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平成２３年第７回大玉村議会定例会会議録

第６日 平成２３年９月１２日（月曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 鈴 木 康 広 ２番 押 山 義 則 ３番 武 田 悦 子

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

７番 佐 藤 誠 一 ８番 遠 藤 文 一 １０番 須 藤 軍 蔵

１１番 遠 藤 義 夫 １２番 佐 藤 悟

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

９番 佐 原 吉 太 郎

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

決算認定

質疑・討論・採決（議案第５４号）
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ただいまの出席議員は、９番佐原吉太郎君よ

り欠席届がありましたほか、１１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（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、一般質問を行います。

１番鈴木康広君より通告ありました「原発事故による様々な影響について」の質問

を許します。１番。

○１番（鈴木康広） 議長の発言の許可をいただきましたので、先に通告しました原発事

故による様々な影響についての質問を行います。

まず、はじめに一言申し上げます。私は、この度の村議会議員選挙で、今、子ども

たちの未来のためにという言葉を掲げ立候補いたしました。これは、ＰＴＡ、ボラン

ティア活動を行った経験から、子どもたちの教育環境の改善のために、地域の方々や

保護者の力が今まで以上に必要になると考えたからです。その思いは、東日本大震災

やその影響による原発事故、放射能問題でより一層強くなりました。願いがかなった

今、自分が掲げた目標を達成するため、全力で議会活動にまい進する所存です。では

質問を行います。

９日に先輩議員より同様の質問がありましたが、重複する部分もありますが、確認

の意味も含め、再度回答を求めます。まず、村長に質問します。除染の目的は何でし

ょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

除染の目的は、これは放射線量の低減にある。なぜ必要なのか、これは健康を守る

ためであると、そういうふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 除染の目的、住民の健康、安全ということの重要性と緊急性につい

ては改めて認識をしました。

続いて、通学路の除染をどのような方法で進めていくかについての答弁を求めます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えいたします。

通学路の除染についてでございますが、県の補助事業ありますが、その補助事業を

活用いたしまして、地域の皆さんの協力をいただきながら実施していくというような

ことで、去る８月２８日、区長さんはじめＰＴＡの役員の方にも集まっていただきま

して、ご説明を申し上げたところでございます。また、その除染に伴う放射性物質を
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含んだ土砂等、これの仮置き場というのが、なかなかその確保が課題となっていると

いうようなことでございますが、各行政区長さんはじめ、区民の皆さんのご協力をお

願いしているところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 除染の方法を理解しました。子どもたちの将来を心配する１人の親

としての立場からも、区長をはじめとする地域の皆様にご協力をいただき、この問題

が少しでも早く解決されることを強く求めます。一応ここで私の意見を述べさせてい

ただきたいと思います。

今回の原発事故による放射線問題は、今までだれも経験したことのない大規模かつ

深刻な事態を引き起こしました。正に力を結集し、全村挙げて対応しなければならな

い事態です。しかし、いまだかつてなかったこのような重要な問題についての対応に

あたり、当村議会への説明がないことは、正直なところ理解に苦しみます。私は、Ｐ

ＴＡ役員という立場から、先ほどあった先月２８日の説明会に参加し、意見を述べる

機会がありました。しかし、議員各位へは、いまだ説明会の内容、中身の要綱につい

ての文書の開示すらないと聞いております。議会開催期ということもあったでしょう

が、９月１日は全員協議会もありました。説明の機会はあったかのように記憶してお

ります。先日の一般質問の答弁で、村長からの議員各位への協力要請がありました。

若輩である私が、このようなことを申し上げるのは甚だせんえつだとは思いますが、

日頃より敬愛する浅和村長に一言苦言を呈したいと思います。地方自治において、行

政と議会は両輪と申します。お互いに直接公選され、独立し対等な立場にあり、自治

体の政策形成過程に参画することを求められていることを改めて申し述べ、私の意見

といたします。では、質問を続けたいと思います。

通告には、今後の除染範囲の拡大についてどのように進めるかとありましたが、９

日の質問と重なる部分もありますが、現在の問題を解決する後に改めて質問する機会

もあると思いますので、この質問は取り下げたいと思います。

続きまして、低年齢者の村内並びに村外移住について、教育長に質問いたします。

先月２５日の新聞で、福島県内の転校が１万７,０００人にのぼり、そのうち県外へ

の転校は埼玉県への３６１人、東京都２８６人、山形が２２７人等その他合計で１,

５６３人だという報道がありました。この多くは警戒区域の子どもたちですが、警戒

区域以外からの転校する子どもたちもいると聞いております。大玉村の現状は、どの

ようになっているのか答弁をお願いします。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） １番議員さんにお答えを申し上げます。

低年齢者移住というふうになっておりますが、教育委員会で把握しているのは、幼

稚園、小学校、中学校というふうに限定されますので、その具体的な数については、

課長より答弁させます。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １番議員さんに大玉村の幼小中各県内、県外等への避難者
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数についてお答え申し上げます。

幼稚園については０です。小学生が６名、中学生が４名となっております。県外に

つきましては９名避難しておりまして、北海道、岡山県、富山県、仙台市、米沢市。

それから県内避難としまして、会津若松市の方に避難している方がございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １番議員さんにお答えいたします。

８月末で把握している就園前の乳幼児の避難については１０名となっております。

うち２名は転出、８名が村外避難、県外避難となっております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 現状についての理解をいたしました。

続いて、今後の状況予測、又は問題の対応などについてあれば答弁を求めます。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） １番議員さんに再度お答えを申し上げます。

今後の状況予測ということですが、このまま収束が進んで除染が進めば、村外に出

る方というのはそう多数にはならないんじゃないかというふうに考えております。た

だ、これはなかなか予測が難しい、現実的にはどの程度の人数ということはちょっと

難しいというふうに考えております。県外、県内、村外に出られた方については、区

域外就学ということで、大玉に住所なり籍を残したまま移動が可能ですので、対応と

してはできるだけそういう対応をしていきたい。転出先の教育委員会と連絡をとって、

齟齬のないように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（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 状況分析についての難しさ、あと転出先の方へのフォローについて

も理解いたしました。実はその転校等の原因については、今、挙げられた放射線のほ

かにも親の就職などいろいろな面が考えられると思います。通告にはありませんが、

村内並びに近隣地域の雇用創出とその周知などについて、どのような方法を取ってい

るのか回答を求めたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 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。

二本松管内の雇用情勢については、全国平均に比べてやはり０.１ポイントぐらい

は低い状況にあるということで、断続的に雇用関係の連絡協議会等を開きながら対応

を図っておるところでありますが、なかなか避難者の方々の雇用までは現在、回らな

いというのが現状であります。村内の既存の労働者の方についても、現在いろいろな

働きかけはしておるところでありますが、なかなか企業の経営状況もなかなか厳しい

ということで、企業についても融資制度を利用するとか、雇用調整助成金等を利用す

るなどしながら、現在、精一杯頑張っているという状況であります。本村においても、

それぞれいろんな形の雇用情報は週１回、役場の前の掲示板であるとか、プラントの

行政コーナー等で求職情報等については、周知を図っておるところであります。
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以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 村内にはまだ多くの再就職を求める方がいるということです。その

中には失業手当の給付期間があと残りわずかという方もいます。いろいろな方面の依

頼をより積極的に行い雇用創出をしていただき、失業者が雇用されるということで、

経済面並びに精神面で安心できるような環境づくりをお願いいたします。

最後に、義援金分配状況についての質問をいたします。福島県は、先月２３日に９０

億円の義援金の返還をしたという報道がありました。大玉村での義援金の分配状況と

返還を行う予定があるかないかについて質問いたします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 義援金の分配状況とその返還についてお答えいたします。

住宅の全壊２件、半壊５件に対して、９月２日現在で２次配分までの義援金につい

て県義援金８０万円、それから国義援金４２８万１,１３２円を支払っております。

３次配分も来ておりますが、これらについては義援金の分配について、２次配分以降

の義援金の分配については世帯、それから世帯人員別のそれぞれ２分の１というふう

な考え方に立っておりますので、調整が必要になってくるので、現在、２７万円ほど

留保しております。更に、９月になってからも全壊の家庭が出ておりますので、１次

配分以降の義援金について、県に請求する予定にしております。

次に、返還を行うのかということでございますが、過大に請求しておりませんので、

返還金は、現時点では発生いたしません。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 金額についての内容について把握いたしました。返還についてはな

いということで、ここで改めて義援金の目的ということについて、健康福祉課長のほ

うにのちょっと質問いたします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 義援金については、これは日本赤十字社を通じた全国の方

々、あるいは国外の方々、特にこの義援金の財源は、国内の義援金が原資になってお

りまして、そういった全国からのお見舞い金という性格ですね。したがいまして、使

途とか、そういうものは制限されるものではありません。お見舞い金という性格だと

思います。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 今、答弁のあったように、基本的には使途が制限されないというも

のであれば、先ほどあった福島県の方から９０億円の返還があったということについ

ては、利用目的算定の過程でずれがあったということで返還されたということだった

んですが、実際に地震などで被災した地域の方々、今、困っている方々がいる状況で

返還があったということについては、若干一般の方々については理解しにくい状況な

のかなというふうに思います。その内容については、算出方法等があると思いますの

であれなのですが、実際に今困っている方がいる状況を鑑みて、従来の方法にこだわ
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らないような困難さの多い人たちの状況を調べて、新たな義援金の要請等もできるの

で、やっぱりそれも必要ではないかと思います。そのような方法については可能でし

ょうか。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） １番さんにお答えいたします。

義援金の配分については、中央の段階で義援金の配分についての考え方が基本が示

されてます。まず、国の義援金については、死亡者について第１次配分の中では３５

万円とか、方向不明者同じく３５万円、住宅全壊３５万円、住宅半壊１８万円、それ

から原発３０キロ圏内又は計画的避難区域、あるいは今度新たにいわゆるホットスポ

ットで避難対象になった方、こういった方々にも義援金が支給される。今の段階では、

この５点ですか、要件としては。したがって、それぞれそういう形が示されているの

で、被害については様々風評害を被っている方も、それから家屋の一部損壊、そうい

った方もたくさんいらっしゃると思いますが、とりあえず日本赤十字社等で集められ

た金が、国の配分委員会ですか、これで決定された以外には配分できないというふう

になっておりますので、ご承知おきいただきたいと。また、県の義援金については、

とりあえず現時点では住家全壊、半壊、それから３０キロ圏内又は計画的避難区域、

これらの方々に県の義援金の配分はされているいうことでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 今、大体配当については、またじっくりと検討させていただきたい

と思います。

ここで質問の順番が前後いたしますが、通学路の除染で出たものについて、農地に

仮置きすることについての見解についてお伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（本多保夫） １番議員さんにお答えします。

一般質問の初日に２番議員さんから質問ありまして、答弁した内容が全く重複する

わけではございますが、農地に仮置きするということに対しては、農地法上は何ら問

題はない。仮置きですから、物を動かすということができるわけなので、それはあく

までも仮置きで一時転用、改良行為等には抵触しないということですから、置く分に

は問題ないということです。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 見解について理解いたしました。これによって実際に今回問題とな

っている除染が。

○議長（佐藤 悟） １番議員、これは一問一答ですので、前の質問には戻れないという

ことになっておりますので、この３番の質問に限って言ってください。１番の質問と

か２番の質問には戻れないことですので。

○１番（鈴木康広） 分かりました。注意いたします。質問を続けます。

では、改めて一般質問の中で先輩議員とか役場職員の方々に未熟な言動、質問があ

ったと思うんですが、不快な気持ちを持たれたかもしれませんが、それについては恐
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縮しております。また、これも村政の思う心の表れとご容赦いただきまして、これで

一般質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で１番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。

８番遠藤文一君より通告ありました「放射能対策について」ほか１件の質問を許し

ます。８番。

○８番（遠藤文一） ８番遠藤文一です。これより平成２３年９月定例議会における一般

質問を行います。

はじめに、放射能対策関連について伺います。平成２３年３月１１日の東日本大震

災により、東京電力福島第一原子力発電所で水素爆発という大変な事故が起こってし

まったことは、既にご承知のとおりであります。その爆発により放射性物質のセシウ

ム１３７が福島を中心に広い範囲に飛散という事態になってしまった。そのセシウム

１３７の量は、広島に投下された原爆の１６８倍の量だったと原子力安全保安院が試

算を公表しました。これらについて、どのように理解すれば良いのか、村長の見解を

伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

セシウム１３４が、これは野口先生の講演の中で聞いたわけでありますが、これが

７割なのそうです。セシウムの１３７が３割なそうであります。したがって、１３４

は半減が２年間、６年でこれはなくなる時間的な経過によって推測される。したがっ

て、６年経過すれば要するに３割になる。３割になるのが要するに１３７であるとい

うことでございますから、今の質問だと何かちょっと野口先生から聞いたこの数値的

なことについては違うのかなと。私は、今、野口先生から聞いたのは、今申し上げた

とおりであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 私、このことについて特別数字的にどうのこうのというんじゃない

んですが、１３７の場合、要するに広島原爆の１６８倍だったと、こういう事実。い

や、そういうことを飛散を公表したというから、これはただ単に大変なんだなと思う

ぐらいですが、村長だったらもっともっと深い内容を教えてもらえるのかなというふ

うな意味で言ったつもりでございます。

あともう１つは、村長さんが聞いたセシウムの割合なんですが、大体１対１だとい

うのも、そういう先生もいるんですよね。だから、その辺はちょっと村長の聞いた先

生と違うかなというふうに思っておりますが、要するに大変なことだったことは間違

いないと思うんですよ。だから、それはやっぱり我々共通認識にしておく必要がある

のかなということでございます。

次に、役場駐車場における現在までの放射線量の推定も含めた測定積算線量を伺い

ます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。
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４月１２日に積算線量計が設置されております。それで、その積算線量計の数値を

