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平成２３年第７回大玉村議会定例会会議録

第３日 平成２３年９月９日（金曜日）

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 ９番 佐 原 吉 太 郎

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。

な し

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

教 育 長 押 山 利 一 総 務 課 長 菅 野 卓 也

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 遠 藤 勇 雄

農 政 課 長 鈴 木 幸 一 建 設 課 長 菊 地 健

上下水道課長 押 山 正 弘 住民生活課長 菊 地 平一郎

健康福祉課長 武 田 孝 一 農地再生室長 武 田 好 廣

会 計 管 理 者
佐々木 正 信 教育総務課長 武 田 伸 一

兼 出 納 室 長
農 業 委 員 会

生涯学習課長 舘 下 憲 一 本 多 保 夫
事 務 局 長

アットホーム
菅 野 昭 裕

おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

一般質問
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） 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、１２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） なお、本日、傍聴に柳田寅雄さんほか２２名の方がお見えになって

おりますので、ご報告を申し上げます。

◇ ◇ ◇

○議長（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。

２番押山義則君より通告ありました「原発に対する行政の取り組みを伺う」ほか２

件の質問を許します。２番。

○２番（押山義則） ２番押山義則であります。議長の許可をいただきまして、２３年９

月議会の一般質問を行います。

この度の議会選挙、無投票という結果で、再び議会活動を担う立場となりまして、

責任の重さを痛感しておるところであります。改めて新議長の下、心新たにして監視、

評価、そして提案ということで一般質問に取り組んでまいります。よろしくお願い申

し上げます。

はじめに、原発事故に対する行政の取り組みというテーマで伺います。このテーマ

は、この度の一般質問、同僚議員のすべてが取り上げているテーマでありまして、質

問が重複すると考えますが、私は特に行政の取り組みという内容で伺ってまいります。

この原発災、県内はもとより隣接県や遠く関東方面、東海地方にも被害拡大の状況下

にありまして、事故から半年になろうとしておりますが、いまだ事故収束のめども立

たない状態にあります。国、県はもとより、それぞれの自治体も様々な形で事故への

対応、苦慮している状況にありますが、我が大玉村も先月には原発災害危機突破大会

を開催するなど、官民一体となって国に訴える形で取り組んだところであります。ま

た、村長におかれましても、先月の菅首相の最後の来県の折には、復興会議のメンバ

ーとして大変インパクトの強い意見を述べられて、心強い印象を持ったところであり

ますが、私として事故の大変さは十分理解しておりますが、村としての対応としては、

いささか手ぬるいと感じております。行政の取り組みとしては具体的さに欠ける。ま

た、国、県に付き合っている感じでスピード感が足りない。要するに村民の感じてい

る危機感の理解が、今ひとつと感じております。そこで、行政の取り組みを更に一歩

踏み込んだ内容からもろもろ伺ってまいります。

まず、村長に改めて確認申し上げたいのでありますが、この度の事故原発の原因究

明、説明責任、それから責任追及、賠償責任をどこにどんな方向で求めていくのか伺
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います。それぞれ東電、また政府の経済産業省、原子力安全委員会、安全保安委員な

ど明確な説明責任のないままに原子力損害支援機構が役割を担っている状況でありま

す。村長はどのように考え、どう理解されておられるのか、まず、認識を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

この原発事故災については、これは行政としては精一杯取り組んできたなと。また、

今後もそのようなことで取り組んでいかなければならないと、このように考えており

ます。具体的な質問でございまして、原因究明と説明責任であります。これは国も認

めておるとおりでありまして、第一義的には東京電力であります。それから、最終的

には、国の責任ということをはっきりこれは認識をいたしております。こうしたこと

で、そのような基本的な考え方に基づいて、今までもこれらについての取り組みをし

てきたということでございます。

それから、責任の東電追及というふうなことになるわけでありますが、これらにつ

きましては、国の機関としては現在、原子力安全保安院があるわけでありますから、

ただし、安全保安委員の役割を担っていなかった面がある。そういう面で第三者機関、

要するにこれは前政権で畑村洋太郎教授を委員長に据え付けまして、この事故の検証

を行っております。この検証によって重大ないろいろ中間報告もされておるわけであ

りまして、これらが最終的にそれらを踏まえて、これはしっかりと我々も当然であり

ますが、この国なり、あるいは東電がしっかりとその責任を踏まえて果たしていただ

く、このように考えておるところであります。以上ですか。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 答弁ありがとうございました。私、大玉村一自治体として、この事

故災の被害状況をしっかりと状況把握、そしてもろもろの損害の試算を様々な角度か

ら細部にわたって検証する必要が、それらのことを速やかにされるべきと考えており

ます。そのことを村民が今、一番望んでいる、村民の要求に応える行政の姿勢として、

今、最も大事なことと思っております。直接被害の部分、そして間接的被害について、

被害状況の条件、それは各自治体それぞれであります。条件の違いを大玉村独自のマ

ニュアルの下にやっぱり数字として表して、個人的な部分と村全体としての社会的被

害の部分等を合わせて関係機関に追求していく、官民一体となって、この災害に立ち

向かっていく姿勢が大事でないかと考えております。そこで、改めてこの度の損害の

全容について、村として状況把握をどのようにとらえているのか。また、数字的に金

額的試算はされておられるのか、改めて伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 現在までに数字的に把握しているものもございます。また、これに

ついてはだいぶ遅れている面があるわけでありまして、ご承知のとおり第１次指針

が４月２８日に示された。これは全く問題にならない。それから、第２次指針が５月

３１日に示された。そして、中間指針が８月５日に示されて、ようやく我々がまあ現

実的に大玉の場合だったら農林業関係ね、こういう分野についてもある程度入ってき
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たのかなと。ただ、まだまだ不十分でありますので、これからそうしたこと等につい

ては、十分踏まえてしっかりと賠償請求をしていかなければならない。なお、現時点

までに大体どのくらいの数字をつかんでいるかという質問でございまして、これは事

務的なことであります。担当課長から答弁をさせます。

○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。

本村における直接被害につきましては、農作物の出荷自粛、あるいは出荷制限など

のほか、原乳、それから肉牛の出荷自粛、また、出荷制限などにより多くの被害が発

生しております。農家の経営や生活に直接的な打撃となっております。なお、現在、

把握している損害賠償請求額でございますが、園芸関係では４１５万２,２０１円、

うち仮払いされました金額につきましては３８万９,４７１円であります。また、畜

産関係でございますが、請求額が４５６万７,９９６円、そのうち仮払いされました

金額が１３８万７,６２８円というふうになっております。また、間接的な被害につ

きましては、風評被害による買い控え、あるいは取引停止、そういう被害、それから

観光客、宿泊客の減少による損害、また、精神的な損害などが考えられますが、具体

的な損害額につきましては、現在、把握できておりません。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） もろもろ答弁ありがとうございました。ただいま答弁ありましたと

おり、まだまだ全体内容がつかんでいないことでありますが、もちろん災害はまだま

だ収束は考えられません。中間報告の形になると思いますが、ある程度中間精算、そ

ういう形で被害状況とか損害状況の把握というのは、やっぱり何年何月現在、もう半

年も経つわけですから、何年何月現在の形で段階的に掌握は行政としてしっかり掌握

する、確認できる必要があるんでないかと思っております。いずれも東電の示しまし

た賠償基準に対応できる、そんな体制をしっかり確立していることが、村民が最も必

要としている行政の信頼と思っております。村民の理解できる行政の姿勢を示してほ

しいと強く要望いたしておきます。

次に、直接被害と間接被害に分けて細部にわたりちょっと検証させていただきます。

まず、直接的被害の中から、最初に村民の安心、安全、健康被害について、もちろん

精神的被害も含めた内容で、村としてどう考えているのか。今後、どのような対策を

講じていくのか、これを伺います。広島原爆の一説によると、２９.６個分もの放射

能が県内、そして大玉村に降り注いだと言われております。健康モニタリング、また

被曝の状況とか被曝者としての認定など、どういった形で対処されていかれるのか、

村の考えを伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 直接被害とか間接的被害関係ね、これは先ほど申し上げました。中

間指針が８月５日に示されて、まだ具体的に詳細にこれは末端に下りていないよう

な状況で、現実的には数字的にはなかなか難しい、精神的な被害関係等も含まれるわ

けでありますから、そこでこれは村として落ち度があっては困るということで、７月
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２０日に原子力損害に関する大玉村関係団体の連絡会議、これを立ち上げてあります。

そういうことで、落ち度のないように対応していきたいなということに考えておりま

す。

それから、県におきましてもそれぞれの縦割り的に、要するに原子力損害に関する

関係団体連絡会議ということで、要するに原発によって損害を受けた関係者、関係地

方自治体の総合の連絡調整を図って、落ち度なく損害賠償のこれを迅速かつ十分なこ

れは請求をしていこうということでございまして、３７団体、これが立ち上げられて

おります。これの主だった大別をいたしますと、農林水産関係と言いますと、これは

ＪＡ関係ですね、それから森林組合関係、それから漁業関係、それから今の畜産関係、

そしてまたたばこ関係、これが農林水産関係をそれぞれの系統的に立ち上げて事務的

に損害賠償の請求をする。それから商工業関係、これは商工会議所の連合会、商工会

連合会、中小企業の団体中央会、それから旅館、ホテル、生活衛生協同組合、こうい

う関係がそれぞれ縦割りのもとにやっていく。それから、保健医療福祉関係というと、

医師会とか病院協会とか、あるいは社会福祉協議会、保健施設協会、あるいは生活衛

生同業協同組合の連合会とか、それから土木建設業関係もございます。これは建設業

関係の分野。それから労働関係、これは福島県の建設産業団体連合会、あるいは今言

った交通運輸関係、その他ということで私学団体総連合会とか、こういうことで、県

の段階でもこうしたことは、それぞれの例えば具体的にＪＡに関する分については、

ＪＡを通じてやることになっております。今言ったようなことで損害賠償の請求をす

ることになっております。ただし、これらに入らない分野がたくさんあります。入ら

ない分野が前段で申し上げた村の対策連絡会議で、これを落ち度のないように取り組

みをしてまいりたい。そして、これの実際の支払関係は、今月申請をするということ

になっております。１０月から本払いということでございますので、夕べも実は野田

総理が県庁に来ましたので、私ども委員の一員になっておりまして、昨日７時１５分

から９時まで県庁に直に話をしてきました。遅いと、損害賠償早く払ってくれないか

というようなことをお願いをしてきたところであります。そういう状況で、いずれに

せよ息の長い向き合いをしていかなければならない。また、続けて安心、安全、健康

の被害関係、これをどう考えているんだというようなことでございまして、第１の取

り組みね、これはやっぱり除染をしっかりとしていかなくちゃならない。除染取り組

みをまずやることが、健康のために一番これが大切である。それからあと食物関係、

これについても十分留意しなくちゃならない。しからば、国は特に長期的には１ミリ

シーベルトを目指すと、このように昨日も細野大臣が直接言いました。したがって、

うちの方も０.５くらいから高いところで２.５くらいまであるんだと。したがって、

徹底的に除染をやりますので、この費用等についてはしっかりと請求しますので、持

っていただきたいと、そのように直接私が発言をしてきたところであります。そうし

たら、今日の新聞には、市町村の除染については全額補助と、このように出ておりま

したので、この点についてはこれは即そういう取り組みをということで、過般、区長

を中心に除染に取り組みたい。したがって、区内に仮置き場を見つけてほしい。仮置
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き場を見つければ、公共分あるいは部落取り組む分、個々に取り組む分については、

それぞれ指導をいたしますよ。着実に線量は下がります。そういうことで、積極的に

取り組んでいきたいというふうに思っております。

この被曝者の認定というようなことについては、現時点においてはそこまで、要望

はしております。３０年とかの長い期間でお付き合いをいたしますので、これは今の

ままでは困ると。したがって、長期にわたるので、特別立法措置をしてくださいとい

うことをお願いしております、特別立法措置。そして、今言ったような特別立法措置

の中で被災者手帳とか、あるいは被災者の証明とか、これはどういうふうになるにし

ても、いずれ長期間しっかり補償していただける立法措置をお願いしたいというふう

に要望をしているところであります。大体はこれも可能だと思っております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。除染については、また改めて

後で質問いたしますので、そこでまた改めて伺います。今日あたりの新聞で、本宮市

あたり、二本松市は先に決まってあったんですが、ホールボディカウンターの導入、

本宮市はするというようなことありましたが、大玉村としては、それを導入する考え

はあるかどうか、この際伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ＷＢＣの関係ですが、これらについてはいろいろ事務的にも検討し

ている経過がございます。今まで保健所があって、そういうレントゲン等もそこでち

ゃんと装置されておったというような建屋があるところには、大学みたいなところで、

今後委員を作っていろいろ研究してみたいということで、じゃその器具を提供するか

と、こういうところもあります。ただ、建屋がないということになりますと、建屋ご

とに建設等をするということになりますれば、これはなかなかやっぱり経費の問題と

か、もちろんそういうことで絶対的に必要だということになれば、損害賠償というこ

との請求にもつながるわけでありますが、それまでの必要性があるかどうかというこ

とは、内部的に検討している経過がありますから、担当課長の方から答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ２番さんにお答えいたします。

現時点では、いろいろ今、村長からあったように検討はしてきましたが、ホールボ

ディカウンターの運用、それから被曝線量の状況、こういったものを考えれば、現時

点での必要性は、本村においてはかなり薄いのではないかと。当然初期の段階では、

放射性ヨウ素等が大量に飛散していた時点では、ホールボディカウンターは非常に有

効に作動したと思うんですね。これから原発の収束状況を見ながら更に検討してまい

りたいと思いますけれども、別な方法で健康管理は進められると、こういうふうに現

時点では考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、ありがとうございました。是非二本松市、本宮市みたいに、

この管内に一生住んでいるわけですから、歩調を合わせて計画していっていただきた
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いと思っております。

次に、直接被害の部分の中で、野菜とか米などの農業生産被害について、更に畜産

の生産被害について、先ほど課長の方から一部報告がございましたが、このほかに直

売所、これらの会員並びに運営母体の売上減への対応、村長から一部答弁あったんで

すが、これも詳しくお願いします。それから、村内企業へのそれぞれのリスクなどな

どでありますが、それぞれ風評被害なども含めた損害について、しつこいようなんで

ありますが、どのような対応を指導していかれるのか、それぞれ担当の方から伺って

おきます。また、これらのすべてのことについて、決して単年度では済まない、終わ

らせてはならないということを含めまして、状況把握とか被害額の算定、損害請求の

方法などもそれぞれの立場で、畜産のことは先ほど伺いましたから結構です。直売所

のことと村内企業へのそれぞれのリスクについて、同様に損害請求の範囲示せるもの

ならお願い申し上げます。

○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。

直売所の減収の請求関係ですが、前年同期と比較しますと、直売所の売上全体が約

３０％程度収入減となっている現状でございますが、その中でいわゆる直売所に出荷

している人が一部ＪＡを通して請求した経過もございますが、現在は直売会として請

求できるか、現在、検討しているところでございます。以上でございます。

○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。

村内の商工業関係、企業関係でありますけども、原発事故によりまして風評被害、

それからいわゆる間接被害等についての被害があったと、損害額が発生しているとい

うような話は聞いております。これらについても商工会と連携しながら、商工会の方

から第１次の聞き取り調査を現在、行っております。更には、風評被害等については、

９月末までに中間指針に基づいた詳細な請求関係の内容等が明らかになるということ

で、現在、東京電力の補償センターと２回ほど協議をし、早く出してくれというよう

な形で現在、担当の方では交渉をしております。これらについて、更には商工業につ

いては現在の円高、そういうものと被りまして大変厳しい状況にあるということから、

福島復興特別資金への認定事務、更にはそれの貸し出し、補償料の補助と、こういう

支援策を現在、９月補正予算に計上しておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、ありがとうございました。また、これ途中ということで、や

むを得ないのかなと思っております。

次に、間接的被害について、これ様々な角度から伺っていきたいのでありますが、

まず、大きな意味で先ほどから出ております風評被害について、様々な立場で実情と

いうか実態把握が必要と考えております。このことは大変実態把握も現状では難しい

と思っております。まして補償となると、更に検証が難しいと考えております。村長、

これ可能と考えるのか、可能ならばどんな対応を考えておられるのか、この際伺って
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おきます。お示し願います。また、更に間接的なことでありますが、様々な産業の変

革からくるところの雇用などの企業への影響であります。村内就労者の影響、これ将

来的要素も含めてでありますが、村内の失業者の状況、これ実態を踏まえまして、ど

のようにとらえているのか。それから、もう１つ苗畑跡地、これ建てられた仮設住宅

建設での村への負担、これ数字的に金額的に表すことできるのか。また、村の様々な

事業計画の停滞などはないのか。あれば、どういうふうに担保されておるのか、その

辺伺っておきます。間接的な被害というのは、様々な観点から検証が必要と考えてお

りますが、大玉村は大玉村としての独自の指針があるわけですから、その辺しっかり

自治体として示していただいて要求していくべきと考えております。村民に我慢して

もらうものは我慢してもらう。しっかり説明責任を果たしていただいて、以上のそれ

らのことも合わせまして、改めて村長の見解を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 風評被害関係ね、風評被害についても、この指針の中で示されてお

ります。なかなか現実的には、これ風評被害についての計算の仕方とかね、こういう

影響度合、こうしたことについては、現実的には影響を受けているんです。受けてい

ることは間違いございませんから、これらのことについては、詳細な今度先ほど申し

上げました。それぞれの縦割り的な中で、一定のそういう算式、様式に基づいて、こ

れらの損害関係はしっかりとこれは請求をしていく。風評被害関係、農林関係ですと、

こういう分野が入ってきているんです。食品産業が加えられた。対象品目については、

農林産物とか畜産物とか水産物のほか、花卉とか木材なども追加なりました。要する

に木材なども影響を受けているんですよね。そういうことで、少しずつは中間報告の

中で前よりは加えられている事項が多くなってきているなと。ただ、まだまだこれか

らいろいろ現実的には取り組みの中で、被害のすそ野は広がっている。こうしたこと

は、しっかりと算式に基づいて請求をしていきたい。先ほど縦割りで救われないとこ

ろ、これは自治体の中で協議会の中で取り組みをしていくというふうに思っておりま

す。

それから、失業者関係等については、これは担当課長の方から答弁をさせます。

それから、苗畑の関係につきましては、これはあれを提供する時点で無償というこ

とで、直接的には無償で提供をいたしております。その後の関係の利用についてはど

うだということは、姿、形が変わりました。また、前の状況からすると、あのように

造成をしましたので、付加価値は付いたことは間違いありません。土地の付加価値は、

絶対付きました。したがって、その付加価値が付いたということは、これは決して損

にはつながらないなと。その後のあそこをどう描くかというのは、これからしっかり

と皆さん方の知恵を頂だいしながら、計画をしてまいりたいというふうに思っており

ます。

それから、今言った具体的な事業関係ね、こうしたものは、そういう１つの組織だ

てをして、しっかりと計画を打ち立てていきたいというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。
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○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えします、

村内の中小企業、大変厳しいございます。風評被害であるとか、取引先の被災によ

る間接被害等に加えて、先ほど申しました円高等の厳しい経済状況によって大変大幅

な売上に苦しんでいる企業が多数ございます。一方、建設業等においては、震災応急

復旧等について持続可能な状況にある、そういう企業もございます。今後の対応とし

ましては、復興のための施策としまして、まず、適正な損害賠償、風評被害、間接被

害を適正に把握しながら、早めに東京電力の方に損害賠償をまず請求するということ

が、復興対策の１つかと思います。更には、支援策としては、福島復興対策特別資金

というような認定事務とか、そういう補償料の助成、また新たな産業の創出というこ

とで、福島県も国の方に求めております。福島県に対する新たな産業の創出をお願い

したいということで、大玉村としても過般、村長を筆頭に要望してきたところであり

ます。それらを更に強く要請していく。また、空き工場が数社ございますので、これ

らの空き工場についての弾力的な運用も県の方に現在、呼び掛けております。これら

を強力に推し進めながら、雇用の確保も併せて図っていきたいというふうに考えてお

ります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。失業者対策、村内仕事がなく

て遊んでいる方いっぱいおられます。その辺しっかり状況把握していただいて、決し

て生活困窮者など出ないように対応していただきたいと思っております。１点、事務

的内容からちょっと伺っておきます。この度東京電力が示した賠償基準の概要につい

て、村で理解しているのかなんでありますが、これ様々な形で損害項目とか補償対象

者とか基準、それから必要書類例などが示されておりますが、これ各種の証明書、こ

れ公的に発行するものでありますが、その発行基準、村として定まっているのか、そ

れ伺っておきます。農業委員会とか、それから住民課、税務課、いろんなことありま

すが、これ有料なのか無料なのか、まだ伺っておりませんでしたので、この辺事務的

な内容でありますが伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これらに対しての必要の証明関係、これは被災に関することであり

