままで寂しい思いをしております。

以前、同僚議員からもスマートインターとか話が出てきていろんな中で、正に今、村

長さん、国に働きかけて避難民の利便性はもとより、いろんな観光地も今疲弊して非

常に苦しんでいます。先日の情報だと福島空港国際線ずうっと閉じたまま。本当にＴ

ＡＩＧＡカントリーそのとおり、今だからこそ、そういう避難民の皆さんも含めた利

便性も兼ねて、更にまた、そういう観光等の当然これは大玉のみならず各市町村とも

連携しながらやるべき１つですので、それらを１つの発想にして、改めてバスストッ

プやスマートインターを強力に村長さん働きかけるべきだなと思っていますけど、ま

ず、村長さんの考えをお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

だめだ、だめだというところは発展の芽は出ないんですね。まあピンチをチャンス

ということで、やはりそういう発想力のバネが必要だと思います。今回、富岡の町民

が約２,０００人住んでいただけると。この町民との関係、良い関係を構築しなくち

ゃならないなと。例えば一大大消費者なんだね。そういう面でやっぱりこれ生かす面

も考えていかなくちゃならない。あるいは雇用関係に国も力を入れざるを得ない。国

も取り組まざるを得ない。じゃ浜の方に即大丈夫かというと、あの一定の区域にはす

ぐ今、雇用の場確保などというわけにはいかないんだね。そうすると、先ほどの質問

者にもちょっとふれました。大玉にたまたま閉鎖しているような、そういう企業等も

ございますので、県等、あるいは国等にお願いをして、この機会に雇用対策というこ

とで、この状況の中でこれをうまく生かす方法はないかなと、そんなことも考えてお

ります。そのほかあと今回を契機に今までの発想とちょっと違う面で、容易でないけ

れども、これを正にピンチをこれを生かしたなと。例えばエネルギーに対する考え方、

こういうものもやっぱり発想として取り組みをしていく必要があるなと。まあそうい

うことで、とにかく生きていかなくちゃならない。前向きにこれはやっぱり生きてい

かなくちゃならない、そういう考えで取り組みをしていきたいというふうに思ってお

ります。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 村長さんの姿勢として積極的にそういう施策を展開するというこ

とを理解しております。そうしてほしいなと思っております。先ほど雇用ということ

にも踏み込みましたけども、その次の質問に関連すると思いますけども、現在、福島

県のみならず東北、岩手、宮城も含めて非常に今回の大震災と津波の被害は甚大なる

ものがあるわけでございますけれども、現時点で大玉村企業誘致、４号線も含めてい

ろいろ目途があるわけですけども、こういうときだからこそ、そういうことに働きか

けて、あるいは実態をもっと調査して、大玉村に是非こういう場所にどうですかとい

うようなことが求められるのかなと思っておりますけども、そういう情報がまず、行
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政側に入っているのかどうか。更に、そういうふうな意識があるのかどうか、それら

についてお伺いしたいなと思っております。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

今、ちょっとふれましたが、閉鎖するような企業、これ県の方からも照会等があり

ます。そういうことで、いくついくつありますよということをうちの方で県の方にも

話をしておりますし、それらによって、今度先ほどちょっとふれなかったんですが、

話のある、では、そういうことで利用客が多いのであるならば、バスストップのよう

なものをいったいどうだとか、あるいはまたスマートインターのようなものも早急に

いかないまでにも、そういうものもこれ計画を打ち立てる必要があるんじゃないかと

かとか、それはやっぱりそこの企業の張り付け、利用の度合、こういうことによって、

これは今すぐではなくとも、やっぱり中長期的な計画のことに載せるというようなこ

とも当然考えなければならないというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 正にそのとおりで、雇用の場、恐らく避難民の方々、今回、仮設

