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平成２３年第５回大玉村議会定例会会議録

第４日 平成２３年６月１７日（金曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 押 山 義 則 ２番 武 田 悦 子 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

議案審議

議案第４３号 大玉村議会の議員及び大玉村長の選挙における電磁的記録式投

票機による投票に関する条例の一部を改正する条例について

議案第４４号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について

議案第４５号 大玉村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

議案第４６号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について

議案第４７号 平成２３年度大玉村一般会計補正予算について

議案第４８号 平成２３年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について

議案第４９号 平成２３年度大玉村農業集落排水事業特別会計補正予算について

委員会付託事件（請願・陳情）の委員長審査報告

閉会中の継続調査申し出について



- 106 -

（追加日程）

議案第５０号 平成２２年度繰越明許事業玉井幼稚園耐震改良工事請負契約に

ついて

議員発議第３号 原発事故の早期収束と被害補償に関する意見書について

議会広報編集特別委員会補欠委員の選任

議会広報編集特別委員会委員長の互選報告

大玉村農業委員会委員の推薦について
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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１名の方がお見えになっており

ますので、ご報告申し上げます。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 本日の日程につきましては、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。

４番鈴木義一君より通告ありました震災と原発事故についての質問を許します。

○４番（鈴木義一） ３月定例議会最終日より今日まで震災、そして原発、そして避難民

の受け入れと、村長さんをはじめ副村長さん、教育長さん、そして職員の皆様方、通

常業務のうえ、そういう仕事を今日まで大変ご苦労さまでございました。避難民の皆

様方からは、大玉の待遇はいいと、どこどこに行ってきたらば、あそこは土間で寝て

いる。あるいは温かいものを食べられない。そういうお話も聞きます。村外からは、

素早い対応だったという評価もいただいております。同じ金を使ってもほかより少し

良い待遇をすれば大玉は良かったと、悪かったら悪口を言われるわけで、皆様方の対

応というものはすばらしいものだなと、こう私は思っているところでございます。

それで私、今日は議長の許可を得ましたので、通告しておきました質問をさせてい

ただきます。震災と原発事故について、この１点について質問をさせていただきます。

何人かの質問者によりまして、今後の原発という方向性についての村長のお考えと

いうものは賜りました。しかし、福島県には１０基の原発があり、４つは廃炉にする

と、じゃ、休んでいる６つの原発、再稼働はどうなのか、その点についてのお考えに

ついてお尋ねいたします。県民感情、大玉村民の感情からすれば、おいそれと認めら

れる状況にはないわけでございますが、その点について村長のお考えをお尋ねいたし

ます。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

これだけに苦労して、いまだに収束できない。これはもう事実が証明をしているわ

けでありますから、一度手挟まったら二度手を出す人はいないと思うんです。もう、

こりごりだというのが正直な考え方であります。原発に頼らないやっぱり自然エネル

ギー、こういうことで２１世紀はいくべきであると、私はそのように考えております。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） ２番目の原発の安全性、これは今後原発に頼らない電気ということ

を掲げながらも、当分は頼らざるを得ないべというのが村長のお考えでございますか
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ら、その間、この原発の安全性という確保、これについてどういうお考えを持ってい

るのか、お尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 昨日も申し上げましたように、石橋一彦地震学の先生が２００５年

の２月２３日、衆議院議員の予算委員会で地震学者という視点から、これはちゃんと

参考人として証言しているんですね。そういうものをやっぱり無視してきたという、

それと、あと今日の新聞一面記事に出ていましたね。昨年の６月ですか、電源損失を

しておったという、そういうことがあったんだけれども、それに対する結局対応も怠

ってきた。だんだん、これは明らかになってくるわけでありますが、これはとんでも

ないなと思っております。したがって、今一斉になくすというわけには現実性になじ

まないわけでありますから、そういう今、稼動しているその電源というのは、これは

頼らざるを得ないという一定期間ありますから、しっかりとやっぱりこれは安全の検

証をして備えるべきである。そして、あとやっぱり徐々に徐々に、一方では自然エネ

ルギーの開発をどんどん進めていくと、これがやっぱり本来の姿であるなというふう

に考えております。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 去年の１２月に質問させていただきました。安全性の確保、保安院

の独立性ということにご答弁をいただきましたわけでございますが、その点について

ご説明をお願いいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

これは今の佐藤雄平知事になってからも筆頭にして６団体でもって、当時は経産大

臣は直島大臣でありました。特に原発というのは、福島県の場合は町村自治体に所在

しておると、そういう関係で町村自治体として、これは安全第一だということであり

まして、これはやっぱり原発、当時としては温暖化の問題とか何かで認めざるを得な

い。だけど、はじめに安全ありきだということで、そういう町村会の立場として、６

団体として直接話をしたんです。安全保安院は同じ資源エネルギー庁と、進める方と

チェックする方と同居していて、これは信用できないよと。いうなれば、泥棒課と警

察課と一緒になっていて警察課を信用してくれろと言ったって信用できないべと、こ

の表現よりも、もっとこれは事故が発生したら大変なことになりますよと、それを話

をしてきた経過があるんです。結果的にはこういうふうになったということは、謙虚

にやっぱり２００５年に石橋学者が言った、そういうことにも耳傾けない、去年の６

月に電源損失があったんだが、そういうこともしっかりと対応しない。いうなれば、

ずさんだというか、事の重要性というものを認識してない。憤りを感じてますね。我

々素人が率直な心配をしていたことを謙虚に耳を傾けなかった。これは非常に憤りを

感じて、こういう多くの方が犠牲にされておるということについては、大変残念だな

と。そういう安全保安院の分離関係、これは要望してきた経過があるんです。今度こ

れＩＡＥＡの方からも、やはりこれは分離すべきだべと、あと国内からも、そういう
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話も出ている。政府筋からも、その話は出ております。これはやはり分離するように

なるんではないかなと。もっと私は具体的に言ってきたんです。安全保安院というの

は、会計検査院のように内閣に独立してその権限を持つと。これは公金の無駄遣いど

ころじゃないんじゃないのか。事故があったら大変なことになるんじゃないの、内閣

に独立して、その権限を持つという会計検査院のような、そういう仕組みにすべきじ

ゃないですかという、それまで言ってきた経過があるんです。結果的には大変聞き入

れることができなかったということで、このような事故になったということは残念だ

なと思っております。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） その独立性を与えることによって、それですべての安全が保たれる

最高の方法だというふうにお考えでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 当時としては、そういう世勢の流れでありましたから、せめて安全

をということに話をしたわけでありまして、ただ、こうして事故が発生してみると、

これはやっぱりだめだなと。所詮、人間の考えることは、昨日も申し上げました。自

然には及びではないんだと。したがって、やっぱり自然に逆らうような、人間の科学

技術力でもってはこれはセーブできない、これははっきりしたわけでありますから、

やはりこの辺でしっかりエネルギー政策というのは自然エネルギーに、これは全面的

に考えていくと、変えていくという、その必要があるなというふうに今思っていると

ころであります。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 安全性を保つ制度ができないので、脱原発だというように私は取っ

たわけでございますが、しかし、じゃ、その間はどうするのかということでございま

す。その点についての安全策というのは、どのようにお考えなのか、お尋ねいたしま

す。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほどから申し上げているように、今、一斉に原発を止めてしまっ

て、そして自然に変えようとしても、これは現実的には、これはやっぱり産業関係と

か、そういうところでは、これはたちどころに支障を来すわけでありますから、だか

ら今はやっぱり、いっぺんにそういうふうにはいかない。しっかりと危険性がどこに、

どういうことがあるということは分かっているわけでありますから、今回のこの事故

を踏まえて、安全性をしっかり確立をしていただいて、そして最小限にして稼動して

もらうのはこれはやむを得ないなと。あと、やっぱり計画的に自然エネルギーにこれ

はやっぱり変えていくと、こういうことにしていくべきであるというふうに思ってい

るわけであります。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） その安全性をどう確立するかということをお尋ねしているわけでご

ざいます。
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○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） その安全性というのは、今まで例えば原電損失になった。それは、

じゃどういうことに起因しているのか、あるいはまた今の燃やし続けている、今回事

故があったのは１９７１年に造った、これは４０年、こういうふうに経っているんだ

ね。今日あたりの新聞を見ると、昨年の６月に電源損失あったというような部分につ

いて、部品とか何かの点検とか何かもしてないというようなことが書いてあるんだね。

だから、それをやっぱり初心に返って、しっかりと、そういうものを、いったい期間

も延長、延長できたんだけれども、そういうことがいいのかと。期間の問題とか、あ

るいはしっかりした今の、今回のような、そういう事故を踏まえて、それに耐えられ

るような、その炉なのかどうか、こういうものをやっぱりしっかり点検をして、そし

て耐えられるものにしていくと、これはやっぱり専門的な立場の方でないと分からな

いと思いますが、そういうことで、今一斉になくすわけにはいかないと思いますから、

そういうことで、やっぱり持続していかざるを得ないのかなと。事故があってはなら

ないというふうに思っているわけであります。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 脱原発を掲げても、国全体ではそういう方向でないわけでございま

すから、やはりより安全確保というものをやはり考えていかなければならないと思い

ます。

ＩＡＥＡも国も、確かに独立性ということをうたっております。しかし、それだけ

では私は決して安全は守れないわけで、村長も同じ考えでございますが、やはり私は、

その組織というものはいろいろあるわけです。原子力関係の保安院とか、安全管理委

員会とかといろいろありますが、それぞれいろんな組織、あるいは一般の会社におい

ても法律によって、そして、その会社の規則によってその行動というものは示されて

いるわけでございます。しかし、その中にも善良な意識を持って任に当たると、又は、

そういう善良な意識を持たないで仕事をするでは、その結果に大きな違いが出るのは

当たり前のことでございます。そういう中において、現在のこの原子力関係諸団体に、

そういう善良な意識を持って仕事をするという、そういう義務、そういうものを果た

しているかというと、これは私は果たしていないと、こう思うわけでございます。村

長も同じだと思いますが、事故調査委員会が今度作られました。浪江町の町長さんが、

そのメンバーに加わると報道されました。そして、また中立性を保つために大変苦労

したと。結果的には専門の学者さんが思うように集まらなかった。つまり、偏った人

が多いということなんでしょう。それで、どこまで原因が究明できるかは分からない

というような記事が載っておりました。つまり、日本の原子力業界といいますか、そ

ういうところの上層部というものは、非常に偏った考え方の人がたくさんいると、そ

ういうことを言っているんだろうと、こう思うわけでございます。そういう中におい

て、果たして善良な意識を持って任に当たるということがしていたのかというと、そ

うではないということが言えると思います。あの事故以来、テレビ報道されました。

ほうれん草は１年間に１００キロ食っても大丈夫だ、放射能は体外に排出する仕組み
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があるんだと、骨に貯まるという、そういう仕組みもあるわけですね。それから、チ

ェルノブイリ級には絶対ならない、炉心溶融なんて絶対起こらない。もう既にその頃

起こっていたわけですよ。そのようにいろいろ今になってみれば、嘘をテレビなどで

言っていた専門家がたくさんいたわけでございます。そして、また１００億円もかけ

て作ったシミュレーション、事故が起きた場合には核物質がどのように拡散するかと

いうシミュレーションができたのにもかかわらず発表しなかった。なんでだ。混乱す

るから。せいぜい放射能を浴びた段階で、飯舘の皆さんが避難をする。全く何をやっ

ているんだと言いたいところでございます。我が村とも深い関係の飯舘の皆様には、

本当に気の毒でございます。そういう意識を持たない、そういう日本の原子力関係の

上層部というものは、一般にそういう人が多いというふうに新聞の記事から見ると推

測できるわけでございますが、こういう中において、私は大変おっかない橋を渡って

きたんだなと、我々も安全神話によって検証してこなかったんだなと、そういう反省

をするわけでございますが、この点について村長は、どういうお考えをお持ちなのか、

お尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

全くそのとおりですね。為すべき事を為してなかったと。政府の諮問機関である原

子力安全委員会、これは学者の集まりだね。そして、あとは経産省の中には資源エネ

ルギー庁、それから安全保安院、これは推進する立場、安全保安院は管理監督する立

場なんです。それが要するに俗に言う原子村という関係だったということなんだね。

それぞれの役割分担というものを果たしていなかった、これが結果的にこういうこと

になった。だから、これ一口に言うと原子村とこう、仲良し組みたいになっているん

ですね。そういうことがこういう結果をもたらしたんだなと。だから大切なことは、

それぞれに必要性があって役割があって職分があるわけですから、その職分をしっか

りやっぱり果たしてもらう必要があった。それが先ほどの安全保安院の問題をこれ要

望してきた経過があるわけであります。それが大変責任を果たしていただけなかっ

たということが、こういうふうな結果になってしまったと。それと期間延長とか、こ

ういうのも安易に延ばし延ばしてきたんだわね。最初、あれ造ったときには耐用年数

３０年だったんです。これ４０年、いつの間にかなってしまった。それから、一定の

期間でもって１回火を入れれば１３か月とかというこれ期間があったんです。いつの

間にかこれ２０か月なんていうようなことになってみたり、これね、そういうところ

に、それぞれの弱さがあったんですよね。だからこれは、それとやはり人間ですから、

どうしても、そういう弱さがあるというふうなことなのかなというような感じもする

んで、むしろ、そういう危ないものには手をつけないと。安全安心の、よそに選択の

道がなければしょうがないわけでありますが、これは選択の道があるわけであります

から、やはりこれは自然エネルギーによる原子力というものに２１世紀は目指してい

くと。今あるものについては、やっぱり一度に切り替えるわけにいかないから、それ

は安全確保をしっかりと英知を絞ってやっていただくと、こういうことが今やっぱり
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現実的には大切なことであろうなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） やはり当分の間は、安全対策というものは、それでも考えていかな

ければならないわけでございますから、その点はこれからも追求していかなければな

らないことだろうと、こう考えるわけでございます。

私は、国もＩＡＥＡも保安院の分離独立ということだけをうたっておりますが、私

は危機管理というものは自分でするんだと、他人に任せない、これが基本だと、この

ように思っております。そういう考えからいけば、原子力の被害者になり得る我々も、

当然原子力行政に口を出す、これは当然でございます。原子力安全委員会、あるいは

保安委員会、そういう席に我々住民の声を届ける席というものは必要であろうと、そ

ういうシステムがあるのかどうかは知りませんが、なかったら作っていただく。素人

の集団でございます。声を力強くするためにも、１つ１つではなく３つも４つも作っ

ていただく。そして、そこで住民の声を反映させていただく。そして、そこの情報を

共有する。そして公開する。そうすることによって組織の先進性というものが生まれ

てきて透明性の高い安全確保になるんではないかなと、そういうことが私は大事なこ

とだろうと、このように思うわけでございます。そういう意味で、だれもこんなこと

は言っておりません。だから私が言っているのは自分でも変なことかなと、こう思う

わけでございますが、しかし、危機管理の基本ということから考えると間違っていな

いと私は思うんです。住民自ら口を出す、そして、情報を公開する、大切なことだと

思います。村長のお考えを、お尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） そのとおりですね。考え方はそのとおりです。要するに、危機管理

は国民一人ひとりが認識するべきなんです。それを代表してやるべきことが国の機関

なんですね。だから、危機管理意識というものは、今回のやっぱり大きな反省点、こ

れ見てみると、危機管理意識というものは、これは国が前面的に出なくちゃならない。

これは東電の民間がやっていたわけでしょう。民間任せみたいなところがあった。危

機管理意識というのは、国が前面に出て、そしてリスクはこれは儲けるときは儲ける

わけですから、企業がこれは背負わなければならない。国策として取り組んできたん

だから、最後はこれは国の責任になりますが、それがどうも今回の一連の最初の出来

事の対応の仕方を見ると、危機管理というそのものについて現場の東電任せのところ

がある。こういうときには、前面に出なければならないのは今言ったように国民一人

ひとりが自らの危機管理を持つと同じように、それを代表してやるのが政府機関なん

です。だから、危機管理意識はやっぱり国がしっかりと職分を果たさなければならな

かった。企業はリスクを背負わなければならない。それが国がリスクを背負って、危

機管理は東電が真っ先にやっているような形に逆行してきたところに、ちょっと後手

後手、後手、後手に回ってきた感があるなと思っているんです。だから、今議員がお

っしゃるような、そういう危機管理というのは個人、国民個々人が持って、それをし

っかりとやってくれよということで国会議員を出したり、それを結局執行の立場で政
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府機関がやるわけですから、だから、声を挙げていく、そういうやっぱり声を挙げる

ことによって、それが一つの国政の執行の立場につながるわけでありますから、非常

にそれは全く同感の考え方であります。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 私は、ちょっとそこが違うんでございます。国という回り道をする

んではなくて、直接自分の身は自分で守る、手の届く範囲、そういう距離感でやるの

には、我々の代表、市長会代表、町村会代表、議長会代表、そういう方々のメンバー

が直接口を出す、それが本来の自分で自分の身を守るということになるんだろうと。

距離を置いてはだめだと、こういうふうに私は申し上げているわけでございます。そ

の点についての、そして口を出すだけでなくて、そこで得た情報を全部知らせる。そ

れによって先進性が出てくる。それによって確実な安全対策というものが出てくるん

だろうと。後進性から先進性に変わる、これが大事であろうと、意識改革、そういう

ことを私は申し上げているわけでございます。その点についてもお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 考え方は同じなんです。要するに、直接声を挙げるということにつ