基に推計をいたしておりますが、３月１５日から８月末までの推計２.８ミリシーベ

ルトと推定しております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今、課長が言われたのが２.８ミリシーベルトと。私はそこまで計

算するとそこまでいかないんですが、ただ、積算していく場合には、私の積算した役

場の環境放射性の測量数値からすれば、まだまだあるように計算できます。だから、

積算線量計の数値と発表されている数値との誤差はあろうかと思いますが、積算線量

計の数字でいくと２.８ミリ、でも、役場での場所を公表している線量、その推測値

も含めると３,８００ぐらいになるんですよね。だから、その差があるということは

どっちが正しいかと言うつもりはないんですが、ただ、役場の駐車場の公表している

積算線量からするとそのぐらいになってしまうということだけは、やっぱり分かって

いただきたいなというふうに思います。そこで、役場の積算線量からして、その近所

の例えば一般的なこの近所に住んでいる人が、一般的な生活している人が、現在まで

の被曝線量をどのぐらいの予測できるか。例えば外に８時間いるとか、１６時間室内

にいるとかというふうな一般的な生活パターンでどういうふうに推測できるかお答え

いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） あくまでも推計ということにはなるわけなんですけども、

先ほど２.８ミリシーベルトというようなお話ししましたが、屋外に８時間、屋内に

１６時間というふうに仮定しますと、１.８７ミリシーベルトというふうに推計して

おります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 本村においても、特に積算線量が高いところあると思うんですよね。

それについても当然、どれだけの期間で測定した結果こうだったという結果も出てい

ると思うんですが、特に高いようなところ数か所、このぐらいの積算線量だったと。

例えばそれを１年間積算するとこのぐらいになりますと。それを平均的な生活パター

ンで被曝線量を出すとすればこのぐらいになりますよというような、要するに将来の

対策を立てるうえにも、そういうことは当然必要だと思うんですよ。ですから、その

推測値について、確たるものでこれは何ともだれもどうのこうの言うわけでないんだ

から、推測値でも結構ですから、特に高いところについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 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。

積算線量計については、既に導入されておりますので、幼児、妊婦、乳幼児等を含

む妊婦の皆さんに積算線量計を１週間程度持っていただいております。その中で積算

線量が高めであったというような部分について、一例ですけれども、１週間１６８時

間に積算した場合に０.０７２ミリ、これが一番ちょっと高いもの。その次と言いま

すと、同じ１６８時間で０.０６４、１時間当たりにすると０.３８マイクロシーベル
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トというようなことですが、一応これを今後この数字をそのまま使って積算しますと、

残り３月１４日まで２８週として考えて２ミリシーベルトぐらいの被曝があるのでは

というふうに推測しております。また、被曝量につきましては、一応５ミリシーベル

ト程度というようなことをちょっと基準に考えておりますので、それからすれば被曝

量が５ミリを超えそうな部分については、一応個別に自宅を訪問しまして、部屋等も

個別に計測して、生活パターンでの被曝量の低減、そういう指導といいますか、アド

バイスも行っておりますし、併せて除染も行うようなことで指導というか、そういっ

たことをやらさせていただいている状況です。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） では、積算線量計を設定されているということでありますから、そ

の積算線量計を使ってでも結構ですから、この役場における年間の積算線量、来年の

３月１４日までなら１４日までにどのぐらいになるというふうな予測を立てられるの

か伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 役場に設置されております積算線量計から推計しまして、

まあ減染率等は考えないで、今の数字をそのまま使った場合に年間で４.８ミリシー

ベルトというふうな推計をしております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今それぞれ住民生活課長、推計値でありますが、それぞれ言われま

した。それぞれ高く見るとか、いや低く見るとか、それぞれ基礎となる数字が違えば、

多少差があるかと思います。年間例えば４.８というのは、今の数字から推して、今

の数字だからということだから、多少高くなっているかと思いますが、とにかくそん

なに変わっている数字ではないのかなというふうに思っておりますが、９月７日の民

法新聞に、原子力機構が世界版スピーディを使ってセシウムの拡散状況を分析した図

を見ますと、大玉の場合は平米当たり１万ベクレル以上１０万ベクレルの色に染まっ

ておりました。また、１１日の朝日新聞ですが、セシウム１３４と１３７の蓄積量は、

大玉の場合の１平米当たりは１０万～３０ベクレルの色で染まっておりました。いず

れも新聞のカラー写真でありますから、カラー印刷でありますから、確たることはと

もかくも、これらについて村長の見解を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私もその新聞を見て、色の染め具合をどういう状況かということは

見ております。現実的には新聞のその色も大切でありますが、これはやっぱり地区内

の線量、これをしっかりと測って、その線量によって対応策を講ずる。これが一番で

あるなと。それは広範囲にわたってこうなっているということでありますけれども、

やっぱりこの線量関係でねしっかりした数字を把握して、でき得れば個々の家庭、そ

れぞれの家庭も線量、外、それから宅内、こういうことでやっぱり把握してもらうと

いうのが、それによって対応していく、これが大切だと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。
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○８番（遠藤文一） 今言っているのは、私スピーディにしろ朝日新聞に出た図にしろ、

ベクレルの話ですから、我々はまだ測ってないんですよね。だから、何マイクロシー

ベルトなどと言ったって、それとはまた別な色合いなんですから、そこのところ間違

えないようにしていただきたいなと思っていますので、そういうふうな理解をしてい

ただきたいと思います。これベクレルでの表示でございますから。

次に、本村における空気中の放射性物質を吸い込むことによる放射線量の現在まで

の被曝線量の概算値を伺います。

○議長（佐藤 悟） 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をいたします。

空気中から吸い込んだ放射性物質がどれだけになっているかの資料はございません

ので、被曝線量の推計はできませんけれども、５月２６日以降については、空気中の

放射性物質の濃度は検出限界以下となっておりますので、第一原発が再び爆発しない

という前提で考えれば、将来受ける被曝線量はないものと考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、放射性物質を含む食物に摂取による放射線量をどのようにと

らえていられるのかお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） これもデータがございませんので、正確に答えることがで

きませんけれども、市場に出荷流通している農産物ですね、そのほかの食品もそうで

ありますが、汚染されたものはないと考えた場合には、内部被曝がないものと判断で

きると考えております。また、自家用野菜など放射性物質の検査をされずに、万一汚

染されたものを食べた場合でも、継続的に食べていなければ、内部被曝は継続しない

と、このように思われます。今後は農作物等の汚染を調べる機械が入りますから、よ

り安全サイドに立って安全の確保というのは可能であるというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 推計できないとか、４月の何日だっけ、１日か、４月何日からのあ

れだっけな、ラストサンプルの結果は、何日から把握しているの。ラストサンプリン

グの把握している日にち、いつからだったい。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 空中放射性物質濃度につきましては、当村での資料はござ

いませんが、５月１６日まではヨウ素１３１、それからセシウム１３７、これについ

てもいずれにしても微量の検出がございますけれども、５月２６日以降は検出限界以

下となっております。これは大玉村の測定ではございませんので、ここでのデータは

ございませんということです。

○８番（遠藤文一） 議長、おれここで説明しないと、質問続けていかれないんだわ。だ

からちょっと質問時間外に５分間ちょっと時間もらえないべか。

○議長（佐藤 悟） どういうことなんですか。

○８番（遠藤文一） 答弁してもらえるなら、要するにそういうデータがないとかでは、
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何とも（不規則発言あり）だとすれば、だけれども、要するに空気中の放射性物質を

吸い込むことに、放射線量の現在までの被曝線量の概算値はどうですかと、こういう

ことなの。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 吸い込んだ放射性物質がどれだけになっているか、ホール

ボディカウンターとかで計測しない限りは分かりません。したがいまして、概算推定

値と言っても、あいまいな数字は出せないということでございます。

○８番（遠藤文一） 議長、そういうことなんですよ。でも、そこはとにかく大切なんだ

からちょっとおれに説明させてください。これ質問の時間に入っちゃうんだから、お

れ質問する時間なくなっちゃうの。

○議長（佐藤 悟） 端的にお願いします。

○８番（遠藤文一） はい、分かりました。これじゃ推測だからできないと言うの。これ

同じもの持っているの、言えないの。でも、おれは言えるのよ。だから、聞いてもら

いたいの。要するに例えば東京で空気中の塵の中の放射性濃度が最も高かったのは、

３月１５日の１０時から１１時の１時間で、この１時間のヨウ素１３１、ヨウ素１３２、

セシウム１３７、セシウム・・・・濃度それぞれので、そのベクレル立方メートルを

マイクロシーベルトに換算すると、１時間に５.０７マイクロシーベルトだったと、

こういうこと。そのときの環境放射線量の値はなんだったかというと、０.８そこそ

こなんだな。だから、それを基にすると大玉村の１５日、１６、１７、１８、１９日、

この４日間かなり放射性物質が浮遊したはずよ。だから、それを我々は吸っていたは

ずなの。それを例えば東京都の環境放射能と吸ったもののマイクロシーベルトをそ

の係数を使って表現すると、例えば３月１５日、これは住民生活で１０.１マイクロ

シーベルトアワーと、こういうふうな予測を立てたわけ。だから、それを例えば３月

１５日の夕方だから１時間ぐらい外にいたとする、吸い込んだ放射性物質を放射線量

に換算すると６３.２９マイクロシーベルトアワーと、こういうくらいになっちゃう

の。例えばあと１６日、これ住民生活課で７.６マイクロシーベルトアワーと、こう

いうふうな推測をしたわけ。だから、その空気中の環境放射能の数値を吸った空気、

それをそっから出すとして、８時間吸ったとすれば３８４.４８マイクロシーベルト

にもなってしまうわけ。それが１９日まで環境省が５.２３なんだから大玉は。そう

いう状況の中で我々が吸ったとすれば、大変な数値になっちゃうわけ。だから、ただ

それを８時間８時間表にいて吸ったとして、空気中のやつを吸った。それはベクレル

立方メートルだけど、それをマイクロシーベルトアワーに直すと、１,２０８.７３マ

イクロシーベルトになっちゃうということ。これを放医研に尋ねてみたのよ。そした

ら何と言ったかというと、それはちょっと乱暴だべと、こういう話。でも、東京都の

数値の倍率からすると、こうなるんだよ。だけど、それはちょっと荒っぽすぎる。だ

けれども、遠からずとも当たらずだと、当たらずとも遠からずと言ったのか。そした

ら、そうですねと言うんだから、大した間違ってない話よ。だから、おれが言いたい

のは、本当に推測できない、できない部分を我々は推測してそうなっているかもしれ
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ないということは、やっぱり頭に入れておくべきだと。そういうふうに思って私は質

問したところでありますし、また、食べ物にしたってよく聞く話なんだけども、そう

いうことです。今度は質問します。

○議長（佐藤 悟） 端的にやってくださいよ。はい、質問を許します。

○８番（遠藤文一） 私が言うまでもなく、空間線量から受ける放射線量、放射性物質を

含む空気の吸入による放射線量、放射性物質を含む水や食物の摂取に放射線量を足し

合わせると、その累積の放射線量を推計できます。そうしなければ、正確な被曝線量

とは言えないと思いますので、ずうっと今までしゃべってしまったと、こういうこと

でございます。食物からの内部被曝線量は、実行線量計数と、食べる量からして、位

置当たりは本当に少ないかもしれませんが、よく聞く話なんだけど、おれは１０年、

２０年の世界だから気にすることなく自家産の野菜を食ってますよと。あるいは、い

ちいちそうだこと言ってたら、もう生活なんて成り立たないと、そういうような話を

聞きますが、計算上はこのような数字で被曝していますよと、その数値を示し、是非

参考にしてくださいと知らせるのも行政の責務と思っております。年間被曝線量、生

涯被曝線量を説明し、今、その何パーセントのところにいるところを個人個人認識し

ていただきながら、今後の対策、あるいは進めていくべきというふうに思いますし、

その現状認識が非常に大切だと思っていますが、そこで今後、どのようにそれらの認

識を持ってもらうような方策を取られるのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

放射性セシウム、経口摂取ですよね。卵の殻の場合については、それぞれ暫定規制

値が設けられております。飲料水、それから牛乳、乳製品、野菜、穀物、肉、魚、卵、

５分類されておりまして、それぞれご存じのとおり、水と牛乳については２００ミリ

ベクレル/㎏、それから野菜、穀類については５００という規制値がございまして、

これらについては、成人、乳児、幼児、それぞれ違うんですよね。同じく摂った場合

でも、１ミリ、それぞれ例えば成人であれば２００ミリベクレルに汚染された水を１

リットル、年間３６５日飲み続けた場合に、１ミリ内部被曝します。幼児の場合には、

２００ミリじゃなくて４２１ベクレル汚染された水を３６５リットル飲んだ場合に１

ミリ被爆します。それから、乳児については、これは３か月未満ですけども、２２８

ミリベクレル/㎏、３６５リットル摂った場合に１ミリ被爆しますよと、そういう数

値なんですね。同じように穀類、米であれば大人の場合は５００という規制値は野菜

で出てきておりますが、米の場合だと１,１１０ベクレル/㎏、幼児の場合には３,８

３０ベクレル/㎏、それから、乳児の場合は２,９４０ベクレル/㎏、この場合に１ミ

リ被爆します。そういうお話を今、累積線量計、渡しておりまして、帰ってきて、い

ろいろ不安を抱く方がたくさんいらっしゃいます。もちろん、家庭菜園も食べてない

という方もいますけれども、暫定規制値というのは、そういう安全サイドに立って、

より子どもの安全サイドに立ってできている。現在、市販されている食品、例えばス

ーパーですね。それから基本的に直売所等に並んでいるもの、これらについては、食
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べても内部被曝をする危険性というのは極めて少ない。ゼロとは言い切れない、後で