ますから、これはその他村長が認める事項ということに該当させて無料としておりま

す。それから、これらの具体的なそういう証明関係ね、こうしたことについては、担

当課長の方から答弁いたします。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。

税務課の方では罹災証明、それから罹災届出証明というのを発行しております。ま

ず、罹災証明については、主に家屋、住家、それから納屋とか土蔵とか、そういった

ものを含めた家屋と言われるものに対しての罹災証明を発行しております。一応８月

末現在では６６３件の罹災証明が発行されております。それから、罹災届出証明とい

うのは、周りの塀とかブロック塀とか、家財、それからお墓とか、そういったものも
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含めた届出で９４件でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 住民生活課で発行するものとしては、住民票等が考えら

れますけれども、住民票につきましても損害賠償等にかかわるものについては無料と

いうような取扱いをいたしております。それから、そのほかには、被災者生活債権支

援法にかかわる住民票の発行、それから被災証明についても無料発行というような取

扱いをいたしております。以上です。

○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） ２番議員さんにお答えします。

農業委員会につきましても、請求にあたっては農業委員会の証明、つまり耕作証明

書、農地基本台帳というのがございまして、それを添付するということになっており

ますので、既に無料で証明書として出しているところでございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 税務課１点、これ答弁なかったんですが、確定申告書とか納税証明

とかなんかの証明も無料になっておりますか。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） 確定申告書そのものは、これは二本松税務署関係でありまして、

それから納税証明については、罹災証明は当然無料でありますけど、通常の納税証明

書は、これは有料になってます。ただ、今回の原発に関して、それを納税証明書が必

要だと、原発請求に添付するという場合は無料になります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、ありがとうございました。次に、今後の対応について何点か

伺います。

まず、村民の健康管理のために村は何をするのか、すべきか、そういうことについ

て伺っていきます。私は少なくとも放射能専門の健康相談員の配置、これ必要と提案

いたします。これまでも安心、安全への指針は様々な形で村も村民に示しておられる

のでありますが、今後何年続くか分からない放射能と戦いでありますので、村民が安

心して相談できる人材の登用を願っておりますが、村長、その考えがあるかどうか伺

います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

実質的には、アドバイザー的な方はおります。ただ、こと改めてこの方にというよ

うなことに特定した方が良いのか、また、今のように医師会もあれば、その部門部門

で、これは信頼できる方がおるわけでありますので、そういう方式が良いのか、こう

したことについては担当もいろいろと検討しておりますので、担当の方から答弁をさ

せます。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ２番さんにお答えいたします。



- 35 -

健康相談員専任の配置ということでありますけれども、専任の相談員の配置につい

てはいろいろ検討はしてきましたが、現時点ではその必要はなかろうと。今、線量の

調査等をやっておりますけれども、十分に説明をさせていただいて、住民の安心サイ

ドに立って説明をしているところであります。先ほど放射線全般についての問題につ

いては、日大の野口先生等のアドバイスをその都度受けられることになっております

ので、そういう先生との連携も踏まえた対応をしてまいりたいと、こういうふうに考

えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 今のところその考えはないということで理解しておきます。

次に、農業生産管理のための同様に専門的指導員の確保であります。これまでも村

農業の発展、振興のために、大玉村を熟知した指導員の確保が不可欠であると提案し

てまいりました。これからは、更に放射能との長い戦いが農業には立ちふさがってき

ます。大玉村の基幹産業である農業の存続のためには、指導者の必要性は絶対不可欠

であります。専門指導員のいち早い確保が私は急務であると考えております。村長の

スピーディな対応を求めますが、いかがでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

専門にそういう特定の人材を村で雇ったら良いのか、あるいはまた現在のそれぞれ

の機関がたくさんあるわけでありますから、そういう機関の人材を事に応じて、それ

ぞれの人材を有効に活用していった方が良いのか、それぞれに一長一短あるんですね。

先ほどのアドバイザーと同じなんです。特定の人を結局雇うということになりますと、

どうしてもその人に限られてしまう。しかし、現実的にはその方だけが全部ベターか

というと、そうでない。もっとやっぱり別な角度の視点で考えなければならない面も

あるなと。そういうことで、この一長一短あるわけでありまして、今言ったように農

業関係等については、むしろ専門機関とのね、そういうそれぞれの分野の指導者がい

るわけでありますから、そういう知恵をより以上活用策を、そしてまたそういうとこ

ろを充実、強化するようなことに要請等をして、実際、大玉村の農業は、こういう放

射線量ある、こういうレベルの中でどう展開していったらいいか、その方がむしろ効

果的なのではないかなと。ただ、ある程度の専門というものは、どの程度考えている

のか分かりませんが、ある程度のことは大体はこの近辺の方にも十分にその能力に応

えられる方はいるのではないかなと、そんなように考えておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 村長からそういう答弁ありましたが、結局村民は要するに知らない

んですよね。放射能という、そういうものを本当に理解していない。どういった農業

をやっていくのか、本当に不安の中で今、農業を考えていらっしゃる。やっぱり農業

の振興、発展、これ求めていくのには無駄な考えかもしれませんが、私はやっぱりそ

ういう人材を確保して、村民に安心、安全、それで農業を継続していく、そういう必

要があるのではないかと私の意見でありますので、提案しておきます。
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次に、教育現場のことについて伺います。将来を担う子どもたちの生活環境は、絶

対安全でなければなりません。絶対安全、これどう担保されているのか伺います。夏

休み、福島市とか郡山市は、子どもたちを他県へ一部移住させました。我が村も何人

かはあったんでしょうが、なぜこれきちんと実施しなかったのか。私は、ほかの自治

体との比較はあまり気にしませんが、大玉村は子育てにやさしい自治体なんだと自負

しております。最大限の子どもたちへの安心、安全対策を願うものでありまして、こ

れ村長、通告していなかったんですが、教育長にも見解伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。

まず、絶対安全の確保ということ、これは校庭の除染等を含めて率先して除染をし

てきたということですが、夏休み期間中の件に関しては、生涯学習課の方で秋田の方

で無料で受け入れてくれるということですので、５日間にわたって希望する子どもた

ちを連れて３０名弱ですが、３０人募集して少し足りなかったということでしたが、

秋田に５日間ほど行ってきたと。職員が引率をして行ってきました。それから、中学

生のキャンプということで、比較的低いだろうと言われる猪苗代の方に子どもたちを

連れて行ったということと、それから遠くに行くことは難しい子どものために村内の

施設、改善センター、それから村民体育館とか包括支援センター等々の大変施設内は

放射線量が低いということで、そこに安全管理委員を１名から２名配置して、夏休み

期間中を通して子どもたちを受け入れ、５００人弱の子どもたちにそれを活用してい

ただいたということで、これはほかの町村にも負けないような状態で対応ができたん

じゃないかというふうに考えております。改善センターのちなみにホールは、０.０

８という、大変ないと等しいような状況の中で過ごしていただいたということがござ

います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

今、教育長の答弁に尽きるわけでありますが、大玉方式で決して近接とか他市町村

に勝るとも劣らない。相当有効にこれはやっぱり健康のためには、努めたんじゃない

かなというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） やれることはやったということで理解しておきます。

景観の観点からと通告いたしましたが、これ原発災から農業に夢を失った人たちと

いうか、そういう方が増えたのか、耕作放棄地、新たな形での耕作放棄地が出現して

おります。端的に対応を伺っておきます。また、河川などの清掃も今年は自粛という

結果、河川も道路も大変な状況であります。今後の対応を併せて伺います。また、里

山、腐葉土も使えない状況でありますので、この状況をどう打破していかれるのか、

これ考えを伺っておきます。最近のニュースで里山などの耕地の汚染が数値的に大変

高い。除染の必要性、これ水源などの観点からも指摘されておりますが、そういうこ

とももろもろ含めまして考えを伺います。
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○議長（佐藤 悟） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ２番議員さんにお答えいたします。

まず、新規就農者、要するに農業に夢を失った方、３年前に大玉村に来られて新規

就農された方が、今月、山形の方に転出するという方が１名おられます。あと去年新

規就農で南小屋地区を借り受けたものが、今年は作付を見合わせております。

あと景観の観点からということで、耕作放棄地の増加の件でありますけれども、耕

作放棄地につきましては、現在、営農再開や借受者がある農地を優先に再生を図って

おりますが、景観の悪化、産業廃棄物等の不法投棄や有害鳥獣の観点から、住宅地周

辺や集団的まとまりのある農地の中に存在する耕作放棄地を面積、今までは大きいも

のを中心ということでありましたけれども、小さい面積も併せて再生しているところ

であります。今後、このような原発の放射線量に基づいて耕作放棄地が増えるであろ

うということでありますけれども、実際に農作物の作付を控えた農家は少なくないと

思います。ただ、田畑を荒らしたくないということで、耕運、要するにうなって管理

をされている方もおられます。面積の増加につきましては、農業委員会と農地再生室

では１１月に毎年行っておりますけれども、耕作放棄地の全体調査を実施予定してお

ります。そこである程度増加というものを見込まれると思われますけれども、今後、

農業委員会の担当区内の農地の再生利用等適正に図られるよう指導徹底に努めてまい

りたいと思います。

あと里山の管理等でありますけれども、まず、里山等は農家などの手によって維持

管理されてきた山林の田畑のことであります。まず、質問の内容ちょっと私理解して

おりませんでしたけれども、まず、里山にも農地と山林と合わせて里山だと思います。

農地につきましては、ある程度中山間地等支払制度によって農地が健全に保たれてい

ると思われます。山林につきましては、今回、放射線量等により茸等採れないもの等

もありますので、山に入る方が少なくなるだろうという考えもあるということから、

やっぱり人が入らなければ山林は維持管理は難しくなるのかなと思っております。そ

の山林でありますけれども、山林につきましては山ですけれども、個人所有や企業等、

村所有様々ということであって、土地の所有者も高齢化とか投機目的で購入した山も

ありますので、それが荒れている部分もあるかと思われます。今言われました腐葉土

等につきましては、ちょっと私の方では考えておりませんでしたので、どなたかもし

あればお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私の方から補足をさせていただきますが、これは大玉村の風景、こ

れは維持していかなくちゃならない。そういう観点からしますと、原発事故で作るも

のが作れない。ショックを受けました。したがって、耕作放棄地についても、これを

再生をするということについては、ちょっと腰折れのところもありましたが、前段に

申し上げましたがとおり、大玉村の風景は堅持する。こういうことでやはり耕地は耕

地、それから山は山と、こういうふうにしていきたいと思っておりますので、耕作放

棄地は従来どおり再生をし、しからばそこにどういうものを作るかというふうにいろ
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いろと関係機関等の指導を仰いで、昨日の話によりますと、ひまわりで大体３割くら

いセシウムを吸収しているんですね。こういうことが明らかになったんですね。しか

らば、そのひまわりは吸収するのは分かった。ひまわりそのものを結局じゃどう処理

するかという、燃やせるかと、こういうことについて昨日話になったわけであります

が、こうしたことでとにかく研究をして農地は農地に再生することが初めにありきと。

そして、大玉村の顔はやっぱりしっかりと保ち続けなければならない。それから、河

川道路の関係でありますが、今年はこういう状況なものだからクリーンアップ作戦や

らなかったんですね。荒れ放題です。荒れ放題のままで良いはずはありません。線量

も高いんです。そういうことで、要するに村全体の除染対策絡みの中で、県がだめな

らば、そういうことの取り組みも考えております。その経費は、損害賠償の対象にす

る。事前にこれは県等々も、管理が県でありますから、県の方とも話をして、その辺

どうしたらよいのか、県がやるというのならなお結構でありますが、その辺はとにか

く今のままで良いはずはないというふうに考えております。それから、里山等につき

ましても、先ほど冒頭に言いました。これは大玉の顔を失ってはならない。そういう

ことでしっかりとやっぱり農地は農地というふうなことで継続をして、そしてあと今、

放射線量、こうした取り組みの中でどうしたらよいか、これらについてはそれぞれ専

門家等の知恵をいただきながら取り組みをしてまいりたいと、このように思っており

ます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。農地再生室、大変努力してお

られることは認めております。今後とも荒れないよう啓蒙活動をしっかり続けていた

だきたいと思います。

次に、除染について伺います。村民の安心、安全のため除染は急務であると先ほど

から村長からも話しありましたが、私も考えます。村としてどんな形でどんな方法で

どんな順序で除染を考えているのか伺っていきたいんですが、この度は通学路とかな

んかの除染、これ議会には説明がなかったんでありますが、通学路の除染について、

区長会を通じて実施要請されたようであります。子どもたちの安心、安全を区長さん

に委ねる。私はいかがなものかとちょっと疑問に思ったんであります。それぞれの区

長、除染された土砂とか草の処置に大変戸惑っておられます。国、県も村も苦慮して

いる処分場、区長さんならできる、その考え、そこに私は疑問を持っております。改

めて村長、教育長の見解を求めます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 除染関係がこれ急務だということで、区長、副区長、それから関係

者にお願いをしまして、ついては仮置き場、仮置き場がないと、これは除染が進まな

いということでお願いしている経過があります。これ区長にお願いするということは、

区長等の設置条例に基づいて、区長を結局お願いしておるわけでありまして、区内の

公共施設、管理、保全に関することと、こういうふうに条例上定められておるんです。

そういう関係で、これは区長の任務なんですね。区内の公共施設の管理、保全に関す
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ることというのがあるんです。そういうことで、この除染関係の道路関係、あるいは

公共施設関係、それぞれの区内に属するね、そして、あとは区内のとりまとめ、こう

いうことについては区長の任務としてお願いをしておるわけで、お願いをした経過が

ございます。決まったところから積極的に道路なり側溝なり除染に進めますよと、あ

るいは個々の家庭については、今度波及的にそれも指導いたしますよと、こういうふ

うにお願いしておるわけでありますが、当然のことながら議員の皆さん方にも、これ

は側面的に協力をお願いしたいなというふうに考えておるところであります。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。

教育委員会としては、できるだけ速やかに通学路の除染をお願いしたいという立場

でおります。そして、ＰＴＡの皆さんにも保護者の皆さんにも区内で是非協力的に出

ていただいてお願いしたいということでいるところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） そういう答えなんでしょうね。結局でも現実は、区長さんたち大変

苦慮しております。この辺しっかり行政としてサポートしていただけるよう、よろし

くお願いします。私のところも先日、神社の境内、子どもたちの遊び場になっておる

わけでありますが、お祭りがあるということで除染の必要に迫られまして、急きょ最

初は行政の対応としては、結局区長さん通してとか、そういう太鼓台保存会を通して

とかそういうことであったんでありますが、結局仕事はものすごく大変なんですね。

今回、おかげさまで緊急の必要性行政の方で認めていただいて工事今、施工中なんで

ありますが、その辺政教分離だとか公的場所でないとか、そういうものの垣根を取り

払った対応、それを是非行政にお願いしたいと思っております。その辺ちょっと疑問

を感じたんでお話ししておきます。また、現実に今回、玉井神社のことを調べるにあ

たって、あちこちそういうところがないのか考えてみました。あちこちも見ておりま

した。この近所の大玉４区の十楽院の境内にはブランコとか滑り台ございます。下に

芝生が張ってあります。線量ものすごく高いです。でも、いまだに立ち入り禁止の措

置も何もされておりません。子どもたちの安心、安全、どうやって担保するのか、そ

の辺の少しなんと言うんですかね、管理とか、そういう指導が足りないんじゃないか

と私自身思っておりますので、その辺子どもたちの安心、安全どうとらえているのか

質問いたします。この答えは結構であります。

それから、先ほどもう１つひまわりのことあったんでありますが、これも本当に質

問事項に考えておりました。これどこにどうして良いのか、もうまもなく枯れます。

措置しなければならない。即速やかな対応をお願いしておきます。

それから、村の例えば処理施設、最終的にどういう形の処理になるのか。結局村長

最終的にどういう場所に総合的な処理施設を考えておられるのか、これ考えが定まっ

ておりましたらこの際、伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 一番良いのは村で１か所に仮置き場を求めることができれば、一番
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良いんです。ところが現実的には、これはみんなやっぱりそれはだめだと。あるとこ

ろ接した経過もありますが、結局はだめだと。今の住民の健康を守るためには、やっ

ぱり村民の皆さん方に除染が大切なんだと、これをずいぶん私も４晩出て、直接私が

出てお願いしているわけですから、そういうことで区長さんご苦労さんでも区内に結

局仮置き場を設けてくれませんか。あとは心配ない。例えば大山小学校だと校舎のす

ぐ前に溝掘って野口先生の指導によって１００分の１以下に線量を下げておるわけで

すから、だから、そういうことでしっかりと指導してご迷惑のかけないようなことで

やりますので、そういうことでひとつ仮置き場を見つけてください。そうすることに

よって、あっちのやつをこっちに持っていくとかどうとかというと、これ感情的にな

ってとてもだめなんです。だから、それを進めていただくことによって、これは地域

内の線量を下がることは間違いありませんので、早急に仮置き場決まったところから

進めていきますよと、これお願いしているんです。それから、区長さんもなかなか大

変だと思うんだよね。事務的な面もいろいろあると思うんです。そこで、行政区に支

援職員を張り付けてありますから、行政区の支援職員、こういうメンバーですから、

区長さんこの職員には遠慮なくいろいろと話をしてください。事務的なお手伝い、あ

るいはいろんなことを遠慮なくやることになっていますから、だから区長さん大変だ

けれどもよろしくお願いしたいということに話をしておりますから、その支援職員を

議会では話するのは初めてだと思いますが、この議決の皆さん方の立場と、それから

行政執行という立場で区長さんにお願いするという、やっぱりこれは職務分野が別で

ありますから、ただ地域のリーダー的な立場でいろんな面で議員の皆さん方にもアド

バイスをお願いしたいなと、また、協力をお願いしたいなというふうに申し上げてお

きたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 確かに処理施設については、うちの区長さんもそうですが、これは

大変苦慮しております。結局例えば１点だけ伺っておきたいんですが、農業委員会に

伺いたいんですが、農地の処理した場合、例えばそういう場合、どういう評価とかど

ういう判断されますか、それ１点伺っておきます。

それから、もう１つ、あまり神経質になりすぎて、ここをやると水源地からだめだ

とか、そういう考えというのは行政側から少しもうちょっと神経細かにならないで大

きい目で見て、安全な処理をするんだというような形で村の施設なり、例えば財産区

など委託林伐採した後、広い土地あります。ただ、水源地うんぬんとか言われますと、

やっぱり不可能であります。ただ、現実にはそういう場所しかないと私は思っており

ますので、そういう最終的な処分、国でも考慮しておりますが、村でもその辺しっか

りあまり神経質にならない考えで実施していただきたいと思うんであります。まず、

農業委員会。

○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） ２番議員さんにお答えします。

農地に除去したものを置く場合はどうかという質問でございますが、農地には農地
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のものを除去したものを置く場合には問題はございませんが、宅内とか道路の路肩で

すか、ものを除去して例えばコンクリートが入ったりとか、舗装のアスファルトの破

片が入ったということになりますと、農地法だけではなく産廃法も影響してくる場合

がございます。今のところは、農地に仮置きということであれば何ら問題もございま

せん。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 夕べも細野大臣が、これ私の方で地震の関係急務だということで話

をしたことについて、除染については、これは中間処理施設必ず造ります。したがっ

て、今、除染を進めるのに仮置き場は市町村長、大変ご苦労だと思うけれども、仮置

き場をとにかく決めて、そして、それぞれ市町村ごとに進めてくださいということで

ありますから、これ野田総理大臣もちゃんと歴々大臣が面々が来てはっきり答えてい

るわけですから、中間的な処理施設は、これは造ることは間違いない。だから、あく

までも仮置きということで、置く方法は、あまり神経質にならないということ先ほど

話しありましたが、現実的にはなかなかそうはいかないんです。小学校の校舎のすぐ

前にやっているんですよ。こういう方法でやっているんですよ。だから、これを議員

の皆さん方にも話しておきますが、これは浸透しないようにシートのようなもの敷き

ます。あとはフレコンバックの中に結局土嚢のようなものをそういうことで入れたも

のを入れて、そしてあと上に浸透しないように密封してね、シートのようなものをず

うっと上に敷いて、そして上に５０センチ以上の土を盛りますから、だから、これは

浸透とか、それからそういう心配はないということで、学校の校庭にもやっておるわ

けでありますから、そういうことで側面的に協力をお願いしたいなと、仮置き場につ

いて。仮置き場が決まれば、すぐ出発しますから。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 国で言っている仮置き場なんて、福島県内の汚染されたものやった

ら、浜通りに安達太良山１つ造るような状況になるんじゃないかと私考えていますの

で、ちょっとやっぱりもうちょっとそれぞれの地域で処理しなきゃならないのかなと、

私は考えております。

この原発関係の最後の質問に入ります。地震から約半年、地震災、原発災と職員の

皆さんには獅子奮迅の活躍で一村民として心から感謝するものであります。しかしな

がら、災害復旧もこれから原発災の処理もまだ道半ばどころか未知数、これからまだ

まだ続く状況であります。私なりに職員の皆さん、いささかお疲れの様子が感じられ

るんであります。村長が最も疲れているんじゃないかなと心しております。そこで、

改めて職員の心のケアなど、どう対処されているのか伺っておきます。また、この災

害の対策になっている職員の配置は十分なのか。先ほど健康相談員とか農業の指導相

談員の配置のお願いもしたところでありますが、行政への信頼を失うことのないよう

配慮願いたいと思っております。先ほど村長から話しありました行政区相談の支援体

制、この職員配置、大変良いことと評価申し上げます。今回の原発うんぬんのことだ

けにこだわらず、様々なこれからの事案に対しても続けられるよう要望しておきます。
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是非低迷している区会などの出席も、職員の皆様担当なられた方、積極的に参加願い