いて、ありとあらゆる分野で今回これをこの一つの出来事を教訓にして、二度とこう

いうことがあってはならないと、ましてこれ被災県でありますから、だから、いろん

なやっぱり志を持つものが、中には、やっぱり全部一枚岩ではないと思いますよ。や

っぱり、そういったって、これ原発必要だという人がいるかも分からないんです。し

かし、私は先ほど言ったとおり、今４番議員が発言されたように、個々人のやっぱり

方が率直に、こういう事故が起きるようなことでは困るよと、その危険性だってある

んでないのかと声を挙げるということ、運動を起こすということ、これはそれぞれに

その分野がありますけれども、大いにそれは結構なことだと思います。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 同じ話になってしまうけれども、お言葉でございますが、会計検査

院の話が出ましたけれども、実際は日本の会計検査院は実際あまり成績上がってない。

最近上がってきたんですね。それは民主党が事業仕分けをすることによって上がって

きたんです。そういう力が働くことによって働き出すということがあるんですね。独

立性だけでは決して、そういうことは起こらなかったわけです。だから、やはりそう

いう何らかの力になる、それが私たちの代表である町村会、市長会から行ってもの申

すと、そういう力になるということが大事なんではないかなと。そして、そういうも

のが足されて透明性が増してきて安全対策につながるんではないかなと、このように

申し上げて言っているわけでございます。くどいようですが、この点についてもう一

度。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 何回も同じことになりますが、これは現在もあるんです、そういう

脱原発というような組織も。４番議員の言うのは、町村会とか、あるいは県の市長会

とか、そういうところでも、これは話がしっかりと声を挙げて、その運動を起こすべ
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きだべと、こういうことだと思うね。とにかく声を挙げるべきだということだと思う。

声を挙げたいということであろうと思いますので、その声を挙げるという手法として

はいろいろあると思います。これは例えば４番議員が、大玉村から脱原発で一つのこ

の指止まれという方式でやるのも、これは純粋な住民運動になるんです。だから、い

ろいろ手法はあると思いますが、それはそれぞれの考え方があると思いますけれども、

ただ私としては、やっぱり２１世紀の時代というのは、こういう危険なことを二度と

あるようなことであってはならないなと、そういう世づくりというものを目指してい

かなければならないなと、こう思っているということを申し上げております。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 私が申し上げているのは、保安院、あるいは安全委員会、そういう

一メンバーになる。そして、そこの情報を国民に、地元の住民に知らせる。そして、

そこでまたきちっとメンバーとして発言をする、そういう席を確保したらどうですか

ということでございます。時間がないのですが、じゃ、この点についてお願いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 安全保安院の立場とか、そういう職責にはやっぱりそれ相当の専門

家が、これ国の要するに今現在の組織からいえば、経産省の中に安全保安院があるん

ですね。そこにはそういう専門家もいれば、あるいは行政の官僚もいればということ

でこれは安全保安院があるわけでありますが、これは、そこの安全保安院の場合です

と経産省の職員がそこのメンバーになっているわけなんです。原子力政府機関の諮問

機関は、原子力安全委員会というのは、これは国の方から委嘱状をもらって、そして

これは学者の集まりなんです。だから、そのメンバーになるといっても、じゃ、だれ

を送るかといったってそう簡単にいかないんですね。これは経産省の職員が結局安全

保安院という身分の職責を任命されるわけでありますから、その職になるというわけ

にはいかないんですね。だから、率直に今のこういうことで困ったということで住民

運動を起こすと、こういうことだったらばこれは可能ですよということであります。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 専門的な知識がないからどうのこうのと、こういうことでございま

すが、オブザーバーとしてそういう人を伴っていけば、そんな問題は解決できるはず

でございます。この点については、いつまで言ってもあれでございますから、本当は

大事な話だと私は思っています。

３番の問題につきましては、トータル的にはどの程度安全なのかと、こういう質問

でございましたが、この点については今まで何度も質問者もあり、今後のこれはこれ

から対策を考えるということでございますから、結構でございます。

４番、収束しない原発事故の今後の予想される危機でございますが、これは予想し

なければならないですね、危機というのは。そして、それの対応。予想しなければな

らないと思っている危機はどういうことか。そして、その対応についてお尋ねいたし

ます。

○議長（菅野行雄） 村長。
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○村長（浅和定次） これは現実的に全村が、あるいは全町が挙げて避難しなければなら

ないんだということは、今まで歴史にないと思うんですね。今回は原発事故でもって

町全体が、あるいは村全体が、こういうこの８町村は同時にこれは避難したわけです

から。後から飯舘は計画的避難ということになった。現実にこれ発生したわけですか

ら、大玉なんかも場合によっては全村というようなことも防災計画ではやっぱりうた

い込んでおく必要があるなと。今までは部分的な災害ということで、公共施設のこう

いうところを避難場所となっているんです。ところが、こういうことを教訓にして、

例えば大玉の一画が避難しなければならないというときには、じゃ大玉地内の結局避

難ということもこれは考えられる。あるいは全村避難ということになれば、例えば場

合によっては南の方に行くとか、あるいは北の方に行くとか、こういうことも考えて

おかなくちゃならないなと。だから、そういうものも、これから要するに大玉村の防

災計画にやはりこれはきちっと今回のことを教訓にしてうたい込んでおく必要がある

な。これは前の質問者にも申し上げておきましたが、そのためには、そのときにどこ

に行くといったって、これはなかなかちょうどしないと思いますから、防災の災害協

定、災害の協定のような、どこか南の方とか、あるいは北の方とか、やっぱり２か所

くらいは災害協定のそういう市町村、しかるべき、そういう災害協定を結ぶような市

町村が必要だなと。そこに北に行った方がふさわしいというときには、そこに向かっ

ていける。これは今回は北の方がこうなんだから、南に行った方が安全だというとき

には南に行けるという、やはり災害協定の市町村がこれは必要であるなと、そういう

ことも防災計画の中で、これからやっぱりうたい込んでおく必要があると。そして、

そういうきちっとやっぱりことを住民にも認識をしていただくと、これは今回の教訓

として生かしていかなくちゃならないというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 教育長にお尋ねいたします。

この問題については、全員協議会でも申し上げました。その後の対応については分

からないのでお尋ねいたしますが、原発というものは進行中でございます。今後どう

いう事態になるかもしれません。一部の町村では、安定ヨード剤を配ったというとこ

ろもあるわけでございますが、我が村の考え方については、どういう考え方をしてい

るのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

安定ヨード剤につきましては、まず国の現地対策本部の考え方ということで、２０

キロ圏内の方に対して使用する考え方だと。県におきましては、万一の場合に備えて

５０キロ圏内の方に使用する考えだというようなことでございます。万一の場合、本

当に万一の場合かというようなことも考ええられるわけですが、現在の状況において

は県では５０キロ圏内が万一の場合だというような想定をしているということでござ

います。大玉村につきましては、６０キロ、約６０キロということで圏内には入って

いないというような回答でございます。
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○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） ６０キロということでございますが、今後、南からの風も吹くとい

う話もあるわけでございます。今までは西風が多かったわけですが、そういう風向き

ということも考慮しますと、必ずしも距離によってどうのこうのという問題ではない

だろうと考えるわけでございます。万が一、万が一のことを私は聞いているわけでご

ざいますが、これ放射能を浴びちゃってから投与しても意味がないわけでございます。

時間的なことがあるわけです。そうでしょう。そういうことから考えて、どこに、い

くらあって、我が村民にどの程度、どういう段取りで素早く配られるのか、どういう

範囲で配るのか、そういうことを下準備としてあるのか、あってこそ素早く対応でき

るわけでございます。その点についてどうでしょう。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ４番議員さんにお答えいたします。

４番議員さんのおっしゃっていることは、そのとおりでございますが、現実問題と

しては、安定ヨード剤の投与については国内では非常にやり方としては、避難所等に

おいて投与するという方針になっていることはご存じだと思います。これは特に原子

力防護委員会では、４０歳未満について投与対象にしております。特にご質問の中に

あるように、子ども、妊婦というところが課題になるわけで、今後備蓄のあり方、例

えば今は県が備蓄していると。今回の福島第一原子力発電所の事故においては、原子

力防災対策本部からの投与の指示については、３月１６日に発せられたわけなんです

ね。これが早かったか、遅かったかという検証も当然必要だし、今、現時点で県が県

と各関係８市町村、飯舘村もそうですけれども、２０キロ圏内、先ほど住民生活課長

の答弁のとおり２０キロ圏内について指示が出されたわけです。こういう対応が果た

して適切かどうか。それから一部には、この指示がないまま服用したという事例もあ

りました。これらの服用については、非常に厳密な管理が必要だと思います。そうい

う点で大玉村としては、これからもちろん県とも協議しなくちゃなりませんけれども、

新しいというか、早急に防災計画の中で、このヨード剤の配布、投与、個人に持たせ

るべきかどうか、そういうことも含めてきちんと研究はやっぱりしていかなくちゃな

らないと思います。世界のレベルでは、個人に配布しているのはフランスのみという

ことになっているそうなんですけれども、先ほど議員の指摘のとおり、自分の危機管

理は自分でというふうになれば、やはりかなりの教育や訓練をして、そのうえでやっ

ぱり配布というのは個人であるべきか、あるいは集団というのは、この時期になった

らば今回のやっぱり検証をどういうふうにするかだと思いますけれども、避難所で配

布するといっても、ちりぢりばらばらになって、これだけ大規模になった場合にはど

うするのか。これは村内においても８,０００人、その対象者は少なくなると思いま

すけれども、どうするのかというのは、やっぱりかなり専門家の意見も聞きながら、

検討には時間がかかるというふうに考えます。ただ、明日になるかもしれないべとい

うことに対する対応は、もちろんできていません。これらについては、今原発の収束

の状況にもよりますけれども、今回除染もやりました。グラウンド等々の。これらに
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ついても、要は可能性ですよね。再び爆発すれば同じことの繰り返しになるわけです。

しかし、極めて可能性の少ないという、そういう専門家の考え方も踏まえての除染で

あったわけですから、安定ヨード剤の問題についても、そのような専門家の考え方を

受け入れて、今後早急に防災対策の計画の中にやっぱり位置づけていくべきだろうと、

そのように現時点では考えています。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） そうしますと、危機はこないという判断なんでしょうか。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） これは私が言うべきかどうか別なんですけれども、除染に

際しては、どういう考え方に基づいてやったかということと同じでありますけれども、

大量の放射性物質が、これから放出される可能性は否定はできないわけですよ。否定

はできないけれども、その懸念材料があるからといってやらないということの方が、

むしろ住民の健康管理に責任を持たないというふうになると。仮に再放出があったと

しても、今やるべきだという判断に立ったということなんですね。だから、決して、

これから起こらないなんて、そういう判断ではありませんし、それは分かりません。

分からないけれども、少ない可能性であろうというような考え方、それを指示したと

いうことであります。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 少ない可能性、保安院の考え方と同じでございます。ひとつ、これ

は土曜、日曜あるわけでございますから、そこの対応等も含めて、しっかりと対応を

お願いしたいと、こう思うわけでございます。

農産物の補償についての考え方、大変今までお聞きしました。１００％の補償、迅

速な補償を求めて、村長の行動力、発言力、期待するところでございますが、村長の

お考えをお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは昨日の質問者にも答弁をいたしました。

すぐ議会において、なるだけ早い時期に組織を立ち上げます。そして、窓口を設置

を、これ現在もその担当窓口はいるわけでありますが、更に、それに住民力をつける。

そういうことで、しっかりとした賠償関係をこれはやっていく必要があるなというふ

うに思っております。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） ６番は結構でございます。

今回の震災原発事故において学んだこと、そして、それを村政に生かすことなどに

ついてお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは今回、やっぱり先程来も申し上げました。全村の避難の防災

計画をこれうたい込んでおかなくちゃならないということ。それから、あと、こうい

う安全というようなことできた原発によるところの放射線量を気にしなくちゃならな
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い。こういうこともやっぱりこれ、今まで正直いうと考えていなかった。これほど深

刻には考えていなかった、率直にいってね。これはやっぱりこういう時代なんだなと。

あとは、それぞれの取り組みが自治体によって違うんだね、私からずうっと見てみる

と。これは、その人の資質にもよるんだと思いますけれども、比較的、やっぱり自治

体としてコンパクトなところ、これはまとまりある行動を取っている。ところが、俗

にいうマンモスのそういうところというのは、我々がいろいろ取り組みをバンバン、

バンバンやってきておりますけれども、鈍いところもあるんです。さっぱりとやらな

いと、これ大丈夫なんだろうかなと。市民が今度はしまいにしびれを切らして、何や

っているんだとわんさと騒ぎになっているわね。だから、やはりそういうことを考え

ると、やはり自治体というのは住民がやっぱり、おれたちのこれは自治体なんだなと

いう、そういう認識がしっかりと日頃いろんな面でそういうつながり、コミュニケー

ション、こういうものがやっぱり保てる、おのずと一つの望ましい自治体というのが

あるんだなと、そういうことをつくづく考えさせられました。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） これ電気、電話と書きましたけど、燃料もない、電話も通じないと、

こういうことに直してください。そういう中での消防団、区長、職員の行動について

どうであったか。そして、お尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

まず、消防団についてですが、消防団については職員とともに災害状況の把握、あ

るいは危険箇所の応急処置、それから交通誘導、また、避難所の運営のサポート、そ

ういったことに協力をいただいております。その際、防災無線等を使用して迅速な行

動をいただいております。

また、区長さんにつきましては、被害の報告、それからその後の状況、そういった

ことを役場に設置しておりました災害対策本部に足を運んでいただいたというような

状況でございます。

職員につきましては、勤務時間内の災害であったということで全員おりましたので、

全員体制による被害状況の把握、あるいは危険箇所の応急処置、それから避難所の運

営、そういった部分で活動をいたしておりました。以上です。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 大変職員の皆様方も一生懸命やってくださるということは、私も耳

にしております。ご苦労さまでございました。

溜池の改修、三ツ森池、それから私の知っている限りでは三ツ森池、それから大山

の堂前溜池ですか、大変な被害を被ったわけでございます。９月までに改修するとい

うことでございますが、大変早くやっちゃうんだなと、できるんだなと、このような

感じで聞いておるわけでございますが、間に合わせの工事なんでしょうか、本格的な

工事なんでしょうか。

○議長（菅野行雄） 建設課長。
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○建設課長（菊地 健） ４番議員さんにお答えをいたします。

本村の溜池、１５か所ありますが、その中で見積もり溜池、堂前溜池、そのほかに

岩高溜池と額沢温水溜池、この４つが被災を受けてございます。三ツ森溜池に関しま

しては、県の方で災害復旧事業を行うということになってございます。堂前溜池、岩

高溜池、額沢温水溜池については、村の方で災害復旧を実施をいたします。堂前溜池

と岩高溜池、額沢温水溜池につきましては、これから７月の下旬に行われます災害査

定、国の補助を受けるために災害査定を受ける必要があるんですが、これを受けたう

えで実施設計を組んで、８月末から９月には発注をしたいと。年内完成でやりたいと

いうふうに考えております。ただし、三ツ森溜池につきましては、被災がかなり大規

模になってございます。県の方の話を聞くところによりますと、２年から３年ぐらい

かかるんではなかろうかというふうにお聞きしております。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） それによって利用者の負担が増えるというような恐れはあるでしょ

うか、あればどの程度なんでしょうかね。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ４番議員さんにお答えをいたします。

受益者の負担というような質問かと思いますけれども、受益者の負担についてはご

ざいません。ちなみに堂前溜池、岩高と額沢温泉溜池、これにつきましては農業施設

災ということで国の補助金が６５％、残りの３５％は村負担、このうち７５％につき

ましては起債を充当するというふうに考えてございます。なお、三ツ森溜池に関しま

しては、同じく国の補助金が６５％、県の事業でやるわけなんですけれども、県が２

５％の負担、残りの１０％を大玉村負担と、残りの１０％については村の方で負担を

しますという中身でございますので、いわゆる水利費等に上乗せされるというのはな

いというふうに考えております。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 大変ありがとうございました。

次は、１０番、大玉村木造住宅耐震診断派遣事業、個人住宅改良支援事業及び耐震

改修事業の申し込み状況及び村内の住宅における損壊状況をどのように把握している

のかお尋ねいたします。これに書いておきませんでしたから、分からないときは結構

でございます。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） まず、大玉村木造住宅耐震診断者派遣事業等の２３年度の申し

込み状況でございますが、木造住宅耐震診断者派遣事業につきまして、今のところ１

件の申し込みがございます。

あと、今年度から事業を開始しました大玉村個人住宅改良支援事業、これにつきま

しては、議会開会当日、１３件ほど申し込みがあるということだったんですが、昨日

申し込みが２件追加になりまして、今現在で１５件の申し込みがございます。そのほ

か相談も多数寄せられてございます。あと、木造住宅の耐震改修支援事業でございま
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すが、これについては今年度も０件の件数となっております。なお、１９年から実施

しておりますけれども、耐震改修支援事業については実績なしという中身でございま

す。

あと、全体的な家屋の被災状況ということですが、これについてはちょっと把握し

てございませんので、申し訳ございませんけれども、答弁を控えさせていただきます。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） １０番のこれ私ちょっと書き写し頼んだ人間違ったんですが、大き