住宅、いろいろ不人気なところもあるようですけども、一番一方で何が求めているか

というと、やっぱり仕事、これが一番だと思います。これは国がやる仕事でなくて、

やはり我々も自らやっぱりそういうふうな方向性を示してやるような必要性はあるの

かなと思っております。正に今回の震災のキーワード、きずな、この助け合い、支え

合い、このことがいかにこれから地域で執り行われていけるかどうかが大きな課題か

なと思っている一人でありますので、次の富岡町との連携策にも続きますけども、ギ

ブ・アンド・テイク、富岡町の皆さんに対して提供してやるんだというような、そう

いう考え方だけでなくて、彼らからも学ぶべきことはいっぱいあると思います。そう

いうことも含めて、やはり連携をしてほしいなということで、この富岡町との連携策

については、先程来いろんな話が出ておりますので、また富岡町さん自身もそういう

状況で、残念ながら今の状況では、そういう具体策までいかないということでありま

すれば、少しいろんな情報と要望を含めてお願いしておきたいなと思っております。

夏まつりは共催するというような形で、先日の商工会の理事会でもお話しが出まし

て、火祭り、伝統的な祭りを是非、これは復活ではなくてずうっと続けてやっている

のでやりたい。それにまつわる駐車場の問題とか、どうするんだという話も出ている

中で、これは先日の実行委員会の中のようですけど、そだに人どうせ来ないべとか、

いろいろ議論は行き違っているようでありますけども、こういうことが１つのきっか

けとして良いチャンスでありますので、そういうことも良い意味での連携策として推

進してほしい。更には商工会によく情報が集まっているようです。自分でいろいろ居

酒屋とかやりたいんだけども、空き店舗あるのかいとか、そういうことがいろんなや

っぱり避難民の方々からの情報が上がってきているようですので、それらを積極的に

商工会、こちらに情報があれば一番良いんですけども、行政からも赴いて、そういう

情報も得ながら、そういうギブ・アンド・テイク、あるいはまた私からすれば、富岡
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町というのは非常に前から関心がありました。なぜかと言いますと、バイオマスタウ

ン構想の中で、堆肥センターを核とした、そういうことを富岡町は既に、私資料あり

ますけども、そういうことの町です。何回も行きましたけど桜並木、あの道路、人力

車でと。非常にそういう町ですので、この際、大玉村の良いところとうまくドッキン

グさせたり、あるいは消費者という言葉ありますので、是非良い意味での連携。決し

て与えるのではなくて、あっちからも受け取ると。そういう形も含めた発想でお願い

したいなと思っておりますので、よろしくお願いします。富岡町の連携策について、

改めて村長さん、何かここで改めて話したいことがあれば、お願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 大玉には大玉のやっぱり村民性があります。今おっしゃられるよう