たいと、そういうふうに思っております。結局この最後の質問は、決して批判であり

ませんので、職員の生活とか十分に配慮していただきたい、その願いからの質問であ

りますので、担当でも結構です。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

この原発に対しては、全く過去に経験のないことに立ち向かっていかなければなら

ない。そういうために特別にこの原発関係については、対策班を設置しました。そこ

に正規の職員を３人張り付けました。あと臨時職員をそこに２人を張り付けておりま

す。そして、専門的に機動的に除染をはじめ、もろもろの仕事をやっていただくとい

うことで考えております。健康はどうだと、健康の面でありますが、これは当然管理

的な立場にいる方、これは職員の状況を見て休んでいただくとか、あるいは場合によ

っては自己管理をしっかり徹底するとか、はじめに健康ありきで健康であればこそ良

い仕事ができるということでありますから、十分その辺についても配慮をしてまいり

たいと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ２番議員さんにお答え申し上げます。

ただいま村長の方から答弁のとおりでございますが、特に最近、人間関係の希薄化

ということで、なかなか気軽に相談できる、そういう体質が役場だけでなくて社会全

般にそういう雰囲気が漂っているのかなと。それに加えて今回の震災でありますので、

特に今、村長が申し上げましたとおり、職員の研修の一環としても、そういったスト

レスの解消と言いますか、心のケアということで組織的に十分取り組んできましたし、

これからもそういう点を踏まえながら対応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） ２番。

○２番（押山義則） はい、ありがとうございました。先ほどの行政区相談とか支援体制、

地域のコミュニティが大変薄れていること、どの区域にも心配しております。結局こ

ういう形が、地域コミュニティの再構築に起爆剤になるように考えておりますので、

今後ともしっかり職員もろもろ対応していただきたいと思います。

次の質問に入ります。地震被害による村内各所の記念碑などの実態と復旧について

ということで伺います。通告書の中でミスプリントで３３人とありますが、３１人の

墓でございますので、ひとつご了承願います。この度の地震、大きな被害、損害各所

にもたらしました。これ１００年以上も無事であった記念碑などが破壊されましたが、

手を加えれば修復可能な文化遺産もたくさんあります。これまず端的に伺います。こ

の実態把握、それと今後の対応をまず伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えします。

実態把握、特別はしてはおりません。ただ、神原田神社周辺の忠霊等も含め、更に
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は玉井神社、各種神社、仏閣、更には忠霊等、それらについて今回の大震災によって

かなりの被害があるなというふうに判断しております。これに基づきまして、現在、

ふるさと創生事業費の中でのふるさとづくり助成事業、こういう事業があります。こ

の中に１年限りの要綱ということで、東日本大震災により被災したふるさとの伝統的

施設等の保存復旧事業に関する補助金交付要綱、こういう要綱を定めました。今回、

予算については９月補正予算計上したとおりであります。対象事業としましては、長

期にわたって地域の人々により保存、継承されてきたふるさとの伝統的な施設、建築

物等について、震災により被災し、その復旧が当該団体、地域のみでは困難と認めら

れる事業ということで、補助金の額を補助対象の４分の３以内ということで、２３年

度限りの措置ということで、現在、対応を検討しているところであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、ありがとうございました。冒頭に書きました３１人の墓、こ

れなんかは結局何ら村の生涯学習課に伺ったとこ、何の指定もされてない。ああいう

ものもやっぱり長年続いた施設でありますので、裁量の幅を広くしていただいて対応

願いたいと思っております。よろしくお願いします。この度の補正、予算化伺いまし

た。戦没者慰霊碑の修復、これ玉井も大山も同様に大変な被害にあったのであります

が、これ例えば村長、合同の慰霊碑とか考えられないものでしょうか。戦後も６０数

年経っております。大玉村も合併して５０年以上経っておるんであります。この度の

大震災、これなんかも記憶にとどめる意味からも、合わせた合同の震災、それから慰

霊碑など含めた、そういう記念碑的なものも考えていいんじゃないかと思います。伺

うところによりますと、それぞれの遺族会も会員数の減少があり、運営が大変厳しい

と伺っております。これ一考する必要があるんじゃないかと思いますが、村長の見解

伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど企財課長の方から話しあったように、要するに助成の対象に

するということで、その助成の４分の３以内とするということで、助成を対象に考え

ております。ただ、政教分離の中でありますから、その辺はやっぱりどうしても加え

ることができない分野もあります。その辺は内容をよく精査して、ただ要綱の対象事

業費の４分の３以内というのは、そういうことなんだなということを認識していただ

きたいと思います。

○２番（押山義則） 村長ちょっと答弁漏れだと思いますが、合同の慰霊碑などは考えら

れませんか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今の忠霊塔とか忠魂碑だね、これはその対象に考えております。対

象にすると。

○２番（押山義則） 玉井、大山合同のものなどは改めて考えられませんかということな

んですが、質問の趣旨は。慰霊碑とかなんか玉井、大山それぞれございます。例えば

この際、両方に造るより１つにしたような合同の慰霊碑などは考えられませんかとい
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う質問の趣旨だったんであります。

○村長（浅和定次） これはね歴史と伝統ありますから、大山の場合は昭和１８年に造っ

ているんです。それで、やっぱり大山の遺族会がこれを守っているんです。あとは玉

井の方も玉井遺族会が守っているんです。だから、その人たちが自主的に一緒になり

ましょうというようなことであればこれは別だけれども、やっぱりこれはその辺はそ

ちらの方の方の考え方に、魂の世界ですから、だからどうこうとはやっぱり行政がや

るべきではないなというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） やっぱり政教分離ということが出てきますが、仕方ないですね、こ

れは。はい、分かりました。

最後の質問に入ります。村議選を省みてということで伺っておきます。この度の村

議会議員の選挙について質問いたします。大玉村として初めての無投票という選挙結

果について、私なりになぜ無投票だったのか検証しているんでありますが、確かにこ

こ２０年あたり辛うじて選挙といった状況続いております。この状況、村民の行政離

れがここまできたのかなという思いなんであります。村の長として、何をか思わんや

ということで、村長の思いを伺いたいんであります。村長選も無投票が続いておりま

す。村長選と村議選とでは意義も実情も大きな違いはあるんでありますが、村長に一

村民の立場ということで、この結果をどう受け止めておられるのか、まず、伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをします。

率直に言ってね、東日本大震災、原発事故関係で頭の方がそちらの方にいっていた

ということは事実だと思います。しかしながら、長い大玉の歴史を考えると、私の記

憶では、合併は昭和３０年であります。合併後、無投票というのは確かないと思うん

です。今回これ無投票になりました。ただ、私自身も珍しく無投票で長くやらさせて

きました。これは無投票は無投票なりに、ある意味においては対抗を出せる、あるい

は選挙をさせるというどこまでの考えがあっても、現実的にはなかったということに

なりますと、これはやっぱり満点ではないわけでありますから、したがって、やはり

そういうことも踏まえて、その十分ある意味においては重みがあるなと認識をして、

私自身もそういう経験できております。議員の皆さん方にも定数１６が１２になって、

なおかつ無投票であるということは、やはり皆さん方に託された結果的にはね、これ

託したわけですから、この重みを十分踏まえて負託に応えるべきであるなと、そのよ

うなことを期待をいたしておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） この無投票とか住民の行政離れ、そういうものについては、我々議

会の努力なんかだけでは解決できる問題ではないと、もちろん考えております。私は

ある意味で、行政が地域の活性化を図る努力、何らかの形で必要ではないかと考えて

おります。私の過去の一般質問で、議員定数が１２議席と削減決められた際に、定数

削減が流行病のように広がった結果、多くの町村で立候補者が少なく、無投票という
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活気のない議会選挙の結果が生じていると。新陳代謝が進まず議員の高齢化が進み、

村民の議会離れが気になる、そう伺いました。公職選挙法のしばりがあるが、活性化

のために村独自の工夫はないのかと訴えたことありますが、改めて伺いたいんであり

ますが、選挙管理委員会の担当の方でも結構です。何か工夫はありませんか、この際、

伺っておきます。愚問かもしれません。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これはなかなか難しい問題でね、あまり行政が選挙を関知するよう

なことはできませんからね。ただ、はっきりしていることは、是非今の議員、こうい

うことについて任せておけないと、なんでかんでこういう視点で出さなきゃならない

ということになれば、これは対抗馬が出るんです。負けても勝ってもいいと、とにか

くこういう視点で不満だと。だから、こういう方をおれら出そうじゃないかというよ

うなことになれば、これはね、だから、そういうことを考えれば、この東日本大震災、

原発事故災があっても、そちらの方に気を取られたとはいうものの、大方大きく今の

大玉村をこういうことではしょうがいないからこうすっぺというエネルギーが結局な

かった。だから、それだけに住民に対する重みというものをしっかりと踏まえて、応

えていただく責任があるなと、こういうふうに考えておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、ありがとうございました。議会の無投票という結果、我々議

員もしっかり検証する必要がありますが、村長選の無投票も大変気になるところであ

ります。しっかり検証して、今後このようなことのないよう活力ある村民参加の行政

になるよう地域の中で訴えてまいりたいと思います。まだ、時間ありますが、以上で

私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で２番押山義則君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は１１時３５分といたします。

（午前１１時１８分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時３５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ３番武田悦子君より通告ありました「原発事故対応について」の質

問を許します。３番。

○３番（武田悦子） ３番武田悦子です。議長の許可をいただきましたので、先に通告い

たしました原発事故対応に関しての質問を行います。

大震災と福島第一原子力発電所の爆発事故から半年が経とうとしております。この

半年間、私たちは何をしてきたのか。被災された方々は、どんな思いでこの半年を過

ごしてきたのか。そして、今、何を一番先にやるべきなのか。次々に新たな課題が見

つかります。前の課題が解決の糸口さえ見つからないのに、新たな難題に被災者はも

とより、行政も頭を抱える日々が続きます。私は震災直後からボランティアセンター
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の一員として、被災者支援に当たってきました。また、村内の若いお母さんたちの放

射性物質や放射線被曝への不安の声をたくさん聞いてきました。それらの活動や住民

の素直な思いを中心に一般質問を行いたいと思います。

まず、はじめに、原子力新エネルギー教育の問題を取り上げたいと思います。新聞

赤旗の７月１３日付には、政府が原子力の広報などに充てている予算が、２００６年

から２０１０年までの５年間で３５８億円を上回るとの記事がありました。更に、

１７日付では、国民の税金で安全神話刷り込み、原子力、広報、教育予算、毎年６０

億円、電通や博報堂、産経新聞が請負という記事が掲載されております。この莫大な

予算は、いったい何に使われてきたのか。正に安全神話を振りまくために、シンポジ

ウムの開催、説明会、新聞や雑誌の広告など多種多様な取り組みを行い、その大部分

が日本文化振興財団や公告大手の電通や博報堂、更には産経新聞なども事業委託を受

けて、原子力の安全神話の刷り込みに一役買っていたことが報道されています。具体

的事業としては、資源エネルギー庁との共催で原発立地町村と首都圏の小学生との相

互訪問交流事業や中学生向けのエネルギー情報誌の発行、配布などですが、いずれも

原子力の安全性を広めること、そして、クリーンなエネルギーであることを強調する

ものです。この安全神話が何の根拠もなかったことは、３月１２日以降の事態が証明

しておりますが、私は今度の事故を契機にしっかりとした教育や自然エネルギーへ変

えるきっかけにしていかなければならないと考えます。この程度の放射線量では安全

と強調しても、一旦信頼を失った政府や東電の発表に国民を納得させる力はありませ

ん。国民自身が自分の力で学び取らなければ、安心を得ることはできないと思います。

そこで、これまでの教訓に立って、再生可能エネルギー問題や放射能、放射線、更に

は被曝のことについて、しっかりと学んでいくことが重要だと考えます。是非村でも

原子力安全教育から再生可能エネルギーへの転換を子どもたちにもしっかりと学べる

ような取り組みが必要と考えますが、この点についてどのようにお考えなのか伺いま

す。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ３番議員さんにお答えを申し上げます。

まず、今、再生可能エネルギーの問題ですが、平成２２年に文科相の委託事業で中

学校を対象として、既存学校施設における環境対策推進事業という事業を１年間取り

組んで、そのメインになるのが再生エネルギーの学習と、それから節電関係も含めて

の学習、研究を１年間中学校を舞台に行った。報告書も出ております。それについて

は、小学校にもこれを当てはめてやっていくということですので、これからも大玉村

は環境問題、そういう再生エネルギー問題について取り組んでいく。村の方でもそう

いう部署がありまして、再生エネルギー関係について取り組んでいるということです

ので、その辺については引き続き小中学校で学習を進めるようにと。そして、エアコ

ンが入っておりますので、それも含めて節電の教育も続けてやっていきたいというふ

うに考えております。

それから、放射線に対する基本的問題と防護や健康リスクの問題ということであり
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ますが、各家庭によっては非常に野放しになっていると、全然子どもの好きにしてい

るという家庭も多く見られるということもありましたので、中学校については７月

２４日に中学生を対象とした健康リスクの講習会、野口先生に来ていただいて、中学

生に直接お話しをいただきました。自分の身は自分で守るんだよと、中学生なら理解

できるだろうということで実施をしております。小学生についても、事あるごとに先

生の方からそういう指導をお願いをしているという現状です。教科書が平成２３年で

小学校、２４年で中学校、これ原発の前にできた教科書ですので、その記載部分が非

常に少ないということです。大玉村はこの原発については、来年度の教育課程にこう

いう教育を組み入れて、総合の時間等で学習をさせ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） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。是非積極的に教育を進めていただきたいと、

そのように思います。国には、毎年６０億円もの膨大な原子力広報教育予算がありま

す。この予算を放射線から子どもを守るために使うべきではないでしょうか。放射線

防護の書籍をしっかりと揃える。放射線防護手帳、健康手帳を作成して、妊婦や子ど

もを持つ保護者に無償で配布をするなど、予算の使い方、方向を変えるべきだと思い

ます。村長も復興会議のメンバーになられたようです。是非会議の場で、国のエネル

ギー政策の転換を求められるようお願いしたいと思います。村長の考えを伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

県の復興会議の提言ということで、鈴木浩先生が座長で、これが知事の方に答申を

いたしました。脱原発ということをしっかりと答申をいたしましたので、知事もそれ

を受けて脱原発の方向で県づくりをしていくというようなことで、もろもろの計画関

係の見直しを今、着手をされております。また、今回のこの事故について、再生会議

の私もメンバーの一員に加えていただきました。第１回は、前政権、菅政権のときに

２７日に行われ、急きょ、昨日夜７時１５分から９時まで県庁で野田総理大臣ほかそ

れぞれの関係大臣も来たわけでありまして、その際にも注目して野田総理大臣のあい

さつを聞いておりましたらば、前政権で打ち出した脱原発の方向は変わりないと、こ

う言っております。そして、この度は大変申し訳ないことをしてしまったと。この福

島県の復興なくして日本の復興はない。野田政権は福島の復興を第一義に考えて、特

に原発事故被災者に対することについては、第一義的に考えて、野田政権は努力をい

たしますと、こうあいさつをしてくれましたので、これはよそに行けばまた同じよう

なことを言うのかどうだか、これは行ってみないと分かりませんが、昨日の福島県に

来て、この耳で聞いておりますから、だから、恐らくただ感触としてはやる気だなと

いう感じに受け止めてきましたので、私もその再生会議のメンバーとして、昨日もい

ろいろ言わさせていただきました。これからも考え方を率直に申し上げてまいりたい

と、このように思っております。

○議長（佐藤 悟） ３番。
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○３番（武田悦子） ありがとうございます。これからも様々な角度から提言を行ってい

ただきたいと、そのように思います。

次に、情報の提供の問題について質問をいたします。今回は特に線量計の貸し出し

問題を例に質問をいたします。村では８月上旬の全戸回覧で、積算線量計の貸し出し

を行うことを住民に知らせました。また、８月の村広報紙でも貸し出しについて記事

が掲載されました。多くの方が目にし、相当利用者もあると思いますが、この事実を

全く知らずにいた人たち、この方もたくさんいらっしゃいました。アパートなどに住

んでいらっしゃる方です。組も作っていないので、広報紙は届かない。全戸配布のチ

ラシも届かない。情報から遮断された状況で生活をされています。今回、改めて広報

が届いていない事実が判明いたしましたのは、さくらカフェに顔を出した若いお母さ

んからです。昨年、大玉村に転入をし、玉井地区のアパートを借りていらっしゃいま

すが、組に入っていないために、広報紙はおろか各種のお知らせや行事を案内するチ

ラシなども入らない。このようなために何も分からない状況にいらっしゃいました。

情報を仕入れるのは、子どもの健診や予防接種で顔見知りになったお母さんとの会話

からだそうです。今度の積算線量計の貸し出しの情報も、カフェにたまたまいらっし

ゃったときに、お仲間から聞いて知ったそうです。以前にも広報紙の問題、この一般

質問で取り上げました。そのときの答弁では、検討すると、前向きの答弁をいただい

たと記憶しておりますが、それ以降何も前進していないというような形をこの間、確

認しております。この広報紙の配布問題、どのように整理されているのでしょうか。

欲しい方だけに役場に来れば配る、このような形をそのまま継続されているのでしょ

うか、この点についてお答えをいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

大玉村大変有り難いことに、若い方が転入をどんどんしてきてくださるということ

で、本当に県下５９の中で、いくらもない中で、今回も新聞に発表になりました。増

えております。新住民の方が増えて大変結構でありますけれども、今言ったように新

住民の方は、なかなかやっぱり大玉の住民に慣れないというか、なじまないというか、

そういう方も現実的にいることは確かであります。大玉村というのはこういうところ

なんだということをなじんでもらうために努力はしておりますけれども、残念ながら

相当どんどん増えているような状況でありますので、その辺がなかなかご理解いただ

けないところがあるというのは事実であります。ただ、努力はしておりますし、また、

具体的にどういう取り組みをしているのか、こうしたこと等については、担当課長の

方から答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ３番議員さんにお答え申し上げます。

昨年の９月に広報の届かない世帯数はということで答弁申し上げました。その後、

検討するということでありますが、その間、広報そのものの本来の役割といいますか、

そういう意味では情報の共有化というのが一番の原則でございますので、議員おっし
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ゃるとおりのことでございます。ただ、現在、従来の取り組みと、この１年間の取り

組みでございますが、原則的には組等に入っていない方については、従来どおり配布

はしてございません。基本的には加入してない方につきましては、それぞれ役場の方

に来ていただいて直接受領するという方法で取ってございます。ただ、今回の震災の

ような状況を今後踏まえますと、具体的には今後、検討する課題が多いというふうに

感じてございます。特にこれまで広報のみならず、防災無線の活用、更には村のホー

ムページに毎月の広報紙のデータをそっくり掲載してございます。昨年度の村内一円

ということで、光ファイバーの整備をいたしましたので、かなりインターネット活用

の今後のそういう情報の提供というものも可能になってくる条件も整ってきています

ので、そういったものもＰＲしながら、更には特にアパート等の関係でございますの

で、これらにつきましては特にオーナー等々も理解を、これは強制できませんので、

あくまでもオーナーとの協力要請をしながら、最終的には住民の方々に広報紙が届く

ような具体的な対応を今後、大いに検討していきたいというふうに考えてございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 今のお話しですと、現状としては何ら進展はしていないというよう

な状況であるようですが、私はこのせめて広報紙、更には今回の原発事故、このよう

な場面においては、すべての人、この皆さんを健康不安に陥れているような、このよ

うな問題に関しては、何としても情報を届ける、このような姿勢が村として必要なの

ではないかというふうに考えております。特にアパートなどに住んでいらっしゃる方、

小さな子どもさんを持っていらっしゃる方たくさんいらっしゃいます。このような皆

さんは、学校に入るようになれば、それなりの情報も入ってくるようでありますが、

学校に、幼稚園にまだ入らない、まして自宅で保育をしていると、このような皆さん

にとっては本当に情報が入らない状況がずうっと続いている。何としても改善をして

いただきたいと、そのように思います。今、オーナーと相談をしてなどというお話し

もございました。届けるには様々な方法、手法あると思います。今、課長からござい

ましたオーナーと相談してという方法もございます。郵送という方法もございます。

しかし、もっと広がりのある方法、これも模索できるのではないかと思っております。

例えば現在、区長文書を配布しておりますＮＰＯ法人大地、この皆さんの運営する

「ふれんどりーおおたま」に配布を委託する、このような形も考えられるのではない

かと思っております。「大地のふれんどりー」の皆さんは、この震災で仕事が激減し

ている、そういう状況も伺っております。このような皆さんの仕事づくり、これにも

貢献することができますし、障がい者の皆さんと地域社会との日常的結びつきにも貢

献できるのではないか、そのようにも考えております。もちろんアパートなど集合住

宅単位で組ができる、これが一番望ましいことではありますが、それはそれで別の形

でアプローチをしていただくということをお願いするとともに、このような形全体的

にどのような作戦を取るのか、村長の考えを改めてお伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） お答えをいたします。