発見されたなんていうこともありますから、ほとんど間違いないでしょうというよう

な説明をして、できるだけ安心サイドに立って説明をしているところでございまして、

今後もそのようにしてまいりたいと、こういうふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 要するに、市販されているような検査されたものであれば全く問題

ない、これは当然であります。しかし、今までの３月１５日以降の自家産を気にしな

いで、あるいはなんとも思わないで、あるいは大したことないだろうというふうにし

て摂取していた方々に対して、ある程度それなりの認識を持ってもらう必要があるん

でないかということで、そういう事例と数字的なものをやっぱり示すべきであろうと

いうふうに私は思っているところであります。

次に、もし本村で独自の避難を進めるなら、その積算線量の限界値について伺いま

す。政府の除染に関する基本方針原案では、被曝線量年１ミリシーベルトに抑えるこ

とを長期目標としております。また、食品安全委員会では、外部被曝と内部被曝を合

わせた生涯の累積線量を１００ミリシーベルトまでに抑えるべきとの見解を打ち出し

たとのことであります。そこで、将来の村民の健康と安心を限りなく担保するために、

村民の自主避難などアドバイスすべき被曝線量のボーダーラインをどのように設定す

べきと考えているのか、大人、子どもそれぞれについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

避難すべき積算線量ということでございますけれども、小さな子ども、小学生、中

学生、また妊婦の方について、国が発表しておりますのが年間２０ミリシーベルトと

いうような数値を用いておりますけれども、この数値には抵抗があります。はっきり

申し上げて抵抗がある。じゃ、その半分の１０ミリではどうだというようなこともあ

りますけれども、やっぱり妊婦とか乳幼児、子ども等につきましては、年間５ミリシ

ーベルトというようなことを目標にしております。こういう５ミリシーベルト、なか

なか５ミリシーベルトを超える部分もあるやに思いますけれども、それについて今現

在、除染を行いながら５ミリシーベルト以内に抑えたいというようなことで活動をし

ているところでございます。それで、避難ということでございますけれども、５ミリ

を超えそうな部分、今現実的に積算線量計を持っていただいて、今までの累積積算量、

それから、これから被爆するであろう積算量を推計して、５ミリを超えますよという

ような部分については、個別に訪問して宅内も線量を計測している。なるべく被爆し

ないような、そういうアドバイス、それから除染によって被爆を抑えられる部分につ

いては、除染によって被爆を抑えていく。それでも、なおかつ超えそうな部分につい

ては、村内避難を含めてお話し合いをしている、そういう状況でございます。

大人についても、基本的には年間５ミリシーベルト以内に抑えたいというようなこ

とで除染活動も行っておりますので、それらについても避難を考えているものについ

ては、子ども、妊婦、乳幼児、そういった部分については避難を考えておりますが、
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大人については避難とまではいかなくとも５ミリシーベルト以内に抑えたいというよ

うな、そういう対策を取っていきたいというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ちょっと私の方から補足させていただきますが、５ミリとの根拠は

何だと。これは、前の質問者にも申し上げました。何もこれ国から５ミリとか県から

５ミリということを指示あるわけではありません。これは、後から悔いが残ったので

は困りますので、うちの方の実質いろいろ指導をいただいておる野口邦和先生、それ

から、あと小佐古さん、内閣の参与を辞めました、涙ながらね。あの小佐古先生も５

ミリということを言っております。それから、あと児玉龍彦先生、この先生も５ミリ

と言っています。この３人の先生の言うことは、私らはこれはやっぱり学者の言うこ

とを聞いて対応したほうが良いんではないかなというふうに考えたわけです。中には

１００ミリシーベルト以下でも、これは以下で発病した症例とか、そういうことは見

たことない、聞いたことないなんていう学者もいるんです。では、何で２０ミリとい

うことを国で一線を引いたんだと。いろいろそういう先生もおりますが、今言った３

人の先生のは、これは大体は対応しておけば間違いないんではないかなというふうに

考えてこの５ミリの数値を出したと。今から１０日くらい前に、２０ミリというのは

絶対崩さなかった、文部科学省で。これを１ミリシーベルトというのを目指すという

ふうに、目指すなんていうあいまいな表現をしてきたんだよね。だから、１ミリとい

うと、これは０.１１４なんだ。そういうことにこれ目指すなんていうことになった

ら、これはだいぶ不安が今度はまた増長したわけ。だから、この０.１１４なんてい

うのは、これは現実的に不可能だべと。今すぐ除染対策をやるといっても。そうした

ら、結局１ミリシーベルトを目指すというのは、自然界の１.５、１.５に今回の要す

るに爆発によって発生したものの結局線量を下げるということだから、要するにいう

なれば、これは１ミリシーベルトじゃなくて２.５ミリシーベルトなんだね。２.５ミ

リシーベルトを目指すということの意味だったようであります。だから、それも長期

的にということでありますから、長期的ということだから、だから長期は何年なんだ

というと、何年ということははっきりしないわけです。で、これは結果的に今の健康

を今守っていくということについては、３人の放射線の防護学を専攻している、これ

を聞いて、後々こうだなんていうことで、今度は１ミリシーベルトを目指すなんてい

うのを出されたように、後出しみたいでもって、いうならば先々のアリバイづくりみ

たいな感じもするわけなんで、そういうことでは悔いが残るし、やはり大玉では、そ

ういうことで特に弱い乳幼児、子ども、妊婦、こういう方々に対しては、これからの

半年の取り組みの中で、これはできるんではないかと。なんとか取り戻せるんではな

いかと。どうしてもというのは、先ほど課長から言ったように、村内の避難を考えて

いるということであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、除染計画とその数値目標について伺います。

新聞報道によりますと、政府の除染に関する緊急実施基本方針によると、年間積算
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放射線量が１ミリから２０ミリシーベルト以下の区域は、市町村が除染計画を作成し

て除染作業を実施するとありますが、教育委員会関連以外で、どのような計画のなの

か、その作業工程などについても説明を求めます。

○議長（佐藤 悟） 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。

大玉村におきましても、除染計画等を作成して、現在、当面の実施ということで通

学路、それから集会施設等について除染を行う、そういう予定にしております。また、

そのほかに、これから除染を行うという部分につきましては、当面は生活空間、日頃

生活している生活空間を除染するということを目標にしております。農地とか山林と

いうこともございますが、国では、この部分については、まだ指針を出しておりませ

ん。示しておりません。ですから、当面は通学路、それから日頃生活する、そういう

空間の除染を行うというような計画でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そうしますと、政府の除染に関する緊急実施基本方針による内容か

らすると、大玉村では除染計画を作成して除染作業を実施しなければならないという

ふうに理解していいのかなというふうに思っております。ですから、区長様にそれぞ

れお願いした内容とは全く別個に、村では計画を立てて、村で独自に実施するという

ふうに理解してよろしいか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 除染の実施計画ということですので、全体的にそういっ

た通学路と、そういう部分も計画の一部というふうにして、全体としての計画という

ふうに理解しております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今度の区長さんにお願いした件と、村で計画を立てるのを一体にし

ての話かなと思って今聞いていたの。おれは、ちょっと安易な選択をしているのかな

というふうに思っているのよ。つまり、政府の基本方針、１ミリシーベルト以下の区

域にあっては、国、県、市町村が連携し、住民が安全に除染できるよう支援すると、

除染で出た土壌やがれきなどの廃棄物は、一時的に市町村か町内会のコミュニティの

仮置きを求めるとあります。本村においても、これ幸いと区長さんにお願いしてしま

ったというふうに感じられるのでありますが、村は本当にそれでいいのかと、後々問

題にならないんですかということを私はきちっと確認しておきたいのであります。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 国で示した指針、確かに各自治会等に仮置きというよう

な指針示されております。ただ、村としての方針というのは、その国で示される前に

方針を示したということで、決して国の指針が出たから安易にお願いしたということ

ではございません。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、課長から答弁のとおりでありますが、これごく最近、国で指針
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を示されたのね。その前に、うちの方では、これは早めにということで独自の除染計

画を立てたと。結果的には、これは自治体の責任でうんぬんとこうなっております。

したがって、地域の線量を、地域の健康を守るために、みんながそういう認識で結局

取り組んでもらわないと、これはうまいことにいかないということだから、区長、副

区長にお願いして、そして区内に、あっち持っていく、こっち持っていくと騒ぎにな

ります。区内に仮置き、あくまでも仮置き場である。最終的に自治体と同じ、要する

に区長さんにお願いしておりますが、村の責任でしっかりとこれは管理すると。そし

て、あと今度中間的な国で、そういうところにこれを持っていくなり、あくまでも、

これは仮置きなんだと。だから、区長さんにお願いしてますが、その区に責任なんて

いう気持ちではないんです。結局は、これは村で地主なりと契約を結ぶ、そういうこ

とで賃料もちゃんとお支払いすると、そういうことで今の契約を締結したいというふ

うに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これ、後の話だから私も確たることをどうのこうの言いませんが、

要するに１ミリシーベルトから２０ミリシーベルトは、村が計画を立てて村がやりな

さいよと。そうすれば、それなりの国の援助もありますよと、こういうことの話の指

針だと思うんですよね。だから、それを村は先だから、それを合わないかもしれない

けれども、それに合わせてしまうと、きちっとそれをやってくれるんだったらば、そ

れはそれなりで何とか辻褄合うようになるかとは思います。でも、それを何も言わな

いで、村がやるべきことを区長さんにお願いして、その地域でやらなきゃ困るよとい

うようなことでは、やっぱり後先が。分かってもらって、村でやらなきゃならないん

だ、お願いしますなら話わかるけれども、村がやらなきゃならないことを黙っていて

やってくださいと、これがちょっと、後で分かったら、やっぱり、それはねえべとい

う話になったのでは困りますので、その辺は、やっぱり区長さんと連携をきちっと取

っていただきたいなというふうに思っております。

次に、除染計画を考えるときの年間被曝線量をそれぞれさっき５ミリシーベルトと

いうふうに言われましたが、年間の被曝線量を５ミリシーベルトまでにする計画で除

染をやっていくんだということでよろしいか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 先ほども答弁いたしましたが、年間の被曝量を５ミリシ

ーベルト以内に、以下に抑えるということで除染作業を実施してまいりたいというふ

うに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） その５ミリシーベルトの根拠は何だと言ったら、先ほど村長さんが

言ったように、野口先生、小佐古先生、児玉先生、それらが、それぞれ５ミリシーベ

ルトでいっていると。それがいちばん良いのかなということの根拠だということです

から、そのように理解してよろしいですね。

県の線量低減化活動支援事業による取り組みを各行政区にそれぞれ説明されたよう



- 119 -

でありますが、結果的にバラバラな対応にならないか心配するところであります。同

じ村民でも、取り組む姿勢により、安心を確保できる地域と、そうでない地域が出て

くるんじゃないかというふうに思っております。ですから、それが地域、地域の自業

自得だというようなことで構わないのか、あるいはそれについてはどのように対処さ

れるつもりなのか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 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。

線量の高いところ、低いところで取り組みについてばらつきがあるんじゃないかと

いうような、そういう懸念は持っておりますけれども、高いところは率先していち早

く取り組んでいただきたいというのが私どもの気持ちでございますけれども、低いと

ころもやっぱり少しでも下げるような取り組み、これが必要だというふうに考えてお

ります。ですから、各自治会で取り組まないから、じゃ、それで構わないのかという

ことではなくて、支援職員もございますけれども、支援班、災害対策班、これを中心

に取り組みの遅い部分については、どうしてますかというような形で、それは働きか

けをしていきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 通学路、あるいは公園等の除染についてでありますが、何マイクロ

シーベルト以上を対象にするんだとか、あるいは何マイクロシーベルト以下を目標に

除染するんだというような目標数値があるとすれば伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 先ほども申し上げましたが、年間５ミリシーベルト以下

に抑えたいということですので、空間線量的には約０.６マイクロシーベルトを目指

していきたいというふうに考えておりますが、いかんせん、線量の高い部分、低い部

分ございます。既に０.６を下回っている部分もございますが、高いところをやっぱ

り基準に０.６以下にしたいというような考え方で進めたいというふうに思っており

ます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 要するに、そうすると、０.６以下にしたいんだということになる

と、０.６以下だったらやらないというのが普通のとらえ方かなというふうに思いま

すが、それらについては、どういうふうに進める考えなんでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ０.６既に以下のところもございますが、少しでも下げ

ることが被曝量を減らすことにつながる。ひいては、５ミリだから絶対安全だとか、

そういうふうな部分でもございませんので、なるべく被曝量を下げたいというような

考え方で進めたいというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今後、大玉村地域放射線量低減化活動支援事業補助金交付要綱につ

いては、あくまで県の線量低減化活動支援事業に対処するための要綱としか思われま
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せんが、それら以外の除染についての対応を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 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。

県の補助事業を活用するということは、活用してやっていきたいというふうに思っ

ておりますけれども、補助事業に該当しない部分でも村単独で対応するというような

ことで、先にもちょっとお話しいたしましたが、個人の住宅についても穴を掘るくら

いは村でできないかとか、集会施設もございますけれども、なかなか地元でできない

部分については村で支援できないか。そういった部分で補助事業以外についても取り

組んでまいりたいというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今言ったことは、それなりに、ああ、そうですかと。だから、この