に、富岡には富岡町としてやはり町民性があります。お互いに長短あります。そうい

う中で何が大切かというと、やはりお互いに長所を生かし合う。短所はやはりこれは

当然ながら反省をする。こういう良いかかわり、連携、こういうものをやはり基本に

良いかかわりを持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） ９番。

○９番（佐々木市夫） ２年になるのか、もっと長くなるのか。更にはどういうことかは、

先々のことは想像はつきませんけれども、これらは１つの大きな縁、きずなだという

ようなことを理解して、積極的に働きかけたり、積極的に相手から学ぶ姿勢で、共々

大玉村、更に富岡町、今回、被災者の地域の発展を願うことで案を考えております。

さて、(3)番、エネルギー政策と環境にやさしい生産、生活手法の導入について、

かなり広範囲にわたっておりますけども、言わんとするところは、この際、原発先ほ

ど村長の答弁もありますけども、それらも含めたエネルギー対策と、更には自分たち

の生活の今までの既成の生活からどう転換していくか。既に大玉村では電灯を休み時

間に消したりとかいろんなエコ、更には商工会ＥＭ活動とか、更にはいろんなエコ活

動、いわゆる循環型社会、そのようなことを目指した活動もしておりますけども、改

めて先程来、同僚議員から玉井財産区のある一定の面積には太陽光だと。私は以前村

に働きかけておじゃんになっちゃいましたけども、うちの方の新田地区のある工場の

跡地を利用したバイオマス発電所構想、いろんな理由でボツになっちゃいましたけど、

あれは大事なことかなと思って今でもあきらめてはいません。方向性としては村長さ

んね、やはりこの間伐材を利用して玉井財産区も含めて、ほかの方からでもいいです

けども、あるいはいろんなことを利用して、それを木材を燃やすことが結果的には発

電になると。更にはその熱を利用して地域の温室経営とか、更には発展を図るんだと

いうすばらしい構想で、残念ながら団体、それを目指す、ちょっといまいちで村のは

んこはいただけませんでしたので、それはそれで良かったなと、時期的にはちょっと

無理もあったのかなと思いますけども、それらの発想も含めて、（以下不明）

ですから、単なる復旧をするんだなという発想じゃないと思います。原点に返って、

やっぱり改めて１から見直していくと、そういうことが今回の震災の私は教訓かなと

ある反面思っておりますので、そういう意味ではエネルギー政策、村でやるべきとこ
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ろから既にやっていくべきかなと。既にやっていることもいっぱいあります。既にバ

イオマスタウン構想も国からの認可も受けてます。でも、事業はなかなか進みません。

先日、この震災後にあだたらのあそこの授産施設、あだたら荘といったか、あそこの

ところに行ってきました。大玉村長さんにも大変な支援を受けていただいて、あるい

は住民課からの方からもいただいていろんな廃油、そういうものをいただきながら活

動してきた。特に今回、震災直後、燃料問題で非常に皆さんが苦労している中で、公

共的に安い値段で全数量を賄えるまではいきませんけども、そういう活動したという

ことの実績も聞いてきました。改めてそれらを１つでもできることから進めるもう時

期かなと思っておりまして、具体的には自然エネルギー、グリーンイノベーションと

か、グリーンニューディール、いろんな角度から今、話題になっておりますけども、

さて、改めてこの村としての取り組むべき課題等、推進する方策、やはりあまりいろ

んなことをぱらぱらやってもあれかなと。核になる施設、これを造りながら広めてい

く。それが太陽光であれ、それがバイオマスの施設であれ、それは論をまとめません

が、やはりもう少し積極的な取り組みの姿勢を示して村民を巻き込んでいく。それは

ある意味では雇用の場にもつながる。そういうことを是非職員の皆さんと共々発想し

ていただいて、一歩前、二歩前へ進めていただきたいという観点でありますけども、

村長さんの考えをお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これも今までの質問者にいろいろと答弁させていただきましたが、

やはりこれからは自然エネルギー、個人でできること、また、村で行政の立場で啓発

をするような、そういうことで個人取り組みをしてもらうこと、自治体そのものがや

るべきこと、できるところからやっていくと。これ太陽光のような問題もあります。

それから、あと木材、要するに木のストーブなども家庭でもって求めている方もおり

ます。また、先ほども言いましたが、やはり水利用によるところの発電、こういうこ

とも考えなくちゃならない。それから、昨日の農業新聞ですか、木質バイオマスね、

これ日本国産材、要するに３０年代の林業政策が、要するに輸入主流になったために、

日本の山は荒れ放題になってしまったんです。そして、ナラのようなものがどんどん

ナラ枯れになってきたり、最近は今度は葉っぱを食われるような、そういうことにも

なってきた。やっぱりこれは自然体系が狂っている。だから、木質バイオマスのよう

なものを例えば考えてもらうとか、あるいはひまわりだとか、それから菜種のような

そういうもの、これもバイオ関係で燃料にすればカロリーが高い。あるいはその実、

これも言ったように廃油関係ね、これに利用して軽油同様に利用しておるわけであり

ますけども、これは農機具関係、今のトラクターとか、そういうのを軽油が多いわけ

でありますから、あるいはブルドーザー関係とか、重機類ね、そういうことを考える

とそれ相当にしっかりした受け皿があれば、そういう燃料用の例えばひまわりだとか、

あるいは菜種のようなもの、こういうこともこれは考えられる。まあいずれ現状認識

をして、しからば、どうそれを有効利活用していくか。例えば土の利用関係１つ取っ

てみても、そういうふうにやっぱり正にピンチをチャンスにというその発想力という
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のは大切だなと。そのためには、やっぱり住民の村民の発想、あるいは職員の発想、

皆さん方の発想、こういうことをどんどんやっぱり提言をしていただく。そういうこ

とで乗り切っていく必要が、前向きに乗り切っていくことが大切だなというふうに考

えております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 正に村長さんの言われるとおりで、なかなか意見が食い違うとこ