な被害者には義援金を使って充実した制度、このように直してください。こう書くつ

もりだったんです。

それで、私、農協で今、調べているんですよ。保険の関係で。大玉村全体、加入者

だけでしょうけどね、それで、これを住宅、納屋、すべてでございまして、住宅だけ

はどうなんだと聞いてもなかなか分からなかったようなので、お聞きしたことをお伝

えしますと、大体被害は７００件の申し込みがあるそうでございます。そして、その

うち１００万円以上の修理かかるというのが大体５０件あるそうでございます。そし

て全壊、これ２件あるそうでございます。住宅かどうか分かりません。そういう状況

の中で、私は、この制度は震災前に作られた制度ではございましたが、的中したなと、

こう思っているわけでございますが、やはり義援金をたくさんいただいているわけで

ございます。直接、村民のために使うと、そういう趣旨に使うということもやはり義

援金を出してくれた方への礼儀として、やっぱり半分くらいは直接村民の皆さんに還

元するという、そういう制度で対応したらいかがですかというのが今回の私の質問で

ございます。公共事業にばかり、公共物買うことにばかり使うんじゃなくて、そうい

うわけで、この村内の職人さんの仕事づくりという面もあるでしょうが、そういう面

で作ったせいで、やっぱり対応、今回の対応をするということには、この大きな被害

を受けた方にはちょっとまずいんではないか。そこをちょっと直していただいて、そ

して、そういう方にやはりいろいろ話聞いてみますと、なんでおれげだけ、隣がなん

でもないのに。そういう運が悪かったと、こういう思いが強いわけでございます。決

してだれのせいでもない、気の毒な立場でございます。中には、お年寄りの方が娘さ

んの家にいって住んでいるんだという話も聞きました。大玉村民の方が村外にいって

住むなんていうことがあってはならない。やはりきちっと対応してやるべきだと。た

くさん義援金いただきました。そういうもので支援をしていただきたい、そういう意

味での制度の改正、考えられないでしょうか。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 義援金に関してでございます。

今、おっしゃられた大規模な被災、住宅の全壊、それから半壊、合わせて全壊２件

の半壊２件、この義援金の今回、国、県の義援金ですね、これらについては既に全壊

の、住家が全壊した被災家庭に対しては、国の義援金３５万円、県の義援金５万円、

それから半壊の家庭には１８万円、５万円、それぞれ既にお配りを済んでおります。
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これらについては、報道等でもいろいろご存じだと思いますけれども、とりあえずの

配分ということで、県の配分委員会がこのような形で配分を決定し、支給して、住宅

の再建等に役立てられるのではないかというふうに考えています。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 私は、村でいただいた２,０００万円についてお尋ねしているわけ

なんです。そのことについてのことでお願いしているわけなんですが、どうでしょう

か。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは、罹災に関する規定がございまして、例えば火災でもって全

焼したと、そういうものに順次、これは罹災の部類ですから、今回はね。そういうこ

とでないんではないんです、制度として、あるんです。だから、その該当するものに

ついては既にお支払いをしておりますよということであります。今の村に例えば震災

義援金というような支援金ね、こういうものについてどうなんだと。これは性格上の

問題がございますから、先ほどの２,０００万円からくる金とか、どうとかのうんぬ

んということはまた別な金でありますので、その辺の人の結局内容、これらについて

は担当課長の方から答弁させます。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ４番議員さんにお答えいたします。

予算上で、３月から現在までの義援金といいますか、支援金、寄付金については、

予算上で２,０００万円、実際には６月１７日現在で２,２００万程度の寄付金が集ま

っていただいておるところであります。この使い道といたしましては、３月１１日か

らの村民の避難、その避難にかかるもろもろの経費、それからその後の食材費であり

ますとか日常生活費、更には公共施設の応急復旧関係、それから線量計の購入と、そ

ういう本部の資機材の経費、３月当日の３月中の燃料費、そういうものの購入に充当

するというような形で２,０００万円の予算を計上したところであります。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 村内のガソリン、震災時において村内のガソリンスタンド、大変油

を売らない、そういう現象があったわけでございます。これは村当局が行政指導、あ

るいは要望というものがあったんでしょうか。あって当然だと私は思うんです。緊急

時でございますから。また、そのあったとしたらどういう目的なのか、その辺につい

てご説明をお願いいたします。

○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。

村内のガソリンスタンドへの行政指導というようなことでございますけれども、村

の活動を行ううえで農協さんにお願いした経緯はございます。それから、行政指導と

いうようなことで対応できるようなことでもないので、当面お願いというような形で

村活動、あるいは緊急時に必要になる部分の燃料の確保についてはお願いしたという

ことで、今後につきましては、ある程度協定を結んだ中で対応していきたいなという
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ふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 私は適切な処置だったと思いますが、その範囲ですね、役場で使う

車両の範囲というものは、どのようにお考えなのかお尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 役場で使う車、すべてでございます。それから緊急時に

必要になる消防団等の車両、そういったものを含め、あと避難者に対する作業、そう

いった部分も含め、すべての車両というようなことでございます。

○議長（菅野行雄） ４番。

○４番（鈴木義一） 当時、スタンドによって対応はまちまちであったなと。村民の皆さ

ん、常に取り引きしている業者さんに少しずつ分けたスタンドさんんもおれば、整理

券を配って並んだ人全部に見境なく配給したスタンドもございます。考えてみれば、

あの時点で村民が原発事故の実態が知らなかった面もだんだん分かってきたんですが、

そういう実態が分かれば、少し間違えば全村が避難しなければならない、そういう事

態もあり得るわけですね。ですから、やはり車に入れるガソリン、これは村民、そし

て常に取り引きしているお客さんに、ある程度公平性を持った配分というものを一歩

踏み込んだ行政指導というものは、これは必要だったんではないかなと私は思うんで

す。今後協定を結ぶということは結構なことでございます。今後何かあるか分かりま

せんが、その点はしっかりとやっていただきたい。私も行ったらば、もうないという

ことで、本社に電話をしたらば、そういう売り方まで指導してないと、こういうこと

で、私もちょっと声を高くしたことございますけれども、ひとつ、その点は一大事な

ことでございますから、しっかりと協定を結んでいただきたいと、こう思うわけでご

ざいます。

この電気とか電話、通じなくなったことでございますが、こういう場合においては

村の要望活動というものは、どういうことでやっているのでしょうか。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） これは、ご覧のとおり停電になり電話も通じないということが発生

したわけなので、これは関係する、もちろんそれは会社筋でありますけれども、早急

にお願いしたいと、そういうことで災害対策本部、大玉ですとこの役場、こういうと

ころにはいち早く電気をつけていただいた。あるいは電話等も結局通じるようにして

いただいた。これは最優先にということで、そういうことでもって、あともちろん第

二義、第三義的に一般のところにも早くというふうな要望をこれはずうっとしてきた

ということであります。

○４番（鈴木義一） ありがとうございました。

これで私の質問を終わります。

○議長（菅野行雄） 以上で４番鈴木義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１１時１５分といたします。
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（午前１１時０１分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１１時１５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） １３番須藤軍蔵君より通告ありました「震災、原発災害と住民の安

全・安心」ほか２件の質問を許します。１３番。

○１３番（須藤軍蔵） １３番須藤軍蔵でございます。議長の許可の下、一般質問を行い

ます。東日本大震災と福島第一原発事故、それによる住民の安心・安全、こういう観

点でいくつかお尋ねをいたします。

国にあっては危機管理、そして初動対応というのが大きく問われているわけであり

ますが、そうした中で今回、これは全力を挙げて復旧、復興に当たらなければならな

いという状況にあるにもかかわらず、全くそうしたところからかけ離れたところの議

論が行われており、全く嘆かわしい限りでありまして、だれだれの下では復興できな

いなどと言っている人が、いって、おめえらはじゃどうだったのというふうに言いた

くなるような、語るものもないという状況であります。こうした中にあって、何百年

と言われるような一度の大震災、そして、また起こるはずもないとされてきたレベル

７という全く深刻な、過酷な原発の人災事故、こういう下、これらに村長は村長とし

て、更にまた町村会の会長として、その対応に当たられてきたわけでありまして、こ

れらのご労苦に対して心から感謝を申し上げるところであります。そして、あれから

早３か月が経過したわけであります。これからも何十年とその対応というのがかかる

でありましょうけれども、この初動の３か月というものを振り返って、村長の感想、

まず最初にお尋ねをいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

まず、３月１１日に震災があった。同時に今度は追って原発の事故災というふうな

ことで、とんでもないことに発展をしたわけでありまして、今回冷静にいろいろと後

から情報が入ってきたというふうなことで、だんだん明らかになってきたことは、ま

ず初動の対応、これが大切だったんではないかなと思っております。初動の対応によ

って、正に天下分かれ目になったんではないかなと。これは公の席で、ある首長が非

難した、首長が語ったわけでありますが、第一原発は、これは残念なことに爆発して

しまった。第二原発は爆発しなかった。条件はそんなに変わりはないんだと。第二原

発と第一原発の違うのは、やっぱり所長の判断力にあったなということに言っており

ました。第二原発は、今の変電所とかから電源が喪失したと、同じような条件だった。

そこから結局持っていったと。それを指示したと。そういうことで、結局なんとか爆

発を防いだと。そのときにいろいろの手続きのこととか伺ったりしていれば、当然そ

ういうことに、これはなっているわけでありますけれども、爆発を防がなくちゃなら

ないというやっぱり危機管理、そういうことで、鬼のような顔で職員を指示したと。

そして第二原発の所長は要するに爆発を防いだんだと。あと、爆発後、いろいろ所長
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がどうのこうの言われているけれども、そこに初動の判断という違いがあるんだと、

これははっきりとある首長が言っておりましたので、そういうことについては国にも

言えるなと思うんです。私も、これ何回となくいろいろと事あるごとに要望に行きま

して、なんで国はもう少し災害に対する認識、これ強く感じだね。基本的人権にかか

わる、何が物事真っ先にやらなくちゃならないかといえば、これは生活の三要素だと

思うんです。福島県には何戸の避難民がいるんだと、岩手県には何戸いるんだと、そ

れから宮城県には何戸いるんだと、そうした住むところを確保する。これは真っ先に、

やっぱり衣食住、生活の三要素を、これをやっぱりやるのがこれが行政の最高これは

やっぱり果たさなくちゃならない責任であったろうなと。残念なことに、要するに体

育館のようなところで何か月も、今もって結局継続しているような、そういう状況で

ある。これは現場の認識というもの、憲法の認識というもの、生活の三要素の認識を

どうしているんだろうなと、率直にやっぱり疑問を感じたところであります。やはり

私は、いつも職員にもお願いをしておりますが、的確・判断・スピード、これが大切

なんだということをつくづくと感じさせられたところであります。

それから、あと思ったことは、やっぱり政治には心がなくちゃならないと思うんだ

ね。大変な思いでこれ生活しているわけですから。そういうことをやっぱり、ただ今

の見かけみたいに来るんでなくて、本当にどういう状況で生活しているのか、やっぱ

り政治にそういう心がなくちゃならないと思う。それが真剣に考えている方も当然お

ります。しかし、なんだろうなというような方もおりました。例えば、一つの妊婦と

か乳幼児の関係で、わざわざ日曜だけれども、国会開会中だということで５時以降十

分に時間取れるというから、ある大臣のところに行った。お願いした。２０ミリシー

ベルトというのは、これは職業人も乳幼児も妊婦も同じじゃないだろうとお願いした

んだが、これはやっぱり変えようとしない。それぞれにやっぱり一つの指針を出せば、

そのようなことで避難しなくても済むんじゃないですかと、これまで言っても変える

必要はないと思っていると。そういうことで非常に残念だなと。それと、やっぱり福

島県からも選出されている国会議員もおり、まして今回は東日本、宮城県、岩手県と

いうようなことでありますから、やはりこれは与野党を問わず、こういうときには東

日本大震災、福島第一原発事故災、こういうやっぱり災害対応に対しての議員団ね、

こういう一つの結束力をもって復旧、復興をするというような、何のために地域から

選ばれているのかなと、そんなことをやっぱりつくづくと率直に感じさせられた面が

ございました。いずれにせよ、やはり起きてしまったことでございますし、また、こ

れからずうっと長く続くことでありますから、町村会長は終わりましたけれども、あ

とは全国の役員は終わりましたけれども、できる分野で４６町村結束を固めて町村の

立場として、これからもこの経験を踏まえて運動を継続していかなくちゃならないな

と、そのように考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 今議会質問者すべてが、この原発事故関係に取り上げてまいりま

したし、そして、またそのやりとりの中で、やはりエネルギー政策のあり方、これに
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ついては脱原発、クリーンエネルギー方向に向かうべきだというようなことがいろん

な角度からの議論の中で、これ執行部も、あるいは議会の議員も、そうしたことに及

んだのかなと、集約されるのかなというふうに思いまして、これは、ある意味では画

期的な中身になったのかなと、村政史上においても重要な議会だったなというふうに

思っているわけであります。そうした中にあって、この二重、三重の災害の中で、自

治体の有り様そのものが問われた。それも一つの大きな中身ではなかったかなという

ふうに思うわけであります。テレビなどでも、あるいは新聞報道等でも、この被災者

の方からは、特別に今何か求めているものではないと、これまでの暮らしをしたいと

言って、どうなっているか見てみたいというようなことがありまして、これが圧倒的

な方のご意見でありまして、何か特別な願いというものではないというふうな私感じ

ました。つまり、なにげない常日頃の生活の営みというものが、やっぱり最も貴重な

ものであったなというふうに今更ながら感じるわけでありますし、同時にまた、それ

をサポートする自治体の役割というものが強く求められているんだなということを、

改めて感じたところであります。住民の安心・安全と、特に住民に対する首長のメッ

セージ発信、これが重要でありまして、これまでも南相馬市なり、あるいは飯舘や川

俣など、それぞれの状況の災害の中でのご苦労、こういうものが映し出されているわ

けでありまして、一方、原発が早い段階でだめになったという状況にもかかわらず、

そういう状況が一層明らかになる中でも、この期に及んでも７号機、８号機ができな

いというふうになって誠に残念だと、言葉がないなどという首長も実はいるんですね。

これどういう、首長の姿勢というのもいかに、そこに住む皆さんにとっての責任とい

うのは重大だなということを感じました。そういう意味で大玉の村長、その時々の状

況によって確か３回だったと思いますけれども、自ら状況、そして方向付けというも

のを防災無線でやったということは、非常に大きかったなというふうに思うわけであ

りますけれども、それらのことについて今、振り返ってどのようにお考えになってい

るか、お尋ねをいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 大変、皆さん方に協力を得てここまできたし、また、これからもま

た大変であるわけでありますが、いろんな面で協力をしていただきますことに敬意を

表したいと存じます。

いろいろ区長さんを通じて住民に周知をするとか、いろいろ周知方法はあるわけで

ありますが、やはり災害時のような場合に、急を要するような場合には、これはやは

り中間的な、そういう手を煩わせないで、便利な防災行政無線があるわけであります

ので、こういうやっぱり文明の機器を有効に活用して、生のやはり責任ある立場で住

民にお願いをすると、こういうことがいちばん効果的かなということで何回かそのよ

うなことで住民の協力を得たと。これは結果として、いや、後で率直にいろんな何人

かから話を聞いておりますが、そういうことだったんだなというようなことで、やは

り大方の方は、それが良かったんではないかなと、理解してくれたんではないかなと、

そのように考えておるところであります。
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○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 今のお話あったように、そういう放送によって今そういう状況な

んだなと、よし、わかったというふうな意味で、安心の面に大きく寄与したんではな

いかなと思います。この面には今回に限らず、これは当然生かされるべきだというふ

うに思うわけであります。

それから、学校現場にかかわって１点お尋ねしますが、今回のこうした原発事故、

今までですと中学校あたりにも原発によって地域に寄与するなんとやらなんていうチ

ラシなんか張ってあって、原発起きてもまだ張ってあったですね。その後いつの間に

かなくなったけれども、やっぱり、そういうものであったという状況を何らかの場所

で、教育の一環として、原発事故に対しても一定の場を設けてきちっと教育の場に生

かしていく必要があるというふうに思いますけれども、教育長の見解をお尋ねいたし

ます。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １４番議員さんにお答えを申し上げます。

中学校については、環境関係に大変強く授業を行っておりますので、当然に今、既

にもう、そういうことの状況は子どもたちに理科の先生が伝えているだろうというふ

うに思われますが、なお改めて確認をして、この原発の問題について子どもたちに学

習させる機会を是非持ちたいと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） ありがとうございました。