大玉の地域放射線量低減化活動支援事業補助金交付要綱、これに該当させてやっちゃ

うんだということでよろしいですね。

そこで、もう１つ聞きたいのは、除染効果があるとしてひまわりが村内にかなり見

受けられました。これとて線量低減化活動の一環であります。そこで、これらの処分

と来年度に向けた対策をどのように考えているのか。つまり、農地等々についての植

えておいたひまわり等についての除染活動、除染、低減化、それについてはどういう

ふうに考えていますかと、こういうことでございます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ひまわりを栽培して線量の低減化ということでございま

すが、実際そのひまわりを栽培した効果等を検証してみますと、それほどひまわりが

線量低下に役立っているということでもないというふうに認識しております。実際の

植物と比較しても、そんなに変わらないということですので、取り立ててひまわりを

栽培してくださいとか、そういったことを推進する考えは現在のところございません。

そのひまわりの処分等についてもこれは逆効果、ひまわりがあまり大量に栽培される

ことによって、今度そのひまわりをどうするかというような問題も発生しますので、

今現在は推進する考えはございません。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 結果がまだ出てないということかもしれませんが、確かにテレビで

ちょこっと言ったような気がするんだな。でも、あと探す気になって見つからないん

だ。だから、そう言われると、おれも、ああ、そうかなと思っちゃうけれども、ある

ことは確かなのよ。ちょこっと言ったはずだ。でも、これがこれからどんどん結果が

出てくると思うの。だから、例えばひまわりがだめだって、アマランスだっけ、別な

ものがあると。とにかく我々は農地にしろ庭にしろ、低減するための何かを考えなき

ゃならない。そのときに、こういう方法がある、ああいう方法があるといったときに、

それでは積極的に進めましょうという何かがあってもしかるべきだと思っている。今

の補助金交付要綱では該当にならない内容なんだから、新たな交付要綱を作るとか、

あるいは別な視点で、そこにかませちまうか、何か考えてもらわなきゃならないと思
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うんですよ。ですが、これは確かに予算も伴うことかもしれませんが、これは、やは

り大玉村がいち早く低減化するためには、やはり通学路も大変だ、住んでいるところ

も大変だと、確かにやるべきだと。でも、その農地だって、その効果があるとすれば、

例えば年間１０％ずつ除染してみるとか、０.５％でもいい、５％でもいいわ、やっ

てくべというようなことであれば、当然それなりの要綱を設置してやっていくべきだ

ろうというふうに思っておりますが、村長、これちょっとやりませんか、お願いしま

す。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

この間も、これ、その問題、除染と併せて。除染はこれはやっぱり人の住めるよう

なところに住めないところはすると、これが第一。それから、汚れた農地等について

はどうするんだ。これは先ほど課長から話ありましたが、あのとおりでありますけれ

ども、その後、今度いろいろ聞いてみますと、１０％の効果あるとか、ひまわりは３

割の効果あるとか、ただ、これがはっきり、まだやっぱり公表されておりません。た

だ、そういうしかるべき責任ある機関の発表でありませんから、そういうことで、こ

れは受け止めていただかざるを得ないわけでありますが、問題は今度、作るはいいけ

れども、その殻の始末をどうするかと。その辺もこれまだはっきりしていない。ただ、

いずれにせよ、この汚れたところの土壌について、ただ遊ばせてぼうぼう雑草生やし

ておいていいのか。これは農地としてしっかり農産物を作れるところは作れるように

すると、これはなかなか農地として食するものを作るのには難しい。そういう地域に

ついては、これはやはり農産物とは口から、そういう食料にするようなものではなく

して、いうなれば我々はバイテク発電をひとつやってくれないかと。そして、そうい

うところにそういうセシウム等を吸収するような、いうなれば農産物から産業食物を

作ると、こういう仕事づくりと兼ね合わせた中で、これから再生可能エネルギーとい

うことにどんどん今推しているところなんです。そうでないと、これは全部農産物従

来と同じように作付けできるようなことにするためには、長い期間、結局、検査、検

査、検査。たまに今度オーバーしたようなものが出ると、いつまでも不安に駆られる

ことになる。だから、これは一定の地域のあれについては、土のベクレル測ったら、

あとは、もうこれ以上の数字のところには農産物作らないと、その代わり産業作物を

作らせる。その代わり、きちっとそれを収容する、そういうバイテク発電、これはワ

ラもそうだ、モミワラもそうです。それからあとは今の木、森林も汚れているんです。

こういうのも計画的にやっぱり伐採して、そして片方から植林していくと、そういう

ので、チップとか、こういうのをありとあらゆるものを科学者に研究してもらって、

そして、これを固形燃料にして、圧縮して、熱カロリーを高くしてバイテク発電でき

ると、そういうのを国家戦略としてやってくれないかということをこの間の集まりで

も話をしてきたんです、８日の日に。だから、いずれこれ復興するためにどうするか

ということで避けて通れない問題でありますから、今言ったような考え方で、国の方

針を打ち出してもらうような運動を強めていきたいというふうに考えております。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 村長に、そう言われると、ああ、これはすぐできる、大玉にもやれ

るかもしれないなんて思っちゃうんだけども、とにかく、ほかでやらなかったらいい

と、大玉村でやるから銭寄こせと、そのぐらいのことで、まずやってもらいたいなと

お願いしておきます。

次に、線量低減化活動としての取り組みとして、今、もうおれたちは年だから何食

ったっていいと、あるいは大丈夫なんだ,大丈夫なんだといって自分で自家産の野菜

等を食っている人がいると。でもやっぱり、もっと安心して食えるものだったら、な

お結構だということから、例えば、ある一画を表土の除染をする。それが例えば１０

軒とか２０軒で共同でそこで野菜を作ろうと、それをみんなして食べようと、安心な

土地で作ろうというときに、除染の費用等々について村で補助するからとにかく安心

な農地を造れと、そして、そこでみんなして安心なものを作って食ったらいいんじゃ

ないかというような助成制度、補助支援制度を創設してもらえないかなというふうに

思っているんですが、どうでしょうかね、これ。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これはいろいろ言われておりますが、自家野菜等を作るくらいの例

えば転地替えとか、あるいは表土をかなり、畑だったらば土を２０～３０センチ剥ぐ

とか、そういうことにすれば安全だとかとありますが、結局、空気は動いております

から、だから、一度そこ大丈夫だと思っても、いつ周辺の関係で汚れるか分からない

んです。だから、なかなかこれはその土だけを取ればいいという、春なんていうのは、

これはものすごい風でもって土埃がどんどんこれ飛び散ってくるわけですから、だか

ら、これはやはり作ったならば、しっかりと検査をして、そして、やっぱり食しても

らうと。そのためにこれは早くこないかなと思っておるわけでありますが、これは、

やっぱり１台でもちょっと足りないのかなと。後で議会とも相談いたしますが、そう

いう検査機器、やっぱり作ったものは安心して食べることができるのかどうか、これ

で考えていくきりないんではないのかなと思っております、現実的には。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今、風ほこりで、すぐまた高くなるかもしれないというなら、教育

長、よく、そこを覚えておくように。

次に、除染で発生した汚泥などの仮置きについて区長さん方にどのように説明し約

束されたのかということでお聞きしたいと思います。まず、その仮置きの期限であり

ますが、どのぐらいというふうに考えておられるのか、あるいは仮置きの土地の賃借

料等々については、どういうふうに考えているのか。あるいはもう一つは、その仮置

きの条件として、これはだめだよというのと、こういうところはだめよと、だから、

こういうところにしてくださいというような、その仮置きの環境条件等々があろうか

と思いますが、それについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。
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仮置き場の期限等については、なかなか何年というふうな形で期限は切ってお話は

いたしておりません。当面、何年という形で期限を切れないということで、区長さん

たちにはお願いをしていると。それから賃料ということでございますけれども、賃料

につきましては、地目による村の買収単価を基に積算していきたいというふうに考え

ております。

それから、仮置き場としての条件ということでございますが、基本的にはその条件

を入れますとなかなか見つからないということもございますので、結局は気持ちのう

えからは、人家からはやっぱり何メートル程度、５０メーター程度離した方がいいか

なというような、そういうお話はしておりますけれども、そこが山でなくちゃならな

いとか、何でなくちゃならないとか、そういう条件は示しておりません。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） その買収単価というけど、買収でないんだから賃借料だと思うんで

すが、賃借料について、どのぐらいを念頭にあるのか、それを伺いたいと思います。

それから、新聞記事でありますが、除染しても年間被曝線量１ミリシーベルト以下

にできない地域があるとして、避難解除の目安は５ミリシーベルトとするのが現実的

とか、食品安全委員会が外部被曝と内部被曝を合わせた生涯の累積線量を１００ミリ

シーベルトまでに抑えるべきだとの見解に、１００ミリシーベルトに制限すれば県の

広範な地域での生活が成り立たなくなるとし、実態を踏まえていないというふうに批

判した方がおります。これは、新聞で取り上げるほどの方でありますから大した方だ

とは思いますが、私にいわせれば、現実的に避難解除をするため、年５ミリシーベル

トまで上げろと、県民が戻って生活するため、累積線量を５００シーベルトまで上げ

ろと言っているように思われました。要するに、健康で何事もない生活を保障すると

いう確たる証拠がないという状況で、私からすれば、安全第一というふうに、それを

ただ願うものであります。本村においても、５ミリシーベルトの設定にしているとい

うことは、それなりの根拠があってとは思いますが、私からすれば、まだまだ高い線

量じゃないのかなというふうに認識しておるところであります。

そこで、本村の原発事故以前の環境放射線量について、どのように把握、認識され

ているのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 先ほどの賃料関係ですが、買収単価に３～５％というよ

うな考え方で検討しております。

それから、５年間の被曝量とか総被曝量というような関係でございますけれども、

確かに被曝線量を上げるという方向には、安易に上げるというのはどういうものかな

というふうに思っております。ですから、被曝線量をできるだけ下げる方法で除染等

なり対策を取っていくというような考え方は先ほどお話ししたとおりでございますの

で、上げるというようなことについては私も遺憾だということでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 原発事故以前の環境放射線量。
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○住民生活課長（菊地平一郎） 答弁漏れでございますが、環境放射線量については、大

玉村で計測した実績はございませんが、０.０４とか、０.０５が郡山、福島あたりで

は、そういう線量でございますので、大玉村も推測すれば０.０４か０.０５かという

ふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 私が言いたいのは、事故前は０.４とか０.５の数値だったと。だか

ら、それを５ミリシーベルトがいいなんていうのは、私には納得できないんですよ。

あくまでも事故以前の環境に戻してくれと。また、これは東電に当然そういうことで

訴えていくべきだというふうに思っています。だから、あくまで目標は事故前の環境

に戻すんだと、もうそれが当然だと思いますが、ここで、なんか５ミリシーベルトま

でしかできないから、そこにするというのじゃなくて、もう事故以前の大玉村に戻す

べと、みんながその気になって、やっぱり考えていくべきだというふうに思っていま

すが、０.０５、０.０４の数字というのは、どういうふうに思われるか、村長、伺い

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

先ほど申し上げた先生を、あくまでも現時点においては信用をせざるを得ない。低

いに越したことはないんです。現実的にそれが可能かどうか。これ１ミリとか１.５

にしようと。これは大変なことだと思いますよ。だから、中には１００ミリなんてい

う方もいる。国は２０ミリということで最初に出した。そして、あと今度は１ミリシ

ーベルトを長期的に目指すなんていうあいまいなことを出してきた。今、大玉村でも、

これ１.何ミリ、最高２くらいのところもある、空気線量。そういうところもある、

地域的に。あるいはまた平坦部は空気線量は低くとも、特定の何かがあることによっ

てそこが結局高いところもある。２.０なんていうところもある。これは特定の何か

ちょっと積み重ねておくとか、線量の高いものを。だから、やっぱり最終的には、個

々の家庭をやっぱりしっかりと把握しなくちゃならない。そこに、あと特にそういう

弱い弱者の子ども等がいるかどうか。それで低いに越したことはないんです。この３

人の先生も低いに越したことないと言っているんです。だけども、結局自然界も１や

１.５あるんだから、これはやっぱり現実的には自然界に戻すといっても無理なんで

ないかなと。今のやはり２０はこれはやっぱり無謀だと。５ミリということをこの３

人の先生が話をしておりますので、それを基準としたいと。これはよその市町村はこ

ういうことを打ち出しているところはないと思いますよ。例えば福島の渡利あたりな

んていうのは、これは３.なにがしの今だって毎時そういう状態で、これいるわけで

ありますから、だけども、そういうことをこれ打ち出していない。ただ、大玉村は住

民の健康を考えて、３人の先生を結局打ち出している数字、これを信じて、そして今

取り組みをすると、これが前向きなんじゃないかと、こういうことでありますから、

８番議員はそれでも高いと。いや、これはやっぱり低いに越したことはないです。５

ミリ以下を目指してこれやれば、現実的には５ミリ以下に恐らくなることもかなり出
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てくるんではないかなと思うんです。全村の通学路なりなんなり、これ取り組みしま

すから。高いところがあれば、どうしてもやっぱり全般的にそれが影響するんです。

だから、地域全体で取り組むというところに線量も、低いところも低くなるんです。

高いところを下げるということは、低いところも低くなる。やっぱり、そういうこと

で、その数字を目標に今即刻始めることが、行動を開始することが大切だという考え

でおります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これ認識の違いかと思いますが、その自然界に１や１.５はあると、