ろがいっぱいあっていいはずなんですけども、あまりちょっとあれなんで迫力がない

わけですけども、さて、環境白書なるもの、２０１１年６月９日の農業新聞に出てい

たので、ちょっとコピーしました。ここにもやっぱり里山の再生が復興のカギという

こと、正に村長さんが話したとおりです。一方では、私は今年会社の創立３０周年に

なるものですから、勝手に大玉村全村自然公園化構想などというものをぶち上げまし

て、三役の皆さんにはお渡ししました。村長さんには以前、更に最近もあれました。

ここの中にもいろいろありますけど、基本的にはやっぱり自然の大玉村豊かな生物多

様性のこの自然を守りながら、それを子孫永遠につなぎながら、なおかつ自分たちの

生活もそこで成り立つような工夫をしていくと、これが原点にありますけども、そう

いうような活動をもろもろしている中で、今回、大玉村自然、全村ここに入ってます

が、公園化構想などといってもだれも分からないと思うので、皆さんに配るかと思っ

て、それではちょっとあまりやりすぎなのでおりますけども、大事なことがいっぱい

書いてあるつもりです。それを目にした村長さんの考えを改めてお伺いしたいなと思

っております。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 大玉村の全村自然公園化構想、大変良い提言だなと思って見させて

いただきました。やはり手を加えるべきところもあれば、むしろ手を加えることによ

って破壊してしまうということもある。したがって、その辺はじょうずに調和という

ものを考えながら、大玉村が山を見ても、あるいは川を見ても、あるいは道路１本見

ても、川の土手を見ても、正に場所なりに生かしているなと。自然公園化、まあよく

よく考えてみれば、村そのものがしっかりと行き届いた公園化構想の枠のようなこと

になっているなと、是非そういう村づくりというものをやっぱり目指していかなくち

ゃならないというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） その中の提言にもありましたけども、それと関連して今、村が進

めていることに１つに大きな課題として、大玉村土地利用計画というのがあるはずな

んですけども、それらの進捗状況と、それらにそのような考えも一部発言があったと

か、その人に私も相談した経過がもちろんありますので、そんなこともひとつ聞いて

おりますけども、改めて大玉村の都市計も含めてありますけども、土地利用計画、現

在、第４次総合振興計画と並行して進んでますけど、これはまたちょっと後にずれて

いるようですけども、進捗状況と、これ課長の答弁でしょうから、今言ったような私

の考え方も含めた考えを披瀝していただければと思いますので、よろしくお願いしま
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す。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。

現在、国土利用計画、大玉村計画として企画調整小委員会の中で現在、協議中でご

ざいます。既に３回ほど会議を開いてございます。来週には小委員会の最終的な結論

を出したいというような現在の進捗状況であります。６月中には企画調整委員会を開

催して、各課長等が委員でありますが、その中で基本について改めて役場としての最

終的な案、素案を確定したいと。その後、福島県との協議、更にはパブリックコメン

ト、そういうものを得ながら、なおかつ審議会等で諮りながら、最終的には議会の方

に上程していきたいというふうな現在、計画でございます。この現段階での国土利用

計画の基本的な方針でございますけれども、まず、一番にはやっぱり計画的な土地利

用の推進、これが一番かとございます。２番目には、９番議員さんがおっしゃられる

ように、まず、大玉村の特性を生かした自然環境、それから景観の保全、これを２番

目に掲げたいというふうな現在の構想であります。更には農業的土地利用の推進、自

然的土地利用と都市的土地利用の調和、公共公益施設用地の確保、これらを基本的な

方針として、現在、策定中であります。以上です。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） はい、ありがとうございます。最後になるのかな。ひまわりや菜