今、言った点では、心の面といいますか、気持ちの持ちよう、そういうものだとい

う精神的な部分もあるわけでありますが、今度は具体的に、じゃ、そういうことを踏

まえて今これからどういうことが必要なのかということについて、お尋ねをしたいと

思いますけれども、まず、いろいろ昨日来お話ございました。まずは、臭いもない、

色もないと、こういう不安の中で、これ放射線量の高い低い、いろいろございます。

毎日、毎日それが出ています。今日でしたか、南相馬の原町区がどうとか、また新た

な対応が迫られるという、非常に苦労をされているようでありますが、そうしたこと、

要するに心配することないというようなことも言われてみたり、直ちに影響ないと言

ってみたり、いや本当は心配だと言ったり、ガチャガチャ錯綜しているんですね。そ

れがあると思うんですけれども、要は今まで全くそういうものがなかったもの、Ｘ線

の何分の１だから心配ないとか、そんな話では全く別問題なんですね。原発の事故が

あって、そういう子どもからお年寄り、植物すべてのものがまずは影響を受けている

という事実がまず１つあるということですね。それをやっぱり認識することが大事で

ありますし、同時に、じゃ、それとどう向き合っていくかということが大事なもので

ありますから、昨日来いろいろお話しありましたように、まず様々な測定器、線量器

等々も含めて科学的データといいますか、まずはきちっと測って、そのことによって、

これまでも学校現場でも対応も適切にされてきましたが、そういう中にあって、じゃ、

今とりあえずどうした方がいいべという最良の方法を取っていくということが、とり



- 127 -

あえず今求められているというふうに思うわけでありますけれども、この点のまずデ

ータ、各種のデータをきちっと取れるようにする、あるいはそれに基づいての対応を

図るべきだと、いろいろ昨日もお話ありましたけれども、改めてこれらについて明解

なる方針をお尋ねをいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

避けて通れない現実に向き合って生活をしていかなければならないということであ

りますれば、当然やはり事実、実態、正しい計測器等によって大玉村のそれぞれの地

域の状況はどうなっているのか、これやっぱり掌握することが先決だと思います。そ

れによって、専門家等のアドバイスによって、それなりに対応を俊敏にやっていくと、

なんといいましても住民の健康第一でありますから、俊敏に対応していくというふう

に考えております。要するに、今の総論的に言うならば、この原発事故災に対する構

えている姿勢といいますか、必要あればいつでも打っても出ると、去ることもすると

いうようなやっぱり構えている姿勢、こういうことで対応をしていかなければならな

いなというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 是非、そういう方向で村民、村も一丸となって取り組んでいかな

ければならないと思います。

次に、村民の健康を守る点でありますけれども、５月２８日ころ、民友新聞で大々

的に県民の健康調査、２００万人の長期追跡などという見出しで、ずうっと見ていっ

てみたら、だんだんだんだん見出しのほどでもないような中身で、これなんだと思っ

てがっかりしたところでありますが、要は津波と震災とは違うんですね、この原発は。

これ人の手によって、何回も警告しているのには、繰り返し繰り返し言う気はありま

せんが、とっくに警告しているのにもかかわらず、それ聞かないできたと、そのこと

によってできたんだと、そういう明確な原因があるわけでありますから、当然そこが

対応すべきなのに、そんなことはやらないでおいて別な方ばっかり対応してきたとい

うところに問題があるので、やっぱりきちっと長期にわたって健康を守っていくため

にも取り組むというのは、これは県はもちろんでありますが、大玉村にあっては大玉

村そのものがやっぱりきちっと責任があるんではないかというふうに、村民の命を守

る、健康を守るということをまず第一弾に掲げてある村でありますから、そのことを

やっぱり県にも迫っていく、そして、機関にも迫っていくと、これでいきますと当然

ながら妊婦やお子さんが優先というのは、それは当然分かりますけれども、しかし、

一人ひとりの住民の皆さんにもきっちりとそれらをやっていくということは極めて今

後においても大事だというふうに思うわけでありますので、この点の取り組みように

ついてお伺いをいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 何といいましても、住民のこれ健康が第一でありますから、国が方

針を打ち出す、県が対応をこうするから、それらを待っていると、そういうことで済
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む問題もあります。しかし、済まないような健康にかかわるような問題については、

自治体責任において、先ほど申し上げましたように、俊敏にやっぱり対応していく、

そういう責務が自治体としてあるなというふうに考えておりまして、そのようなこと

で、これからそれぞれに対応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） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） ありがとうございました。

次に、農業関係であります。いうまでもなく、基幹産業としての位置づけがされて

いるわけでありますから、田畑への再生、文字どおり再生、これらの村の対応という

のも、これ今後の大玉村の死活問題にもかかわる問題であります。原発立地県にもか

かわらず、そうした農作物を測る機械がないなどということ自体が我々も含めて原発、

そうやって原発はやってきた、１０基も何基もということになっているということは

恐ろしいことだったんだなというふうに改めて思いますし、千葉県のどこかに頼まな

いと検査できない、１週間もかかる。こういうのが実態でありまして、昨日ですか、

ドイツからとかといったけれども、とにかく、そういうものも幾らかかったって買っ

て、やっぱり大至急やるということは極めて大事でありますので、この点、特に農業

関係でも要請をしておきたいと思います。

それから、震災、あるいは原発にかかわる損害賠償の窓口、これは自治体の玄関に

張ってある。すばらしいなと思いまして、なぜ窓口だけで大したもんだと思うかとい

うと、これまでの長きにわたる様々な公害問題でも、実は窓口がないんですね。なか

ったんですよ。いろんな公害問題とかカネミ油症とか様々ありましたけれども、どこ

でも企業はおれでない、国はおれでないというようなことが、ずうっと長い間、先輩

方が努力してきた。こういう中にあって大玉村で、そこに窓口、これはすばらしいな

というふうに思うんですね。そういう窓口をまず作ったということが大事だなと。中

身についても、じゃ、その窓口作ったから職員だけで全部などということにはいかな

いわけでありますから、住民の皆さんにも様々な英知があるわけでありますから、そ

ういう皆さんにも相談をするなりして、この対応をすべきだと。例えば損害賠償の請

求の書類についても、農協なら農協、これはそういうあれからいうと当然でありまし

て、そういうところに集約していくと。ただ、そういうところに導くためにも、書い

てくれとかなんとかではなくて、やっぱりそういう道筋なんだよということを説明し

ながらアドバイスする。そういうことが必要であるし、やっぱりこの機会に記帳など

ということも大事なんだなということが分かると思うんですね。庭先販売なり家庭用

の野菜なりも税金申告するときは収入として私らは記帳して、それを収入にしている

わけですから、３年分あれば、それは今度できなければ、それは請求できるわけであ

りますから、その経費よりもかかったってやるべきものはやらないと、これは進まな

いというのが、こういうことに対する対応だというふうに思うんですね。だから、計

算したからだめだからやらない方がいいかとか、面倒くさいとかいうことでは全くな

い。そういうものにきっちりと住民の皆さんにも分かっていただくような、そういう

ことをするのが窓口の話かと思うんですけれども、これらについての考え方について
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お尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

どういうふうにすそ野が広がっていくのか、予想つかないところもあるわけであり

ますから、これに対応していくためには、最も住民の身近な場所というか、これは行

政、自治体でありますので、窓口を現在設置をしております。更にこれをやはり落ち

度のないようにする。そして、また住民力をつける。住民挙げて、これに取り組んで

いくんだという住民力をつけるということについては、やはり組織が必要であるなと

いうふうに思っておりまして、この議会終了後、なるべく早い時期に仮称福島原発事

故災並びに損害賠償対策協議会、こういうものを立ち上げたいと思っております。そ

ういうところで身近な相談に応じ、あと、いろんな情報も得ることができる。そうす

ると最終的には、やっぱり農に関するものについてはＪＡとか、それから、あと商工

関係については、そういうところとか、それの整理整頓をするだけでも、やっぱりい

ちいち、これ福島に行かなければならないとか、あるいはどこどこに行かなくちゃな

らないということでは大変だと思いますので、そういう身近な場所としての相談を行

政は果たさなくちゃならないなと、そんなことで今言ったような組織を立ち上げたい

というふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） ひとつ、よろしくお願いをいたします。

この(4)番に挙げました原発事故に特化した特別法の制定というものでありまして、

現行法の下でも全力を挙げて、この対策に当たらなければならないことは言うまでも

ありませんが、それこそ昨日も話ありましたが、想定外などということは許されない

ということでありますが、この想定していないんですね、原発、今の現行法の下では

原発が爆発するなどということは。これ、しちゃったわけでありますから、今のまま

では対応でききれないものがいっぱいあるということは当然であります。したがって、

原発に特化した特別法というものを作ってもらわなければ対応できない。特に福島県

は、ほかの被災した県ももちろん大変なんでありますけれども、二重三重に福島県は

大変だと。県挙げてオール福島の立場でやっぱり立ち向かっていかなければ、これか

らならないと思うわけでありまして、議会としても、おかげさまで全議員の皆さんの

ご協力、あるいはご理解をいただきながら、今議会にもそうしたものを意見書として

国に上げようというふうになっているわけでありますが、首長として、この原発事故

の早期収束と被害補償にこういうものをやっぱり求める特別の立法は必要であると思

いますけれども、村長の見解を承りたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

最初は、東日本大震災、それに対する特別立法措置と、こういうふうなことであっ

たわけでありますが、それでは福島県には福島第一原発事故災というのがあるんだよ

と、東日本のそれも震災の中に範ちゅうするなんていうことでは困るということで、
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県の町村会としてこれは特別立法とお願いしたいと。私がたまたま全国町村会の役員

もやっておりましたので、全国町村会としても、これはやっぱり要望にも取り上げて

いただきたいということを私の方で特にお願いしました。それで、全国町村会として

の運動の項目としても、この原発事故に対する特別立法措置という１項をこれをボー

ンと加えてもらいました。そういうことで、じかに全国の町村会長と一緒に私も全国

の役員という、そういう肩書きでも、それぞれの大臣等に要望をしてきた経過がござ

います。当然、これからも後の方に引き継ぎをしましたが、目を光らせてしっかりと、

これをやっぱりなきものにされたのでは困ると、そういう意味でも昨日もチラッと申

し上げましたが、復興会議の五百旗頭さんが会長であるね、それの下部組織である検

討実質事務をやる飯尾さんとか森さんにも検討委員の会長、副会長でありますので、

その辺も十分お願いをしてきたというふうな経過もございますし、これからもお願い

をしたいというふうに思っております。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） ありがとうございました。

次に、図説大玉の歴史にかかわって、いくつかお尋ねをいたします。まず、編さん

と言いますか、この発刊の目的、意義というものはどうだったのか、端的にお尋ねい

たします。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） １３番議員さんにお答え申し上げます。

編さんの計画の目的に関しましては、大きく３つございまして、まず１つは、村史

の発行後、本村歴史に関する史実の発見や研究成果に基づいた整備を図る。２つ目は、

目で見て楽しく、分かりやすい図説大玉の歴史を発刊する。３つ目は、大玉村史のダ

イジェスト版としての図説大玉の歴史を発刊するということでございます。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） ありがとうございます。

これは基本的には、その当時は有償での発行を前提としたというふうに思いまして、

そして、また、その一定の部数は、そういう皆さんが、携わった皆さんが努力をして

買っていただく方を一定程度設定して、いくらか責任持つからというような話もあっ

たかと思うんですけれども、これらの状況はどのようになっているか、お尋ねいたし

ます。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） １３番議員さんにお答えいたします。

有償での発行ということで、当初約１,０００部の発刊を予定しておりまして、費

用としましては約１冊５,０００円ぐらいかかるんではないかというような試算でご

ざいました。１冊５,０００円となりますと、なかなかお買い求めいただくのに大変

だというようなこともございまして、約３,０００円程度の価格設定でやっていきた

いというようなことで、その対象者につきましても、それぞれ村内、村外それぞれ広

く利用していただくということで、村外でございますと出身者の会等も含めまして、



- 131 -

対象の設定として進んでおりました。以上です。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） その後、いわゆる２２年の交付金ですか、何か、日の光を注ぐど

うとれやらというやつね、それによって対応するということになって、無償で村民の

皆さんに配布するんだというふうに大きく様変わりしたわけでありまして、そうした

ことによって普及努力してきたこういう関東の関係の方々とか何とかの皆さん方への

対応、あるいは編さん委員の皆さんが努力されてきた趣旨、こういうものが生かされ

なくなるんでないかなという懸念を私したわけでありますけれども、これらの考え方

について、その配布なり方法なり、配布といいますか、広げる方向はどういうふうに

考えているのか、お尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

この件については、私の方でそれの実質責任的な立場で編さんをしている方に、そ

ういう計画で進めているようだけれども、実はこういう交付金があるんだと、私とし

ては、より多くの大玉村の図説ごとの歴史というようなものを一目で分かる、多くの

住民にこれを配っていただけるということであれば非常にいいなと思っているんだが、

やっぱりそれはちょっと販売したり何かということになると大変なことであると。計

画としては１,０００部くらい、これ予定しておったようでありますが、だけれども、

これ一時なかなかこれ最初、印刷できたからすぐ売れるというわけでもない。あとで

返しますので、１回立て替えるような、そういうことを考えてくれませんかというよ

うな、そういう相談に私のところに来たものですから、そうこうしているうちに、実

は光を注ぐ交付金という、そういうところに当てはまる交付金に申請をしたら、それ

が要するにオーケーになったと。それではこの際、多くの住民にこれやっぱり配るよ

うなことにしたらば、その金が生きて、なおかつ結局、編さんをする方たちの願って

いることが、より倍加するんではないかということで、全家庭に配ると、あるいは、

あと出身の方々とか、そういう方にも多少余分にこれは紙代ぐらいの増刷で、これは

可能であると、こういうことなものですから、そういうことではどうですかと。いや、

それならなおいいと、これ全体と相談したわけではありませんけれども、その実質責

任というような方などと話をしてみたところが、なおいいと、こういうことだったも

のですから、それでは、じゃそのように事務を進めますかということで今日まで来た

というのが実態であります。だから、編さん委員の心意気、そういうものを摘むんで

なくて、より、やっぱいり意が伝わると、全住民に伝わると、こういうことも十分心

して、全住民の方に図説大玉の歴史を頒布をいたしたいなと、このように考えておる

ところであります。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） ありがとうございました。

最終的な発行の期日はいつになるかという見通しと、それから時間がなくなるので

併せて、つまり一定のこれ予算が伴うわけでありますが、この度の震災、あるいは原
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発事故での村の状況、あるいは受け入れとかいろいろ対応、今後のやり方というもの

などについても、せっかくの、なかなかそういう、それはどういうふうに表現してい

いか分からないけれども、そういうことはなかなかあるわけでないんで、この機会に

お金はかかると思うんですけれども、少しページを増やして、是非これを後世に残し

ていくべきじゃないかと、そういう特段な配慮が必要じゃないかというふうに私は思

うんでありますが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） １３番議員さんにお答えいたします。

最終的な発刊につきましては、編さん委員会では年度内に発刊するということで進

んでおります。それから震災関係、原発事故についても、編さん委員会では是非載せ

たいというような意向がございますので、今はまだ最終調整に至っておりませんので、

まだ記述する時間がございますので、十分内容を検討して記載したいと思います。

以上です。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 是非そういう方向でお願いをしたいと思います。

なお、この際お尋ねをしておきますが、予算的なものが相当かかるから、もっと詰

めなければならないのかどうかもありますが、こういう予算に限らず、高校生の医療

費を村負担にしたとか、様々な対応策が村としてやったきたということについては、

このごくごく一部には村民の中に、浅和だの議員提案うまいこというけれども、結局

はそれ税金でやっているんだべと、税金でやればなんでもできるわなというような話

も実はごくごく一部あるんですね。だからこの機会に、そういうことを今までしてき

たのか、あるいはしなければならない状態に今財政がなっているのか、あるいは昨日

来お話ありましたように、首長なり議員の報酬なりなんなりをカットしないと村は容

易でない状態に陥っているのかどうか、これはそうやるとすると、これは皆さんにも

やってもらわなければならないわけなので、そういう私は本来、地方税法に基づく税

金の賦課しているわけですから、だから、それしかないんだと思っているんですけれ

ども、これ関係明確にひとつ村長お尋ねをしますので、お答えいただきたい。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

大玉村地方自治法に基づくところの地方自治体であります。当然のことながら、自

治体それぞれにそれぞれの顔があり、精神があり、そして特色があるわけでありまし

て、大玉村は大玉村の自治体としての法に基づいた取り組みをということで、もちろ

ん執行の立場、あるいは議会議員の立場ということで、もろもろの政策等の実施をし

てきました。そういう中で、それぞれに自治体の特色があります。大玉村の場合は、

例えば定住人口増加対策、一例を挙げますと。そのためには、これは若者の方が住ん

でいただく。人口構成というものを、私の考えとしては今２２.７％くらいです、高

齢化率が。これをやっぱ２５を、これから超えるようなことでは理屈抜きにして、こ

れは衰退の自治体になってしまう。そのためにはやっぱり若者に住んでもらう、これ
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は政治のイロハのイじゃないかと、これをしっかりとやっぱり気づいていくようでな

ければ困る。そのためにはどう政策を展開するかということで、子育て支援関係とか、

こういうものを提案をし、議会等の賛同を得て、そして実施をしてきた。その結果、

如実に効果も上がっているなと。県下５９市町村の中で高齢化率は１０本の指に入る

と、そういう状況下である。かつまた、ごく最近、選挙人名簿の関係の発表がござい

ましたが、県下５９市町村の中で大玉がいちばん有権者の登録もこれも増えていると

いうような、そういう状況になっておりますので、これはやはり効果が議会等の協力

も得て上がっているなというふうに思っております。

しからば、そういうことをするのが税金にはね返ってくるのではないかという考え

方でありますが、これは固定資産税は課税報酬額の１００分の１.４ということで、

これは標準税率でやっておりますし、それから、あとは県村民税についても、これも

きちっと特別高くなんていうことでなくて標準の税率でやっている。あと、国民健康

保険税につきましては、これは応能・応益の関係は、これはその自治体によってのや

はり運協の諮問をいたしまして、大玉は、これがいいんじゃないかなというようなこ

とで、総枠は決まっているわけでありますが、応能・応益の関係の率合い、そして、

それに基づいたところの国保税というようなものを算定をしておるわけでありますか

ら、決してもろもろの政策を送ってきたことについて特別立法というふうな、税金に

はね返ると、そういうことはございません。これはやってやれないことはないんです。

こういうことでもって、このようなことだから、例えば時限立法的に大玉で特別そう

いう税を、これは県にありますね。環境税というのがございます。これは福島県で環

境税をこれは福島県独自に制定をして、だから何々の目的のために、そういう税金を

なんていうのだったらば、これは税を新たに増やすと。そして、税金でやるんだべと

か。もちろん、やっているのは税金でありますが、その税金を大玉のためにどう有効

に生かすか、これが今まで取り組んできた姿であり、それも着実に実績が上がってい

るというようなことで、そういう意味では多くの住民の理解なり、議会議員のご理解

とご協力に対しまして、大変私は長いこと村長職をやらせていただいておりますけれ

ども、良い方向に大玉はいっているのではないかなと、大変感謝をしているところで

あります。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） よく分かりました。私もこれは広くお話をしていきたいと思いま