結論的には大玉の住民登録をされておられる方でありますから、大玉村の行政関係

等については、１人残すとかね、そういうことにあってはならない。全住民に届くよ

うにするのが、これは責務であるというふうに認識をいたしております。ただ、現実

的には組もできてない、あるいはまた特定のそういう方にじゃ郵送で送るようなこと、

これも手法としては考えられますが、そういうことをすることがそうすれば、本当に

ある程度の期間で考えた場合に、短期、中期的に考えた場合に、そのようなことが本

当に良いのかどうか、これは組のようなものを作らなくとも、全部これ郵送で来るん

だわという、こういうことも考えたりしますと、いろいろその辺に苦慮するところあ

りますが、結論としてはやっぱり届くこと、知らしめる義務があると。そのためには、

やっぱり地域のコミュニケーションを保つような組のようなね、そういうものを新興

住宅はそれぞれごとにできておりますから、特に今のところ問題になっているのはア

パートなんですね。アパート関係についても各棟ごととかね、そういう積極的な指導

をこれからしてまいりたいなと。効率的に、かつまた目的とする個々の住民にもろも

ろの情報が届くように、こういうことにしていきたいというふうに考えております。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議をいたします、昼食のため。再開は午後１時３０分

といたします。

（午前１１時５４分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開します。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 引き続き武田悦子君の質問を許します。３番。

○３番（武田悦子） では、放射線の除染問題について質問をいたします。村は、行政区

長さんなどへ放射線低減化事業についての説明会を８月２８日に行ったそうでありま

す。この事業は、放射線から健康を守るうえでも大変重要だと思いますが、いくつか

クリアしなければならない問題がありますので、それらについて質問をしたいと思い

ます。

まず、この除染の決め手、これは仮置き場の問題が最大の問題だと思います。９月

５日付福島民友新聞に放射線除染の問題で、大玉村でもおなじみの日本大学野口邦和

先生の話が掲載されておりました。除染を進めるに当たって、いちばん重要なポイン

トは、除去した汚染土壌を仮置きする場所の問題です。仮置きの方法もさることなが

ら、仮置きが半永久的になるのではないかという不安が住民にはあるわけです。野口

先生も指摘するように、最終的にどこにどのようにして処分するのかという国の方針

が示される、このことが重要ですが、国は何も示しておりません。瓦礫などの処理に

関しても、中間処理は福島県内でと言いつつ、最終処分については明確な方針が示さ

れません。このような状況で地域に除染をお願いしたとしても、仮置き場の確保は相

当に難しい問題だと思います。この仮置き場の見通しについてはどうなっているのか、



- 51 -

まず、現状をお聞きいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

今朝ほどの質問者にも申し上げましたが、区長さん、副区長さんにそれぞれ区内の

仮置き場をお願いをしたい。いつまで、そして県はどこに造るんだというような具体

性はないので、これはさらばと言ってそれを待っていたんでは、今の健康を守ること

ができない。そういうことで、夕べも私の方で直接話をいたしました。とにかく今、

健康を守るために除染を進めるんだと。仮置き場はそれぞれ自治体で努力して、これ

はなんとか住民にお願いせざるを得ない。絶対だから後でそれを処理するところは設

けてほしいと、それはしっかりとお願いをいたしました。そうしますということであ

りますので、これはやはり今の健康を守るためには、区長さんにお願いをしておりま

すが、ひとつ区内の仮置き場を見つけていただいて、そして除染をまた半年過ぎまし

た。あと残る半年で、特に幼児関係等についても、子ども関係等についても健康を守

りたいなとそういうふうに思っておりますので、議員の皆さん方にも側面的にひとつ

ご支援方お願いしたいなというふうに考えているところであります。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 今、村長がおっしゃられたように、現状としてはなかなか難しい。

このような問題もあるかと思います。しかし、地域の放射線、これを下げることは、

子どもたち、そして妊婦の皆さんにとっては、一日も早い対応、これが期待されてい

るところであります。その皆さん方の願いを地域を挙げて実現すること、これは大変

重要なことです。村は各行政区に支援職員、これを配置いたしました。この職員の皆

さんが、区長さんとの連携でどの区でも除染が進むこと、これが必要なことです。行

政区間で格差や除染問題で温度差が生まれないためには、支援職員間で十分な討議が

必要だと思われますが、どのような方針で職員に伝わっているのか、状況を伺いたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 災害対策本部会議でもってしっかりとそれぞれの行政区の支援職員、

割り振りをしておりますので、こういう趣旨の下に、今、大切なことは除染対策だと。

したがって、区長等によく相談をして、それぞれの行政区の除染を進めるようにとい

うことで指示はしてございます。職員はやはり限度があって、ある程度やっぱり先頭

に立って積極的に進めてくれる。そのためには事務的にはどうすればいいんだと。契

約書はどうすればいいんだと、診療はどうすればいいんだと、期間はどうすればいい

んだと、こういうふうなことで、これは職員の方でいろいろとアドバイスできるわけ

でありますが、どこの場所にどうだということは決めてもらわないと、ちょっと進め

るわけにいかない。そういうことで、とにかく短期間のうちにこれ勝負でありますか

ら、仮置き場をまた督励をして何とか設けるように努力をいたしたいと、このように

考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。
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○３番（武田悦子） 仮置き場の問題が第一ではありますが、この除染をする、そのこと

１つ取りましても、どこをどのように進めるのか。職員にとっても、また、区長さん

にとっても手探りで進める、このようなことになろうかと思います。どういう場所を

除染対象とするのか、実際に現場を示し、具体的線量の調査、更には除染方法などに

ついても示すべきと考えておりますが、そのようなことはどうなっているのか伺いた

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） ３番議員さんにお答えいたします。

これからの除染計画、各行政区長さんを通じて、仮置き場の確保がまず大前提とい

うようなことでお願いしておるわけなんですけども、具体的にその除染をしていく場

合に、通学路等を中心に現在、考えております。また、各行政区の集会施設というこ

とで、その通学路についても歩道が設置されているような通学路、それから歩道のな

い路肩だけの道路、それから木々あるようないろんな現場の状況が考えられますので、

その現場、現場をやっぱり調査して、どこをどういうふうに除染するかというのは、

区長さんはじめ支援職員、それから役場の災害対策班で現場を見ながら検討していく

しかないというようなことですので、その現場によってそれなりの計画を立てて、そ

れで実施をするというようなことにしてまいりたいというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。次に、各家庭での除染についてお尋ねいた

します。

村、地域、家庭の役割分担は必要なことだと思います。既にお金をかけて除染をし

ている家庭もありますが、実際には家庭だけの力では除染できない場所もあります。

私も除染を行いましたが、２階の雨どいや屋根の除染は危険でできませんでした。こ

のような場所を除染しなければ、特に２階の線量は下がりません。具体的除染方法や

費用について、村民に示していくことが必要ではないかと思います。この点について

は、どのように考えていらっしゃるのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 先ほどお答えしましたが、公共的な施設のほかに、各家

庭の除染についても併せて推進している中でございますが、９月６日の区長さん配布

によりまして、通学路とか公共施設、それから各家庭の除染についても、一応目安と

なるようなチラシをお配りしております。そういう中で、雨どいとか庭の表土除去等、

結構作業についてはいろいろな範囲が考えられますので、どうしても標準的なものと

言われてもなかなか難しいと。やっぱりそれも各家庭の状況によって変わってくると

いうことですので、その家庭その家庭でやっぱり見積もりを取っていただいて、どの

ぐらい費用がかかるのかというようなことを見てもらわないと、一般に表土剥ぎはこ

れぐらいかかると言っても、やっぱり大きさとか作業効率とか、そういった面を考え

ると、だいぶ金銭的に開きも出てきてしまうということですので、見積もりを取って

もらうのが一番確かかなというふうに思っております。
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○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 今、見積もりを取っていただく、各家庭ごとにというお話しござい

ました。そのように家庭によってはかなり費用がかかります。除染の費用は最終的に

は東京電力、そして国にその費用を必ず補てんさせる、この必要はございますが、こ

れを当面の間村が代行するなり、費用の一部を補助する、このような形で村が立て替

える、様々な方法も必要かと思いますが、この点についてはどのように考えていらっ

しゃるのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。各家庭で除染をするということにな

ると、かなり規模によっては莫大な金額がかかるということも予想されております。

そういう中で、国の方針としては２０ミリ以上被曝するというような地区については、

市町村とか県の協力を得ながら、国が主体的にやっていくというような、そういう方

針を打ち出しているわけなんですが、２０ミリから１ミリの被曝が予想される市町村

については、市町村が主体となって、国では財政的な、あと技術的な支援をしていく

というような方針の下で進められておるわけなんですけども、じゃ具体的にどのぐら

いの財政支援をしてくれるのかという、そういう細かい内容までは示されていないわ

けです。そういう中ですので、村としてもそういう具体的な財政支援がどのぐらいい

ただけるのか、そういうものがはっきりした時点で、そういった補助、一時村で出す

というような部分も検討していきたいなということですので、今の状況ではなかなか

財政的に苦しい大変な状況だというふうに考えております。また、作業委託というよ

うなことで、例えば庭の除染を行うにしても、表土を剥ぐにしても、やっぱり穴は掘

らなくちゃならない。そういう場合に、じゃ穴を掘る分ぐらいは重機を村で借り上げ

て穴を掘って埋め戻すとか、そういった方法が取れないかということで、現在、検討

をしておるところです。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。今回のこの事故は、東電と国が引き起こし

た人災です。一旦起きれば制御できないことが明らかになりました。広範にばらまか

れた放射性物質は、長期にわたり放射線を出し続けます。放射性物質を少しでも回収

し、放射線の低減化を進めるのも東電と国が担わなければなりません。しかし、現実

は、国も東電も一歩も二歩も遅れています。できれば、放置して済まそうという意図

さえ感じます。国、東電待ちでは健康不安が解消できないから、住民も自己防衛で除

染を進めざるを得ません。仮置きは３年、長くとも５年で解消する。村もその年数に

確約を与えなければならないし、個人の除染についても必ず東電と国に負担をさせる。

個人がいちいち賠償請求などできません。村が代行するなり、補助金で肩代わりをす

るなどして、その費用は村が東電と国に請求をする。この２点について、改めて村長

の見解をお聞きいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。
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原因者ははっきりしております。そのために除染をしなければなりません。その理

由と根拠、こういう方針でこれだけのことをしなくちゃならないんだと。だから、そ

ういうことをはっきりとしてね、健康を第一に考えなくちゃなりません。だから、進

めなくちゃならない。待ったなしです。かかる費用等については、これは相手がある

ことでございますけれども、請求をする。これは徒党を組んで請求をする。そうでな

ければ、今の住民の健康は守れない。だから、とにかく先行してやらざるを得ない。

これは校庭等の表土剥ぎも先行してやったんです。そして、後追い的に認めることに

なった。だから、先行して住民の健康を守るのが先だという考えで進めていきたいと

思っております。

○３番（武田悦子） 以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で３番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。

９番佐原吉太郎君より通告ありました「６月議会の東日本大震災の復興のための一

般質問の中の村長の答弁について」ほか２件の質問を許します。９番。

○９番（佐原吉太郎） 議長の許可を得たので、通告しておりました３件について一般質

問を行いたいと存じます。

まず、東日本ですね、大震災、更には原発問題による農産物、更には畜産物等々の

価格が風評により下落し、深刻な経済問題になっておるわけであります。これら少し

でも払拭するために、我々議員自ら身を切り議員報酬削減することを訴えて私もきま

した。今臨時議会において、協議会において、５％から１０％に皆さんがそのように

ということでございますが、決定される見通しとなったわけであります。これもです

ね議員の皆さんが、やはり村民を思う気持ち、そして、痛みを分かち合うということ

で決定されるものと期待しておるところであります。ところで、６月の大震災の一般

質問の村長の答弁について、再度お尋ねしたいと存じます。

まず、１件目の１点目でありますが、議員報酬の削減についてお答えをいただきま

したが、村長の立場にあり、話できるような内容のことではないと考えるという姿勢

にあることは分かったが、少なくとも村の財政上の問題として考えた場合の議員報酬

については、村長としての考え方、方向性程度はお答えを願いたいのであります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

６月の質問に答えたとおり、議員の報酬の削減について、私はどうこうという考え

はございません。今もそのとおり考えはございません。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 村長がそういうことで変わりないということでございますので、

次に移りたいと存じます。

２点目にまいります。村長報酬削減についてお答えいただきましたが、私は裁判で

１０年間、被告の立場であったが、これは村長通常の業務と違う、つまりそういうリ

スクを背負ってやっていたのだから、村長の報酬は高いとは思わないなどと答えてい

るが、行政長が職務執行すれば、その責任を背負うのは当たり前のことであり、その
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報酬を低い、高いでその責任、つまりリスクの度合が高くなったり低くなったりする

ものではないと思っております。また、村民が村長の職務執行に重大な問題があるな

ど、職務執行に何らかの疑義が生じている場合において、そのことを解明するための

裁判を提起する権利は、法律上認められているわけであります。要するに２４２条で

すね。であるから、裁判の提起の問題は村長だけのリスクだけではなく、すべての首

長の職務に内在しているリスクであると私は思っております。したがって、村長が被

告の立場に立たされたことが、リスクを高くしているということを理由とした報酬は

高くないという回答はいかがなものか。村長の職務執行に重大な問題が判断されるよ

うな疑義がある職務執行があったことが、１０年間被告の立場を経験することになっ

たわけであるから、その責任は村長自身が負うということは当然であると。よって、

村長の報酬削減の考え方について、再度お聞きしたいのであります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ６月に答弁したとおり変わりはございませんが、今、話をされた、

私の言っておりますのは、そういう職務の重要性ということを踏まえてやっているん

ですよと。私は２４２条のそういうことは悪いとは言っていないんです。そういうリ

スクを背負って私は１０年間やってきたという、その結果、私の執行したことは、大

玉のためにプラスになっているのかマイナスになっているのか。それから、重大なる

職務執行に疑義があると。これは裁判の結果、どうなったんですか。裁判の結果は、

私は全部勝たしていただいたんです。ということは、そういう疑義を持つことによっ

て、村これ私は裁判費用いただいたんです、訴訟費用等ね。結果的にはいただかなけ

れば法律上、これはまた問題があるんです。寄附行為うんぬんというのがある。議会

の議決によってこれはいただく。結果的には村からいただくことは、村にその支出を

させることにつながったなと、そういうことで職務の重要性というものを踏まえて村

長はやっているんだから、したがって、私がいただいている報酬、むしろ削減という

考え方よりも、自分の責任を果たす、責任を果たすということが前向きであり、いた

だいている報酬に恥じない仕事をするということが大切だという意味で答弁をしてお

るわけであります。私は、今回のこの震災関係で、いろいろ国関係とかなんかにも要

請行動をしておりますが、夕べも話をしました。対応が遅いと。こういうことを考え

ればね、報酬が高いとか安いとか、そういう問題ではない。はっきり言えば高くとも

良い、大切な仕事をしっかりと対応していただける、仕事をしていただいた方が良い。

つくづく今回そういうふうに感じさせられたところがあります。したがって、私がそ

ういう意味でここに６月の私の答弁の内容等もありますが、全く考え方は変わっては

おりません。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） お答えいただきましたが、それは屁理屈というものですね。やは

りそれならそれで首長、要するに村長だな、私が削減したらいかがなものかと言った

ときに、こういうものを出さないで、私はこういう考えだからと、そのようにおっし

ゃればいいんですよ。それを裁判を引き出してやるのが村長おかしいんですよ、これ。
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起こされるやはり村長としての執行のありようにして、要するに住民監査請求という

のが出たということは、やっぱり不信感を持たれたということなんですよ、あの地域

の人たち。あの地域から出たんですよ、これはみんな。地域の村民がおかしいんじゃ

ないかと。１本１２万円も１５万円もするさつきがあったのかと、補助されたのかと、

そういう疑問から出た裁判なんですよ。それを盾に報酬と関係ないことを前回６月に

言ったから私は再度質問するんですよ。全く関係ないですよ。それは村長リスクを負

うか負わないか、これは当たり前ですよ、首長としてトップに立つものは。それをい

かにも裁判で私は苦労しましたから、そういう必要がないと。そんなあんた子どもだ

ましみたいなことを言っちゃ困るんですよ。やはりそれじゃ報酬は報酬と下げません

と、私はそれ以上働きますと、それで良いんじゃないですか。なんでこんなもの引き

出したんですか、終わったのに。それ自体がおかしいんですよ、再度お答え願います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

１つもおかしくありません。これは職務と報酬というのは、非常に関わりが深いん

です。分かりませんか。そういう意味で、重要なる任務を果たすということにおいて、

対価としていただくのが報酬なんです。だから、私の過去はこういうことなんですよ

と。しっかり大玉村の発展のためにということで努力をしてきました。だから、いた

だいている報酬を私は高いと。だから、むしろ頂いている報酬に恥じないより以上の

仕事をするという、そういう職務の自分の体験を通して、現実にあったことを話して

いるわけですから、これはなんにも今言われるように屁理屈とか、子どもだましとか

とこう言われましたが、これは私にとっては誠意を持っての答弁に対して、このよう

な表現をされるということは大変理解に苦しむ。議長、反問いたします。

○議長（佐藤 悟） 議長より大玉議会協議条例第５条第２項の規定により、反問するこ

とを許可します。なお、反問に対する議員の発言は質問ではないので、議員の質問時

間には含めません。村長。

○村長（浅和定次） 議長の許可を得ましたので、今も私が誠心誠意６月も、それから今

も職務についての関わりがあっての報酬なんだと。そういう意味で過去の自分の体験

したことをお話し申し上げたわけでありますから、全く間違ったことを申し上げてい

るつもりはありません。そこで、子どもだましとか、屁理屈とかと、今、発言をされ

ました。これは、私はふさわしくない言動であるというふうに考えておりますので、

その辺について９番議員、はっきりした私に理解のできる答弁をしていただきたいと

思います。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） それが村長さんに深く失礼にあたった点については削除しますが、

いずれにしたって、これは私、住民訴訟というものに対しての私が高い、安いとかと

言ったんじゃないんですよ。村長さんに私は、こういう取り組みはいかがなものかと

言っているんですよ。それに対して、村長自らがこの裁判のことを出してきたんです

よ。それで、私は村長にまた再度お聞きしたんですよ。なんの私は間違いだと思って
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いないんですよ。これは住民監査という制度の下にやったんですよね。したがって、

それに対してどうのこうのと言われるけど、負け勝ちはこれしょうがないです、裁判

ですからね。それは裁判長が決定されることですからこれは構わないんですが、ただ、

そういう報酬の中から全く関係のないことをつらっと出してきて、そういう私は苦労

したからリスクを背負っているからという、議事録見たとおりですが、こういう１０

年間も被告の立場できたという、経験をしていると、早く言えば全く関係ないことを

これ出してきたんですよね。だから、私は普通に絶対この一般質問というのは２回や

らないですよ。ただ、この裁判のことを出してきたことによって、全く要するに一般

質問の内容とは全く違うことなんですよ。ということも村長は理解していただければ

有り難いです。一方的に私にそういう言い方、もちろん言ったことに対しては、私は

陳謝します。私はそう思っているんですよ。これ村民が訴訟を起こしたんですから、

私じゃないんですよ。その村民に対して、負け勝ちはやむを得ない、先ほどから何回

も言うけどね。これはしょうがないです、裁判ですから、決定されたものですから。

決定されたものをまたぶり返してね、この議場の中で村長が報酬に関わることで語っ

たということ事態が、私は不信感を持って再度質問しただけで、その点も理解してい

ただければ有り難いということであります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） はっきりともう一度確認をいたしますが、私が先ほど質した「屁理

屈」、それから「子どもだまし」ということについては、これは取消しをするんです

ね。

○９番（佐原吉太郎） しますよ。取り消してください。

○村長（浅和定次） はい、分かりました。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、話が出ました。私がこの法律上認められている訴訟が悪いなど

というのは一言も言っていないんです。一言も悪いなどとは言ってません。法律に基

づいて、そしてまた、私は、これについては誠心誠意対応してきたつもりであります

し、また、司法の場ではっきりと判決が出たわけであります。ただ、この報酬絡みの

中で、村長というのは、そういう重大なる、これは法律上に基づいたことであるけれ

ども、執行に対して重大なる責任を持っているんだと。そういう意味で私が語ってき

たわけです。だから、関係のないことを話をしているのではないんだと。これはやは

り９番議員によく理解をしていただく必要があると思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど９番議員から「子どもだまし」、「屁理屈について」は、撤

回をするということをしっかりと受け止めましたので、これで反問は終わります。

○議長（佐藤 悟） それでは、一般質問に戻ります。９番。

○９番（佐原吉太郎） ２件目でありますが、２件目の１点目は、復旧、復興対応への考

え方について、首長報酬、議員報酬に係る考え方について、東日本大震災の復興、復

旧に多額の財政支出が必要であることから地方自治体としてのその復興、復旧に財源
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確保に努めていく必要があると私は考えている１人であります。そういうことで質問