種の栽培や関連プロジェクトの展開について、以前、平成１６年だと思いましたけど、

私あの愛知県とか大阪、滋賀県愛東町を訪問しまして、お米のパンのことで、そうい

う直売所とか、そういう習いながら行ったんですけども、その中で愛東町で菜の花の

エコ革命、藤井絢子さん、菜の花のプロジェクトネットワークの本に出会いまして、

そういう施設も見てきました。非常に感銘を受けまして、その後、村長さんに話して、

これは村長さん主導で、今、村内で菜種の栽培が始まっているが、正に今、そのこと

がある意味では発展するかもしれない。そういう転換期に入ったんだなと理解してお

ります。そういう意味では菜の花プロジェクトネットワークの藤井さん。当時滋賀県

の琵琶湖が赤潮でいろんな水が汚染されるのを懸念して、主婦が集まって、そういう

ふうな廃油から石けんを作ったりとか、その行き着くところが今のバイオ技術という

形で今、全国的な組織になっているようで、改めて最近のことで、私も一瞬これ本の

中身も忘れかけていたんですが、改めて読み直しますと、正に大事なことがいっぱい

書かれております。そういう中で、先日のラジオで彼女が出てまして、来年は是非福

島県で、こういうふうな全国のプロジェクトネットワークの全国大会を開きたいとい

うことがありまして、正にそれがもしかしたら飯舘はああいう状況なのでどこなのか

な、大玉も積極的にかかわってほしいなという関係で、今、ひまわりはその放射能土

壌汚染の軽減策とかいろいろ話題になっておりますけども、現在、再生室長がんばっ

ております耕作放棄地も含めて、村の方針として、このような考え方があるかどうか

について改めてお伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） お答えいたします。

先程来も話したように、この適地適作と言いますかね、あるいはこういう事故災に

対応する結局土地利用の有り様と、こういうことを考えていくということは、これ当

然だなと思っております。そこで、今言ったような菜種だとか、あるいは今言ったひ

まわりとか、あるいは小麦とか、要するに油性の強いもの、こういうものについて、

小麦はいったい油にはなるのかどうか、その辺までは研究しておりませんが、菜種と

それから今のひまわり、この油は結局今の軽油と混ぜてディーゼル車には利用できる

ということのようでありますから、だから、それもやっぱり価格の問題だと思うんで

すね。だから、そういうものに対する国家的な取り組みとして補償的なね、そういう

補償価格、要するに油性策などを作ることによっての補償価格制度みたいなものをや

っぱり新たに構築してもらう。こういうことは大切だと思う。土壌を全部これいっぺ

んに剥ぐなどということはいけませんし、それを処理するのに大変なことであります

から。だから、やっぱり何か適した作物を作って、そしてそれをやっぱり価格補償制

度の確立によって、それなりに結局採算性もある程度求めないと、こういうことをや

っぱり運動をこれを機にやっぱり起こしていく必要があるのではないかなと、そうい

うふうに思っているところであります。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 是非積極的な取り組みをお願いしたいということであります。

３番目、最後に移ります。農業政策の充実について。現在、水稲農家も一番の不安

なところは、ああいうふうな再土壌調査があって、現在、作付はしておりますけども、

本当に秋に売れるのかな、風評被害で安いのかな、買ってくれるのかな。先程来キャ

ンセルのファックスも入ったなどという話もありますけども、そういうことが一番心

配だなと思っております。そういうことで、改めて農業政策の充実ということで質問

させていただきたいと思っております。村産品のイベントやＰＲ活動の促進策、直売

所の売上も半分になったとか、３分の２になったとか非常に苦悩しております。ほか

では、二本松、本宮市、県内市が連携して仙台駅でイベントとかやってますけど、な

んか大玉村というと元気がないよなと思っております。もっと積極的にああいうふう

なほうれん草とかいろいろ被害ありますけども、村独自でももちろん大事ですけども、

そういう近隣の二本松、本宮と連携して、先日、本宮市の農政課長ともいろいろ議論

してきましたけども、本宮では既にいろんなことやっています。農水省のホームペー

ジに、あるいはいろんなそういう指導を受けて、ですから、そのとき言ってきました

けど、やっぱり大玉村も連携してやったらどうでしょうかという話、もちろん向こう

もそういうふうに考えていますよね。自分だけでやっぺなどと思っておりませんので、

いろんな意味でやっぱり積極的にそのようなことをやってほしいんですけども、その

ような方針があるかどうか、村長さん、農政課長、よろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

今ほど話があった県内１３市のイベントについては、仙台市で行われたということ
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で、ニュース報道でもされているところでございますが、放射能汚染によって、これ