す。

次に、生活環境改善についてであります。小高倉地域の畜産にかかわる悪臭、ハエ

対策について、これまでも度々お尋ねしてまいりましたし、しかし、今もおびただし

い数のカラスの大群なり卵が運ばれて、あちこちにあったり、あるいは野菜の苗が等

々、いろいろな被害が出ております。３・１１によって、それらの対応がちょっと後

ろにやられるというようなことはあってはならんというふうに思いますし、いろいろ

な積み上げがこれまでやられてきましたけれども、ちょっと手を抜くと元の木阿弥に

なるという心配があります。これらのものについて、今までの対応なり、これからに
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ついて端的にお願いします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

各農場への震災による被害の有無とか、あとハエの発生の状況、そういったものに

ついて現地確認を行っております。また、今後梅雨時期が重要だということで、引き

続き県北家畜保健衛生所の的確な指導をいただきながら、地区代表者や、また環境審

議会と協力して、今後も続けていきたいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） ありがとうございます。

この２つの事業者とも、これ村外から来て立派な方でありまして、リップサービス

も立派な方でありまして、それぞれに。しかし、実際会っていろいろお話ししてみま

すと、そう簡単にはいかないなというような中身、これ、ここでは言いませんが、実

際会ってしゃべった経過からすると、なかなか容易でない。しっかりやって対応して

いただきたいということを申し上げておきます。

それから、質問の最後でありますが、今、至る所でナラの葉なり木というのも非常

に皆さんもお気づきと思いますが、異常な状況に、昨年が少し見られましたけれども、

今年になると相当におびただしい状況になっております。これらの幼虫がサラサ・リ

ンガとかというようなものだそうでありますが、これらの生態なり、あるいはまた対

応、対策なりをやっぱり講じないといろいろ大変、再生するのに何回も３回もやられ

ると、これだめになるんでないかなという心配もあるので、そうしたことについての

対応もするべきだと思いますので、それらについてお尋ねをしておきます。

○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。

昨年より被害が見られたわけでございますが、いわゆる蛾の幼虫、サラサ・リンガ

という毛虫なんですが、いわゆる今年、特に場所によって山一面、広葉樹の葉がなく

なって枯れているように見えるということで、特に今年は気候のせいかどうか分かり

ませんが、昨年から見られましたが、特に異常発生しているということで、県内では

特に伊達市や県中などで発生しているようですが、特に大玉村によく見られるという

ことで、これにつきましては、県の担当とも調査を依頼しまして、いわゆる毛虫です

ので、どういう、いわゆる薬剤で防除するのか、現実的には山一面薬剤で防除すると

いうのは大変現実的には難しい部分もございますが、それらの対策、生態等について

県に調査を依頼しているところでございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） それぞれご丁寧な、そして、また積極的なご答弁をいただきまし

て、ありがとうございました。

３・１１を経て、失われてきた人々の絆というものが改めて考えさせられ、そして、

また行動に移されようとしているわけであります。そうしたとき、命を大切にする、

我が村民の健康を守るという、そういう大玉村のような自治体というものが一層強く
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求められるんだなというふうに思うわけでありますし、今後そうした立場で一層の村

当局の取り組みをご期待申し上げます。

そして、またポスト仮設住宅、これを展望した場合、その後の利活用というものな

ども含めますと、私も身辺整理を終わりました。引き続き議会の活性化の一端を担う

というために全力を挙げてがんばるという決意を披瀝いたしまして質問を終わります。

○議長（菅野行雄） 以上で１３番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで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０３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） 日程第２、議案第４３号「大玉村議会の議員及び大玉村長の選挙に

おける電磁的記録式投票機による投票に関する条例の一部を改正する条例について」

を議題といたします。

質疑を許します。１番。

○１番（押山義則） この項目、選管の判断はこれ高く評価したいと思います。電子投票、

今回取りやめるということを地域の中での話題にものぼりました。やっぱり地元の人

からは、自分の思いを機械に任せるのは、ちょっといささか不安であると。人間の技

信頼したいということと、こと、記名式の選挙というのは自分の思いを託す、一種の

ラブレターのようなものであると。このような時代にあって、社会状況の中にありま

して取りやめを決めた村長の判断を評価したいと、そういう地域の取りやめることに

あっての評価でありました。今回、停電とか余震とか、そういう恐れを考えての取り

やめということでありますが、今後どのようなときも、そういうことが起こらないと

は限らないのでありまして、今回２３年度ということでこだわって改正されておりま

すが、これについて今後も私としては電子投票については取りやめを継続していただ

きたいという考えでありますので、そのことについて村長に見解を伺います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

今回については、説明したとおりでありまして、今後のことについてでありますが、

今後については日進月歩の時代でありますから、やっぱり、その時点で的確なる判断

ということをするべきであるなというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 私も、この電子投票についてはいろんな異論がございまして、

何回となく一般質問の中で、やはり現在の経済の状況の中、リーマンショック以降、

大変な経済恐慌になっているわけです。そういう中で村長が決断といいますか、され

たことは高く評価したいと存じます。と同時にやはり経済的にも、例えば一般の人で

あれば、人件費であれば、これは当然４００万円ちょこちょこでできるわけです。と



- 136 -

ころが電子投票というのは約１,２００万円近くかかるわけです。約６００万円前後

ですか、そのくらい余計かかるわけです。そういうやっぱり時代に合った決断という

ことは大変良かったと存じます。今後も、これが総務省では実は閣議決定されている

んですが、やはり経済状況を止まらないということで、それが全国的に波及しなかっ

たという要因もあろうかと思います。そういうことで、今後はやはり１番さんがおっ

しゃったとおり、やはり自筆で書くと、基本的なことはやはり指の運動にもなる、頭

の運動にもなる、時代の流れというのは村長が提案理由の中に申し上げましたが、確

実性とか、そういうもの何回となく訴えながらきましたが、ここに至ってやはり大震

災における経済状況、それから地震の問題等々含めまして、やはり決断されたことは

高く評価したいと存じます。今後ともこれを継続していただきたいと存じます。その

点について、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） お答えをいたします。

先ほども答弁したとおりでありまして、要するに、これは条例の改正が伴うわけで

ございますので、その時点で十分やっぱり状況を判断をして、これはやっぱり決する

べきであるなと、このように考えておるところであります。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。９番。

○９番（佐々木市夫） 基本的には、今回の決断は非常に英断をもって評価するべきもの

かなと理解しております。でも一方では、当時このことが議案に提案された場合に、

私がなぜ賛成したかということを振り返ってみますと、ややもするとこの行政、横並

び主義、ほかでやったからうちでもやると。そういう中で英断をもって当時、恐らく

村としては全国初めて、市ではあったかもしれませんけれども、そういう中で、よく

決断したなという形の評価と、当然のことながら時代のニーズということも含めて私

なりに賛成した経過があります。しかし、当時予想されたこととは今、同僚議員もお

っしゃったとおり、いろんな経済事情も含めて、更にはＩＴの進展が思うように波及

しなかったと。そういうことでなかなか苦慮した中で今まできたんだなと。総務委員

会でも一昨年、予算総括で、これは検討すべきだという審議も出しておりましたので、

基本的にはそういうことです。でも、世の中は日進月歩変わりますので、その節には

適切なやはり判断もある意味では必要かなということも含めて、村長にお願いしたい

と思いますけれども、改めて村長さん、何回も同じ答弁になるかもしれませんけれど

も、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。

やはり物事については、やっぱり一様な世の中ではございません。時の変化に応じ

たやっぱり対応策、こういう的確判断というのが大切だなと思っております。そうい

うことで、その時点の的確性というものは一体どうなのか、誤りない判断をすべきで

あるというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１２番。
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○１２番（佐藤誠一） 私も電子投票の設置については、賛成した一人の議員でございま

したけれども、後々考えてみますと、大玉村は全国当時３,０００自治体あった中で

の４～５番目に設置するというふうな条例をつくったわけでございますけれども、以

後いろいろ研修等も来たようでございますけれども、なかなか電子投票する自治体が

増えないというのも現状だと思いますけれども、当局に伺いますけれども、現在、全

国でどの程度、数字的にどの程度になっているのかお聞きしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １２番議員さんにお答え申し上げます。

電子投票の普及状況でありますが、基本的には前回といいますか、過去中断してお

ります状況から見て、大体全国で８市町村ということで、増減はそれほどない状況で

あります。以上であります。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１２番。

○１２番（佐藤誠一） そうしますと、やはり村長さんが毎回毎回言うように、今の時代

はこのようなＩＴの時代だというふうなことを言っておりますけれども、前質問者も

言ったように、やっぱり直筆で書くというのが、これ自然な流れだと思うんです。再

度私からの質問をいたしますけれども、村長は今後どのような考えを持っているのか、

再度伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

記名式には記名式の良さもございます。また、電子投票には電子投票もまたそれな

りの効率性なり良さがございます。そういうことで過去にやってきたという事例があ

るわけでありますが、それはそれなりに意味があったなというふうに考えております。

ただ、今回につきましては、情勢判断、また選挙管理委員会の考え方、これを尊重し

て今回条例の提案をさせていただいたと、こういうことでございます。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第４３号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。
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よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、日程第３、議案第４４号「職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤義夫） これ非常勤職員、臨時職員だと思うんですが、今までは１年以内だ

ったと思うんですが、これから該当する人がいるのかどうか。また、これによって雇

用形態が変わる、連続して何年も頼まれるのかどうか、お願いをいたします。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ８番議員さんにお答え申し上げます。

今回の条例改正でありますが、そこで対象者ということでございますが、現時点で

今回対象になるものは、あくまでも非常勤職員と。現在、非常勤職員と言われている

ものにつきましては、条例で定めてございますが、例えば社会教育指導員、更には公

民館長、ふるさとホール・村民プール所長、更には大玉村徴収嘱託員、こういった方

々が現実には対象になるかと思いますが、それぞれ子育ての終了している方だという

ことで、現時点ではこれの浴するといいますか、対象になる方については該当者はな

いものと思っております。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） この条例の改正、しなければならない根拠について伺いたいと思

います。

それから、この内容については男女ともこの改正条例で対応するのか伺います。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １１番議員にお答え申し上げます。

これは、育児休業法の改正に基づいて条例で定めなければならないという規定がご

ざいますので、それらに基づきまして上位法の改正に伴う改正ということで、ご理解

をいただきたいと思います。なお、男女ともそれぞれ該当するという内容であります。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第４４号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。
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（「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、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第４、議案第４５号「大玉村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。１０番。

○１０番（鈴木宇一） 今回の改正条例につきましては、応能・応益そのものは変えない。

いわゆる５３：４７という形の中で、いわゆる資産割を減じて所得割を増とするよう

な条例、第３条においてもそうでございますが、そのほか第６条においては後期高齢、

第８条においては介護保険ということになっておりますが、そもそもこの資産割から

所得割に増になった経緯と申しますか、考え方について、まずお答えを願います。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １０番議員さんにお答えをいたします。

応能応益の割合については、記載のとおりでありまして、改定ございません。これ

が１つの方針でありますが、そして、なおかつ、その資産が減って所得が増えたとい

う理由でございますが、この応益・応能を変えないことによりまして、この表、別紙

の方の表にありますように、その所得割の基本となります課税標準額、これが９０％

ということで、１割ほど減っております。したがいまして、また逆に資産割について

は若干０.２％ほどですが、伸びております。したがいまして、同じ所要額を求める

場合に、どうしても変えないということがありますので、所得割を同じ所要税額が必

要になる場合には若干その分は所得としてパーセントを上げざるを得ないということ

でございます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） １０番。

○１０番（鈴木宇一） 全体の必要額というのは当然決まっておるわけですから、どちら

かを減らせばどちらかにアップせざるを得ない、それは十分わかります。そういう中

で今回１.１％増と、全体でですね。１人当たり９４４円、１世帯当たり１,９６４円

ということになっておりますが、今日のこの状況、いわゆる震災関係、あらゆる面で

農業の問題、大変な風評被害も被っております。そして、また商店街も大変な状況の

中で、この所得割にウエートを置くということはどうなのかなと、そんな感じがする

わけでございます。そういう観点から質問をしているわけでございまして、そして、

なおかつ収納率が９２％、２２年度と同じ収納率を２３年度においてもやっていくと、

そういう数字でございます。それは当然ながら決意としては大変結構なことだと思い

ますが、その点について正しく９２でやっていくんだと、そういう決意を再度お答え

願えればなと思いますが、よろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） 再度お答えいたします。

所得割増につきましては、先ほどもお話ししましたが、まず、所得割をほかの方に
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これを移動、ほかの方で負担する場合ですと、当然この均等割、平等割の方にもぶっ

てきます。これについては、所得の少ない方にこれは影響してきますので、そういっ

た意味でも応能・応益を変えずに若干所得割の方に負担せざるを得ないというのがそ

の現状であります。その経過につきましても１.１％でありますが、これについても

国保の当初の予算について一般会計からの繰り入れもありますし、今１０番議員さん

がおっしゃったように、この景気とかを考えれば、これは上げるべきものではないか

もしれませんが、そういった状況も踏まえれば、ある程度はやむを得ないと、ご協力

を願いたいというのがこの所得割でございます。

それから、もう１つ、９２％の収納率でございますが、これについては２２年度同

様２３年についてもなかなか厳しい状況ではありますが、これを確保できるようにが

んばっていきたいと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかに。１０番。

○１０番（鈴木宇一） 分かりました。

しかしながら、これから国民健康保険も今大変な赤字財政の中で、今後も増える傾

向があるということは十分承知しております。しかしながら、今後とも村民負担を増

とするような計画では、なかなか難しいなというふうに考えております。そこで、や

はり一般会計から持ち出しを多少なりとも多くしても村民負担を軽減すべきだなとい

うことの私なりの考えを持っているわけでございます。その点について、村長の決意

をお答え願います。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

税の中でいちばんウエートの多いのは結局国民健康保険税ということで、これは、

また構成が仕組み上、最も弱者が最終の砦として国民健康保険の被保険者になると。

そういうことで、どこともこれは容易でない運営の状況であります。したがって、今、

この国保制度そのものを市町村自治体で運営するというのがベターなのか、もっとこ

ういうものこそ広域的にやるべきなのか、制度そのものに対してもいろいろと今議論

されておりますが、いずれにせよ、今回こういうふうに算出をしたというのは、大玉

村の実態に合ったようなことで算出をしたわけでありますけれども、最終的には、よ

り以上の負担をかけないようなことで、過去にもこれ一般会計から繰り出しをお願い

をしている経過がございます。今回もやはりそういうふうなことも、これからの医療

費の関係等においては生ずることも考えられるなと。いずれにせよ、一般会計にも限

度があるわけでございますから、最初からそうだということでなくして、せいぜい努

力をして、そして、なんともこれはこれ以上負担かけられないなということになれば、

これはやはり議会等にお諮りをして、これは援助をするということもあり得るなとい

うことをこういう機会に申し上げておきたいと思います。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） 今ほど質問ありましたように、国保税、あるいは後期高齢者支援

金、あるいは介護納付金、それぞれ所得割額が、限度額がそれぞれ上がっているよう
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でございます。ですから、これが大玉村の考えだということの提案だろうというふう

に思いますが、この改正条例によって国保税が上がるであろうという、その増になる

世帯、あるいは逆にその資産割、均等割世帯別の平等割が下がったことによって、絶

対的に下がるであろうという減になる世帯数、どのように把握されているか伺いたい

と思います。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １１番議員さんにお答えします。

この改正によって増の世帯、減の世帯ということでございますが、まず試算の段階

で１つ大きく考えられることは、減額、２１条にあります７割、５割、２割、この減

額の世帯が中心になろうかと思います。この世帯につきましては、今回の試算により

まして、人数でいきますと合計ですが、５１２世帯、これは一般分でありますけれど

も、ああ、ごめんなさい。５１２人、３３３世帯ということがこの試算の段階での減

の数であります。また、この数については今後は当然変動があります。

増える世帯については、現時点では把握してはおりませんけれども、例えばこの中

の限度超過額のものがございますが、その中でいきますと、例えば医療の限度額でい

きますと１５世帯から１０世帯、それから交付金については３２世帯から２２世帯と

いうことで、限度額の世帯でありますけれども、少なくなっております。そういった

ことが１つ今回の参考になるかと思います。いずれ限度額が減るということは、超過

額が減るということは、収入そのものも確かに減しているのかなというふうに考えま

す。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかに質疑ございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第４５号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第５、議案第４６号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。
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質疑を許します。５番。

○５番（菊地利勝） この弔慰金の条例改正に関しては異論はございません。ただ、先の

中越地震では、関連死ですか、それについて弔慰金が支払われたそうですけれども、

今回の震災ではどのような取り扱いがされているか、お伺いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ５番議員さんにお答えいたします。

災害弔慰金の関係でありますけれども、今、中越地震の関係の話が出ましたが、災

害弔慰金につきましては、津波被害等々で亡くなった方とか、そういった方には条例、

うちの方であれば災害弔慰金の支給に関する条例に基づいて死亡した方について弔慰

金が出ます。今、問題にされているのは関連死であります。大玉村には直接死亡され

た方おりませんので、現時点での弔慰金の支給はございませんけれども、３月１１日

から１か月の間に災害、この場合は東日本の大震災でありますけれども、これが原因

であろうということで１か月以内に亡くなった方については、弔慰金の対象になりま

す。現在、県においても関連死の取り扱いについて検討がされておりますけれども、

村においても１０数名、この期間に亡くなった方がいらっしゃいます。関連死の基準

等については、今後検討して、該当する事例があれば支給に向けて手続きを取ってい

きたいというか、申請主義ではありますが、進めていきたいというふうに考えてます。

現在のところ９月議会を目指して対応を考えていきたいなというふうに思っています。

なお、災害弔慰金の請求については、死亡後３７か月以内というふうな規定がありま

すから、十分に対応はできると考えております。

○議長（菅野行雄） ほかに質疑ございませんか。８番。

○８番（遠藤義夫） この災害援護資金なんですが、村ではだいぶ屋根あたり被害に遭っ

ているようなんですが、今までの申し込み、現在どのぐらいあるかどうか。あと、ま

た災害、このあれがあるということ自体が各家庭も分からない部分があるんですが、

その辺の知らせる方法というのは何か特別な方法があるのかどうか、お尋ねいたしま

す。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。

この制度でありますけれども、今回の一部改正については東日本大震災に関する特

例に基づいて改正するわけですけれども、住宅の全壊、半壊、これを対象にして貸付

金制度を利用できるというものでありますが、６月の広報等に掲載し、あと対象世帯

が現時点では４世帯というふうに限られております。あとで補正予算で補正予算の中

にも経費を計上しておりますが、該当世帯がはっきりしておりますので、今後該当世

帯の相談に応じて対応していくというふうに考えています。

○議長（菅野行雄） ほかに。１０番。

○１０番（鈴木宇一） 災害弔慰金についての、いわゆる１０年から１３年、３年から６

年、５年から８年と延ばしたというのは当然だろうというふうに思っておりますが、

この年３％、これを１.５％にすると。そもそも３％というのは高いんですよね。今、



- 143 -

一般金融機関でも約２％から２.５％というのが通常でございまして、その半分で１.