しているわけであるが、減らせば必ずしも地域の発展につながると考えていないと、

報酬を減らしたりすることが、必ずしも復興、復旧につながるわけではないと考えて

いる。減らせば良いというものではない。それぞれの自治体がそれぞれの考え方で取

り組みすべきとの考えにあるとの答えなので、次のとおり質問をする。そういうこと

でお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ９番議員にお答えをいたします。

６月の議会の答弁で、議員を減らす、そうするといくらいくらになると、こう数字

も示されました。私は、必ずしも数を減らせば、その地域が良くなるとは限りません

よというふうに、そういう意味で答弁をしたつもりであります。現に相当議員の数ど

ころか首長もいなくなる。そういうところもこれあるわけでありますが、そういうと

ころを私も数多く見ております。数多く見ておりますが、決してこれ減らしてはおり

ますが、それが即その地域が良くなっているというふうには見ておりません。したが

って、６月に答弁したその内容は、減らせば地域が必ず良くなるとは限りませんよと

いうのは、そういう意味で答弁をしたわけであります。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） はい、分かりました。やはり今、昨日、野田総理も福島県に入り

ましたが、復興、復旧のためにはお互いに助け合うという気持ちが一番大事であると

思っています。身を削ってね、やはり福島県である我が村もこれ直接受けているわけ

ですから、あらゆるこれからリスクを背負ってずうっと旅しなくちゃないんですよ。

これ避けて通れないんですよ。いずれにしたって、状況にしたってね、そういうこと

からいけば、やはり常に私思うんですが、みんなして助け合うんだと。人間ですから

そうしないと、この復興は借金だけでね、借金もそれは結構でしょう、復興のために

もね。しかし、トップに立つもののやはり復興しようというその意気込みですね、そ

れは私もこうやるんだから皆さんついてきてくれという説得力というのは、私は大か

なと、こう思っているんです。これは人間ですから支え合うんですから。それなくし

ては、これからの復興はないのではないかなと、私は思う１人であります。その点に

ついてもう一度お答え願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

これは９番議員今、お話しあったように、助け合っていくという、これは大切な精

神であると。私はその点については同感であります。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 続いて、２点目でありますが、やはり復興、復旧の具体的な施策

について、当村として復興、復旧にどのような立場で具体的にどのような施策で臨ん

でいるのか、また臨もうとしているのか、これらについてお聞きしたいのであります。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） お答えをいたします。

８月１０日に、このような原発災害というふうな状況踏まえて、危機突破緊急大会

を行いました。そのときに決意をしていただいた内容があります。なんと言いまして

も、一日も早い原発事故の収束、それから放射線による健康障害を生じさせない医療

体制確立と、それからこれの前提となる村の除染対策、これを積極的に進める。それ

から、放射性物質に汚染された土壌、それから稲わら、牧草などの管理、処分、こう

いうものの明確な方針を示してもらわないと困る。それから、風評被害含めた放射能

に関する農林業、商工業などに対する補償を国が責任をもってやっていただきたい。

それから、見えない放射能汚染による自主避難、精神的苦痛、これを補償する。それ

から、原発事故災害に対する将来にわたっての健康被害、それから損害賠償、こうい

うものはちゃんとしっかりと立法措置を講ずること。７番としては、原子力に依存し

ない再生可能エネルギーの飛躍的推進による新たな地域づくりを目指す。これは原発

絡みの緊急対応であります。

それから、復興に向けて新たな社会の産業経営のための国際的研究機関の設置、こ

れは４号国道という地の利もあるんだと、そういうことで要望しておりますし、再生

可能のエネルギーの飛躍的推進による新たな社会づくり、具体的にはそれぞれの水力

とかバイテクとかありますが、それから原子力災害のこれはやっぱり克服をしていく

ためのそれぞれの機関関係、これを４号国道の地の利を生かしていただけないかと。

それから、仮設入所者、それから既存住民の安全、安心生活できる安全対策、こうい

うことについてそれぞれ緊急突破大会で決議をされた。そしてまた、それにもろもろ

の県の復興関係のビジョン、これらで大玉村で今申し上げたようなことを地の利を生

かしてお願いできないかということで、意見を主張した人と一緒に実は県のそれぞれ

の関係部署に要望を提出をさせていただいたという状況であります。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） ３点目でありますが、財源確保の対策について。限られた収入に

おいて、新たな絶対的な支出事情が生じた場合の他の支出関係で削減できるものから

削減し、その財源確保をするという対応になるわけでありますが、当たり前のことで

あります。つまり、復旧、復興のための資金財源が別にあるわけでない。他の経費の

削減、特に村長はじめ議員の報酬に手をかけることも検討しなければならないと思っ

ております。減らせば良いというものではないという考え方は、村民の様々な要求、

要望の職務執行の姿勢として妥当性があるのか疑問に思うので、この点についてお答

えを願いたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 財源確保の関係につきましては、原子爆発の事故災、これらについ

てはそれぞれの賠償関係、個人からそれから公共関係等いうようなことで、それぞれ

の今朝ほど申し上げました。１次なり２次なり、それから中間指針が８月５日に出ま

した。これからもまた裾野が広がっていきますので、そういうものも出てまいります。

もちろん自治体としての財源確保に結びつくものも相当あります。そういうものはし
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っかりと確保していきたいなというふうに思っております。ついては、自らの報酬の

関係についてもどうなんだということでございますが、これは６月の議会でも申し上

げました。９番議員に言われたからどうとかそういうことでなくて、諸般の状況を踏

まえて、これはやはり満足いくとか満足いかないとか人様々それはありますが、だか

ら、私の場合はそれぞれに影響度もありますので、これはそういうことをいろいろ総

合的に判断をして、減額のこれは今期に追加議案として提出をさせていただきたいな

と、このように考えておるところです。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） ３件目でありますが、復旧、復興の対策案にかかる考え方につい

て、村長報酬を今、ちょっといただきました。新たに提案するということでございま

すが、この先の私が描いたことが、自ら村長がそのようなことで取り組むという姿勢

でありますから、この以上のことは避けたいと思います。次に移りたいと思います。

それでは、最後にしますか、そういうことで回答を得ましたんで、３件についてお

答えをいただきましたが、未曾有の大災害、更には放射線による風評被害など、福島

県にとっては二重三重の被害が県民に襲いかかって、我が村も同様であります。その

災害を乗り切るために、トップに立つものが、やはり身を切り、そして助け合うとい

う気持ちが、人間がいちばん大事であろうと思っている１人でありまして、是非とも

今まで以上に村長が理解を示し、村民のために復旧、復興のために削減して、そして、

村民の負託に応えることが大事であろうと思っております。そういうことでひとつ取

り組んでいただきたいなと思っておる１人であります。そういうことで、一般質問を

終わりたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 以上で９番佐原吉太郎君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後２時３０分といたします。

（午後２時１９分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開します。（午後２時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） １０番須藤軍蔵君より通告ありました東日本大震災、原発事故の復

旧、復興についての質問を許します。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） １０番須藤軍蔵でございます。議長の許可の下に、これより通告

いたしております質問を行います。今議会の質問者９名全員がこの度の大震災、ある

いは原発事故ということに伴う村民の健康と暮らしと、こういうもののテーマで質問

されるわけでありますが、それだけにいまだかつて経験したことのない重大な問題と

いうものに対して、これまでの延長ではないという全議員がそうした思いを持って、

今、臨んでいるんだなというふうに認識を改めているところであります。

さて、こうした中にあって、平成１３年からの第３次総合振興計画が終了して、今

後、住民の方向付けの振興計画ということでのこの度の第４次大玉村総合振興計画と
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いうものについて、３月の議会で進められて、先だって冊子になって各家庭にも配ら

れたわけであります。この間、大きな特徴であった平成の大合併を経て、全国や県内

での自治体の数が激減する中にあって、我が村が進んできた自立の道、あるいは村の

常に言うところの村長が言っている自治体の有り様についてというようなことが、特

に今回、言葉や活字の中で、小さくとも輝く大いなる田舎大玉村というふうになった

のかなというふうに思っておるところであります。住民アンケートもこの中にざっと

目を通したわけでありますが、やっぱり大玉村がこれまで進めてきた重点施策、定住

人口増、あるいは子育て支援、健康福祉の増進、そういうものに対するやっぱり住民

の評価というのは、確実に数字の上でもこのアンケートの結果に表れていますし、や

っぱりそういうものが浸透したのかなというふうに思っております。一方において、

どちらとも言えないという数字もかなり多いんですね。どちらでもいいというのは、

設問の仕方が悪いのか、こういうことをやればもっと良かったなとかと、そういう設

問であればもっと変わったのかな。どちらとも言えないというのは、その人の受け止

め方ですけども、私としてはあまりできない、やや満足、やや不満、不満とこうある

んだから、どっちかにいくのかなと。それは設問の仕方、あるいはまた今後に生かそ

うとする設問の仕方にあったのかななどとも考えます。いずれにしても、そうした現

状を踏まえながら、これからのことを考えているわけでありますが、どれもこれもご

もっともということには見えないものもあります。例えば税収はどんどん上げるんだ

と。それから経常収支比率など財政の指標、これ好転させる目標になっておりますが、

だけども、それやりながら人は減らすんだと。まあ矛盾と言えば矛盾です。そんなう

まい話はいくわけがない。先ほどの話じゃないけれども、減らせば良いという話では

ないというふうに思っております。そういう中にあって、この１０年の中で目指すも

のは、具体的な政策の中で、１からの農林産品の安定生産、あるいは１５のふるさと

文化の振興というところまで、要はつられて抜かれているものはなんだというと、私

なりに思うところではつながり、あるいは結びつき、循環、教育でいうところの５つ

の協、そうしたものを含めて大玉村の住民の皆さんと様々な形で活力を出し合って進

めていくんだと、こういうようなことがテーマなのかなというふうに思っております。

村長のこのあいさつ文の中では、今回の震災についてはふれられておりますけれども、

既にこれはすっかり出来上がった冊子の中でのあいさつだけであって、この震災から

のちょうど約半年になるわけでありますが、この問題を抜きにした総合振興計画とい

うものの方向性というのは、全部これはっきり言って私はだめになるんでないかとい

う心配をしているわけであります。そういう意味で、まずもって特にこの原発問題、

今、様々な課題がそれぞれの皆さんからお話しありましたような、そういう課題に対

してどう立ち向かっていくかということが大前提になるのではないかというふうに思

うわけでありますが、この２つの震災とこの村の振興計画と、こういうものの関係に

ついての村長のご意見を承りたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） １０番議員にお答えをいたします。
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この第４次振興計画、今いろいろとるる質問されました。そのとおりでありまして、

３つの基本目標、これについてはこれは大きな指針、これについては変わりないので

はないかなと。あと具体的な要するに１５の政策関係ね、これについては当然、これ

が固まった時点での私のあいさつでありますので、要するに今後、収束等の時期を見

て、そしてあといろいろと検討をしていかなければならないなと。なお、その辺につ

いてはいろいろ事務的な作業もございますから、担当課長の方から答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 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。

今、村長が申し上げたとおり、第４次総合振興計画の３つの基本目標、これらにつ

いては、今後１０年間の指針として堪え得るものだというふうに判断しております。

ただ、１５の施策につきましては、この基本計画については、数値目標であるとか、

更には主要施策において、見直しの必要性はあるというふうに判断しております。そ

の時期につきましてですけども、まだ、原発の収束が見えない。更には、放射線対策

と言いますか、除染対策、健康被害対策、更には国の復興基本方針、県の復興計画な

どもこれからでございます。そういうものを見定めながら、県の方も生き生き総合福

島プラン、これらについてもまだそういう時期にはきておりませんが、そういうもの

も踏まえまして、県の復興基本計画等に即しながら、本村においても見直しの時期を

確定していきたいと。それまでの間については、ローリングで行う実施計画等で柔軟

な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） いずれにしても、そういうきっちりとその災害との関係を組み込

みながら、これを対応していくんだというお話しだと思います。

その次、(2)番に挙げておきました食の安全、安心の関係、先ほど３番議員からは、

村民の暮らし、安全、こういう観点を中心に質問ありました。私の方からは村の基幹

産業である農業、あるいは食の安心、安全、こういう観点から幾つかお尋ねをしたい

と思います。特に主要産業である農畜産物に関わる現状、これ大変な事態だというこ

とは皆さんもご承知のとおりでありますし、まず、特にとりあえず今、注目の問題は、

食品の農産物の分析機械、これどこか仕切って予算措置するわけですけども、そいつ

のいったいどういう見通しで、どういうものがまず検査できるのか、そこら辺のあた

りについてまず、最初お伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １０番議員さんにお答えいたします。

農産物のいわゆる放射性物質の分析機の導入の関係でございますが、これらの関係

事業費につきましては、６月補正予算において計上したところでございますが、その

後、県への補助申請を行いまして、また、安達管内で運用についてのいわゆる話し合

い、協議等も進めて、機種の取り付け、購入ということで進めておりますが、導入時

期については各自治体の需要も多い、また、会社関係の需要も多いということで、導

入までには約２～３か月要するという現段階の状況でございます。導入後の運用でご
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ざいますが、前の老人デイサービスセンター、今の包括支援センターですが、その調

理室の一部をパーテーション等で区切りまして、いわゆる農産物を洗浄して、その機

械で測るということなので、ある程度の調理施設等も必要だということで、包括支援

センターの一部をパーテーションで区切りまして、そこで実施するよう現段階では考

えております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 今、お話しありましたが、６月で予算化をした。そこから２～３

か月なのか、今時点から２～３か月かかるのか、その点。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １０番議員さんに再度お答えします。

導入の時期でございますが、先ほど６月補正予算で関係予算については計上してお

ります。その後、いわゆる購入関係の機種の選定とか補助金の申請とか行いまして、

現時点での導入の見込みですが、現在から２～３か月はかかるというような状況でご

ざいます。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） どこの農業と言いますか、そういう団体でも実は買うという段取

りをして申し込んで、実はそのくらいかかるという話で、なんだ、出来秋にいろいろ

できるのに、そのときに間に合わせるようにと言ったんでないかということで、だい

ぶどこでも激論になって、大玉村もそういう状況でありまして、これ大変だなと。つ

まり、短期的にということを私そう言ったのは、今、この秋の対応というのはなじょ

すっぺという話からの短期的なという。そしてまた、それを毎年毎年これはずっと何

十年もお付き合いするわけですから、その関係どうするんだということの短期、長期

という設定をしたわけであります。特に今問題になっております稲わら、あるいはも

み殻、これ１つ取っても今更ながら堆肥センターの果たしてきた役割というのは、大

変なものなんだなと。自然循環なり、そうしたものを改めて実感したところでありま

すけれども、こうしたことの放射性物質のセシウムですね、非常に含んでいるという

ことで、当面大玉村におけるところの稲わらをめぐるところの事態、なんか先ほどい

ろいろ聞きますと、水戸納豆も売れないという、どうして水戸納豆売れないのかなと

思ったら、この納豆を包子がだめだとかということで、幅広い意味での被害というの

は出ているんだなというふうに思いますが、もうすぐにも天気が良くて、だんだん早

いものは刈るような状況になるわけでありますが、この稲わら、あるいはもみ殻の状

況なり、あるいは堆肥センター、畜産農家、ここら辺の関係の今当面するこの秋には

どのような考え方を村としては持っておられるかお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １０番議員さんにお答えいたします。

まもなく米の収穫時期を迎えまして、いわゆる米につきましては予備調査、本調査

の２段階で行うという決定がなされておりますが、稲わら、もみ殻、いわゆる水田か

ら循環型農業で現在まで本村におきましては、堆肥センターにおきまして堆肥を製造
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して、それを水田に還元するという循環型農業が堆肥センターを中心に行われてきた

わけですが、これも現在、行政報告の中で報告しましたが、現在、堆肥の流通につい

ては、ストップしているような状況でございまして、国等のいわゆる堆肥の自粛の関

係について説明会でも私質問した経緯がございますが、今年の稲わらについて、いわ

ゆる具体的な国なり県が数値を測って、それが堆肥に使われるかどうか、その辺の見

解はどうですかという質問した経過もございますが、いわゆる米を測った段階で全部

とはいきませんが、稲わら、もみ殻についても測って、それらについても示すような

ことで国は考えているということでございまして、測った結果、どういう指示がなさ

れるか現段階では分かりませんが、米と同時に測って、いわゆるもみ殻、稲わらにど

れぐらいの放射能が移行するか、それらについては国から今後、指示がなされるとい

うことであります。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） これ大変な事態なわけで、畜産農家からもいったいどうなってい

るんだというようなお話しもありますが、実際問題として我々としてもスカッとした

答えがないというのが実態でありまして、いかにこの人がコントロールできないもの

をまき散らされたかということを改めて感じているわけでありますが、そういう実態

を受けて、それそのままでは困ってしまう。畜産もあがったりで、いったい大玉村の

農業なんじょになるんだと。あるいは安心、安全といっても、なかなか直売所あたり

も大体３割近くのずうっと減収というような状況で、品物もなかなかさばけないと、

こういう状況の下で、どういう方向でまず考えていかなくちゃならないかという、そ

の村としての最低こういう方向でいきたいというものもあると思うんですね。まずは

そこら辺を示していただきながら、これやっぱり農家の皆さんにも、あるいは村民の

皆さんにも、こういう形でやるからということで啓蒙なり、しっかり協力もしていた

だきたいというようなしっかりとしたそういう方向性も打ち出すことが今、大事なの

かなというふうに思いますので、その点についてお尋ねいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

先ほど課長の方からも答弁したとおりでありますが、全く今、対応が遅いのに困っ

ているんです。今、これ稲刈りになる。今年のじゃ、先ほど話がありましたように、

要するに予備調査と本調査、それによってじゃ地域全体、昭和の合併以前の地域が全

部これアウトになった場合は、いったい米はじめもみ殻はじめ、わらはじめどうする

んだ。あるいはＯＫになっても要するにそのわらをまとめた場合はどうなんだと。だ

から、それを早く、今、切羽詰まっているんだから示してほしいということをこれ言

っているんだけどね、それがそのキチッとしたことが示されないということで、とに

かくそういうことをきちっと早く情報を、国の方針を出してもらって、そして、あと

今度はそれを即住民の皆さん方に情報をつないで、そして、このようにひとつお願い

しますというようなことに協力をしてもらうことになるわけですが、とにかく今の今

日時点では、今言ったようにまだ残念ながら個々具体的なそういう指針が定まってい
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ないんです。あくまでも予備調査、本調査、これを米を中心としているんですね。だ

けども、肝心要そこでもみ殻をどうするんだ、わらをどうするんだとか、それ以外の

今度はひまわり作った、そういう殻はどうするんだと、アブラ菜、そういうものはど

うするんだと、いろいろ出てくるわけでありますが、だから先ほども検査機器にね、

ずいぶんドイツ製で殺到したものだから、まあ時間がかかるんだわね。それで、これ

１台ではどっちにしろ長いお付き合いなので、ちょっとある程度の自分の目安になる

というかね、当たらずとも遠からずというか、近似値が出ると、こういうものをやっ

ぱり必要だなと思うんです。そういうものをちょっとある程度備えて、そうして目安

として対応していかないと、とてもじゃないけれども、来たわ、もうそれを一斉に集

中しようとしても対応できないと、そういう検査機器等の関係も目安となるようなも

のをちょっと増やす必要があるなと。一点張りの今待っているそれだけでは、これは

どうしようもないなと思って考えているんです。とにもかくにも大切な当面のクリア

していかなくちゃならない、向き合っていかなくちゃならない問題でありますから、

一生懸命情報を収集すると。そして、国もせっついで、分からないときには県はこれ

はあれだから、直接国になるんですね。国に直接やっぱり言って、そしてやっぱり引

き出して、方針を示してもらうように要請をしていきたいと思っております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） それぞれお話しありましたように、なかなか対応が大変だという

のが実態でありますが、いずれにしても、日和田にある県のああした研究機関、ある

いは今、村長が言われたような事前の策というものも講じながら、なんとしても農業、

あるいは食というものに対する一番大切な部門を担っているわけでありますから、大

いに努力をしていただきたいというふうにお願いをしておきたいと思います。

次に、(3)番の原発事故という事実に上に立って、実は県が発行している原子力行

政のあらましと、こういう報告の冊子が平成２２年版あるんですけども、私も全部見

たわけではないんですが、それ時系列的にこれまでの取り組み、あるいは事故あった

ときちゃんと我々が、先輩方が申し入れたことなどなどについても詳しく出ています

が、いずれにしても、これは要は安全だということのキャンペーンがあらかたであり

まして、昭和３０年代の後半に双葉地方町村議員大会というところで、こぞって誘致

を決議したというところからこの歴史始まっているんですね。町村議会がみんなして

来てくれよと頼んだと。そして、県もそこに混ざっているというところから始まって

ずうっと今日まで来て、大変なお金も投入されて、いや知らなかったんですが、地方

に核燃料税というのが、これは核燃料を購入するときの取得価格の１０％、そして燃

料の１キログラム当たり８,０００円の税金、これは全部地元の自治体を中心にそれ

をよこすんですね。それを詳しく何に使った、なんぼ使ったと、何百億使ったとすっ

かり出ているんですけども、要はそういうもので安全だということであったわけです

が、実はそういう安全神話というものにどっぷりつかってきて、今日、世界の福島に

なったわけでありますから、やはりこういうことは先ほども言ったように、人が制御

できなくなった。そういうものを実は運転し、これからもし続けるということは相成
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らんわけでありまして、ここはやっぱりきっちりとそれはそれとして整理する必要が