こういうふうな話なんですが、通常の放射線量というのは０.５から０.０５というの

は福島、郡山はそういうことでございます。それは年間やると４００から５００なか

ったと思いますよ、マイクロシーベルト。ですから、もうちょっとおれとは認識違う

なというふうに思っているんですが、今ちょっと計算してください、そのようなこと

になろうと思います。

次に、教育委員会所管について伺います。大玉村、村内保育所、幼稚園等の環境放

射能測定結果について伺います。これは環境放射能というふうな表現は何か理由ある

んでしょうかね。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。

環境放射能、内部被曝を含まないという意味で、この言葉を使っているということ

でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） というふうに理解して大丈夫なんですね。

次に、除染計画を現在立案されているのかどうか伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

これにつきましては、対策班ができておりますので、それぞれ教育委員会、保育所

については健康福祉課、お互いに検討しながら一緒に除染を進めていくと、計画を進

めていくということで、教育委員会単独では除染計画は作ってございません。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 関連施設の測定結果でありますが、６月３日と８月２５日、２６日

の測定値を比較してみますと、保育所ではほとんどのところで、わずかではあります

が、減少しております。しかし、小中学校及び大山幼稚園では、ほとんどの測定点で、

わずかではありますが、多くなっております。これらについてどのような見解を持っ

ているのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） 先ほどお話しがありましたほこりが飛んでくるということも影響

あるのかなというふうにも、周りと比べると大変低いですから考えておりますが、同
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じ機械を使っていますが、何台かありますので、機械の誤差の範囲かなともいうふう

にも考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今、校庭及び室内等々の放射線量について、今後どのような推移を

たどるのか、どのように予測されているのか、それについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

室内につきましては、今、空気中に粉じん等についてはございませんので、風の強

いときには窓を閉めなさいということで、エアコンも設置しておりますので、これ以

上段階的に上がっていくというふうには考えておりません。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 学校における子どもたちの安全は教育委員会、通学路の除染につい

ては住民生活課、帰宅後については各家庭ということ、これも現実かと思いますが、

１人の子どもの総合的な被曝線量低減のスケジュール、あるいは設計は、だれが、ど

こでやっているのかということで非常に疑問に思うんですが、それについてはどうで

しょうか。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） それぞれ責任分野がございますので、学校における活動等につい

ては、当然教育委員会が責任を持って軽減化を図ると。そのために屋外の活動の制限

も行っていると。家庭については、当然親御さんたちに最大の責任が、第一義的な責

任があると。これについては、教育委員会も文書等でアンケートを採ったりしながら、

軽減策を家庭でも取っていただくように、うがいをしたり手洗いするようにというこ

とでお願いをしておりますので、子どもたちについては当然教育委員会のほうで責任

を持って軽減化を図っていきたい。今後もそのように考えております。

ただ、通学路にとりましては、通学路という名称は使っていますが、そこはお年寄

りも妊婦も乳児もすべての村民が通りますので、教育委員会としては、通学路のみの

除染というふうには考えてはございませんので、災害対策班のほうと協議をしながら、

できるだけ早く通学路のほうから進めていただくと助かるなというふうに考えていま

すので、協議をしながら進めてまいりたいというように考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 要するに教育委員会は、自分の守備範囲はきちっとやっていますよ

と。あるいは今度は住民生活課だったら、おれの守備範囲はちゃんとやっているんだ

と。だから、やるのはいいんだから、それをトータルした、だれかきちんとした１人

の人間の２４時間の状況をきちっと把握して、それをどうするかというやっぱりまと

める人が必要だと思うんですよ。そのまとめるのはじゃどこでやるんだと、だれがや

るんだと、こういうことなんです。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。
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例えば災害対策班のほうで、機構的にはすべて対策班のほうで全体を把握するとい

うのが、そのために班を設立したんですから、当然ですので、そのキャップは村長で

すので、当然村長の頭の中には村全体のことは入っているだろうと。ただし、学校現

場のこと、細かいところについて、すべてその人が把握し、指示するというのは不可

能です。これは。ですから、一番現場に近いところが、そこが責任を持ってやるとい

うことですので、教育委員会所管については、教育委員会で責任を持って対応して、

それは対策班のほうとか村長のほうにこういうことですよということで報告しながら

進めていきたい。指示を受けながら進めていきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 要するに１人の人間、子どもの２４時間、あるいは１か月なら１か

月、きちっとその横の連携を密にして数字的に把握しながら対処していただきたいと

いうふうにお願いをしておきます。

次に、ホールボディカウンターの購入について伺います。既に報道されているよう

に、福島市、二本松市、本宮市、郡山市それぞれ購入導入を予算化するとの報道がな

されております。それぞれの市では必要と判断されたからだと思います。いかに確か

な数値を持っても推測はあくまで推測でしかありませんし、ましてや個人個人生活全

く別々の環境で生活しております。そこで、村民のより確かな健康状態を把握するた

めには、ホールボディカウンターによる内部被曝量の測定しかありません。３年、５

年の戦いで終わりません。長い年月の健康管理でありますので、５,３００万円程度

の投資のようでありますが、当然、東電に対し損害賠償請求を求めるべきものでもあ

りますから、早急にホールボディカウンターの導入を求めますが、村長お答えくださ

い。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

ホールボディカウンターね、これについては今、内部的に検討をいたしております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 検討は分かりました。ただこれ希望を持ったような方向で検討して

いるのか、その辺が問題なんですよね。検討した結果、やっぱりだめだったでは、そ

れはないだろうと、こう言いたくなるんですが。検討はすると、していると。だから、

希望をもって見守ってよろしいでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

微妙な質問だ、これね。検討は検討ですから。だから、考えてみるのには、要する

に検討に値しないということではないんです。その点で分かってもらいたいんだね、

検討、ということです。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 余計なお世話かもしれませんが、検討する段階で例えば本宮市とど
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うだというようなことも１つの選択肢かなと思います。いや、それはなんでそうだか

というと、二本松市で１台で間に合うようだったら南達だって１台で間に合うはずな

んですよ。福島で１台だったら県もあるからだけれども、まあ１台で間に合う。郡山

２台と言ったって、まだまだ南達よりはずうっと少なくなるんだからできるのかなと

いうふうに思いますが、そういう検討はどうでしょうかね。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、いろいろ話が出されましたが、そういうものも含めて検討する

ということであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、放射性物質分析器購入の進捗状況について伺います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

放射能分析器につきましては、９番議員さんの質問にもありましたが、６月補正予

算で機器の購入費を予算計上しまして、その後、県への要望調査なり補助金の交付申

請を行って事務を進めて、一日も早く導入したいという考えではございますが、購入

する選定した機種については、９番議員さん、あっ失礼しました。１０番議員にもお

答えしましたが、２～３か月要するということでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） じゃ、その機器の発注もされたんですか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） 発注ということではございますが、現段階におきましては、補

助金の交付、購入する予定の機種を選定しまして、補助金の交付申請を８月に行いま

した。正式に発注におきましては、補助金の交付決定が必要でございますので、機種

はある程度選定しましたが、２分の１の補助事業でありますので、そういう補助金の

ルールに従って事務を進めてまいりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） それはないべって。交付申請決定前着手というわけ、８月１０日の

日付だったらば、もう８月１０日以降だったらいつでも買って良いと、こういうこと

になっているんだべ。日にちがどうのこうので、じゃまだ発注していないわけ。８月

１０日以降にちゃんと手続さえしていれば、８月１０日以降着手して良いんだし、発

注しても良いと言っているの、もう国から内示来ているのになんでできないの。お答

えください。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

今、補助金の関係でございますが、今ほど申し上げましたように、補助金の交付決

定は来ておりまして、まあ内示が来まして、補助金の交付申請をなされるわけですが、

正式には先ほど申し上げましたが、交付決定が必要でございますので、機種の選定を

行いまして、購入事務を進めておりますが、交付決定後という手続になります。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 事務的に進めるということで、今、課長から答弁のとおりでありま

すが、この申請をして交付決定、これを早く出すようにこれ私催促しますから。それ

が来ないと結局正式な発注はできないというような事務の流れのようでありますから。

そういうことで、とにかくこれは大玉のみならず二本松も４台、本宮が２台、大玉１

台ということで、これいずれもまだ入っていないんだよね。同じような状況だからよ

そにも入らない。何をやっているんだということを私から言いますから。できるだけ

早く前段の事務を進めて、即、購入の段取りに入る。ただね、そのドイツ製らしいん

だね、だから、どっちにしろそちらの品物が今これ入ってくる見通しがないというよ

うなことで、結局交付決定通知をその辺に照準を合わせているんだかも分からないで

す。いずれにせよ、これは申請したものは交付決定通知早くよこせということを催促

をいたします。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 私から言わせれば、どっちがどうだか分からないけど、とにかく日

にちちょっと直して寄こせと言ったら、上がってこないど、なにやっているんだと。

なにをやっているんだということない、こういう状況なんだもの日にちなんてとこじ

ゃないべ、日にちさかのぼって申請すれば良いというのに何でできないんだと言った

ら、いややってもいいけど、全然何も音沙汰ないんだみたいな話。だから、要するに

ちゃちゃとやればできる話なのよ。片方では待っているんだから、やれるように。だ

から、それはどっちの話がどうだかそれは分かりませんが、そういう状況であったと

いうことであれば検証してもいいけども、そこまですることないからとにかくどんど

ん進めてもらいたい。だから、手続なんて早くよこせくらいの話なんだから、やって

もらえ。そして、すぐに発注してしまいなさい。して良いと言うんだから。内示あっ

たというんだから。そのぐらいちゃんとやってくれよと言うの。そんなの今始まった

話じゃないんだから、だめだ。国だって県だってかまってることない。来ると言った

んだから、寄こすというならもらえ。やっちゃってください。

次に、特定被災地方公共団体について伺います。先日の新聞で特別財政援助法の政

令改正により、本村が特定被災地方公共団体に追加されたとのことでありますが、そ

の内容と追加されたことによる優遇措置を現在、考えられる財政的メリットについて

伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

８月に追加指定ということで、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び

助成に関する法律に基づいて指定を受けたということでございます。これによって６

月、９月等に今まで補正計上しておりました公共災害復旧関係の事業、これらについ

ての嵩上げがあるということが、まず、大きな第１点でございます。例えば道路関係

の公共土木災害復旧でありますと、通常の災害でありますと３分の２程度の補助、こ

れが１０分の８程度まで嵩上げがあると。農集排関係についても、２分の１の補助が
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１０分の８程度まで嵩上げがあると。こういう形で６月時点で災害復旧関係８,００

０万円程度の補助金を計上しておりますが、これによって３,０００万円程度更に上

乗せができるのではないかというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そういうような優遇されるような状況であることは、今の答弁でも

分かります。でも、東日本大震災とか原発事故、新潟、福島豪雨、台風１２号といっ

た、こういうような災害続きで大変な状況であろうかと思います。ですから、そうい

うことをちょっと考えると、本当に制度どおりの優遇措置があるのかなというふうに

心配でございますが、村長、その辺はどのように見ておられるのか伺いたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

県北地方で本宮と大玉だけだったのね、該当しないのは。そして、本宮は後から別

なところから情報が漏れ知った。それが入って、今度は本宮該当になった。大玉だけ

該当にならなくなってしまった。そういうことでね、そして、大玉は私のところに１

つあるんです。あと矢沢にあるんです。たまたまこれ役場のところとか比較的矢沢は

これ地質的に強いんだと思うんだね。大山の方は被害の状況を見ると、椚山のほうな

んてはひどいんだよ、これね。だから、今度は私話したんです。昔、ここに高玉金山

というのがあって、そばまでずうっと金鉱、坑道があるんだと。坑道あるくらいのと

ころは、地盤がしっかりしているんだと。そういうところに地震計あるんだから、こ

れを全域に該当されたんでは困るんだと。だから、それ移転して、うちのほうのこっ

ちの大山の方に軒並み今回の状況を見ると被害が多いんだから、そっちに移転しても

らうからとこう私話したんです。それできないと。そういうことで、大玉だけ該当し

ないというわけないでしょう、地続きなんだからというようなことで、最後には大玉

もこれ加えていただいたと。だから先ほど言ったように、財政的にもこれかなりそれ

によって救われるということになります。だから、これからの関係でその部署部署に

よってどうなのか。なかなか地震計ね、あれはやっぱり最初にこの位置、この位置と

こう置いたものだから、簡単にはやっぱり動かせないようなんだね。まあ、これから

そういう岩盤のそう強いところに置かれていたんでは、先々考えるとね、実情をやっ

ぱり時間ちょっとかかるけれども、話をして、この辺もやっぱり検討する課題はある

なというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 地震計の答弁で終わったけれども、私質問したのは、もう東日本大

震災、原発事故、新潟、福島豪雨、台風１２号と立て続けに日本中被害があったと。

だから、みんな激甚災害に指定して、どんどんどんどん、ほら使え使え使えと優遇措

置したって、本当に制度上の約束している金が大玉に本当に来ましょうかねと、こう

いう質問なんですよ。村長は、どういうふうにそれ理解しているか。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） これ答弁したつもりですが、激甚の指定になったことによって、今

まで半分のやつが１０分の８になると担当課長から話がありました。だから、これ答

弁しているんだわね。（不規則発言あり）これはね来るんです。心配ありません。

○８番（遠藤文一） じゃ、これで終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で８番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分とい

たします。 （午前１１時４５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第５４号「平成２２年度大玉村一般会計歳入歳出決

算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） これボリュームがありますので、それぞれメモのほどよろしくお願