からいわゆる農産物の風評被害がだいぶ懸念されるところでございますので、本村で

例年行っております「うまいものまつり」や畜産のイベントについても、今後、実行

委員会や畜団連の会議等で開催の最終決定がなされるところでございますが、こうい

う時期だからこそ、本村の生産される農産物は安心で安全だというＰＲする意味でも

大切ないわゆる活動だと思っております。また、安達地域の農業振興協議会、ＪＡと

３行政でＰＲ活動を行っておりますが、本年につきましては、こういう時期でござい

ますので、そういういわゆるイベントも含めた販促活動をより以上に実施していこう

ということになっておりますので、そういった面、村単独、また、管内との足並みを

揃えた関係でいわゆるイベントを実施してまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 実際やっても売るものがないとか、いろんな悩みもあるようには

聞いておりますけども、だからこそ、隣の近隣市町村と連携してやるべきかなという

ようなことも改めて要望しておきます。

次に、担い手や後継者の確保支援、認定農業者への支援策の強化という形と組織２

つほど挙げてみました。私たちの若いころは農業後継者会、その次にできたのが農業

青年会議所、今は２つとも残念ながら消滅して、この地域には組織はありません。唯

一存在しております農業関係農協青年部、これ私どもと同じような年代の彼らが、私

が一生に農政部をやっていた同じようなメンバーがんばって、私どもの有機農業推進

の国庫事業にも協力してくれたりして、小学校との田植えとか稲刈りやってくれてお

りますけども、残念ながらこの若い人で本当に農業をやりたい、やろうとすべき人た

ちの横のつながりが薄いなというようなことで、今、ぼちぼち仕掛ける努力はさせて

もらっておりますけども、そういう中で震災、せっかく新規就農者として来た１人が、

神戸から来た彼が今、石川県です。石川県の県会議長の農場に働いておりまして、そ

の方が非常に実際は漆の生産をしている会社の経営者の議長さんらしいですけども、

そういう理解もあって、安心、安全の農場を経営したところにお世話になっている。

１人は、やはりこの原発被害を受けて、今、山形の方に移動する。大学院まで出た有

能な青年かと思いしや、いろんな意味でやっぱりなかなか根付かないな。昔からここ

に生まれ育ってないんで、それもやむを得ないかな。でも、それでめげたのではいけ

ないなと思っております。そこで、まず、認定農業者、村内でいろいろメリットあり

ますけども、まず、農政課長が考える認定農業者になったためのメリットとは、どう

いうふうなことを考えていますでしょうか。

○議長（菅野行雄） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

認定農業者制度でございますが、本村につきましては、現在、法人、個人も含めま

して８５名、いわゆる法人も含めますが、８５名の方が認定農業者となっております。

これらのいわゆる支援関係のいわゆる優遇措置でございますが、いわゆる制度資金等

のいわゆるスーパーＬ資金等の無利子とか、あと農業者年金の保険料の補助とか、あ
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と機械のリース関係の助成とかということで、あと農地の面的集積の促進ということ

で、このような認定農業者制度の優遇措置がなされておりますので、これらを有効に

活用していただいて、いわゆる本村の農業振興を図るうえで、認定農業者重要な役割

を占めておりますので、いわゆるこのような制度を十分活用していただいて本村の農

業振興を図っていきたいということで考えております。以上です。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 認定農業者はそういうことですけども、過日、農政課長に二本松

市の支援制度の概要お知らせしました。認定農業者の中からちっともメリットがない

ということですけども、メリットは自分で作るんだよという話もさせてもらいました

けども、いずれにしましても、行政もひとつきっかけづくりは必要かなと思っており

ますので、是非検討していただきたいということです。

先程来申し上げました後継者、担い手、やる気のある農業者の育成とそのための組

織づくり、これらについて村長さん、考えがあれば、お伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これだけの大玉村、自然条件に恵まれており、今回、原発事故でこ