ある。県の環境衛生部の発行でありますから、福島県生活環境部原子力安全対策課と

いうところで作られた本でありますが、いずれにしても、村長も復興会議のメンバー

ということでありますから、そうした復興会議のときにきちっとして、こうしたやは

りクリーンエネルギーに大きく転換すべきだということをきっちりと、先程来もお話

しありましたが、是非そういう機会にこの問題については文書の上でも県の報告の中

でもきっちりとさせていくということも大事な１つであろうというふうに私思うわけ

でありますけれども、村長のご意見を承りたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

原子力行政のあらまし、今、話されたとおりでありまして、初めに安全ありきで良

いことづくめでこのあらましというのがまとめられておるわけでありまして、当然、

復興会議の提言を踏まえて、知事も脱原発の方向性を示されたわけでありますので、

このあらましの本もこれ平成２２年に出版したわけでありますけれども、当然ながら

内容は大きく変わるなと。また、変えなくちゃならないなというふうに考えておると

ころであります。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 以上で質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。

続きまして、５番鈴木宇一君より通告ありました「東日本大震災と原発事故による

本村の対応と取り組みについて」の質問を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） 先に通告しておきました一般質問について議長の許可を得ましたの

で、これから質問したいと思います。それぞれ議員の皆様方にはそれぞれの放射能関

係やら既に質問されておりますが、重複することもあろうかと思いますが、私なりに

質問したいと思いますので、ご了承願いたいと思います。

まず、はじめに、東日本大震災と原発事故による本村の対応と取り組みについてと

いうことでありますが、正に今回の東日本大地震、そして、原発事故、想像を絶する

未曾有の大惨事になったというふうに思っております。東日本震災においては、約１

万５,０００人が死亡、不明というふうに言われておりますし、また、津波、それぞ

れの中で数十万人が現在、避難されている状況でございます。それぞれ死亡された方、

ご冥福を祈るとともに、避難された方にお見舞いを申し上げる次第でございます。

また、福島県内、新聞等でも毎日報道されております。一番私もショックなのは、

この県外避難４万８,９０３人ということでございます。そして、３３年ぶりの２００

万人県民が割ったんだと、こういう状況。正に福島県どうなるのかなと、この思いで

いっぱいでございます。小中学生、幼稚園におかれましては１万７,０００人以上転

校、転園になったと。県外には８,１００人、約８％の児童が転校されていると、こ

ういう実態。正に原発事故の恐ろしさというのは身に染みているわけでございますが、

そこで、今、原発の有り様ということで盛んに政治家又は研究者又は経済関係で議論
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されておりますが、このような状況の中で、知事はじめ、脱原発を今、表明しており

ますが、原発の有り様というものをもう一度私どもは国民ともう一度原発と向き合わ

なくちゃいかんなと。確かに原発の恩恵は、過去には文明の電気ということで、相当

恩恵にあった。それは否定するものではありませんが、その代償というものはあまり

にも大きい。農畜産物はじめ、この家族バラバラになった避難、そしてまた被災され

ている皆さん、風評被害、あらゆる産業を今、バラバラにしている。この代償は本当

に大きいというふうに思っております。もう一度これからの日本のエネルギーの有り

様というものは、否応なしに向き合わなくちゃいかんという考えであります。そうい

う中で、まず、村長のこの脱原発又は減原発、又はある人は継続というようなことで

言っておりますが、まず、見解をお尋ねするところであります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

よそのほうに残っている県もあると思いますが、福島県はご覧のとおりであります

ので、また、先ほども答弁したとおり、県もそういう方針であります。私自身も脱原

発、福島県はそういうふうなことで県づくりをしていくべきである。原発頼りの電源

供給県から自然エネルギーによる電源供給県に、これを機会にやっぱり変えるべきで

あると、そういうふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） ありがとうございます。正しく私も同感でございますが、私も実は

原発なくなって産業の電力はどうなるのかなと多少心配したことあるんです。いろい

ろ本を読んでみますと、原発がなくとも電力は足りるというような本が見つかりまし

た。そして、原発は安い、安いと言っているが安くないんだと、こういうことも最近、

分かってきました。その一環でございますが、ちょっとお話ししたいと思いますが、

これまで国や電力会社は原発推進するうえで、大きく２つの大義名分を掲げてきまし

た。それは第一に、核燃料サイクルを完成させれば、資源の乏しい我が国のエネルギ

ー安全保障に貢献すると、こういうことをずうっと言われてきましたね。第二に、な

んと言っても発電コストが安いからと、こういうことをずうっと言ってきましたね。

しかし、そういうことで原発は日本経済になくてはならないものだと、こういうこと

を言ってきたんですが、実はこの単価、原発は５.３円なんでございますが、液化ガ

ス５.７円、石炭、火力が６.２円というような火力が１０.７円ということでござい

ますが、この算出基準が間違っているということを言っているんですね。例えば政府

試算では、設備稼働率を８０％として仮定しているんですね。ですから、当然安くな

りますが、実際には柏崎刈羽原発が中越地震で直撃を受け停止した。点検記録の改ざ

ん事件などが頻発し、電力の稼働率は非常に落ちているんです。それから、送電量に

占める原子力の割合は８０％から現在は３１.２％、２００３年度から現在において

は２５.７％も下がっている。こういうことが発表しないで、昔の数字の計算なんで

すね。それから、もう１つには財政支出がなされているんですね、原子力に特別。先

ほどの質問者にもあったわけでございますが、財政支出がなんと原子力には４,００
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０億円も出しているんですね。こういうことは発表してないんです。それから、もう

１つは、バックエンド費用の正系ということあるんです。いわゆる再処理費用、これ

１１兆円なんですね。返還高レベル放射能廃棄物管理３,０００億円、返還低レベル

放射能廃棄管理５,７００億円とか、ずうっとモックス燃料加工まで、ウラン濃縮工

場バックエンド、なんと合計すると１８兆８,０００億円、こういうことが明らかに

なると、原子力は安い安いと言っておったんですが、全く逆なんですね。一番安いの

は、やっぱり水力なんです。後でも質問しますが、原子力は安いというのは全く虚像

に過ぎなかった。そういうことで、私は脱原発を訴えるわけでございますが、本当に

こういうことを国民みんなが知ってもらわないことには始まらないんですね。経済界

にも原発ないとだめなんだということありますが、こういう裏のことをよく勉強して

もらうということが、私もこれはどんどん言っていきますが、大切なことだというふ

うに思っております。

次に、福島復興と医療最先端、放射線研究機関、エネルギー産業の特区について、

当然ながら原発がこのような状況でございますから、福島県の産業はめためたでござ

います。企業も３００人ぐらいの企業が山梨に行っちゃったとか、全部福島県の商品

が非常に風評被害で売りにくい。特に海外に販売している部品なんかは、もう福島言

っただけでだめなんですね。全部線量計で測ってから送ってくださいと、こういうこ

とでございますから、不利なんです。福島県では不利だということで、どんどん企業

も人も逃げていくという状況の中で、じゃ、どうすればいいんだということでござい

ます。村長も福島復興の協議会のメンバー、大きく今、力量を発揮していただいてい

ると思いますが、やはりこの今、非常に福島が混とんとして苦しんでいるこの福島に

は、やはり立法措置でやっぱり福島特区と、特別なことをやってもらわないことには

明日の福島はないんだという観点からでございます。既に終戦後の沖縄復興、そして

北方、北海道、そういうところは今も復興大臣がいるわけですから。この福島には特

別な手当をしてもらう。そして、立法措置で特区にしてもらう。そういうことを是非

ともやってもらいたい。それには医療センター、放射能いろいろありますが、村長の

その辺の力強い言葉をお聞きするところであります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 昨日も７時１５分から県庁で野田総理以下各大臣が来ました。その

中で特別法の制定、私の方からも幾つかあったんですが、私が昨夜限られた時間なも

のですから、こういうことを申し上げました。まずは特別立法措置、これを長い期間

お付き合いするんだから、しっかりやってほしいとお願いをしました。それから、あ

とはもちろん損害賠償、これは特に中川文部科学大臣、そこに審査会があるものです

から、これはやっぱり損害を受けたものはすっかり払うと、そうじゃなかったら困る

と、どっちの見方をしているんだと。大臣よろしく頼むと。それから、仕事がなくて

は困っぺと。これは国家戦略で仕事づくりをやってください。仕事がないと、これ本

当に避難者も、それから経済疲弊化の中で大変なことになっているんじゃないかと。

一番心配なのは他県からなかなか来れない。これは復旧の一番の一丁目一番地は、他
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県の方が戻ってくることなのではないかなと。戻ってこない状況、それは仕事づくり

をしっかりやってください。それから除染、これも申し上げました。そして、あと私

が申し上げたのは、前からの大臣は前にも申し上げました。しかし、野田総理大臣は

じめ替わった大臣も今日おいでになっているからということで、ひとつ声を大にして

言わせてもらいたいことがある。３月１１日の１４時２６分、地震が来た。翌日の３

月１２日の１５時３６分、これが１号機爆発したと。これ２５時間経っているんだべ

と。これ国民に対する危機管理、これは国が第一線に立って管理をしなくてはならな

い。安全保安院は何をやっていたんだと。原子力安全委員会何をやっていたんだと。

結局国民に対する危機管理の立場の方がそこにいれば、２５時間もそのまま爆発させ

るようなことはなかったでしょうと。企業がそこに現場に全部お任せということで、

そういうところに初動対応の誤りがあったんじゃないですか。これは悪いけれども、

昨日も野田総理が来たところで言わせてもらいました。そういうことで、これは冒頭

に申し上げた立法措置、これは長い期間になるんだから、しっかりと国策で進めた国

と東電に責任があるから、その責めを野田政権にしっかりとひとつ認識を深めて、こ

れはその責めを果たしていただきたいと、そういうふうに昨日私は発言をさせていた

だきました。そういうことで、今後も今、おっしゃられるとおりでありますので、十

分そういうことで進めてまいりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） よろしくお願いいたします。それで、いわゆる福島に、じゃ、どの

ような産業、これがベターかと、まあベターというよりは最も雇用を生み出す産業は

何かということでございますが、やはりこれほど福島県が傷みづけられたこういう中

で、やっぱり医療の最先端、これは世界の医療の最先端をやっぱり福島県に立ち上げ

るべきだべという考えでございます。いろいろと新聞等に出ておりますが、１２日、

明後日ですかね、福島の放射線国際会議というのが、世界の位置で科学的検証という

のが菊地福島医大学長を中心に世界の第一線の学者が福島で会議を開くと、こういう

ことでございますから、大きくこれを私は期待をしているわけでございますが、こう

いうことを国際会議を福島の地でどんどんやってもらうと。そして、必ず形にしても

らうということが非常に大事なんじゃないかなというふうに思っております。

もう１つにおいては、放射線の研究機関ですね、これやっぱり放射能ガンの最先端

世界の研究機関を福島県に持ってきてほしい、そういう思いでございます。そして、

エネルギー産業ですね、後でも述べますが、そういう産業が福島県には特別特区とし

て作ってほしい。そして、産業の創生と雇用の増大というものを必ず成し遂げてほし

いなということでございます。その辺について、ひとつ村長の考えをお尋ねします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

ご覧のような状況になってしまったので、これはやっぱり復旧をまずして復興をし

ていかなければならない。これはそれぞれ優先順位等はこれは国で決めることになる

と思いますけれども、大玉村の地の利を生かして、是非県の復興のビジョンのいろい
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ろ掲げられているその中で、４号国道も通っている、それから避難民も受け入れして

いるんだと、そしてまた戻られても、うちの方だったら４号国道までは通勤も可能じ

ゃないですか。そういうことで、今るる質問なされましたが、新たな時代をリードす

る産業の創出ということで、産業の経営のための国際的研究機関の設置を福島県のど

真ん中じゃないですか、どうですかということをこれ要請をしております。それから、

あと再生可能のエネルギーの飛躍的推進による新たな世界づくりということで、再生

可能エネルギーの世界最先端の研究拠点、こういう施設をど真ん中だからどうでしょ

うと。安達太良山も景観もいいんだし、また、環境新エネルギー関連産業の集積や育

成、雇用の創出、要するにバイテク作物ですね、こういうものをどんどん作らせて、

そして、バイテク発電、こういうものも考えたらいかがですか。そういうことで、こ

れは土壌の汚染もあるけれども、今までは食の農業だったけれども、今度は産業作物

を栽培する。こういうこともある意味においては、長いお付き合いのことになれば考

える必要があるだろうと。それから、あとは水ね、こういうものを生かして小水力の

発電、特に仮設住宅周辺環境の防犯関係地域住民の、そういう小水力の発電というよ

うなことについて、これもひとつ考えてくれないかと。それから原子力災害関係、今、

お話しがありました。原子力関係の国とか国際機関の設置、ど真ん中でどうですか。

かえって都市のど真ん中よりも、こういう田舎もこれは交通の便もいいんだからどう

でしょうかというようなことを話しました。それから、放射線に関する今、お話しが

ありました。国際的な専門機関の誘致、こういうことで要望をしておるんです。これ

は３０日に危機突破大会の意見主張をしていただました、出席できる方、欠席の方も

おりましたが、一緒に同道いただいて、そして、要請をしたということであります。

また、これから情報を踏まえて私も復興会議のメンバーでありますから、これは可能

か可能でないか、これみんな名乗りあげてしてますからね、そういう中で是非大玉に

ふさわしい、これは何か復興今言ったようなものの設置を、誘致をいたしたいなと、

そういうふうに思っているところであります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） そういうことでよろしくお願いします。そういう中で若干気になる

ことがあるんですが、原子力災害地域再生特別法案というのが、今国会じゃなくて次

期の通常国会、来年なんですね、これ。来年の次期通常国会に法案を提出を考えたと。

これ平野達夫復興担当大臣が言っているんですが、あまりにもこの来年という話、遅

いんじゃないかなとおれ思うんですよね。今、これほど苦しんでいるのに、なぜ早く

超党派でできないのか。その辺についても、村長の大きな力でなんとかならないもの

なのかなというふうに思っております。

それから、時間もなんですから、避難企業の誘致、浜からどんどん出てきておりま

すが、やはりこの中通りの地にも企業を誘致して工場を再開したいという企業もある

と思うんですね。県の方がなんかその窓口やっているみたいですが、それからもう１

つは、あそこのパイオニアの跡地、空き工場の利活用、この辺について早急に運動を

進めていただければなというふうに思いで質問をしております。よろしくお願いしま



- 71 -

す。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今の法整備関係等については、先ほど申し上げたように、急いでく

ださい。間に合わないんじゃないですかということをこれはもうずいぶん話をしてき

ているんです。それから、だからこれもどんどん急いでくれるように。ただ、感触と

しては、野田政権は、ちょっと前よりは進むんじゃないかなという昨日の雰囲気では

感じてきましたから、どんどんこれ押していかなくちゃならないと思うんです。それ

から、具体的なことで、今、パイオニアの関係についても、これ県の方にだいぶ前に

これ考えてくれないかと話しております。それからあとニューヨーカーね、それから

あれだけれども、空いているところということで、その前の金子青果のところとか、

何かふさわしいものがあったらと。東北トラックというのは、別にあそこのところは

空きました。東北トラックは空きました。あと今言ったようにそういうことで、４号

沿線新たにということと、それから今言ったそういうことについても利用できないか

と、考えてくれないかということで、これからもまたどんどんどんどんその辺を拍車

をかけていきたいと思っております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 次に、再生エネルギーに関する本村の環境と地理的条件ということ

でございますが、今、再生エネルギー特別措置法が可決されまして、電力を全量買い

取ることを義務付けるこの法案が成立したんですね。いよいよこの水力又は風力、又

は太陽光、こういうものをどんどん構築していかなくちゃいかんなというふうに考え

ております。それには本村においても、この広大な安達太良山麓もありますし、また

は水、安達太良川、百日川、杉田川、こういう地の利もありますし、そういう中でひ

とつ電力事業に力を入れてはいかがなものかなと、どうかなという観点でございます。

それで、ちょっと大玉の歴史ということでふるさとホールへ行ってきたんですが、村

に発電所があったんですね。横堀平、既に皆さんご存じでございますが、明治４２年、

百日清水と松葉沢より下る合流地点が最適。本宮電気株式会社が創立したと。発電所

の名称は、地名から横堀平発電所、発電力は９０キロワットというふうになっており

ます。あの写真も見てきたんですが、なんかすばらしい発電機でしたね。それから、

もう１つは、杉田川上流の長久保地内に発電所を建設された。大正１３年ですね。こ

れは第２発電所とも呼ばれてきたんです。こういう過去の経過からして、もう一度復

帰できる地理的条件はあろうかと思うんですが、その辺についてひとつお考えをいた

だきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

これ大玉村の地にふさわしい大々的なものでなくとも、これは水力ですと小水力ね、

こういうことをなんとか考えられないかということで、実は副村長と企財課長に都留

市ね水路さ水車回しておくんですよ。電気を起こしている。これ視察に行ってきても

らったんです。だから、うちの方で横堀平、あそこのところの上のところに本宮は当
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時、電灯株式会社で先ほど話しあった発電所、大水が出て、それ以来、東北電力にこ

れ合併したようでありますけども、そういう今、科学技術が進歩しておりますから、

大金をかけないで、そういう水路に水車早い話が回して、小水力発電のようなものを

考えれば、そういう条件に見合ったところ、これは相当あるなと。だから、そういう

ところに今度かなり国の方の支援も考える。あるいはバイテクのようなものですね、

こういうものにもやっぱり考えれば考えられるなと。いずれ、みんなの知恵を頂だい

しながら、これから大玉の地にふさわしい、そしてまた国の施策的に相当の支援をし

ていただける。この災害絡み、こういうことで結果的には大玉の活性化につながると、

こういうことを取り組んでいく必要があるなと、そんなふうに思っているところであ

ります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） それでですね、やはりそういうお考えということであれば、やっぱ

り調査研究というのが先になると思いますが、そのような考え、いかがなものでしょ

うか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

調査研究どういうものか、まず、百聞は一見にしかず、行って見てくることが一番

だろうということで都留市ね、山梨県の都留市でやっているのが分かったものだから、

そこに行ってきていただいた。その報告書もいただいております。やっぱりそれぞれ

の条件、条件やっぱりありますから、だから、大玉のそういう横堀平のようなところ

のああいう傾斜地とか、そして、それをこうやって、そしてあとまた本流に戻すとか、

これ水汚れるわけではありませんので、そういうやっぱり専門家にいろいろ調査をし

てもらったりする必要あると思うんですが、やっぱり本格的な調査というとね、これ

また結果的にはだめだったというと、これ無駄遣いになっても困りますから、だから、

やはりその辺はある程度識者のような方にいろいろと打診をしていただくと、そうい

うことは考えております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） その辺の力の入れようでございますが、このエネルギー政策という

ことで、福島県ということでございますから、これは国家予算持ってきて調査でもど

んどんやるということだと思うんですよね。何も自前でどうのこうのということじゃ

なくて、是非力を入れてほしいなというふうに思います。

太陽光については、積雪の関係があってなかなか、又は太陽の日照時間、これも問

題ありますものですから、風力についても電磁波とかいろいろ言われているので、い

ろいろとなじまないのかなというふうに思っておりますが、水力は有力だなという観

点からでございます。

次に入りますが、第４次大玉の総合振興計画、先ほどの議員の方からも質問ありま

した。この辺については簡単にお尋ねしますが、私もこの原子力事故によって大きく

狂われたというふうに思っております。農業においても、あそこの苗畑においても、
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ふれあい農園というのも依然として掛かっておりますが、もう現実はないわけですし。