５というのもどうなのかなと思いますが、その中のカッコの中の保証人を立てるとい

う場合にあっては無利子ということがありますが、当然私は無利子が妥当だろうと思

っています。そういうことで、その保証人というのはどういう保証人なのか、例えば

同一家族の方でも保証人とみなすのか、はたまた第三者、全くの他人が保証人という

立場なのか、その辺についてお尋ねをいたします。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 保証人に関しましては、通常は第三者というふうになりま

す。まず、今回の特例法では、著しい被害を受けたものに対して市町村が証明書を交

付したものが借りることができるということで、あと保証人については、通常の保証

人というふうに考えておりますので、無資力、そういう状態にある人を保証人にする

ということは考えにくいということであります。ただ、保証人がない場合であっても、

支払期日から１０年を経過した後において、無資力又はそれに近い状態が継続してい

る場合には、今回の特別措置、特別法によって支払いの免除、こういう規定も併せて

安全装置としてあるということでご理解いただければと思います。

○議長（菅野行雄） １０番。

○１０番（鈴木宇一） この借り入れは災害なんですよね。災害弔慰金で非常に困って借

りるということなんであって、普通の資金借り入れとは全く異なるわけなんですね。

そういう中で、他人じゃないとだめだというのはどうなのかな。やはり同一家族の中

でも事情がそういうわけでございますから、柔軟に対応できないのかなというのが私

の疑問なんです。その点について、もう一度お答えを願います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 保証人の規定については、先ほども申し上げましたが、こ

れについては特別法の規定の中で定められていると、国費が入っている関係で特別別

な規定をやるという部分に関しては、特別な村独自の別な制度を作っていく必要があ

ると思いますが、なお、研究をして対応してまいりたいというふうに考えております。

○１０番（鈴木宇一） お願いします。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） これは今、答弁あったように、特別法に準じた村の条例改正とい

うふうに理解しておりますが、あくまでもこれ村の条例改正でありますから、こうい

うことも考慮できないかということの質問でありますが、要するに、東日本の大震災

によることでありますから、その地震によって原発がああいう事故になってしまった

と。その結果、いろんな影響を及ぼしていると。万が一、例えば大玉村でもだれかが

避難しなきゃならないと、個人的に心配だから避難するという場合に、国だの県だの、

要するに法律に基づいた補償がされないと。でも、やはりこういう状況ではという、

要するにホットスポットなんていうようなところの人たちが例えば移動するような場

合に、この弔慰金の該当にするような、２条の中に要するに大気汚染等々も入れたら

どうかなというふうな気もするんでありますが、そういうことは村の条例で可能かど
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う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） 見舞金といいますか、そういう性格のものであろうと思い

ますが、条例の規定そのものは制定は不可能ではないと思います。しかし、今回の原

発の関連のような避難については、いわゆる原因者がはっきりしているわけですから、

その原因者の賠償なり、そういうものを補完する条例は適切ではなかろうかというふ

うに思います。適切ではないのではないかと思います。

○議長（菅野行雄） そのほかございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） 制定することが適切なのか、制定することは不適切だというふう

なことなのか、それちょっと聞きたいというのと。これはだから、法的に例えば２０

ミリシーベルト以上だから移動しなさいということだったら、これ当然補償もあるだ

ろうと思います。でも、それ以下で、しかしホットスポット的なことでだれも知らな

い。しかし、これじゃあとてもということで私は移動したいと、そういう人だってや

っぱり災害だと思うんですよ。その人にとってみれば。じゃ、どこにもかかりようが

ない。じゃ、補償しろといったって、それは補償外だと、こういうことになった場合

に、だれがどうするんだと、こうなると思うんですよ。でも、ここの災害弔慰金の中

にも、たまたま大玉村では災害援護資金、こういうものを制定されておりますので、

要するに２条でいっている災害の定義、その中に大気汚染等によるいうふうなことが

入れば、これに該当して運用できるんじゃないのかなというふうに思いますところか

ら、そういうような定義に、そういうことも加えたらどうですかと、こういうことな

んですが、それ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） この災害弔慰金の支給条例については、あくまでも災害と。

今回の原発事故については、国も人災と認めているんですね。したがって、この災害

と一緒にするのはどうかなと。ただ、おっしゃる意味は分かりますが、あくまでも例

えば最近のホットスポットの避難については、市町村が独自に対応するというような

ことも報道としてはあるわけで、それは具体的なケースによって対応を考えるべきじ

ゃないかと。今の時点では、あくまでも国、東電がしっかり補償していくというのが

原則ではなかろうかと思います。

○議長（菅野行雄） ほかに質疑ございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑打

ち切りにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）
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○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第４６号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、日程第６、議案第４７号「平成２３年度大玉村一般会計補正

予算について」を議題といたします。

１３番。

○１３番（須藤軍蔵） １４ページの民生費でありますが、地域活動支援センターにかか

わる予算でありますが、これまでの取り組み、そして、今後の進め方等についてお伺

いをいたします。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １３番議員さんにお答えいたします。

１４ページ、１５ページの地域活動支援センター施設整備事業補助金の関係ですが、

従来、小規模作業所というふうに呼ばれていたものが、自立支援法の制定において活

動を縮小していくという方針が出されまして、自立支援法の中で市町村がやるべき事

業になっている地域活動支援センター事業、これを村が現在大玉村においてはＮＰＯ

法人大地に委託しております。この関係でありますが、実際、今補助金でやっている

ということでありますけれども、この補助金についても現在は村単独の事業費と、そ

れから国の機能強化補助金、この二本立てで運営しているわけなんですが、いずれな

くなるという方向が明確にされておりまして、自立支援法の中では法で定める給付事

業に移行していかなければならない。今回は、その給付事業に移行していく過程で施

設整備を進める必要があるということで、今般予算計上したものでございます。これ

らについては、施設整備の県補助金、これらについて補助の申請したところ、内示が

ございまして、６月１３日には正式な申請をしているところでございますが、県補助

金の不足分について相当程度の支援を村でも行っていくということです。今後は実際

上は活動については、従来と変わってくるものではありませんけれども、最低の定員

が２０名とか、指導員の数とか、そういったものが規定されまして、利用者にとって

は今まで以上に充実した活動ができるんではないかと。村としても施設整備や活動の

中身についても支援をしてまいりたいと、このように考えております。

○議長（菅野行雄） ほかにありませんか。１２番。

○１２番（佐藤誠一） １５ページになりますけれども、罹災見舞金に要する経費、これ

８４０万円ほどやっておりますけれども、どういった方向に、これ何件分になるか、

何人になるか、お願いしたいと思います。

あと、下段になりますけれども、緊急雇用について、これ罹災にしてきた方に雇用

の場を与えるということで１,２０４万４,０００円ほど計上されておりますけれども、
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これらの人数についてもどの程度、そして、どういった仕事を提供するのか伺いたい

と思います。

あと、１９ページの住宅管理費の右になりますけれども、２番目の住宅耐震改修及

びリフォーム支援事業になりますけれども、これはたった３００万円ほどなんですけ

れども、もう、これ学校、公共用地についてはいろいろ億の単位で幼稚園なり小学校

なり中学校なり、終わったところもあれば継続中のところもあるということでござい

ますけれども、たったこれ３００万円程度で耐震のリフォームできるのかというふう

に思うわけでございます。こういったことで、この予算の配分、妥当なのか妥当でな

いのか。これに関連しますけれども、今回税務課の方で、この大震災に遭われた住宅

について罹災された方の証明書うんぬんという形で証明書を申請と同時に診断し、証

明書を返してよこしている時期なんでございますけれども、やはり税務課の職員が、

こういった罹災証明の災害を見て、ああ屋根の瓦落ちたとか、壁が落ちたというくら

いは分かりますけれども、これがこの証明というのは大切な資産を判断するわけでご

ざいますので、やっぱりプロがやるべきだと思うんですよ。これ建設課には当然建築

士もいるんですから、やっぱり税務課の職員でなくて、やっぱり建設課のプロの職員

がこれやるというのが妥当だと思うんですけれども、これらについてどの程度になっ

ているのか。自分では半壊くらいだなと思うのが、２０％の一部損壊だというふうな

診断を受けた人もいれば、ほとんどの方が自分で思っているより以下の破壊率なり、

これ損害率で書いておりますので、その点について行政の対応はこれ甘いと、私から

見れば甘いと思うんです。なるだけ出したくないというのは分かりますけれども、そ

ういった反面、やっぱりすごく憤慨している住民もおりますので、その点も併せてお

尋ねしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １２番さんにお答えいたします。

１５ページの罹災見舞金に要する経費の貸付金でございます。これ先ほどの条例の

一部改正の案件でございますが、今回、現在までの罹災証明に基づきまして全壊２件、

半壊２件、これらについて対応をする予算として計上してございます。全壊について

は２７０万円、半壊については１５０万円で、それぞれ２件ずつ予算を計上している

ところでございます。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １２番議員さんにお答えいたします。

１５ページの緊急雇用創出事業でありますが、震災対応分として、これについては

大玉村民でも結構ですし、避難されている方をどちらでも対象にするというような事

業であります。中身につきましては、耕作放棄地の解消で４名程度、それから放射線

の線量測定、これで２名程度を予定しております。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １２番議員さんにお答えをいたします。

１９ページの個人住宅改良支援事業補助金の３００万円でございますが、５月末ま
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でに当初予算措置しました１０件が、もうすべてに決定済みになっているということ

で、今後、今現在相談も多数寄せられております。そういう中で、今後どのくらい需

要があるかというのは、ちょっと見越せない部分もあるものですから、当面、９月ま

での措置として３０件分、３００万円を措置したところでございます。

また、妥当かどうかという、大規模な被害を遭われた方に対して金額が妥当かどう

かということでございますが、いわゆる改良支援事業に関しましては、あくまでも個

人財産の形成に寄与するという部分もございまして、それぞれ二本松さんとか県内で

はそれぞれ数町村同じような事業をやられているところで、その町村、その町村で考

え方に基づいて補助金を決めているようでございますが、本村にあっては１０万円以

上の補修に対して２分の１、１０万円を限度ということで実施させていただいており

ます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １２番議員さんにお答えします。

罹災証明書の関係でありますけれども、罹災証明は税務課の方で発行しております

けれども、これは地方自治法に基づいて自治事務として被災の状況を写真なり、現地

確認によりまして確認した事実に基づいて証明するものであります。この証明は、う

ちの方の家屋の評価をしています担当２名が、その認定に当たってございます。この

認定につきましては、災害の被害認定基準というものが国のほうから基準がありまし

て、その基準に基づいて被害の程度を認定しております。以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 再度伺いますけども、税務課の中には、そういった家屋関係の方

がいるということでございますけれども、本来なら、やっぱり建設課等にいるプロの、

これ建築士を持っている方もいるわけでございますので、そういった人らがやっぱり、

その損害についての、災害についての判断をするのがベターでないかという観点から

質問するので、もう一度ご答弁をお願いしたいと思います。

戻りますけれども、１３ページ、本来でありますと福島県の県会議員の選挙は今年

の４月初旬に行われるはずだったんですけれども、この災害で半年間延びるというこ

とでございますけれども、これはまだ、これ実施されてない選挙に、今のこのような

１１０万円もの補正を組むということはどういうものか、いかがなものかという観点

から伺いますけれども、これはどうなっているのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） １２番議員さんに再度お答えします。

この判定基準については、国の基準で先ほど申しましたが、チェックする調査票と

いうのがございまして、具体的に申しますと、例えば屋根の部分は全体の構造を１００

％としますと、屋根の部分は１０％、それから外壁の部分は１０％、内壁が１０％、

そういう一つの点数制がありまして、それに基づいて評価をしているところです。し

たがいまして、例えば具体的に申しますと、屋根の瓦が全部落ちたという場合であっ

ても、極端な話、それは全体の１割という形になります。したがいまして、半壊以上
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は２割以上ということでございますので、そういった基準で判定をさせていただいて

おります。以上です。

○議長（菅野行雄） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １２番議員さんに、１３ページの県議選の関係でございますが、

既に平成２３年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙

期日等の臨時特例に関する法律ということで、６月１０日までの間に任期が満了する

ものということで、４月いっぱいでありますので、半年まで延ばすことが可能だよと

いうことでございますが、現在の情報によりますと、９月２２日が有力ではないかと

いう県の方の選管のお話もあるようでございますので、今回予算措置をさせていただ

いたところであります。

○議長（菅野行雄） ９番。

○９番（佐々木市夫） まず１点目は、１１ページの庁舎基金の積立金を取り崩して充当

させるエアコンの関係です。大震災にかかわらず、昨年の異常な暑い夏のために、非

常に子どもたちが大変な思いをしたということであれば、今回の決断というのは非常

に評価されるものかなと思っております。改めて確認いたしますけれども、今回の１

億の予算でどの程度の学校、玉小、大山小、大玉中、どのような形で入っていくのか、

その辺のきちっとした数字で、台数ですね、それがまず１点です。

更に２点目は、１億円相当なお金ですけれども、これらをどのような考えで発注し

ようとしておるのか、それらについての２点、まず伺いたいと思います。

あと、先程来話題になっております１５ページの支出に対する補助費です。今回の

場合は、改修費ということで２１０万なにがしの補助金ということですけども、先ほ

ど福祉課長答弁ありましたとおり、事業運営においてもなにがしかというのがありま

した。ご案内のとおり、今３月１１日の震災以降、非常にそういうふうな施設が仕事

の受注が非常に困難な状況であるということをご理解はしておると思います。いずれ

にしろ、そのことの実態を把握しているのかどうか。更に、そういうふうな場合に改

めて、そういうふうな運営補助金らしきものが検討されるべきものかどうか、検討す

べきと思いますけれども、その辺についての見解をお伺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。

１１ページで、庁舎建設基金の繰り替え運用ということで、この中で１億円ほど学

校の空調設備の方に繰り替え運用をして空調設備を設置するというようなことでござ

います。中身としましては玉井小学校、これについては教室が２４教室、それから大

玉中学校については、特別教室７つを含む２７教室、これらについてエアコンの設置

を図っていくというようなことを現在考えて予算化したものであります。契約の方法

につきましては、現在検討中でありますが、村内のそういうふうな組織の中で、でき

ないかということと、あるいは村内のそういう電気事業の許可を持つ中での競争入札、

どちらがいいのか、その辺は現在検討中でございます。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。
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○健康福祉課長（武田孝一） ９番さんに地域活動支援センター関連の質問でございます。

現在、震災の関係の影響について把握しているかという、まず指摘でございますが、

これについては風評被害で受注が減っているというようなことがございました。一般

質問の中でも一部お話が、説明があったと思いますけれども、これらについてはやは

りここだけの問題ではないと思うんですね。福島県全体の各作業所でも相当そういう

風評被害に類するものがあろうかと思います。まず、事業所の連合体といいますか、

組織の中で、やっぱり被害があるというふうなことをまず手を挙げていく必要がある

のではないかということについては話し合いを進めてきました。今後の支援、そうい

ったものに伴う活動に制約がある場合に関してでありますが、今後は推移等を見なが

ら、大地の方と協議をしながら進めてまいりたいと、必要があればそれらの措置につ

いても十分に配慮をしていかなければならないのではないか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） 先ほどエアコンの関係で質問１つ漏れたので、再質問させていた