うなったということについては、先程来から申し上げているとおり、発想の転換も必

要だなというふうに考えておりますが、基盤となすことは、やっぱり農業で食ってい

ける認定農業者とか、あるいは後継者、これはやっぱり本気になってやるものについ

ては相当これからまたてこ入れを、今までもやってきております。村のみならずいろ

んな関係、関係でもあるんですが、利用制度がありますが、これはやっぱりもっと強

力にてこ入れをしなくちゃならないなと思っております。やっぱり条件克服をやって

いるところはやっているんですね。例えば長野県の先ほど話されたように川上村みた

いに、要するに標高が１,１００メーターから１,５００メーターまであるわけですか

ら。平均すると１,２００メーターの面積が一番多いそうでありますが、そういうと

ころでわずか人口が４,４００～４,５００人なんだよね。６００戸の専業農家いるん

ですから。１戸当たり３,０００万円ですから、粗収入。それでちゃんとそれでやっ

ているわけですよ、６００戸。それで後継、嫁不足なんというのは関係ないというん

だ、心配ないと言っているわけですから。だから、そこに今年は百聞は一見にしかず

だから、全国の町村会長もやっておるわけであります。是非大玉村長、うちの方に来

てみてください。一番最盛期、最盛期の忙しいときに行ってみたいなと思っておるん

です。レタスを中心に要するに３０種類の野菜をどんどん出荷しているんですね。関

東方面、中京、阪神関係とかね、あと外国では上海、台湾にもこれ冷凍関係の技術が

進歩しているものだから輸出までしている。そんな１,２００の標高のところで、そ

ういうやっぱりわずか総人口が４,４００～４,５００人しかいないところで６００戸

の専業農家というのは、これはやっぱり生きるか死ぬかというところではい上がって

きたところだと思うんですね。そんなことで、大玉が農業これだけ恵まれたところで

やっていけないという手はないなと。そういうことで、やっぱりしっかりとやる気の

ものについては、もっとやっぱり支援をしていく必要があると、こういうふうに考え



- 103 -

ております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 冒頭に申し上げましたけども、特に水稲農家、今、米作っている

けども、本当に売れるのかどうか心配しております。だからこそ、もしそういう風評

被害で価格下がったらば、こうしてくださいということを今から村長あの隣の市町村

とも話し合って、もう今からお膳立てして、東電、政府にも強力に申すべきだ、そう

してくださいと私も住民から言われておりますので、これは要望事項としてお取りく

ださい。

最後にもう１つ、震災にどう立ち向かうか。先ほど村長さん、現地に自分で赴くの

いいんですけど、もし、川上村に行くんだったら職員、あるいはまたそういう担い手

を連れて行っていただきたいなということを要望しておきます。

最後になります。命をかける政治家が今、残念ながら少ないなと、この間のある会

合で申しました。板垣死すとも自由は死なず。正にそういう発想とそういう人材、更

に伊東正義氏、ここにビデオをまた見直ししておりますけども、やはり会津魂、総理

の座を蹴った男という形ですけども、正にそういう政治家が必要だなというようなこ

とと、現場主義の大切さということをある会合で訴えました。村長さんもいたから分

かると思うんですけど、正に職員も、特に農政関係は現場を歩いて、村民の意見を聞

いて、しっかりそれを生かしてほしいというようなことを改めてお願いして終わりた

いと思いますけども、それに対して村長さんの考えお願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

大切なことは、私もいろいろ国等とか接してきた経過を踏まえて話をするならば、

現場を分からない。これは現場を知らない。現場をやっぱり踏まえて何を求めるか。

求めているものに対して対応すれば良い。この安請け合いはしない。やっぱりしっか

りと対応していく、そういうことだと思う。それが現場を知らないで、ただ、机上プ

ラン、霞ヶ関のプラン、これでは馬は連れて行っても水を飲ませることはできないと

いうような状況が残念ながらつくづく感じたというのが実態ですね。そういうことを

踏まえて、やはり村づくりをしていく必要があるというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） 以上で質問を終わらせていただきます。どうもありがとうござい

ました。

○議長（菅野行雄） 以上で９番佐々木市夫君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程による議事が終了いたしましたので、本日の会議を閉じ散会い

たします。大変ご苦労さまでございました。（午後５時３１分）