いします。

まず、はじめに、今回は決算認定の議会でございますので、決算について監査委員

長からいろいろ発議をしまして、その中で４ページになりますけども、主要財務指数

の年度別推移について、財政力指数については０.３８８、経常収支比率については

７９.５％、公債費比率については８.８％、準公債費比率については９.４％という

ことでいろいろなことが書かれておりますけども、ほぼ横ばいの状態で続いていると

いうようなことも示されておりますけども、今年に入って３月１１日に発生した東日

本大震災と東京電力第一原子力発電所事故による地方財政の影響が懸念される。この

ような厳しい中、なお一層慎重、かつ適切な財政運営が不可欠であるということで締

めております。一般会計ですと。そこで伺います。決算書の１０１ページ、この地方

債、いわゆる借金ですけども、一般会計の借金において３３億６,８６１万２,０００

円になりますけども、ここから含めて水道事業会計まで我が村では１０の特別会計が

ありますけども、これらの会計決算についての債務負担行為の状況と、更に広域、こ

れ消防、火葬場、ごみ処理場についてのこの持ち出し金があるんですね。比率は９％

か１０％くらいなんですけども、これらについて総額の借金は平成２２年３月３１日

の時点でいくらになっているのか、まずお示ししていただきたいと思います。

次に、成果報告書の１９ページ、突発的な当局の発想で、第二団地は補正で組んだ

んですね。一昨年。それは見事にいろいろな企業努力によって３２区画が完売されま

したけれども、今はこれ、富岡を含めて仮設に入っている人もいるし、仕事を求めて

いる人もいるし、もちろん住宅を求めている人もいると思うんですけども、今後この

ような第三、第四住宅宅地等の販売の計画があるのか、ないのか、も伺っておきます。

あとは、３５ページ、今、協和運送さんの方で広域生活バス運転しているんですけ

ども、なぜか路線的には本宮だけ温泉と本宮竹ノ内線だけになって、これ比率にいっ
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ても４対３くらいで大山の住民、非常にいると思うんですよ。大山の住民から言わせ

ますと、今、これ富岡の自動車もマイクロバスも協和さんの関係で一日３回か４回、

役場を通じて駅前くらいまで行っているそうですけれども、今後、私も今まで指摘し

ておりましたけども、広域生活バスの運行についての路線の変更が可能なのか、不可

能なのか、まずこの３点を伺っておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えします。

まず、公債費関係でありますが、一般会計、記載のとおり３６億程度の起債であり

ます。そのほかそれぞれの特別会計ということになりますけども、２２年度末現在で

一般会計、記載のとおり３６億６,８６２万１,０００円、それから農業集落排水特別

会計で１０億３,３７３万円、それから水道会計で１０億３,９８４万３,０００円ほ

どございます。３会計に及ぶ地方債については、合計で５７億４,２１９万４,０００

円であります。そのほか特別養護老人ホーム、あるいは介護福祉専門学校、こういう

ものについて債務負担行為を設定しております。それらの債務負担行為の翌年度以降

の支出については、８,４５４万７,０００円であります。更に安達広域で抱えている

大玉村負担分の地方債については、２億４,６５９万８,０００円であります。合わせ

て６０億７,３３３万９,０００円が地方債と今後村が負担していく金額ということ

になります。これをちなみに２３年３月３１日の住基台帳人口で割りますと、一人当

たり７０万７４３円という数字が出てきます。前年においては７１万１,０２９円、

２２年度においては７０万７４３円という数字が出てきます。

続きまして、執行成果１９ページであります。住宅団地、おかげさまで３２区画完

売ということであります。なお、先ほど７番議員さんもおっしゃいました。今後、富

岡町等、そういう避難の状況とか、そういうことを考えれば、今後そういう住宅等に

ついては、ある程度の需要が発生するのではないかというようなこともある程度期待

しているところであります。そういった意味で今後そういう大規模にはならずとも、

ある程度一定のそういう土地の分譲等について今後視野に入れながら定住人口増加対

策に向かって進んでいきたいというふうに考えております。

それから３５ページ、執行成果３５ページの広域生活バスであります。この玉井地

区の２系統については、二本松、本宮、大玉と３市村で運行している路線であります。

これについては、福島交通が廃止する、その廃止と同じようなコースということで、

それほどの面倒な手続もなく現在広域生活バスとして運行しております。二本松、本

宮、大玉であって、大玉の負担割合が全体事業費の６１％程度が大玉村というような

形で負担をしているわけであります。なお、広域生活バスについては、このままで果

たしていいのか、それとも大山地区のそういう新しい路線の計画は検討できるのかど

うか、更にはこういうバスも含めてデマンド交通、そういうものもどうなんだろうと

いうような形で今までも議会の中でいろいろご質問いただいているところであります。

それらを含めながら、デマンドがいいのか、今の路線がいいのか、もう少し路線の系

統を増やしたらいいのか、そういうものについて公共交通関係の中でのこれからの検
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討課題というふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 質疑ありませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 監査委員の意見書の中から、若干質問したいと思います。

今ほども財政力並びに経常収支比率、公債比率、準公債の質問がありましたが、や

はりこの中でかなり改善されているなと、良い方向に向かっているなというような感

じは受け止めます。ただ、この中で自主財源なんですね。財政力指数においてもマイ

ナスになっておりますが、自主財源が３２.９％、前年度より５.６ポイント下回って

いるというご指摘でございます。逆に依存財源が５.６ポイント上回る６７.１％とい

うことで、やはり国の交付税に頼らざるを得ないというような指摘がされております。

そこで、このような中で今後なかなか原発事故もありますし、また、企業の進出も難

しい、農業の所得、商工業の所得向上はなかなか見込めない。そういう中で今後この

ような税収確保に自主財源に向けてどのような取り組みですか、力の入れようと申し

ますか、その辺についてまず第１点お伺いしておきたいと思います。

次に、決算書でございますが、歳入のほうからお尋ねをいたします。３ページです

ね。前年度と比べてかなり大幅な予算計上になったわけでございますが、しかしなが

ら、そういう中において収入未済額が約７,４８９万円、監査委員も指摘されており

ますとおり増加傾向にあります。対前年度において約８１６万円増、その主なものは

村民税１６０万円、固定資産税６５０万円、こういう状況になっております。そして、

そのそれ以外のものについて見ますと、特に使用料においても３３万円ほど発生して

おりますし、財産収入においても３万円ほど未納ということでなっております。雑収

入においても７７万５,０００円になっております。これを詳しく見ますと、事項別

で見ると学校、幼稚園とか、スクールバスとか、給食費とか、堆肥の未納とか、いろ

いろありますが、この辺について詳しくご説明できればなというふうに思っておりま

す。まず、２点についてお伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

まず、税収確保、今後の考え方、これはやはり仕事づくりを積極的にやはり進めて

いこうと、そういうことによって税収の確保を図っていきたいと、そういうことに思

っております。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんに税を除く収入未済額の詳細についてご説

明申し上げます。決算書５ページでございます。５ページの使用料及び手数料３３万

５,２００円の内訳でありますが、幼稚園授業料、これについて２１万８,５００円、

それからスクールバス利用料１１万６,７００円であります。財産収入３万円の

内訳でありますが、普通住宅の住宅貸付料が３万円であります。諸収入の７７万

５,５００円につきましては、堆肥売りさばき代金が１３万２,０００円、保育料の過

年度分の未納分が３４万５,５００円、普通住宅の過年度分につきましては１４万

８,０００円、スクールバス利用料の過年度分７万５００円、預かり保育料の過年度
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分が１万９,５００円というような内訳であります。以上です。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。

収入未済額のほうで前年度と比しまして７,４８９万円ほどの収入未済額でありま

すが、５番議員さんおっしゃるように、中身としましては個人村民税、それから固定

資産税がその主な滞納繰越分がその内容でございますが、まず件数的にいいますと、

個人村民税におきましては２６５名の８１６件、昨年が２６３名、人数はそう変わり

ございませんが、件数で７０１件ということで、件数が１１５件程度件数として増え

ております。また、固定資産税については３０３名、２,３２４件に対しまして、前

年度３１６名、件数が１,９８０件ということで、これも人数としてはイコールかや

や少なめでありますが、一人当たりの納期ですね、納期の件数が増えているという状

況でございます。また、個人のそういう中身については、今、個人と固定資産、それ

が主な内容でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 自主財源確保の観点から、取り組みの状況について村長にお伺いし

たわけでございますが、積極的な仕事づくりというようなことでございますが、私と

しては、企業誘致なり又は住宅団地造による人口増、そういうものを想定しているの

かなというふうに思ったわけでございますが、仕事づくりということですが、具体的

にではどのようなことでどのようになされるのか、もう１回お尋ねいたします。

それから、今、収入未済額、不納欠損額についても説明がありましたが、やはり昨

今の経済不況によるこの納期の延長というような説明もありました。私もそのように

は感じております。しかしながら、やはり自主財源が乏しい少ない予算という中で、

これは公正公平な税の徴収というような観点からしても、やはり積極的に回収にあた

るべきじゃないかという思いでございます。なお一層の努力を願うわけでございます。

その点についてもう一度お尋ねいたします。

それから、８１ページでございますが、８０ページと８１ページ、幼稚園費の中の

１５番工事請負費の１０万円というのがあるんですが、執行率ゼロなんですね。１０

万全然利用されないということでございますが、この辺についてのご説明をお願いい

たします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 端的に仕事づくりというふうに答弁をしたわけでありますが、当然

のことながら、第４次総合振興計画の第一はやはりこれは産業、活力のある村づくり、

こういうことでございまして、具体的にはどうだということになれば、これはやはり

１番は仕事、職を求める、そういう働く場所、これはやはりしっかりと地の利を生か

してこれから進めていくことが一番だなと、当然のことながら、定住人口増加対策、

これは人は活力の源でありますから、仕事づくりとこれは並行するわけでありますの

で、そういうことで大玉村をより活力ある村づくりを目指していきたいなと、それが

要するに結果的には財政の収入というようなことに結びつくというふうに考えており
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ます。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ５番議員さんに再度お答えします。

収納について、積極的にというお話でございます。今回、震災等の関係で出納閉鎖

期までについて、若干県とか国の対応もございまして、一時納付交渉など控えておっ

た時期も確かにございました。これから今後も含めてですが、滞納状況それぞれ滞納

の中身、それぞれ条件違いますので、その個々の納税者の状況を踏まえながら、地道

に積極的にやっていきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ５番議員さんにお答え申し上げます。

８０ページの幼稚園費の工事請負費１０万円予算に対して、執行額ゼロでございま

すが、こちら、昨年度大山幼稚園の耐震工事関係で、当初物入れが必要であろうとい

うことでプレハブの物入れ、計画しておったわけなんですが、古い物を利用できると

いうことで、そちらを利用いたしまして、執行額ゼロとなったものでございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） ８０ページの工事請負費の執行率ゼロということで、物入れが不用

になったというご説明でございましたが、やはり例え１０万円といえども、不用にな

った額においては、やはり補正予算なり内部調整、精査調整してそこで減額すべきな

んです。やはりこれをこのまま置いて、みんなね、予算というのは割り振り、当初予

算を取るときには大変な思いでやるわけですから、余ったお金はほとんど余分なお金

はないと思うんですよ。そういうことからして、やはり速やかにこれは決算まで待つ

のではなくて、そういう方向に適正にやってもらえばなというような考えでございま

す。その辺についてもう一度説明願います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。

この物入れ工事が全部終わってからどうするかということでありましたので、３月

の補正の査定等準備の終了後に既存のものを使うという判断をしたということですの

で、３月補正で戻すことができなかったという事情でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。２番。

○２番（押山義則） 歳入の点で１点まず伺います。

先ほども質問ありましたが、自主財源３２.９％、大変厳しい状況なんであります

が、これは実質収支２億１,１００万うんぬんの黒字ということで、これは村長の考

えの当初予算からの考えで、予定事業の達成度というのはどのように考えていらっし

ゃるか、まず１点伺います。

それから、成果報告の中で細かいことを伺っていきます。１９ページの定住促進対

策事業、先ほどもちょっと質問ありましたが、既存分譲地区画の現在、いくら残って

いるのか、その辺の状況を伺っておきます。既に投資しているわけですから、何年に

やったものがいくら残っている、そういう考えでお答え願います。
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それから、３３ページのふれあいセンターの管理運営事務事業の中で、この中で西

部ふれあいセンターの利用状況、これ極端に低いわけなんですが、これはなぜこうな

るのか、ちょっと使い勝手の悪い理由があるのか、その辺ちょっとどういうふうに考

えているのか伺っておきます。

それから３６ページ、図説大玉の歴史編集編纂事業、これの進捗状況伺っておきた

いのでありますが、一部の情報によりますと、この原稿をまだ未提出の方がいるとい

うような話もちょっと聞いているんですが、その辺どういうふうになっているのか。

それから５３ページ、特別弔慰金のこと、これ１件報告ありますが、これの内容に

ついて伺います。

それから５９ページ、老人クラブ１３団体ほどでありますが、これは老人クラブが

抹消したり、なくなってしまったり、そういう地域もありますが、これは公平な住民

サービスというか、老人クラブなんかでいろんなサービスを受けていると思うんです

が、この辺のサービスの低下、結局ないところはそういう結果に結びつくと思います

ので、これ行政指導はどういうふうになさっていらっしゃるのか。

それから９３ページ、緊急雇用とふるさと雇用、これ５名と４名という報告あるん

でありますが、これ同一人物なのか、また延べ人数は別にあるのか、その辺伺ってお

きます。

それから１０２ページ、戸別所得補償、対象者数が９３２件で加入の申請者７２７

件、交付者数６８０件、これは大体予想されたとおりの結果なのか、この達成度につ

いて伺っておきます。

それから１２０ページ、観光協会、これはこれの事業内容、主なもので結構であり

ますので、これどういうところにどれだけのお金が行っているのか、伺っておきます。

１２８ページの消防なんですが、今年度火災報知の手続を今年６月で大体付けると

いうことになっていたと思うんですが、これの設置状況伺っておきます。

最後にもう１点、１３１ページ教育委員会、これはいろんな委員会、だいぶ村内に

広報などで傍聴者の案内、傍聴の案内をしたと思いますが、これの傍聴者の１４回や

った中で延べ人数伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

平成２２年度の主な事業でありますけども、まず、何といっても２２年度から始ま

った耐震改修事業、これらが重要事業の１つとしてなんとか２２年度中に成果を得る

ことが出来ました。そのほか麻生内閣時代からの地域活性化臨時交付金、公共投資臨

時交付金、これ２１から２２に繰り越しというような形で大きな予算の２１から２２

への繰越明許費等がありました。それらを除きましても税収の減とか、交付税の増と

か、地方債の増、いろいろありましたけども、おおむね２２年度、２１年度に計画を

した事業等については、ほぼ達成を見ることができたというふうに思っております。

その結果が２億なにがしの実質収支というようなことに結びついているというふうに

考えております。
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それから、執行成果１９ページでありますけども、村で持っている住宅団地関係の