目指す姿というのも、この年商農業の売上とか、販売額１３０億円とか、直売所の売

上とかいろいろありますが、これも見直さなくちゃいかんなというふうに考えており

ます。それから、防災の中においても、ここにはうたっておりませんが、原発という

ものもやはり直視せざるを得ないなと、こういうふうに思っております。産業におい

てもそうでございますが、いろいろと手直しはやむを得ないだろうというふうに思っ

ております。先ほどの課長のお話では、ローリング方式という中で５年で見直すんだ

ということございますから、是非ともそのような形態でやっていただきたいなという

ふうに思っております。

次に入ります。被災証明書、罹災証明書の発行と村民の声について、私ねこれなん

ですが、いろいろと選挙期間中も歩いたんですが、非常に被害に遭われた農家、また、

一般の方の叫びというのが聞こえるんです。というのは、今現在、住めないんですね

家にね。新築しなくちゃいかんということなんですが、依然として一部損壊という数

字で罹災証明しかもらえないんだということでございます。戸は開かない、傾いてい

ると家が。床がころんでいると、そういう中でなぜ一部損壊なんだと。壁はひび割れ

て、コンクリートもひび割れている。いろいろと税務課長と相談したんですが、お話

しを承ったんですが、やはりこういうようなマニュアル方式なんですね。点数制、外

壁屋根、天井、うち壁、建具と。このマニュアルに従ってやっているんですというこ

とでございます。それは皆さん職員でございますから、そのとおりやるというのは筋

だからだかもしれませんが、私から言えば、村民の立場、これほど被害に遭われた村

民の苦しみ、そしてこの点数制は、何もお金をくださいと言っているんじゃないんで

す。これは金融機関から借りるための非常に大事な、半壊なのか全壊なのかという、

融資の額に影響してくるんですね。ですから、よそでは私聞くところによると、相当

柔軟にやってますよ、須賀川でも本宮でも。そういうことをもう少し村民の立場に立

って考えてやってほしいなという観点でございます。ですから、１５.６ミリとか７

ミリと言うんじゃなくて、１５なら２０に上げるとか、そういう配慮があっていいん

じゃないかなと。例えば壁がひび割れても中は分からないんですよ。ひび割れた以上

に中かは進んでいると思うんです。コンクリにおいても、中は見えないんですから、

それ以上だと思うんです。以下ではないんです。そういうことを加味すれば、切り上

げなんですよ。そういう心がもう少しあってもいいのかなという観点からでございま

す。お願いします。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。

まず、その罹災証明の判定、今、５番議員さんおっしゃったように、この国の基準

でこういった認定基準運用指針、そして、今、お手もとにあります調査票によって、

当初から私のほうでは評価係２名の方でやらさせてもらっています。なお、中には今

おっしゃったようなことで、一部損壊ではちょっと理解できないという方について、

再度その家におじゃましまして再調査もしております。中には１回調査をしまして、
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余震がまだありますので、それによって拡大して半壊になった例も何件かございます。

そのようなことで、もしそのようなことがあれば、また、出向いていって調査をして、

この基準に基づいて判定をさせていただきたいというふうに思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 当然余震がまだ頻繁に来ております。前より悪くなったというのも

ございますし、再度そういう要請があれば、調査してほしいなというふうに思ってい

ます。なんといっても、この家に住めなくなった家族が具合が悪いというようなこと

になると大変でございますから、柔軟にひとつやってほしいなと。この辺を村長に聞

いてどうかなと思うんですが、どうですか、村長、そういうことなんで実態は。ひと

つよろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

今言ったそういう罹災証明とかというのは、今、課長から話あったように、認定基

準の運用指針という、これ国のね。やっぱりそういうきちっと決まったことで事務処

理をしなくちゃならないのは、やはりこれはまあやむを得ないと思うんです。これは

こうだから、じゃこれはから上げしろなどということにこれはいかないと思いますの

で、ただ、そのときに結局調査をしたと。ところがその後、頻繁に余震が来てますか

らね、頻繁に。だから、その見た時点にはこのくらいだったけども、その後何回かき

てて相当やっぱり変わっているのもあるんじゃないかなと思いますね。だから、それ

は率直にそういう方については、やっぱり税務の方に来て、前の時点でこうだったけ

れども、もう一度再調査してくれないかと。そして、あと前こういうところどうも納

得いかないと、今言ったようにね、壁のあれがどうとかこうとかで中もこうなってい

るんじゃないかと、それは見落としたんじゃないかと、そういうことはやっぱり率直

に言ってもらった方がいいと思いますね。そうすると、やっぱりそのような視点で、

ああそうかということで、恐らくは担当のほうはそういうことで直されている面、後

からの余震の関係、そういうことで罹災証明を前のと違う証明を出している、そうい

うこともあるのではないかなとこう思いますが、そういうことで率直にやっぱり罹災

証明の再認定というか、それをしてもらった方が良いと思いますね。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 次に入りますが、教育通学路の除染の取り組み、いろいろと先程来、

それぞれの議員の皆さんが質問されております。そういう中で私も区長さん大変だな

という思いでいっぱいでございますが、特に仮置き場、これ村内広いわけでございま

すが、私が一番懸念するのは住宅密集地なんですね。例えば玉井２区、玉井３区、４

区ですか、山がないんですね。それから大玉１３区もそうでございますが、こういう

ところに場所を仮置き場を見つけろというのもなかなか難しいんじゃないのかなと。

例えば私のところでいいよというような方がおったにしろ、周辺の地権者の皆さんが、

いやだめだとなれば振出しでございますから。やはり人里離れたところというのが、

やっぱりある意味ではベターだというふうに思っているんですね。そういう中で、こ
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の場所が決定しないことによってずるずるずると除染が進まないという実態が起きか

ねない、その懸念でございます。その辺についてのお考えをお尋ねします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

先程来からこれ何回も話をしておりますけれども、これ村でも私、何晩ですか、５

日と１７日、１８日と、それから最終的に区長、副区長、それから関係者、改善セン

ターにも保健センターですか、これもやったんです。私４晩出たんです、自らが。そ

ういうことでお願いをして、そしてこれいるわけですが、最終的にはこれずいぶんい

ろんな集まりで私も話しているんですが、正しくやっぱり認識して、正しく向き合っ

て生きていかなきゃならない。そのためには、やっぱり今、除染するのが先決なんだ

と。そのためには、やっぱりみんなが地域の線量を下げましょうと。住民の皆さん方

には、やっぱりそういう気持ちになって、そして、自分のところのよそに持っていく

といったって承知しないんだから。だから、区内にしかるべきところ、大山の小学校

の例を私話しているんです。小学校の校舎のすぐ南側でなくて北側ね、あそこのとこ

ろの暗渠の関係とかなんかあって、そこに校舎のそばの方に掘って、そして、きちっ

と野口先生によってやられたんですよと。その効果はちゃんと上がっているんですよ

と。だから、これは永久でなくて仮置きなんだから、そういうことでひとつなんとか

骨折ってくれませんかと、これお願いしているんです。だから、何回も言うようだけ

れども、議員の皆様方にもその辺を大山小学校などの例なども話をされて、そして、

格別のひとつ側面的な支援をしていただきたいなと。そうでないと、これあとの半年

間でこれやればね、今までの線量ちょっとオーバーしているようなところ、５ミリシ

ーベルトオーバーするなと、このままでは完全にね。子どものような場合は、やっぱ

り５ミリシーベルトにしたいと思っているんです。そうすると、大体小佐古先生も言

っているように、野口先生もそうなんです。児玉先生もそうなんです。その辺をやっ

ぱりやりたいということになれば、毎時０.５７、毎時０.６というところなんだよね。

そうすると、一日大体１４.４マイクロシーベルトなんです。だから、そういうこと

に今だったらば、今まで多かった分は、今すぐやれば半年間くらいのうちで３分の１

くらいになりますから、だから回復できますよと。だから、早く急いでくださいと、

これはずいぶん口酸っぱくなるように言っているんだけども、どうもなかなかね。だ

から、どっか出発すれば、そうすればこれは進むんです。どこかその、そういうとこ

ろを早く見つけたいなと思っているんですがね。そうすれば徹底的にやっていきます

から。そうすればだんだん、ああそうかというようなことで、これがずうっと広がっ

ていくなと思って考えております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） これはやるしかないなというのも私も同じ思いでございます。困難

は伴うけれども、丁寧に説明してお願いするしかないのかなというふうに思っており

ます。そういう中で期間なんですね、期限がいつまでじゃ置くのかというのも、これ

も全く先が分からないですね。置く期間というのは全く先が分からないんですが、そ
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れでもお願いするしかないんだということでしょうね。その辺はいいです。同じ答え

だと思いますから。

次、ホットスポット土壌汚染と新たな風評被害、これね、この前新聞に出ておった

大山６,８５６ベクレル、土壌汚染ですね、これ。すごい数字が出ているんですが、

これ村内何か所やって、その中の１点が出たんでしょうけど、まず、それについて場

所はどの辺なんだかひとつお願いします。

○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。

土壌検査の先日、６,８００ベクレルがということで、農水省の方から発表されま

して、特に福島県でも大山地区が高い数字が出されたということで、私どもも承知し

てなかった点でございましたので、県の方に問い合わせたところ、この場所につきま

しては、春にいわゆるほうれん草等が高い数値で出されたというところの畑を測った

ところを当時は７,０８０いくらベクレルだったんですが、セシウム１３４の半減期

が短いということで、一定の期間、３～４か月過ぎておりますので、その係数を掛け

て、現在は６,８００ベクレルだということで報道されましたので、今申し上げまし

たように、４月初めに測った数値を日数が経過した分をある一定の係数を掛けて、そ

の数値で発表したという内容でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） ４月の係数を基準にやったと、実際に土壌検査したわけじゃないん

ですか、しているんでしょう。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） 再度お答えいたします。

４月の上旬ですが、いわゆるその時点に畑の土壌調査をしまして７,０８６だった

と思うんですけども、当時発表されました。今般、８月末に発表された６,８００ベ

クレルだったんですけども、それについては４月に７,０８０ベクレルだったのを現

在まで４か月程度経過してますので、セシウム１３４の半減期が短いということで、

その経過の約４か月間の経過した日数の係数を掛けて発表したということで、その８

月下旬に発表されましたが、その時点では測っていなくて、４月上旬に測ったのを経

過した日数分の係数をかけて発表したというものです。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） そういうことは甚だ迷惑な話ですね。実態測りもしないで、４月か

らあったから今また発表して係数を掛けて６,８００だと、こんな話はないと思いま

すね。なんで私ね６,８００なんぼと聞いて、新聞、テレビに出たんですよ。東京の

ある人、千葉のある人から電話きたんですよ。大玉は大変だなと。大玉出身の方です

よ。こういう、だから、私は風評被害と言ったんですけども、新たな風評被害になっ

ちゃうんですよ。米がなんぼクリアしたと言ったって、土壌が汚染しているんじゃな

いかと、全国放送ですよ。これ農水省がこんなことをやっているなら、本当に心外で

すよ。村長どう思いますか。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

全くそういうやることのないことをやるから困るんです。これ今言ったように、私

もこれテレビで私の方にバンバン電話来ましたから。東京からも来たんです。村長、

いやテレビで見たと言うんです。それで、なんだそして、農政課長にすぐ朝げ聞いた

らば、今度分からない。そして、その県に、県の方に聞いたんでしょう。今度は県も

分からないから、今度建元聞いた。そしたら、今言ったような先ほどの答弁のとおり。

要するに４月の調査した。そのときに正規には７,０８１ベクレルですか、そこさセ

シウム１３４は、これ最初爆発したときにセシウム１３４は７割なんだよね。あと

１３７は３割なんです。１３４は、これは半減が２年だから、そうすると大体６年経

てば、これはなくなるんだわね。そういうことで、１つの減衰率これを掛けたんだね。

掛けたらば６,８５６だから、頼みもしない数字をバカッと出したわけ。それで、前

にもこういうことあったから、ストロンチウムが出たなどということ。そういうこと

を実際調査して出たんならば、自治体として心がけもあると。だけども、それは公表

されていいと、自治体に一話もしないで、いきなり結局そういうのを公表されると、

これはもう大変なことなんだと。だから、そのときには私の方とストロンチウムね、

お隣の本宮とそれから小野町、それからあと西郷村と、これバタッとそれ出されたも

のだから、文部大臣のところにもう厳重なとんでもないよと、きちっと前もって自治

体ぐらいにはなんで話してくれないんだと。いきなりこの公表するとは何事だという

ことで抗議文書をぶっつけたんです。そしたら、またこういうふうなことで、だから

まあ言っちゃ悪いけれども、我々のことをよく踏まえて、今度それでも国直轄と我々

と話し合うような、これ私話しようと思っているんです。これ直轄のあれで、こうい

うことをやっぱりもう不安を実際の数字をやっぱり把握しておく必要はあるんです。

健康に被害があったのでは困りますから。だけども、やっぱり行政も分からないとこ

ろがいきなり出されたんでは、これは困る。何のための結局行政のつながりあるんだ

と。だから、そういうことで厳重にこれから国との関係とも、国と地方のそういう私

もメンバーの一員になったので、十分こうしたことを話をして是正するようにしてま

いりたいと思います。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで議長からお諮りいたします。

議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、会議時間を延長することにいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） やっぱりそれは本当に問題ですよ。地元自治体に相談なしにね、人
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の家に入ってきて勝手に測っていくということはとんでもない話ですから、猛烈に抗

議していただきたいというふうに思います。

次に入ります。この件については、先程来、何人も質問されておりますので、省き

たいと思います。広域クリーンセンターの対策、これについてお尋ねいたしますが、

今、いろんな噂というか、不安が飛び交っているんですね。あそこの焼却炉の灰が飛

んでいるんじゃないかと、端的に申しますとですよ。だから、あの地区の住民が１１

区高いんだと。それから杉田、和田、石井、大平、風がなびきますからね、北の方に。

その話が専ら聞こえてくるんですが、それはいわゆる草とか、小枝、あらゆるものこ

れ袋入れて燃やしちゃうから、持って行っちゃうからね。そういうものが原因じゃな

いかという話なんですが、その辺についてちゃんとしたネット、スクリーンというか、

そういうもので完全に恐らく行政はそんないい按配なことやらないと思うんですが、

その辺についてお尋ねしておきます。

○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。

本宮クリーンセンターで焼却等を行っておるわけなんですけれども、クリーンセン

ターの焼却炉については、バクフィルター方式ということで、排ガス処理を行ってお

ります。焼却炉の煙突から出ている排ガスを業者に依頼して検査しておるということ

で、その中では放射性物質は検出されていないという結果が出ております。煙突の煙

からは放射性物質が検出されていないという結果でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） それはゼロということ、出ていないということですね。それに超し

たことはないですね。ただ、このクリーンセンター、安達広域行政組合の一般廃棄物

焼却施設のモニタリングの結果なんですが、主灰１、２号炉、セシウムが合算して

１３４と１３７ですよね、６,６００、この灰に混じっていますね。それから、飛灰

といって飛ぶ灰ですね、今言った。飛ぶ灰３万３,９００、これ公表されているん

じゃないですか。これを考えると飛んでいない。そして敷地境界、事業場外、これ

１.３から１.７、あの敷地の中、放射能測るとね。こういう状況だそうです。本当に

ゼロなのかと疑うんですが、もう一度お願いします。

○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。

煙には放射線物質は含まれないわけですけれども、その代わり結局煙に行かないよ

うに集却、集塵するわけなんですね。ですから、灰には放射性物質は出てくるという

ような関係で、飛灰にも主灰にも放射性物質は公表されているように出ております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） そういうことではサンプル取ればいいのかな。とにかく分かりまし

た。

次に、埋立処分場なんでございますが、あだたら清流センターですね。この汚泥、

何ベクレルくらいあるのかですね。それから農集汚泥、大玉のですね、これについて
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数値をひとつお願いしたいと思います。

○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。

これあだたら環境共生センターのことでしょうか。

○５番（鈴木宇一） 二本松の阿武隈川にある清流センターじゃないんですか。

○住民生活課長（菊地平一郎） あの清流センターは県の施設です。

○５番（鈴木宇一） 安達の、はい、すみません。

○住民生活課長（菊地平一郎） あだたら環境共生センターについては、今、手もとに数

値を持っておりませんけれども、あそこで処理しているのが合併浄化槽、それから通

常の汚泥というか、溜め置き、汲み取りですね。汲み取りの糞尿等の処理と。それか

ら、あと農業集落排水の雑水、汚泥というようなものを処理しておりますので、基本

的には庭とか、そういったところの放射能が入るような状況にはなっておりません。

それから、ほかの公共下水に比べれば、濃度的には低いというような状況ではありま

す。村の農業集落排水の雑水汚泥につきましては、セシウムの１３４、これが９２０

ベクレル、これは５月４日の測定値でございます。セシウム１３７が９２３ベクレル、

合計で１,８４３ベクレルというような検査結果が出ております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 農集については１,８００ベクレルと、いわゆる８,０００超１０万

ベクレルからは、仮置きでございますが、それ以外は埋め立てしてよろしいというこ

とでクリアしているのかなというふうに思います。安達広域の汚泥については、まだ

数値が分からないということでございますので、後ほどお知らせ願いたいなというふ

うに思っております。

次に、農畜産業の今後の動向についてでございますが、畜産の方は再度皆さんから

も言っておりますが、大変な状況でございます。牛は既に６万円ほど下がっちゃった

ですね。乳牛の牛の農家も大変だと。そしてまた、仮払いも乳牛はありますが、牛に

ついてはまだ来ないという状況で、非常に苦悩しております。そういう中で、村とし

て何かやっていかないと、畜産農家は本当に倒れちゃうなというふうな思いなんです

が、国にもの申すということばかりでございますが、なんとか方策かできないのかな

ということでございます。その辺についてお尋ねします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これはもう私もちょっと憎まれるくらい賠償金支払い遅いと、何や

っているんだとずいぶん言ってきましたので、それで、今度今月から先ほど言ったよ

うに本格的に申請、既にやっているのもあるんです、仮払い関係では。あと本格的に

は今月申請をして、１０月から支払いますよと。１０月と言ったら、これは半年過ぎ

になるべということをこれ話したわけでありますが、とにかくこれから支払いを早く、

そして、より十分な賠償をしてもらうということについては、これは強く強く要請す

るように努力をいたします。

○議長（佐藤 悟） ５番。
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○５番（鈴木宇一） 時間がないものですから飛ばしますが、当初予算と今後の税収の見

込みについて、税務課長よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。

総合的に結論から申し上げますと、現段階においては、当初予算を確保できるとい

うふうに見ております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 減免措置やら何やらで固定資産税、法人税いろいろあると思うんで

すよ、村民税。で、確保できますか。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） 失礼しました。５番議員さんに再度申し上げます。

まず、その結論だけ申し上げて申し訳ありませんが、内容を申し上げます。まず、

税収の中で特に今回の震災関係ですね、減免条例に基づいた現在の減免の件数と減免

額でありますけども、これからまた若干増えてくるかと思いますが、現在では家屋関

係、固定資産税の方ですが、９件で減免額で１５万９,０００円程度であります。こ

れについては、これからまた一部改正のほうで提案させてもらっていますが、村民税

の方にも半壊以上は該当するような提案でございますので、若干増えてくる可能性は

ございます。

それから、その税収の中身ですね。まず、減収の税目としては予想見込みでありま

すけども、入湯税、これについては減収する見込みです。内容につきましては、各施

設、いわゆる避難所として提供されていますので、その間については議会でも条例関

係でありましたが、非課税ということになっておりますので、その分については入湯

税は減収するだろうというふうに見込んでおります。そのほかの税目については、村

民税の中で法人村民税、これらについてはちょっと未確定要素がありますけども、こ

れについては申告、それによって納税でございますので、未確定要素はありますが、

そのほかの税目は当初予算を収納、これからの減収、いわゆる震災とかで、それから

原発の関係でお金が入ってこないとか、そういう農産物の関係、賠償の関係もあるか

と思いますが、そういう収納のお金を納めてもらう環境、それらも悪化があるかと思

いますけども、平年の収納率で協力をいただいて収納できるとすれば、全体的にはそ

のほかの税目は、今のところはクリアできるということで、最終的には当初予算の８

億と約１００万円ですが、これは確保できるということでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 大変な時期でございますが、当局職員一丸となって、この何局を乗

り切ってほしいと思います。私ども一生懸命提言、提案してまいりたいと思います。

終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で５番鈴木宇一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は４時１０分といたします。
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（午後３時５６分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後４時１０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ７番佐藤誠一君より通告ありました「原発事故について」ほか１件

の質問を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 議長の許可を得ましたので、既に通告しておりました２点の質問を

したいと思います。それぞれ６番くらいになりますと、同じ質問ですので角度を変え

ながら当局に伺いますので、明確なるご答弁を求めるところでございます。

私も今年の夏は農家でございまして、サクランボ、梅、桃、それぞれ軒先販売しま

した。サクランボは金額にして去年の半分、梅にしては青梅の販売は去年の３分の１、

桃にいたっては本当にひどいもので４割くらい。人が来なかったです。カクイツと言

って、種の１つのものをほカクイツというんですね。梅、サクランボなり、あとは桃

も種１つないんです。あとリンゴだのこれキウイフルーツだのはいろいろ種がありま

すけども、このカクイツすごくできが良かったんですけども、人が来なかったんです。

これはやっぱり風評被害なんです。これからどう生活するかということを今、非常に

悩んでいる１人でございますので、その点も含めながら皆様に生かしてもらわなきゃ

いけないですね。幸い選挙だけは、これ何のことだか無競争だったものですから、前

回最下位だったものですから、今回、命拾いしまして、なんとか当選させてもらいま

した。ありがとうございました。それでは、本題に入りたいと思います。

原発事故について、私は、今、当局が学校の校庭、幼稚園の園庭それぞれ公共公園

の除染作業をするのは承知しておりますけども、それでは、それ以外の除染はどのよ

うにするのか、まず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。

今までの質問者にも申し上げてきました。通学道路、それからあとは水路と側溝で

すね。それから、関係ある水路等、そしてまた個々の家庭、集会所関係、こういうと

ころ、言うなればそうなれば全部ということになります。とっそくずうっと話今まで

出ておりました仮置き場を決めていただければ、決めていただいたところから道路、

側溝、そういうところをどんどん地域ごとに進めていきたいというふうに思っており

ます。そして、あと個々の家庭関係については、これ国からと県から指示あるわけで

ありませんが、今のうちの方のアドバイザー的な立場で指導していただいている野口

先生、それから内閣採用の小佐古先生、あの先生が涙流して辞めました。それから、

児玉龍彦先生、この３人の先生は、私は的を得ているなと思うので、後になってひょ

こっとアリバイづくりみたいに出てこられたのでは、住民の健康を守れませんから、

５ミリシーベルトに考えているんです、子どもの健康とか乳幼児。５ミリシーベルト

というと、これは厳密に言えば０.５なんです、あの毎時。１日当たり１３.６８なる

んです。そうすると、５,０００マイクロシーベルトですから約５ミリシーベルトに
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なります。そういうことで、まず公共からやります。それから、あと個々の線量もこ