だきます。教育長さんに、これはお伺いしたいと思います。要するに、エアコン決定、

それは評価すべきものですけれども、ほかの市町村のことをとやかくいう気持ちはあ

りませんけど、隣の本宮市、結果的には扇風機で今回そのような対応をするようであ

ります。これは財源の問題なのか、私からすれば、いろいろ情報を聞いていますけれ

ども、いろいろ子どもたちの健康のためなのか、論はいろいろあると思いますけれど

も、例えば室内にしろ、室外にしろ、今回の原子力事故の放射線の量はそんなには変

わらないというような結論も出ているようでありますけれども、いずれにしましても、

エアコンの方がかえって表の空気を吸い込むので害があるんじゃないかとかといろん

な論議がある中で、一方では扇風機だと中でやるから。一方では、今、小学校ボラン

ティアで、中学校もそうですか、緑のカーテンとか、そんな事業が進められています

けれども、結果的には評価すべきものですけれども、その結論に至る過程で、そのよ

うな議論をして至ったのかどうかだけ確認させ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） ９番議員さんにお答えいたします。

まず、扇風機かエアコンかという話ですが、今回はエアコンというのは、冷房だけ

ではなくて冬期間の暖房も考えて設置をするということですので、夏の間は緑のカー

テンとか窓を開けても問題がありませんので、窓を開けて風を入れて、どうしても耐

えられないほどの暑さとか、若しくは風が舞い上がってほこりが入りそうだと、そう

いうときには窓を閉め切ってエアコンをかけるということですので、大玉の場合には

エアコンは非常に限定的にクーラーとしては使う予定でおります。ただ、中心となる

のは今度は暖房をそれで一切賄い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） ほかにございませんか。１４番。

○１４番（佐原吉太郎） １５ページなんですが、聞こえますか。３月１２日以降、大玉

村には被害者が３４０人おるわけです。雇用の問題でこれ出ましたが、企画財政課長

に、実は私もなった当座はいろいろ避難されてから、それぞれの避難された方には大
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工さんもおれば、それぞれ分野があると思うんですよね、専門分野が。それの把握は

どうなっていますか。そういうことをプライバシーもございますが、そういうことを

把握しながら、いわゆる大玉村にとってもいろんな面で、これ農家も高齢化になって

いるわけで、いろんな雇用の需要というのはあるはずなんですよ。そういうことで、

それを把握しないと、例えば窓口をきちっと作って、そして、そういった申し込みあ

った場合、例えばシルバーセンターみたいに、そういった関係からきちっとしていな

いと、申し込みがあってもどこに雇用を生むかというと、今大玉村には会社そんなに

あるわけじゃないですから、やはりここはここの地域として、やはり農家というのは

今申したとおり高齢化されているわけですから、いろんな分野で仕事あるわけですね。

そういうことも含めて、そういうきちっとした把握は今現在どうなっているのか、そ

れをお聞きしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １４番議員さんにお答えいたします。

現在、避難されている方が一時避難所から仮設、あるいは民間のアパート借り上げ

等、いろんなまだ動きがございます。そういった中で、村としてどういうことができ

るのかということになるかと思いますけども、例えば緊急雇用等については、富岡、

あるいは浪江の方々にも十分周知をされて、その中で数名の方の応募があったという

こともございますし、近くの会社に勤められてるというようなこともございます。た

だ、今後６月の下旬から予定されています仮設等の移動等に伴いながら、かなりの人

数が動くというようなことも予想される中で、なかなか現在の避難される方の職業等

の把握はなかなか難しいと。今後、ある程度一定仮設に落ち着いたような段階で、そ

の後の雇用の紹介とか、そういうものについては現在、県の企業立地課等と進めてい

る空き工場等の再利用とか、そういうものも含めながら雇用の確保等について便宜を

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） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 私が前にも課長さん、わざわざ行って、それをプライバシーも

あるわけだが、やはりこれから安定した収入を得るためにも、なかなかここの地区で

はないんですから、あるものから。また利用者が、例えば申し込んでも、どこに窓口

があるのかも全然分からないと。また、同時にきちっとした、そういった把握もでき

てないということでございますから、それじゃ困るんですよ、本当は。もういち早く

私はもう１か月くらい前に、こういうことはどうですかということを申し入れた経緯

がございますね。そういう中でやはり、もちろん富岡の、ここにもおるわけですから、

そういう方々にどういう、例えば申し込んで、どういう職業があるんだということが

把握して初めて、それが雇用を生むわけですから、そういうことも含めてやはり、ど

こに例えば窓口を設けたらいいとか、全然そういうのも不透明な、今現在決まってな

いんでしょう、これ、受けていないというか、その職業も分からないんだから、もち

ろん、そういうこともまだ現在はできないと思うんですが、そういうことも含めて、

どうなっているのか、今後どうしようとしているのか、雇用のために、それも含めて
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お答えを願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １４番議員さんにお答えいたします。

緊急雇用等、あるいは毎週ハローワークで発行しております求人情報、これらにつ

いては各避難所にそれぞれ掲示をするようにして、それぞれの避難所の中で、そうい

うふうな現在の雇用情勢等を見ていただいて、その中でそれぞれ対応していただいて

いる。そういう中で雇用創出についても、現在富岡の方がお一人働いていらっしゃい

ます。それから３名ほどいたんですが、その後いろんな事情もありまして辞めていっ

たという経緯もございます。今後、線量の測定等についても富岡、あるいは浪江等の

方からの応募もかなりございます。そういう形で今後も情報として求人情報、あるい

はこういう雇用情報については、各避難所にそれぞれ各施設に役場職員等が常駐して

おります。そういう方を通じながら雇用情勢について発信をしていきたいと思ってお

ります。以上です。

○議長（菅野行雄） １番。

○１番（押山義則） 歳出について伺います。

１３ページの災害対策本部に対する経費の中の委託料、これ主な使い道、改めて示

してください。

それから、同じく１３ページの社会福祉関係団体に要する経費の中で、地域活動支

援センター施設整備事業補助金でありますが、これは総事業費、不足分の半分が村で

助成するということでありますが、これは総事業費のその内訳、ご存じでしたらお示

しください。

それから、１７ページの農村改善センターの管理に関する経費の委託料、支障木伐

採、これ早速対応していただいて有り難いのでありますが、改善センターのあそこの

グラウンドというか、中途半端な姿になっておりますので、これはやっぱりそれぞれ

これからも管理して金かけていくわけですから、ある程度の整備計画を立てたうえで、

それでこういう業務委託料、整備計画の下にやっていただきたいなと思うんです。そ

の場その場で、例えば木が枯れたからこれを切る、アメヒトが出たから切るとか、そ

ういうことでなくて、公園的なら公園的にきちんと整備するとか、そういう考えでや

っていただきたいと思いますので、その点伺います。

それから、もう１点、同じく道路安全対策経費の中で、待避所の設置工事費、これ

皿久保線と伺ったんでありますが、これ場所、お示しいただきたいと思います。

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。

１３ページの委託料３,０００万円、災害対策本部に要する経費であります。これ

の主なものとしましては、まず避難所の借上料、これが大部分であります。これにつ

いてはアットホーム、それから金泉閣をそれぞれ避難所として借り上げております。

個室については１人３,０００円、大広間については１人１日３００円、それぞれ１
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日１人の値段でございます。この計算でいきますと、１か月アットホームですと現在

の人数から７００万円から８００万円、金泉閣でいきますと３００万円を少し超える

ぐらいというような形で、借上料だけで１月１,０００万を超えると。そのほかに食

材費でありますとか、日常生活用具費、それから食材関係の方５～６名お手伝いをい

ただいております。それらに対する業務委託料、更には災害対策本部として必要なも

の、例えば線量計でありますとか、そういうものの購入費でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １番議員さんに、１５ページの概要ですね、整備の概要を

申し上げたいと思います。これはあくまでも計画時点で、詳細設計は今やっていると

ころなので、多少移動があるかもしれませんが、建物の床面積が１２０平米程度、建

築工事費が１,４８０万円、それから、工事事務費が１５７万５,０００円、その他工

事が６９５万７,０００円、この内訳は電気設備工事費、給排水衛生設備工事費、空

調、それから造成・外構と合わせて合計が２,３３３万２,０００円と、このうち県補

助金として１,９００万円と、残りが自己資金ということになります。以上です。

○議長（菅野行雄） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） １番議員さんにお答え申し上げます。

１７ページの農村環境改善センターの管理関係で、支障木伐採業務委託ですが、こ

れにつきましては、本村に樹木医等が馬場桜の関係で何回か足を運んでもらった際に、

やはり道路のそばでだいぶ南側の方にも枝が伸びているということで、今後の台風等

も予想されるので速やかに伐採した方がいいというような指示もありましての今回の

予算の計上でございます。

それから、改善センターのグラウンドの整備計画の関係でございますが、これにつ

きましては、スポーツ少年の団体と、それからグランドゴルフ協会、ゲートボール協

会等、数多くの団体の方に使用していただいておりますので、その方々のご意見等お

聞きしながら検討していきたいと思います。以上です。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １番議員さんにお答えをいたします。

１７ページから１８ページに関しての待避所の関係でございますが、皿久保前ケ岳

線に待避所を設置するという内容でございます。場所につきましては、現在仮設住宅

６３０戸を建設しております旧苗畑の場所で、その西側でございます。もともと幅員

５メーターある道路なんですけれども、ふた付きの側溝でないためにどうしても乗用

車ですれ違う際に狭く感じまして、減速をしなくちゃならないとかという状況にあり

ました。仮設住宅の方からの車の出入り口が途中３か所ほど設けられるという中身も

ありました。そこで安全を期して、現在１９年に払い下げた土地に関して若干５０セ

ンチから７０センチ程度、西側の方に余裕がある部分と、余裕がない部分に関しまし

ては、側溝の一部を若干東側の方にずらしまして、定規で線を引いたような道路には

ならないんですけれども、幅員を６メーター程度確保したいということで、安全対策

に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
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○議長（菅野行雄） ほかに質問。９番。

○９番（佐々木市夫） まず、１９ページ、防災無線の個別受信機の予算についてお伺い

します。１００台ほど購入の予定のようであります。いずれにしても、今回の震災で

この防災無線の威力というのはすごいことだなと思いながら、更にまた、なかなか聞

き取れない、そういう家庭において、あるいはまた更新すべきところに１００台ほど

入れるんだなということは理解します。そのこと自体はとやかくいうことはありませ

んけれども、要するに前にも私、一般質問か何かで質疑しましたけれども、この防災

無線の放送の考え方、時間帯、その辺をまず整理しているのかどうかについてお伺い

したいと思います。要するに、住民の中では防災無線始まると、もうスイッチ切っち

ゃって、もううるさいからとか、そういうことをお聞きします。そういうことであれ

ば、私があのときに言ったのは、やっぱり定時放送は定時放送なりに時間帯で、大体

皆さん、今は大体１０分前くらいに、それが定時放送かと私は理解していますけれど

も、それがちゃんと住民に知らしめているかどうか、その辺がまず１つと。やっぱり

緊急事態は緊急事態なので、これはいつ、何時か、それは知りませんのでいいと思い

ます。やっぱりそれは区分けして住民に知らせながら、やっぱりその辺のちゃんと説

明をすべきかなということが第１点です。

１７ページ、もう１つだけ最後ですので、お伺いしたいと思います。昨日の一般質

問来話題になっております食品の分析器、備品購入費２５０万円、これ１台、ドイツ

製、なかなか発注しても時間がかかるかもしれないということであります。二本松市

４台、本宮市２台、大玉村１台ということであります。基本的には、その運用方法も

まだよく定まっていないということでありますけれども、本質的にはこれは行政的な

責任もありますけれども、実際それを販売と供している農協のＪＡの責任もこれは多

々あるのかなということも含めて、やっぱり台数は少ないより多い方がいい、ＪＡと

の協議もその辺したのかどうか、その辺についてまずお伺いしたいと思います。

以上です。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

私の方から、いちばん最後の件、これはＪＡの組合長に２市１村、我々がどうだと

いうことで、今申し入れをしてあります。返事によってＪＡが受ければ、それもよし

と。受けなければ村で措置をいたします。

○議長（菅野行雄） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

防災無線の時刻等の関係でございますけれども、定時での放送というのは６時５０

分というふうに定まっております。ただ、防災無線の機器の性能というか、使い方の

中で、１件ずつの放送というふうになってしまいます。その関係で、件数が多い場合

には６時、あるいは６時半、そういった時間で１件ずつ放送するというような状況に

なっております。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１４番。
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○１４番（佐原吉太郎） １７番なんですが、道路安全対策に要する経費ということで

７４９万円出ておりますが、災害による大変なあちこち道路が今寸断されるような状

況でありますが、これ、どこのところの予算なのか、それと同時に、どのようになっ

ているのか。例えば大山地区なんですが、そういうことで、今言ったこと、まあ、な

にはともあれ言った以上は、これ聞かなくちゃならないから。そういうことで、とに

かく、これはこれとして、例えば現在川崎原ですね、あそこは神原田線ですか、そう

いうことで関連といいますか、一応どういうふうな進行状況になっているのか、寸断

されて非常に困っている住民がおるわけなんで、どういう状況になっているか、まず

お聞きしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １４番議員さんにお答えをいたします。

１７ページの待避所設置工事の場所でございますが、前ケ岳皿久保線の仮設住宅の

わきの道路の待避所設置でございます。ただ、その川崎原に関しましては、災害復旧

費の方で２３ページの方の一番下の段ですね、土木施設災害復旧に要する経費という

ことで、公共土木施設災害復旧工事費２５ページ、６,９３３万円を措置させていた

だいております。当該被災箇所につきましては、現在５月３０日と６月１日に国の補

助を得るべく災害査定を受けております。災害査定の結果、金額が確定しましたので、

現在復旧に向けて実施設計を組んでいるところでございます。なお、国庫補助事業に

該当するものですから、これからの指令前着工とか、そういった一連の事務手続きを

進めまして、できれば７月下旬からお盆前にかけて災害復旧工事を発注したいと。小

規模な村単事業については、９月頃が完成を一応見越しておりますけれども、今おっ

しゃられた川崎原、そういった大きいところに関しては、年内完成をめどに進めたい

というふうに考えております。地域にお住まいの方には、大変お叱りをいただいてお

ります。補助を受けないとなかなかできないような大変大きな１,０００万円以上か

かるような工事でございますので、ご理解、ご協力をお願いしたいと思います。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） １３番。

○１３番（須藤軍蔵） 款８の土木費の今の前ケ岳に行くところの道路の件ですけれども、

このところのメーター数なり、あるいは電柱が何本かあるはずだね。その電柱はどう

するのか。せっかくこれずうっと説明したんだから、きちっと議会の皆さんに分かる

ように説明してください。安全対策だから、大事だからね。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １３番議員さんにお答えをさせていただきます。

１７ページの村道皿久保前ケ岳線の待避所設置でございますが、皿久保のＴ字路交

差点から約７０～８０メーターに関しましては、一応私の方で今考えておりますのは、

側溝、現在の側溝を布設替えする。側溝１本分布設替えして、そこに関しては蓋をか

けて幅員を６メーター確保したいと。その上にいきますと、西側の方に約５０センチ

から７０センチ程度の用地がございます。北側ですね、大変失礼をしました。その部
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分をＬ型側溝をずらしまして、その部分を広げるというようなことで考えております。

当然どちらにも、まあ、下の方に関しましては東北電力柱が１本、あと北側の部分に

関しましては、ＮＴＴ柱が３本、これは引っかかるようになりますので、これについ

ては移転をお願いしながら事業を進めたいというふうに考えております。なお、先ほ

ども申したとおり、本来であれば改良のように真っ直ぐ直線であればいいんですけど

も、待避所という性格のものになってしまいますが、どうか地域の方についてはご理

解をいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

延長が抜けました。延長でございますが、約３００メーターというふうに見ており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。

○議長（菅野行雄） ほかに質疑ございませんか。４番。

○４番（鈴木義一） １７ページ、農業集落排水事業ですね。お金ではございません。今

回のような震災において、長時間電気が止まった。こういうときの機能ですね、使用

できなくなる、大変なことでございます。その点についてどういうふうになっておら

れるのか、お尋ねいたします。ついでに水道の方もお答えいただければ。

○議長（菅野行雄） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ４番議員さんにお答えいたします。

この度の震災のように、停電があった場合の水道、農業集落排水、それぞれの施設

の状況ということでございますけれども、まず、こちらの関連から申し上げますと、

農業集落排水事業になります。停電の際には大山浄化センター、玉井浄化センター、

２つの施設ございますが、この２つの施設におきましても同様の作業工程になります。

まず、停電と同時に施設内にあります水位等を管理する計器板、これにつきましては

バックアップ電源が作動いたします。したがいまして、水位の管理は通常どおりでき

るということになります。ただし、中に汚水が流入してくる際のばっき浄化槽につい

ては、当然停電のために使えないという状況になります。このため作業としましては、

施設内にあります流量調整槽、それと灰分槽というタンクがございます。このタンク

の中に汚水を一時的に溜めていって、電力の回復を待つというふうな作業になってま

いります。なお、一時的に溜めます規模でございますけれども、大山浄化センターに

おきましては約４日分、玉井浄化センターにおきましては３.５日分、それぞれ溜め

る能力を持っております。このように３月１１日に発生しました事件の際にもお分か

りいただけるかと思いますが、２日間の停電という事態になりましても処理施設、地

域内の住民の方々にご不便をおかけすることはないというふうに判断をしております。

次に、水道の供給関係でございますけれども、水道の施設に（不規則発言あり）続

けさせていただきます。水道の供給関係でございますけれども、まず水道の規模から

判断をさせていただいた場合、村内に１２の配水池の施設がございます。水を溜める

タンクでございますが、その全容量が１,９９４立方メートル、それに対しまして、

各ご家庭でご使用いただいております平均、１日当たりの平均水量、これが１,７８

７立方メートルでございます。これでお分かりいただけるように、全部の施設が停電
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になりましても１日、丸１日分の水量はタンクの中に確保されているということにな