今、手持ちの件数はどうなんだというようなご質問だったかと思いますが、現在、築

舘地内、平成２２年度から２３年度への繰越事業で現在行っております。築舘の分譲

地が現在まもなく整地を見ようとしております。これについては、まもなく整地が完

了し次第、ネットワーク会議等を開きながら５区画について分譲を開始していきたい

と、そういう意味で現在手持ちに残っているのは５区画分というようなことになろう

かと思います。

続きまして、３３ページであります。ふれあいセンター管理運営事務事業でありま

す。確かにご指摘のとおり、西部地区については稼働率２２.７％というような数字

であります。北部については７７％の稼働率、これらから見ると西部の利用率が低い。

これについて使い勝手うんぬん、どういう事情があるのか、私のほうでもちょっと現

在のところ考えあぐねているような状態なので、もう一度地区の方々と相談し合いな

がら、どういうふうにすればもっと活用できるような施設になるのか、その辺は相談

しながら今後進めてまいりたいというふうに考えております。

それから９３ページ、緊急雇用関係であります。緊急雇用創出事務事業５名、それ

からふるさと雇用再生特別基金事務事業、これはそれぞれ別の人員でダブりの人数は

ありません。それぞれ半年間、それからふるさと雇用については、耕作放棄地解消と

いうことで１年間、それぞれ別な人間が関わっている物であります。以上です。、

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。

報告書の３６ページ、図説おおたまの関係でございますが、今年度は印刷製本に入

るという年でございまして、現在の進行状況につきましては、一部原稿が届いてない

部分がございます。それにつきましては、今回の震災の内容を新たに書き加えるとい

った部分と、当初図説を販売するという目的でございましたので、ある程度専門的な

言葉を中心に使ってきたという中身から、基金の関係で全戸に配布できるということ

で、その配布するという目的が若干販売から配布という目的が変わりましたので、配

布となれば分かりやすい用語等を使わなければならないということで、３月に一旦仕

上がったんですが、もう一度精査をしているということで、現在原稿が１００％とは

なっておりませんが、まもなくなる予定でございますので、年度末までには印刷して

いきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 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。

まず、５３ページ、第９回特別弔慰金の受付総数１件とはどういうことだというこ

とでございますが、この９回特別弔慰金につきましては、平成２０年度から２４年４

月２日まで受付期間となっておりまして、２３年３月３１日現在で１２８件、受け付

け終了しております。残っているのは数件というか、２～３件だと思うんですけども、

まだございますが、なかなか弔慰金の申請者がなくなれば、次の権利者にいくという

ことになりまして、それらの非常に調整の困難な方については、まだ残っている可能
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性があるということでございます。

それから５９ページ、老人クラブにつきましては、昨年度も１団体、２１から２２

年にかけて１団体減少しております。これについての行政指導ということであります

けれども、行政指導という観点ではなくて、クラブに対する支援、そういう観点でお

答えしたいと思いますが、老人クラブのほうからも様々な形で要請がございまして、

これからどうしたらいいのかというような相談があります。様々な観点というか、老

人クラブの現状というのはあると思うんですけども、１番には、規約上は６０歳から

入れるようになっておりますが、ほとんど皆無だと、６０歳から入る方については。

これについては、それこそ行政指導というわけにはいかない。これではですね。ない

ところとあるところでの、こういう補助金関係での差は当然出てきますが、主にクラ

ブに助成している場合には、会の運営助成ということもありますが、性格的にはかな

り健康づくり事業、こういったものをメインに助成をしてます。そこで老人クラブが

解散した、そういう地域においては、サロン等の設置をお願いしながら、社会福祉協

議会とも協力して、老人クラブなくなった地域では、３か所なくなっておりますが、

そのうち２か所ではサロンを作りながら健康づくり活動の支援等を行っていると。今

後についてもそういう形で地域活動の支援は行っていきたいと、このように考えてお

ります。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） お答えいたします。

執行成果報告書１０２ページの戸別所得補償モデル事業の関係ですが、その達成度

合はということでございますが、水稲の作付面積には前ページに記載されております

が、作付面積で９４０.６１ヘクタールが２２年度作付けなされましたが、対象面積

については、そこに記載されておるとおり９２１.７８ヘクタール、これを単純に割

合で計算しますと８７.３％になりますが、これにつきましては、１戸１０アールの

飯米については交付されませんので、これらを勘案して加入率を試算しますと、戸別

所得補償の加入率は９５.１％になります。１００％には達しませんでしたが、加入

の説明会等を行いながら、９５.１％の加入並びに交付金額については、そこに記載

のとおり２億４,７００万円程度が交付されたということで、ほぼ予定どおり達成さ

れたものと思っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 先ほど２番議員さんに答弁漏れがありましたので、申し訳

ありませんでした。追加で答弁させていただきます。

執行成果１２０ページ、観光協会の主な事業ということであります。観光協会は、

村から１５０万円の助成をいただきながら、観光協会自体の予算規模は３３０万円が

収入済額、支出済額として２６０万円程度の予算規模であります。主な事業としまし

ては、執行成果のほうにも記載されておりますけども、このほかには表登山道の整備、

年２回でありますとか、昨年から名倉山の緑化推進事業、これに取り組んでおります。

更には名所整備ということで織井の清水の清掃とか、それから環境協会として会員で
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ある安達太良連盟とか、安達太良自然休養林保護管理協議会とか、そういう他団体の

負担金とか、更にはタマちゃんグッズ、これらの販売促進、そういうこととか、村内

ほかの団体、うまいもの祭り協賛とか、それから観光物産ＰＲ協賛とか、そういう協

賛、更には大玉村の観光の宣伝ということで宣伝広告費等、そういうもので年間２６０

万程度の予選の執行をしておるところであります。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。

１２８ページ、各家庭への火災報知器の設置状況ということでございますが、昨年

の段階で約半数程度ということで、その後各広域行政組合等、あと村、消防団等にお

きましてもＰＲを行ってきたわけでございますけれども、東日本大震災以降、設置状

況については確認されておりませんので、現在、どの程度設定されているかというの

は未確定でございます。なお、火災報知器の設置につきましては、５月末までという

ような状況の中ではございました。以上です。

○議長（佐藤 悟） 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。

１３１ページの教育委員会の定例教育委員会時の傍聴者の数でございますが、本日、

詳しい数字等は持ってきてございませんけれども、年間を通じて総計で１０名前後と

いうことでございます。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） １点だけもう一度伺います。１９ページの既存分譲地の状況、これ

過去に補助をしてやっている事業、まだ完全に埋まってないところもあると思うんで

すが、それらのことをちょっと伺いたかったんであります。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ２番さんにお答え申し上げます。

恐らくほとんどインフラ整備だと思いますが、その件についてお答え申し上げます。

東町１つ残、それから石橋これが２つ、以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。８番。

○８番（遠藤文一） ６１ページの左側の上から５行目の右のほう、「補助助金」を交付

したというふうになっておりますが、これはちょっとミスプリントかなというふうに

思っております。

１４５ページの左側、上から１３、「玉井寺住職 三村達道氏」と、こうなってま

すが、これもミスプリントだと思います。たまたま見てこういうふうにして見つかる

くらいなんだから、どのぐらい間違っているんじゃないかと本当に不安を感じます。

それぞれプロでございます。たまたま見つけるような、めっかるようなことのないよ

う以後気をつけていただきたいと思います。

１７ページ、上から１４行目、職員互助会事業費、あるいは福利厚生事業費、ずっ

と出ております。これは職員互助会費というと、職員がやっておるやつだから、ここ

に載ってくるのはどうなのかなと思うと、何か関係あるからこうなるんだと思います
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が、予算書にはどこでこれを当てはめて、それでここに決算として出てくるのか、そ

れらについて数字的に合うように、分かるように説明いただきたいと思います。

それから、５９ページでありますが、一人暮らし高齢者生活状況確認等々、高齢者

については、このように確認されているようでございますが、高齢者でない一人暮ら

しについては、どこかの部署で確認しているのかどうか、それについて伺いたいと思

います。

それから、６３ページの下のほうに、ひとり親家庭等福祉事務事業というふうにご

ざいます。母子何人、父子何人というふうになっておりますが、世帯数にしてどうい

うふうになるのか、その世帯数について伺いたいと思います。

６４ページ、保育所関係でございます。保育所に預けている方で勤務中に健康を害

していると、だからすぐに迎えに来てくれと言われるのは非常に困ると、大変だとい

うふうな話をよく聞きます。ですから、保育所で年間どのぐらい預かった以後、帰す

までの間にその親御さんに来てくださいというような状況になっているのか、その帰

す延べ人数等々について伺いたいと思います。

それから７２ページ、ああ別表ですから、アルコールの相談、訪問指導、あるいは

薬物の来庁相談、あとは薬物の電話相談、これアルコールの訪問指導、これはどうい

うふうな状況で２件ほどやっておるのか、あるいは薬物については、どういうふうな

薬物をご相談されているのか、それについて伺いたいと思います。

それから、１３２ページのスクールバルの運行事務事業、これやはり田代地区であ

れなのかな、いいのかな、どうもこれは通所のような気がするんですが、近所の人に

してみればそのほうがいいんだろうけども、どうなのかなということでお聞きしたい

と思います。以上お願いします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） まず、最初の指摘あった補助金でございますが、これは補

助金でございます。６１ページ、青少年育成村民会議事業の円滑な展開を図るため、

補助金を交付した。この表現は、このとおりでございます。青少年育成会議に対する

補助金でございます。

５９ページの一人暮らし高齢者の支援については、このとおりであるが、その他の

一人暮らしについてはどういうふうにしているのかということでございますが、これ

については把握しておりません。支援もしておりません。高齢者以外については。

（不規則発言あり）一人暮らしといって特別な支援はしておりません。（不規則発言

あり）把握しておりません。健康福祉課では把握しておりません。

続いて６３ページ、ひとり親家庭の福祉事務事業に関する世帯数でございますが、

これについてはちょっと今数字持ってませんので、あとで申し上げたいと思います。

それから、６４ページの保育所に関して、入所している子どもが具合悪くなった場

合、保護者に対して呼び出しというか、こういう状況ですよと、おいでくださいとい

うふうな形でいう件数はいかほどかという質問だったかと思いますが、実際上把握し

ておりません。しょっちゅうというか、毎日あるというふうにご理解いただければと
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思います。

それから７２ページ、相談関係でございます。アルコール、薬物についての相談、

これ電話相談、それから来所相談というがございます。これはアルコール依存症の話

もありますけれども、やはり暴力絡みですね。ＤＶの関係、そういった関係での相談

が多い。薬物については、この常用している薬を大量に飲むと、あるいは必要な薬を

飲まないということも含めて電話相談、心の健康相談で対応すると、こういうケース

でございます。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ８番議員さんに１７ページの職員福利厚生中の中で職員互助会、

実は平成１８年度まで補助金が交付されてございました。村より職員互助会のほうに

補助金が交付されておりましたが、時代の流れといいますか、そういう中で廃止をし

てございます。その関連で記述が残っていると。しかし、住民サービスの要となる職

員の健康福利状態がどういうことになっているかというものを是非議員さん等にお知

らせをしたいということで、このまま福利厚生事業として独自の予算ではございます

が、このような形で職員が福利厚生にも力を入れてますよということで、参考的に現

在も成果として残っているのが実状であります。特に決算書の中でこの互助会事業費

２４８万７,７８３円、更に福利厚生事業費１１７万３,５６５円につきましては、右

側のそれぞれの内訳には入ってございません。ただ、今申し上げましたような理由か

ら、現在も記述して参考までに報告をさせていただいているということでご理解をい

ただきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １３２ページのスクールバスの冬期間のワゴン車運転時の

運行箇所でございますが、長井坂田代地区ということで、田代地区の名称が適切かど

うかということで、良いかと思うんですが、こちらの夏場のスクールバスのバス停の

名称を使っておりまして、正式な字名的には小坂倉山という部分になろうかと思いま

すが、通常のバス停の名称を使用しております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 質疑ありませんか。８番。

○８番（遠藤文一） もう１回確認したいんですが、その薬物の相談については、要する

に問題に、違法な薬物の相談という話ではないというふうに理解していいかどうか、

それお聞きしたい。１点、お願いします。

それから、今の互助会の話なんですが、厚生福利事業費、これについても村の予算

からは出てないというふうに今説明されたようなんでありますが、そういうことでよ

ろしいのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 違法な薬物の問題ではございません。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 関連しまして、今ほどの互助会の関係でございますが、特に人

間ドック等につきましては、従来どおりこちらのほうから、村のほうの事業というこ



- 142 -

とで予算をさせてございますので、その部分に関してはここから出ているということ

でご理解をいただきます。（不規則発言あり）

○議長（佐藤 悟） そのほかございませんか。６番。

○６番（佐々木市夫） ２～３点お伺いしたいと思います。

まず、決算書の２８ページと１００ページに関連しての基金の現在高ということで

ご質問させていただきます。それぞれ基金いろいろ活用の中で、特に減額した部分に

ついての説明を改めてお願いしたいと思います。当然のことながら、現在、いろんな

角度から前倒しで基金を崩していろいろ事業を行っておりますけれども、今後の見通

しにつきまして改めてお伺いしたいと思います。

２番目の質問になります。成果報告書の１９ページ、その中で４号線沿線の誘導促

進整備事業というようなことで、先程来、仕事づくりというような形でかなり質問が

続いております。やはり今いちばん大事なことは、そういうことかなと私も認識して

おります。一方では、自主財源の確保はもちろん、現在に至っては富岡町の皆さん方

の避難も含めての総合的な村の産業振興のための仕事づくり、そういう中でやはり行

政の方々、いろんな角度から村長を筆頭に営業活動を頑張っているということはご理

解いただきますけども、この際、村長、提案させていただきます。この際、やはり行

政だけでなくて民間を活用して、人材を雇用して積極的に毎日のように営業活動、こ

れは別に企業誘致のみならず住宅促進も含めて総合的なこの村の営業を民間、いろん

な経験をなさった方から確保していただけるような措置が、そういう方法が考えられ

るかどうか、それについてお伺いしたいなと思っております。

３つ目、成果報告書の１１４ページ、耕作放棄地の問題です。一方でこの村の農業、

基幹産業農業というこの本村において、一方では遊休耕作放棄地、休耕地の問題とい

うような形で数年前からいろんな角度から耕作放棄地の解消を図っていると。特に補

助事業を利用してやっているということであれば、成果報告書のとおりでありますけ

ども、改めてこの原価計算、今までにどのくらいのお金がかかって、どういう形でこ

れだけの面積をこなしてきたのかなということを改めて総合的な原価計算がもしあれ

ばご報告お願いしたいということと、問題はここに何を作付けするのか、誰に委託を

するのか、お願いするのか、これは大きな問題のようです。過日、直接いろんな地図

上、今の状況を確認させていただきました。ですから、積極的に導入する考え、いろ

いろそれは難しい問題ですけども、例えば情報ですとイチジクを栽培したいという方

もあったようで、村では何か既に取り組んでいるとか、もっとやはり積極的にここに

導入する作物の品目、更にその生産性も含めた企画をしっかりとやはり情報を開示し

ながら研究して欲しい、そういう観点からしての方向性をお伺いしたいと思います。

以上３点、とりあえずお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私のほうから、企業関係等について答弁をいたします。

現在も例えば宅地造成等をやったものにつきましては、民間のネットワークでもっ

てそれなりに効果を上げております。また、今後の仕事づくり、企業の誘致関係、こ
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うしたこと等につきまして、村内の企業の連絡会議、情報行政も得る、あるいは企業

同士もお互いに連携を密にしていただく。そういうことで企業のそういう連絡協議会

も結成をしております。あるいは場合によっては、他の企業関係等といろいろこの事

業展開の中でそういうお互いに情報交換すると、こういう機会なども設けていきたい

なと。いずれにせよ、行政もしっかりした方向付けをする。そのためにはやはり企業

のそういう知恵、それから企業の活力、こういうことも大いにこれからやはり発揮を

してもらうような企画立てをしていきたいなというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ６番議員さんにお答えいたします。

決算書の２８ページ、基金の取り崩し関係と今後の見通しということについてご答

弁いたします。

まず、２８ページの上の方を見ていただきますと、基金繰入金ということで５つの

基金についての取り崩しの状況が決算書として載っております。まず、財政調整基金

につきましては、年度当初に予算編成上、どうしても足りないということで１億円ほ

ど取り崩しを当初予算に計上した。その後、９月等を経まして交付税等、あるいは繰

越金が確定するということで１億取り崩しを８,０００万円取りやめたということで、

財調については２,０００万円、歳入ベースで２,０００万円の取り崩しを行ったとい

うことになろうかと思います。財政調整基金につきましては、２１年度末が４億２,

３００万円、それが２２年度末では５億４００万円ということで、財調については逆

に８,０００万円ほど２２年度の中で積み増ししたということが言えます。庁舎建設

基金につきましては、村民プールの改修でありますとか、学校等の耐震改修、これら

について繰り替え運用を行ったということでございます。庁舎建設基金については、

１億４,６００万円程度の繰り替え運用を行っております。最終的には現金ベースで

６億４,８００万円、前年度末にあった基金については５億程度の残高になったとい

うことでありますが、庁舎建設基金全体としては、現金と一般会計の貸付金という形

で７億４,２００万円が庁舎建設基金として残っているということであります。

安達太良フレッシュ基金については、ふるさとづくり事業とか、海外派遣事業につ

いての特定の事業への取り崩しということでの計上であります。

地域福祉基金につきましては、保育所の増築事業に充てるということでの繰り替え

運用を図ったために４,６２９万５,１３４円の取り崩しを行ったものであります。な

お、これらの状況につきましては、同じ決算書の１００ページのほうに前年度末、そ

れから決算年度末のそれぞれの基金の年度中の増減等についてふれておりますので、

ご参照いただければと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） 前段不明。

今年度の４月１日から８月３１日末までの農地再生した面積が、畑が１.９ヘクタ

ール、水田が４.６ヘクタールであります。畑に要した経費が２８４万４,０００円、

１０アール当たり１５万１,０００円であります。平均であります。田んぼにつきま
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しては、４.６ヘクタールで３６２万５,０００円、１０アール当たり７万９,０００

円であります。これが２３年度の今までの原価計算であります。ああ、失礼しました。

２２年度。２２年度につきまして申し上げます。畑につきましては４.５ヘクタール

でありましたので、１０アール当たり１１万６,０００円、２２年度であります。田

んぼにつきましては、１１.８ヘクタール、１２９万２,０００円、１０アール当たり

７万３,０００円、合計で６.２ヘクタール、６４９万７,０００円で１０アール当た

り９万９,０００円であります。

あと、耕作放棄地について、適切な利用が図られているかということでありますけ

れども、基本的には村の振興作物、蕎麦、大豆、菜種ということで推進してきました

けれども、なかなかそのような作付けにはなっておりませんでした。量がいちばん多

かったのは、やはり牧草が手取早いというわけではありませんけれども、震災前につ

きましては、牧草利用もありましたので、牧草地、あと蕎麦、菜種という形で推進し

てまいりました。今年度につきましては、遊休農地、せっかく再生した農地でありま

すけれども、原発の事故以来、作付けせずうなってだけ置く、また少し草が伸びてい

る状況であります。ただ、私たちも桑畑のような、個人でなかなか重機を投入して再

生するものについては経費もかかることから、積極的に耕作放棄地を解消してまいり

ました。一度解消した農地につきましては、木とかないものですから、草を刈って耕

耘すればまた畑に戻るということで、一度再生したものについては、今後再生しやす

いんだと、利用しやすいだろうということで利用されてませんけれども、今後も積極

的に再生してまいりたいということであります。以上です。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は２時４５分といたします。

（午後２時２９分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後２時４５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 質疑を許します。６番。

○６番（佐々木市夫） 前半不明。

要望という形で改めて村長にお願いしておきます。いろいろと実例型も含めて後日提

案したいと思いますけれども、いずれにしましても、従来の発想から一歩逸脱して新

しい発想でしてほしいという考えでございます。過去の例としてはアットホームに副

支配人、ああいう形で任用させていただきました。それが成果が上がるかどうか、そ

れはクエスチョンマークもありますでしょうけど、いずれにしましても、単なる県に

このような形でとか、そういうことでなくて、村長が筆頭で営業活動してますよとい

うことでなくて、やはりもう少し民間のそういうふうな人材を活用して、しかも積極

的に、なかなかそうやって大変だと思います。でもやれば例えばそのくらいの費用は

浮いちゃいます。１社でも来れば。それでなくても今逆に４号線沿線からは工場が逆

に閉鎖していくような状況の中で、あるいはまた日和田電子、なかなか遅々として新
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しい企業が図られない。いろんな中で震災絡みという言葉を使っていいのかどうか分

かりませんけど、積極的にそのようなことも活用して、そういう助成金も活用しなが

らそういう人材を育成しながら積極的に、特に今年は頑張っていただきたいというこ

とを改めて要望しておきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 次、ありませんか。８番。

○８番（遠藤文一） １３９ページの幼稚園管理運営事務事業に関連して伺いたいと思い

ますが、先ほど保育所にも聞いたんですが、幼稚園に来てから帰るまでの間に、要す

るに具合が悪くなったということで、その保護者にどのような状況で、具合が悪くな

ったからといって、連絡するようなことがどの程度行われているか、どのような状況

か、それを伺いたいと思います。また、それが恐らく年齢的に当然少なくなろうかと

思いますが、特別その健康管理、こういうふうにして、特にやってますよということ

があれば伺いたいと思います。

また、先ほど保育所については、件数は確認てしないが、もう日常茶飯事だという

ようなことであるならば、それなりにやはり考える必要があるんじゃないかと、低年

齢だからということで、当然そういうことは不可抗力だというような部分もあろうか

と思いますが、やはり何かあってもいいんじゃないのかなと、要するに例えば次から

次と、こういう表現でおかしいんだけど、次から次と移して、それがぐるぐるぐるぐ

る毎日回っているような状況では、なかなかその改善はできないと。それを改善する

ためには、どうすればいいかということも考えるべきではないかというふうに思いま

すので、幼稚園の実態、それから保育所の何かいいアイディアがあるとすれば伺いた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ８番議員さんに、幼稚園で園児が具合悪くなったときの対

応についてということでございますが、基本的には保護者の方に幼稚園に迎えに来て

いただいて、医療機関にかかっていただくというのが基本でございます。今、大変両

親が勤めているというようなこともございますけども、極力携帯電話等を通じて保護

者さんに連絡して医療機関にかかっていただくようにしております。件数的には詳細

にはまだ本日持ち合わせてございませんが、幼稚園の園生活時間が長くても１時半ま

でということで、その間の子どもたちの具合悪くなった件数というのは、そんなにな

いかと思っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 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します。

日常的にという答弁いたしました。もちろん、電話すぐにするんですが、実際上、

電話してすぐ来れるという方は少ないわけです。そのために現在は保健師を配置して

保健室も用意してありまして、熱のある子ども、下痢の子ども様々でありますけども、

親さんが来れるまではほかの入所児と分離して預かっているということでございます。

大体の場合においては、やはりなかなか休めないという現状が多くあるんだと思うん

です。朝、検温をすぐしてます。もう既にその時点で熱があると、熱あったけど置い
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ていくというケースがやはり多いんですね。したがって、その後やはりかなり高熱出

たり、戻したりというような、そういう重篤な症状といいますか、そういう懸念もあ

るので、最終的にどうしても連絡つかない場合、保護者に連絡だけして病院で待ち合

わせると、こういうふうなこともケースとしてありますけれども、弾力的に対応はし

ておりますが、そういう特にゼロ歳児等々が増えてきてましてので、保健師を配置し

て、その間、安全に見守りを続けるというふうにしております。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 成果報告の５０ページ、５１ページにかけてですけども、何年に１

回か、農業センサスというものをやりますけども、現在の大玉村、農業が基幹産業だ

と言われておる中での専業農家の戸数は何戸か。あと平成２２年度、新しく農業に就

かれた、中途就農者でもいいですけども、何人いたのか確認のため聞いておきます。

５３ページの民生委員関係なんですけども、そのような我々の議決には入らない分

野でございますので、どうなっているのか分かりませんけれども、民生委員のこのあ

との人の人選の方向というのは、どういった人たちがどのような方法でしているのか、

私の隣のあんちゃまがなってみて、初めて民生委員、これ写真見て、ああ、民生委員

になったのかというのが、議員やっている私の率直な意見ですので、人選はどのよう

にして、誰がすすめるに行っているのか、やはり非常に問題になりますので、おめさ

ん、民生委員だったのかいというのが関の山ですから、だから、大切な任務でござい

ますので、どのような方法でやっているのか伺っておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

５０ページの農林業センサス事務事業、平成２１年度に実施した農林業センサスで

あります。これについて現在、細かい数字持ち合わせておりません。兼業農家数につ

いては後日回答したいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ７番議員さんにお答えいたします。

２２年度の新規就農者ということでありますけれども、１１４ページに１名の新規

就農ということで報告しております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。

民生委員の選出といいますか、知事に対する推薦は村長が行っておりますが、その

候補者の推薦については、民生委員推薦会議がございます。議会からも２名出ていた

だいております。そのほか民生委員協議会の現職の会長、副会長、社会福祉協議会関

係者、それから福祉関係団体の代表者、これらの皆さん、１０名ほどで構成して、あ

と学校関係ですね、教育委員会関係、それから福祉関係職場の職員、村の福祉関係、

我々の部署になりますが、そこの職員も委員として充てて推薦会議を開くと。それの

推薦に基づいて村長が知事のほうに推薦すると、こういう手続になっております。

○議長（佐藤 悟） ７番。
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○７番（佐藤誠一） 今、健康福祉課長の話で、議員からも２人出ているそうで、初めて

知ったわけでございますけれども、やはり何度も言いますけども、大変な仕事をする

任務を持っておりますので、やはりある程度出来た段階で村民に周知する以前に、我

々にもやはりそれなりの情報を流してもらわないと、初めて酒飲みして、おめさん、

昨日の写真に写っていたったないなんて、本当に笑い話の中になったりしますので、

その辺を要望として、我々にもやはりいち早くそういったものを提示していただくこ

とをお願いしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５４号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ散会

いたします。ご苦労様でした。（午後２時５６分）