ります。そのほか大山の明路内地内にあります第２水源、こちらの方には停電と同時

に大型の発電機が作動するようになっております。この作動によりまして１日当たり

９１０立方メートルが通常どおり供給されると。更に第４水源、これは安達太良山の

わき水を利用しております。これにつきましては、停電時でありましても供給されま

すので、１日当たり８４０立方メートルが供給される。更に、停電時におきましては、

いちばん水の使用量が多い各ご家庭の洗濯機であったりお風呂、ほとんどのご家庭で

はこれらが使用できないという状況になりますので、十分前回の地震でもお分かりい

ただけるように、２日間の停電であっても十分対応ができるような作業は可能である

というふうに判断されます。以上でございます。

○議長（菅野行雄） そのほか質疑ありませんか。１２番。

○１２番（佐藤誠一） １７ページ関係なんですけれども、今回の地震については切土と

盛土をはっきり地盤の関係で、どこが強いか、どこが弱いかというのがはっきり分か

ったんです。私のこれ知っている範囲では、先ほど１４番議員さんが言ったように川

崎原、俗称後川の道路、またグラウンドの西側の土手、階段、あれらすべて盛土なん

ですね。今までの工法でやりますと、また同じようなことが起きるという可能性もあ

りますので、そういったこれからの建設に対しての工法はどのように当局はこれ指示

していくのか伺っておきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １２番議員さんにお答えをいたします。

２３ページの災害復旧関係、特に今回の震災によって道路がかなり損壊しておりま

す。それについては、１２番議員さんがおっしゃるとおり、盛土の部分に多く見られ

るようでございます。災害復旧に関しましては、あくまでも原形復旧というのが原則

でございます。例えば後川の部分に関して、道路中心に大きなクラックが生じている

ということになれば、そのクラック芯、あと滑りが起こしていれば滑りの部分、そこ

を撤去しまして、下から段切りのうえ盛土という形での復旧になります。当然、Ｌ型

擁壁とか入っている部分、これは小菅の上あたりのところなんですが、そういった部

分、現況でＬ型擁壁が入っているような場所、また土留擁壁なんかある場所について

は、その土留擁壁も復旧の対象になると。あくまでも原形復旧が原則でございますの

で、その辺につきましてはご了解をいただきたい。また、施工に関しましては、同じ

ようなことにならないようにといっても、また同じような規模が来ればどうかという

こともあるんですけれども、施工に関してはきちっと監督をしながら進めていきたい

というふうに考えておりますので、ご了解をいただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） ほかに。１０番。

○１０番（鈴木宇一） ２３ページでございますが、農業災害復旧費６,８００万円、並

びに土木災害復旧費７,１００万円ということで今回の補正もなっておりますが、そ

の収入の内訳を見ますと、いわゆる災害復旧債、いわゆる起債ですね、これを起こす

と。それから国からの災害復旧国庫補助金は５,３００万円ほどということで、国の
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補助が少ないというように感じております。前に激甚災害指定ということで、大玉も

その指定になるんだろうというふうに私も思っておったんですが、どうなんでしょう

か、その激甚災害指定、大玉は外れたんでしょうかね、その辺について、まずお尋ね

します。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。

東日本大震災の財特法関係、これによりますと、特定被災地方公共団体、いわゆる

激甚指定、これについては県北地方では大玉村と本宮市が外れているというようなこ

とでございます。その外れる、外れない、その要件でありますが、４つほどございま

す。まず、震度６弱以上の地震があったこと、震度６弱以上。それから住宅の全解雇

数が一定規模以上あったこと。更には津波法、これは津波でありますから関係ありま

せん。４番目に、公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等にかかる地元負

担額の課税収入割合が５％超ということになります。大玉につきましては、標準税収

入が１０億程度でありますので、その５％というと５,０００万円、自己負担で、市

町村負担で５,０００万円以上の負担があれば今後激甚指定の道もあるということで

ありますが、現在のところは激甚の指定はありません。以上です。

○議長（菅野行雄） １０番。

○１０番（鈴木宇一） 残念ながら大玉村と本宮は外れたということでございますが、瓦

の壊れる住宅については３００数件、また道路箇所においても５０数か所、そのほか

河川、溜池、あらゆるもので相当の被害が出ておるわけでございます。なおかつ、今

後も発生が予想されます。そういう中で、どうも国の一律的な数字ばかりで外すとい

うことであるようでございますが、どうも腑に落ちないというような感じがします。

ここは強力な政治力、村長はじめ、これはやっていかないとなかなか負担、いわゆる

激甚災害だと９割補助なんですよ。１割負担で済むんですよね。一般災害だと５５％

でしょう、大変な差が出ちゃうんですね。これをやっぱりなんとかできないのかなと

いうのが率直な私の考えです。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

これ政治力でなんとかできるといいんだけどね、今、課長言ったように４つの要件

のうちの震度が問題なんです。肝心要の。これは６弱以上なんです。大玉村は５強な

んです。５強だから大玉も本宮もそうなんです。６弱以上になればこの被災特定地方

公共団体になって激甚、これ震度だけは、これ１を上げるわけにいかないんだね。そ

ういうことで、なんとも第１の条件がクリアできない。そんなものだから、あと１く

らい上がればこれ役場もなんとかなったかもしれない。ところが１のところで役場ど

こも支障ないという、そこらのガラスは２～３枚割れたけどね、そういうことで、そ

こらが決定的になってしまったというのが大玉と本宮なんです。そういうことです。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）
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○議長（菅野行雄） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑打

ち切りにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第４７号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○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）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第７、議案第４８号「平成２３年度大玉村国民健康保険特別会

計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり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、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第８、議案第４９号「平成２３年度大玉村農業集落排水事業特

別会計補正予算について」を議題といたします。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。
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よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第９、陳情第３号を議題といたします。

これより付託した常任委員会の委員長から審査結果の報告を求めます。

５番。

○厚生文教常任委員長（菊地利勝） 厚生文教常任委員会報告書。

議長の命によりまして、厚生文教常任委員会の審査結果を報告いたします。

去る６月１４日の本会議において厚生文教常任委員会に付託されました陳情第３号

要望書の陳情について審査するため、６月１４日、午前１１時２０分より第１委員会

室において全委員出席し、更に当局から参考意見聴取のため、住民生活課長、健康福

祉課長、教育総務課長、生涯学習課長に出席を求め、委員会を開催いたしました。

慎重審議の結果、陳情第３号「要望書について」全委員一致をもって採択すること

に決定いたしました。

以上のとおり、厚生文教常任委員会に付託されました陳情について審査結果を報告

いたします。

平成２３年６月１７日

厚生文教常任委員会委員長 菊 地 利 勝

大玉村議会議長 菅 野 行 雄 殿

以上です。

○議長（菅野行雄） 厚生文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がございませんので、質疑を打ち切ります。

陳情第３号「要望書」を採決いたします。

本陳情に対する委員長の報告は採択です。

お諮りいたします。

本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本陳情は、委員長報告のとおり決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第１０、閉会中の継続調査申し出を議題といたします。

議会運営委員会委員長から、会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたし

ました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りいたします。

議会運営委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。
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よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定をいたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、追加議事日程を配付いたします。（議事日程配付）

配付漏れはございませんか。（なし）

ただいまお手もとに配付いたしましたとおり、議案第５０号「平成２２年度繰越明

許事業玉井幼稚園耐震改修工事請負契約について」、議員発議第３号「原発事故の早

期収束と被害補償に関する意見書について」が提出されました。

お諮りいたします。

議案第５０号、議員発議第３号並びに議会広報編集特別委員会補欠委員の選任、議

会広報編集特別委員会委員の推薦について、それぞれ順番に日程に追加し、追加日程

第１から追加議事日程第５までとして議題にしたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、議案第５０号、議員発議第３号並びに議会広報編集特別委員会補欠委員の

選任、議会広報編集特別委員会委員長の互選の報告並びに大玉村農業委員会の推薦に

ついてを,それぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１から追加日程第５までとして

議題とすることに決定をいたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 追加日程第１、議案第５０号「平成２２年度繰越明許事業玉井幼稚

園耐震改修工事請負契約について」を議題といたします。

村長の提案理由の説明を求めます。村長。

○村長（浅和定次） お疲れのところ大変恐縮に存じますが、追加提案いたしますのは、

工事請負契約案件１件であります。

それでは、議案第５０号「平成２２年度繰越明許事業玉井幼稚園耐震改修工事請負

契約について」申し上げます。本案につきましては、玉井幼稚園園舎の耐震改修工事

を行うため、６月１５日に指名競争入札を執行いたしました。その結果、請負額１億

２,９９９万円で菅野建設工業株式会社が落札し、同日付で工事請負仮契約を締結い

たしましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例

第２条の規定により、請負契約の締結について議会の議決を求めるものであります。

工事の概要について申し上げます。園舎南側保育室２室と、西側遊戯室を残し、そ

の他すべてを取り壊して造成工事を行ったうえ、既存保育室と接続して預かり保育室、

職員室、保育室２室を新築をいたします。保育は、５月より年長児については玉井小

学校で実施しております。なお、年少児については、既存遊戯室にトイレを設置した

後、遊戯室へ移動し、保育する計画であります。また、園児への十分な安全対策が講

じられるよう、施工業者と協議、調整に努めてまいります。

以上、提案理由の説明を申し上げました。よろしくお願いをいたします。
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○議長（菅野行雄） 提案理由の説明が終わりました。

質疑がございましたら質疑を許します。１１番。

○１１番（遠藤文一） この既存の建物残るようでございますが、これについては耐震上

全く問題はないということでよろしいんでしょうか。それについて伺います。

それから、この建物、保育室等々ございますが、この保育室を幼稚園そのものの生

徒、預かる生徒の人数の限度数というのはどうなっていますか、伺います。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １１番議員さんにお答え申し上げます。

工事をやらない、残る保育室２部屋と遊戯室の耐震でございますけれども、昭和５

６年度の基準の後ということで、耐震性は保たれております。

また、現人数の基準でございますが、１室、１クラス当たり３０名ということで基

準にしておりまして、４クラスで１２０名の定員でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑打

ち切りにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

本案について討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５０号を採決いたします。

本案を、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、追加日程第２、議員発議第３号「原発事故の早期収束と被害

補償に関する意見書について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。９番。

○９番（佐々木市夫） 原発事故の早期収束と被害賠償に関する意見書について

地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書案を会議規則

第１４条第２項の規定により提出します。

平成２３年６月１７日

大玉村議会議長 菅 野 行 雄 殿

提出者 大玉村議会議員 佐々木市夫

賛成者 大玉村議会議員 渡 辺 泰 章

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済財政政策担当大臣、
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総務大臣、財務大臣

原発事故の早期収束と被害補償に関する意見書（案）

今、福島県は東日本大震災による大地震と大津波で、沿岸部の壊滅的被害と内陸部

でも建物や地盤の被害は甚大なものとなっています。

加えて、東京電力福島第一原発の過酷事故により２０～３０キロ圏内の避難指示、

屋内避難、更に計画的避難、緊急時避難準備区域の指定により、ほとんど何も持たず

に避難せざるを得なかったなど、生活上の面で様々な困難を抱えています。更に多く

の県民が放射線におびえる暮らしを余儀なくされています。

このような状況の中で、福島県知事は、４月３日に菅総理大臣に、原発事故に特化

した特別法の制定を求めました。４月１２日、原子力安全保安院は、東京電力福島第

一原発事故が「国際原子力事象評価尺度」で最も重大なレベル７（深刻な事故）にあ

たるとする暫定評価を発表しました。

今回の事故は、冷却機能喪失による危険性の指摘を無視してきた結果起きた人災で

す。東京電力と政府は、原発事故に伴う賠償について、風評被害を含め農林漁業、商

工業、医療、福祉、教育とすべての避難者に等しく補償する責任があります。

よって、政府においては、原発事故の早期収束と被害補償に万全を期されるよう、

下記のとおり強く要望します。

記

１．原子力政策は国策であり、国が責任を持ち、特別法の制定によって対応するこ

と。

２．原子力災害の応急対策、復旧対策、復興対策を一元的に所管する組織を設置す

ること。

３．原発事故をこれ以上悪化させないために、専門的英知と経験を組織的に活用し、

あらゆる力と知恵を結集して早期に収束を図ること。

４．被災者の生活支援にあたっては、当面の緊急措置として現行制度についても対

象事業の大幅な拡充など、弾力的運営を行い、全額国庫負担とすること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年６月１７日

福島県安達郡大玉村議会議長 菅野行雄

以上であります。よろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） 議員発議第３号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 質疑がございませんので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。
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よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、追加日程第３、議会広報編集特別委員会補欠委員の選任を行

います。

お諮りいたします。

特別委員の選任については、委員会条例第６条の規定により、議長が議会に諮って

指名することになっておりますが、慣例により各常任委員会より、それぞれ２名の選

任をしておりますが、総務常任委員会より専任委員が１名欠員となっておりますので、

総務常任委員会より１名を選任のうえ、議長に報告することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、総務常任委員会より補欠委員１名を選任のうえ、議長に報告願います。

なお、会場については議会図書室でお願いしたいと思います。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 暫時休議をいたします。再開は３時４５分といたします。

（午後３時３５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後３時４５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 総務常任委員会委員長より、補欠委員の選任報告がありました。

事務局長より報告させます。

○議会事務局長（後藤和吉） 報告いたします。

１３番須藤軍蔵議員、以上であります。

○議長（菅野行雄） よろしくお願いします。

○議長（菅野行雄） 次に、議会広報編集特別委員会補欠委員について、ただいま事務局

長が報告したとおり選任することに決定をいたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 追加日程第４、議会広報編集特別委員会委員長の互選報告を議題と

いたします。

委員長について、委員会条例第７条第２項の規定により、委員会において互選する

ことになっておりますので、互選のうえ議長に報告することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

したがって、互選のうえ議長に報告を願います。

会場については、第１委員会室でお願いいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 暫時休議をいたします。（午後３時４５分）

◇ ◇ ◇
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○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午後３時４９分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 議会広報編集特別委員会委員長の互選の結果について、事務局長か

ら報告をさせます。

なお、副委員長が委員長に選任されましたので、副委員長の互選の結果についても

併せて報告させます。

○議会事務局長（後藤和吉） 事務局の方から報告させていただきます。

委員長、遠藤義夫議員、それに伴いまして、副委員長が空きましたので、副委員長

に鈴木義一議員、以上であります。

○議長（菅野行雄） 議会広報編集特別委員会委員長、副委員長については、ただいま事

務局長が報告いたしましたとおり決定いたしました。よろしくお願いしたいと思いま

す。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、追加日程第５、大玉村農業委員会委員の推薦についてを議題

といたします。

平成２３年５月１７日付で大玉村長より、大玉村農業委員会委員が平成２３年７月

１９日任期満了となるため、農業委員会等に関する法律第１２条第２項の規定に基づ

き、農業委員会員の推薦依頼がありましたので、これより議会推薦の農業委員を決定

したいと思います。

お諮りいたします。

議会推薦の農業委員は、大玉村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関す

る定数条例（平成１７年条例第５号）の規定に基づき、２名であります。

つきましては、玉井地区より１名、大山地区より１名推薦したいと思います。これ

にご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、玉井地区、大山地区より１名ずつ推薦することに決定をいたしました。

これより、それぞれ皆さんの選考いただきました方々について、議会推薦の農業委

員とすることについて採決いたしたいと思います。

まず、玉井地区の玉井字打方内 渡辺玲子君の推薦について採決いたします。

お諮りいたします。

本件について討論を省略し、渡辺玲子君を推薦することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、渡辺玲子君を推薦することに決定をいたします。

次に、大山地区の菊地利勝君の推薦について採決いたします。

地方自治法第１１７条の規定により、５番菊地利勝君の退場を求めます。

（５番菊地利勝君 退場）
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○議長（菅野行雄） お諮りいたします。

本件について討論を省略し、菊地利勝君を推薦することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、菊地利勝君を推薦することに決定をいたしました。

（５番菊地利勝君 入場）

○議長（菅野行雄） 大山地区の菊地利勝君の推薦について、ただいまお諮りいたしまし

たが、誠に異論がございませんので、菊地利勝君を推薦することに決定をいたしまし

た。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 以上で、今期定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたし

ました。

これをもって本日の会議を閉じ、平成２３年第５回大玉村定例会を閉会といたしま

す。大変ご苦労さまでございました。（午後３時５４分）
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会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成２３年６月１７日

大玉村議会議長

大玉村議会議員

大玉村議会議員