れ測ってもらいます。そして、個々の家庭についても、外の線量はどうか、家の中は

どうなのかということで、先ほど言ったように厳密に言えば１３.６８、１日当たり、

そういう生活パターンが確保できるかどうか。ただ、通学道路がねだいぶ高いんです。

通学道路これはっきりしているんです。私のところに今日、議会前に来た方もいるん

です。おれんちのところのずうっと通っている道路こうなっているんだ。ここのとこ

ろこうだと、それだから早くアドバイスして決めてくれないかと、仮置き場。そこを

やっただけでもかなり違うよと。だから、そういうことで除染は全面的にして、特に

子ども関係等については５ミリシーベルトを目標にして、後々になって今度は時過ぎ

てから５ミリシーベルトなんて国から、今回、出てきましたね。１ミリシーベルトを

目指すなんて出てきたんです。１ミリと言ったら、これ０．１４４でしょ。これは自

然界に大体１.５これあるわけですから。それを押したのね。そうしたらば、１ミリ

シーベルトを目指すということは、自然界の１.５を見て、そして１ミリを加えるか

ら結局は２.５ミリシーベルト、これ私が質問したから２.５ミリシーベルトだと出て

きたわけです。だから、やっぱりそれの先ほどの３人の先生のこれをやっぱりいろん

なの待ってたってしょうがないから、健康だけは優先的に村として取り組みをする。

その目標は５ミリシーベルト。今言ったようなことで、公共でやる分、それからあと

今度は個人にも指導します。こうすれば、あんたの家もこうなりますよと指導します

から。その家庭、その家庭で違います。そういうことで指導して、そして、それらに

ついてはしっかりと請求をする。ただ、これ確約はできないんだわね。個人の分どう

とかこうとか、間違いなく１００％来るかどうかというのは。だけども、やっぱり今

の健康を守るためには、先決してやることは先行する。そして、あとこれは徒党を組

んで出せと言って運動を起こしていく。そして、なんでかんでいただくと、そういう

ことでやっていくきりないなと思っておるんです。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 何回もこの答弁は聞いておりますけども、仮置き場つくるにしたっ

て、１人の反対があればできない状態だし、除染そのもの、安達太良の山から阿武隈

まで葉っぱ一枚一枚やったら、相当な除染費これかかると思うのね。ある幼稚園では

植木が植わっているからということで、切って埋設しているところもありますし、そ

こまで考えちゃうと、これいくらお金あっても東電で大体支払う能力はこれないんだ

し、昨日だか一昨日の新聞を見ますと、東電の社長も来たんですよね。何ら自分らの

責任なんて感じないんですよ。これは福島で起きた事故だべと、そのくらいしか考え

ていないんです。あと国と協議します。県会議長も、いや、この話し合いは不発だっ

たと、不満だったと、佐藤議長が言っておりました。当然、伊達選出の県会議員だの

あと相馬あたりの選出の県議会も相当鋭い質問をしたんですけども、逃げの一手。国

で補償するということすら、今は埋蔵金なんてあったんだかなかったんだか分からな

いし、たばこの値上げの話まで出て、１箱７００円なんて、増税なき東電の賠償金は、

当然これ国がやると思うんですけども、出るはずがないんです。東電はこれ皆さん知
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っているように尾瀬の７割の土地とか、全国４０数か所すごい施設持っているそうで

す。それすら売却したって、もう払う能力はないと。そこに賠償求めてもどうしよう

もないんです。だから、除染はいち早く福島や二本松だのは、我が市でやりますとい

うふうに始まっておりますけども、我が村もそれじゃ財政はどうなっているのか。そ

こから始まって、公共施設だけやりましたけども、本当に村中、ここ１か所逆にやり

ますとね、村長ね、それじゃ私どこもやってくれと話がそういうふうに伝わっちゃう

んです。仮置き場がないどうのこうのと、あそこもやったんだからうちもやってくれ

と。やっぱり話はそこまで考えて物事を申していかないと、事は重大になりますよ。

これ公共の用地は良いですけども、通学道路は良いですけども、通学道路１つ取って

も試算しているんですか。除染の試算したという金額が分かれば、お示ししていただ

きたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 除染をすると言ったのは、理由と根拠は先ほど申し上げたとおり。

金額等は、その地域によって違います。したがって、これはかかった諸掛関係は、こ

れはきちっと請求をするということで、その証拠書類関係は明らかにしておくという

ことであります。見積もりとかどうとかということで、これ何が先かとかいうことあ

りますが、これは除染等についてはその場所とかなんかによって全く違うわけですか

ら、だから、とにかくかかった経費は、やる前とやった後の実績によって証拠書類と

してしっかりとこれを請求の資料に整備しておく。それから、大玉等の除染関係、公

共関係、今、福島市のようなところは、これ今でも校庭とかやっている。あるいは、

郡山市のようなところはね、これ市内のところは校庭等やっていますが、まだ、郡部

の方の公共施設はやっていませんよ。そういうところから比較しますと、大玉はこれ

は大変皆様方のご協力を得て、かなり進んでいると思うんです。除染の取り組みでも

何でもね。あともう待ちきれなくて直接直訴したところもあるんです、住民が。そこ

は、今度県と国が動いて、そして調査しているある市もあるわけなんです。それは夕

べ私がその方と一緒だったものですから口説いておりましたが、まあそういうことで

ね大玉は積極的に対策をしておるわけですから、だから、その辺はやっぱり分かって

いただくということと、それから今も何回も言っているけども、今、取り組みを仮置

き場を区内ごとに見つけてくださいと。そして、しっかりと始めていきますよと。目

標は、先ほど言った数値の目標ですよ。誰のためでもない、これは住民のみんなが住

民がもう理屈以前なんです。住民がみんなして除染をすることによって、地域の子ど

もをはじめ健康を確保しよう、守ろうじゃないかという、やっぱり住民がそういう意

識に立たないと、こういう異常事態のときには異常取り組みにならない。そういうこ

とで、議員の皆様方にも格別なひとつご理解とご支援をお願いしたいというふうに考

えております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） ちょっと今、的外れの答弁してたんですけど、私はその除染するに

当たってですね、この通学道路だけでどのくらい試算しているんですかと、担当者ど
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のくらい試算しているのかお願いします。

○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。

今回、各行政区大体１７行政区ということになりますけども、補正予算の中でもお

示ししておりますが、県の補助事業を使用しまして、１団体５０万円というような上

限の中の補助事業ということになるわけなんですが、その中で当面、除染作業を実施

していただきたいというふうに考えております。そのほか補助事業だけでは賄えない

部分、補助対象にならない部分等について今回、補正予算に上げさせていただいてお

ります。ただこれでじゃ十分除染が可能かということではございませんので、ただ、

いち早く進めたい。少しでも除染作業を進めたいという中での予算でございますので、

ご理解をいただきたいというふうに思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） もう一度伺いますけども、通学路の除染はどのくらい試算している

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） お答えいたします。

今、お話ししましたように、通学路の除染をその補助事業で行うというような考え

方でおります。それに併せて集会施設、集会所等ということも考えておりますが、合

わせた金額で補助事業を中心にということで考えておりますが、それプラス今回、村

持ち出し分もございますけれども、それを合わせて当面、実施していきたいというよ

うなことでございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 距離にしてどの程度なのか。なんだこれ試算した額がどうのこうの

と全然出てこないんですけども、除染はするんだ、するんだと。これ私もするについ

ては村長はじめ当局と同じ考えですよ。しかし、その試算する金額等について、やっ

ぱり村も財政豊かであれば何も言っていることないんですけども、いくらこれ試算し

ているのかという。これ単純なんですよ。あとは距離数はどのくらい通学路があるの

か。これ距離数測れば分かるんですから。もう通学路は除染するんだと村長も言って

いるんですから、距離数と試算した金額、これ単純なんです。試算しないで始まって

られないんです、なんぼかかるか分からないで。そこを聞いているんですよ。我々を

あまりばかにしないでくださいよ。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ７番さんにお答えします。

通学路の単価、経費ということでありますが、先程来も村長が答弁しているように、

今回の除染につきましては、各地域の皆さんが行うと。したがって、先ほど住民生活

課長が申し上げた５０万円の予算内でそれぞれ地域に応じて賃金、あるいは重機借上、

それに充当させるということです。そのときの例えば専門の者を雇うとか、そういっ

たものには充当するということでありますから、メーターがいくらという積算はして
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おりません。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 私も指名して副村長に聞くかなと思ったら、自ら出てもらって有り

難いと思っております。じゃ試算はしないと。じゃ総額もいくらかかるかも分からな

いということに受け止めていいんですか。

○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。

通学路の総延長については１万７,５００メーター、今回の予算につきましては、

１,８２７万３,０００円、これが今回、補正予算でお願いしている金額でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） そういうふうに言えば最初から分かるんですね。私も除染について

はすごくこの前も話したんですけども、村長だの我々６０歳、７０歳過ぎると体がで

きているからすごく神経質な人と神経質でない人がいるんですね。私の部落にもすご

く神経質な家庭が４軒も５軒もあるんです。その家は、もう野菜を作っても自分の野

菜は食わないと。で、なんで作っているんだと家のお母さんに聞いたら、ごせやける

から作っている。ごせやけるのになんで作っているのと、いや、今まで作ってきたか

ら作っているんだと。その人たちみんな６０代半ばの人なんです。こういう問題もあ

るんですね。ただ、医療関係、うちの女房の妹は医大の看護婦をやっておりますので、

このくらいの被曝は我々レントゲン室に１回入ったらしてしまう。だから、何にも心

配していない。大学生２人の子どもも、もう買ったものを食べなさいよと。１人は新

潟に行っているし、１人は埼玉に行っておりますけども、そういう人もいる。あと孫

を抱えて、いや、じいちゃんとばあちゃんの食べ物は別。若夫婦は別。こういうのも

うちらの部落にもいるんです。だから、ものの考え方なんです。私も物を売っている

からいろいろ心配事はありますけども、何にもこのくらいは被曝と関係ないと思って

いるんです。核戦争が起きたあの冷戦時代のあのときの核実験したときは、東京でさ

え今の１,０００倍以上の被曝があったそうです。それは専門家が言っている。ソ連

で核実験した、アメリカで核実験した、ソ連でしたと、あとこれ海でもしているんで

す、水爆。それを考えると何にもこだわる必要がないという学者もいるんです。ちょ

っと皆さん神経質になりすぎていると思いますよ。私はそう提言したい。公共の用地

だから、行政上、そういった除染は必要であります。何にも仮置き場もないのにやれ

やれと言ったって、うちらの区長は、おれ家は農家だからおれ家の田んぼ使わなきゃ

だめなのかなと言っている人もいるんですよ。これもうなんだか規定上は、住宅から

最低１００メートル以上離れたところにというような規定もあるそうですけども、だ

からあまりにもこういうものを先行させちゃうと、もう頭の中が被曝しているのね。

だから、あんまりそういうことを行政から発信させないで、やっぱりその人に任せる、

これが非常に大切だと思いますよ。私も選挙前、ある人のところに行ってこの話をし

たら、それは人の気持ちの持ちようだと。いや、ある人は新潟に避難しています。遠

い人は北海道まで避難した人いるそうです。我々の住んでいる３区内で。ですから、
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これは行政でやるべきものは行政でやって、あとは住民は住民の判断に任せて、区長

に職員１人付けてどうのこうのという話じゃないんです。住民が自分でやりたいと言

ったら、自分でやらせれば良いんです。そういう人もうちらの区でももうやっている

んです。ですから、あまりにも行政で入り込まない。もしやったら、補助金をくれれ

ばいいんです。そういったやはり転換も必要だと私は思うんですよ。その点村長もど

う思ってい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。

その人その人に考え方は、これは個人にありますから、私はどうこう言いません。

ただ、行政という立場で、私の責任ある村長という立場で、先程来から言っておるん

です。住民の健康をまず守らなくちゃならないなと。大人と子どもと同じはずはない

んだと。いろいろ学者あります。今言ったように、１００ミリシーベルト以下で病気

になった人とか症例は見たことがないという学者もいるんです。それから、何もそう

いうのなってみなきゃ分からないんだから、そうだこと心配していられないなどと言

う人もいるんです。しかし、そのために私が先ほど言ったんです。国からどうとか県

からどうということないけれども、ただ、最初２０ミリシーベルを崩さなかった、そ

の文部科学省が、１ミリシーベルトを目指すということを出してきたんですよと。こ

れは、先々を考えてアリバイづくりのような感じがするわけ。１ミリと言ったら０.

１１４だべとこう言ったらば、自然界の１.５は抜いてあるんだと。だから、２.５の

わけなんです。先ほど実験とかなんかやっていますから、これはやっぱり１や１.５

というのは、これはもう自然界にあるんです。それから、ブラジルとかインドにはウ

ランがありますから、鉱物資源。ああいうところはこれ高いんです。だから、そのと

ころの思いをすればどうだこうだという方いますが、ただ、先ほど言った３人の放射

線防護学、こういう専門としている方の識者のことを考えて、そして、これは大玉村

は特に子どもとか、そういう立場にある妊婦とか、これは５ミリシーベルトを目指し

て健康を守るという、これがやっぱり我々の今行政としての問われている責務だろう

と、こう考えているんです。だから、７番議員のような方も、これは私はそうなんだ

ということで、それはそれの個々の考え方ですから。ただ、私は個人の考えでなくし

て、今言ったように村長として住民の健康、やっぱり後になって罪づくりのようなこ

とになったのでは困るなと。今やるべきことはやらなくちゃならないという考え方で

おるわけなんです。だから、とりあえず公共の施設と言われる通学道路とか、それに

類する側溝だとか、そういうところ。そして、あと個々の家庭等についても、これは

個人の選択です。個人でおれはなに大丈夫なんだという人はこれはどうしようもない

んですが、もし、村はこういう考え方でいるんだが、宅内の線量はこうだと、宅外が

こうなんだと、そうするとこのようになるようだから今は村は考えでいるんだけれど

もということで一応話をする。いや、おれそんなこときかないんだという人は、それ

は個人のこれはなんともやむを得ないですね。だから、これは７番議員の言ってるの

が間違っているとか、ここで議論する余地がないんです。それはそういう方はそうい
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う方、ただ、私の立場としては、そういう姿勢で住民の健康をまず守ることに先行し

ていきたいと、そういうふうに考えておるわけであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 私は一番心配しているのは、私の考えの人もあるということは当然

言われても仕方ないですけども、もしですよ、東電は当然払う能力ないんですから、

国もどのくらい賠償できるのかという、これ全然目安も示していないんです。その中

で先行してですよ、福島市や二本松だのはまだ農村部だのやっていないというような

話もありますけども、先駆けてやった福島の渡利なんて高いですから、除染なんて洗

浄機でやっているんです。だから、試算も大切だと思うし、財政も大切だと思うので、

その観点から、もし、東電がどのくらい賠償金出してくれるのか、村長はどの程度思

っているのか、国がどの程度出してくれるのか、そこを聞いてこの質問を終わりたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは先程来からの質問者にも申し上げました。１次指針、２次指

針、中間指針、これからもそこに救われない部分がこれからどんどん要望出ます。国

でも何十兆というのは、これからどんどん出ていって初めてつかむことができるんで

す。まあ３０兆円とも５０兆円とも言われておるんです。大体最初は２０兆円と言っ

ていたんです。そのうちだんだん言っているうちに３０兆円となってきたんです。最

近の言葉では５０兆円だろうと、そう言っていますから、だから、これは裾野はどん

どん広がっていきます。やっぱり最終的には、今の新しい言葉では５０兆円というこ

とだから、そのぐらいはやっぱりかかるんじゃないですか。例えばあるところの村で

除染を徹底的にやるのにどのぐらいかかる。これ２,０００億円かかるんです。これ

やってもらわなくちゃならないと言っているんですから。だから、そうでなければそ

こに戻れないんですから。だから、そこのところでやっぱり先祖もあって、そこにや

っぱり私たちは村に戻りたいんだと、町に戻りたいんだと、それを徹底的に戻るよう

にするためには、これはちょっとしても２,０００億円かかりる。あとはあるところ

は１兆円でできるかなというところもあるんです。だから、これこれからどんどん出

て大きな問題になって、大体最近は５０兆円というようなことを言う方が多くなって

いるんです。だから、健康を害してからは、後で１ミリトーベルトみたいに後出しみ

たいにされたのではこれ困りますから、だから、今から何回も言うようだけれども、

５ミリシーベルトいう線で結局取り組みをしていきますよ。何億円もかかるわけでな

いです。これは道路関係とか、これは先ほど課長から話ありましたが、除染して若干

それをオーバーするようになるかもしれない。だけれども、何億円単位などという金

ではない。ただ、今やるべきことはやっておかなきゃならない、そういう考え方であ

ります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 次に、農業関係に移ります。チェルノブイリでは非公開の中で、牛

乳の生乳を飲んで何千人も亡くなったと。あとは何万人単位も甲状腺ガンになったと
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いうような報告を受けておるんです。日本は幸い今の民主党で良かったのか悪かった

のか分かりませんけども、公表公表、公表したおかげで本当にこの原発が起きるまで、

本当にこの原発については無公表だったんです。私も担いだときがあるから、前の知

事が出した本、この前買ってきて読んだら、もう東電の内部告発が会社にできなくて、

知事のところにも何１０通も来たそうです。今日はあの人が被曝したのに隠している

と。小さな本ですけども、２～３時間かけて私読みましたけども、本当にひどい会社

です。その代わりもう行政にはあらゆる手当をしている。県村民税、県町民税、これ

はただなんですよ。学校の先生がそこに赴任すると、赴任手当ももらったという話も

あるんです。すごく優遇されていたんです。それは危険手当なんです。その観点から

私もこの除染どうのこうの、金がかかるどうのこうのと言いますけども、やはりそこ

はあんまし考えすぎてはいけませんよということを提言しているので、あまり誤解し

ないようにしてください。この農業関係でございますけれども、今の和牛農家は一番

草、二番草、これ食べさせていいんですけども、大型の酪農家がやっている一番草の

二番草というのは、もうマルチして何百個という高さで積まれているんです。うちの

部落でも３軒ほど酪農やっている人おりますけども、１軒の家はもう５００個から

６００個。堆肥センターに堆肥持っていくと、持ち帰ってくださいと、出来たのを。

一番草、二番草までは、これ汚染されるから必ずマルチしてくださいと言われたんで

すけども、三番草は丸がないと。経費かかっちゃう、子牛の値段は落ちちゃった。こ

れだっこつで和牛に、乳牛でこれＦ１なんですけども、この価格はもう大暴落しちゃ

った。乳搾りなのに乳搾りで食えなくて副産物の子牛を売って生活していたんですけ

ども、今年の夏の電気料は７万円も８万円もかかっちゃった。それ測ったらもう本当

に養豚農家と同じくてトントンだったと、悲鳴を上げている。今度これからどうすっ

ぺと、このことなんですけども、この一番草、二番草、これマルチされている梱包は

今後、どのようにすれば良いのか、当局はどう考えてい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） これも先程来から質問者に何回も答弁しておるとおり、そういうも

のの稲わらの処分、それから乾燥の与えることのできないものの処分、こういう方針

をはっきり出してください。これはもうねものすごく要請しているの。みんなこれ村

も堆肥は出荷できないからね、今回これ補正に計上しておりますが、一時後でちゃん

と請求するということで、一時黒い汁をどんどん流すようでは困るので、これはハウ

スを造って、その中で一定のあれを、方針出るまで仮置きしておくしかない。そうい

うことで、この方針が出てないんです。だから、非常に困る。だから、こういう事故

というのは、際限なく裾野が広がるよ。とんでもないことをしらっちゃなと。これは

いわば憲法違反だなと。居住権、財産権、生活権、人間の基本的人権を侵されている。

それまで私は話をしておりますが、そういうことで、これは取り返しのつかないこと、

長いお付き合いをさせられる。したら、これ逃げるわけにいかない。生きていかなく

ちゃならない。だから、生き抜いていくために、やっぱり健康をまず考えなくちゃな

らないなと。あるいは、そういう今言ったような生活できないようなことで困るから、
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賠償金のようなものをやっぱり早期支払い、全額支払い、こういうことを今、運動を

展開をしているわけだけれども、今言ったように際限なく裾野が広がる。どこに置く

んだ、なんじょにするんだと、これ村に言われてもどうしようもない。ただ、健康を

今、害することだけは避けなくちゃならないから、ちょっと家から離してもらうとか、

これ現実にそういう指導をしてやっています。５０メーター以上離してくださいとか

とやっている。だから、そういうことをこれからやっぱり向き合って生きていくため

には、もろもろの問題をやっぱり相手が相手だからなかなか、はい、そうですかとい

うわけにはいきませんが、とにかく我々の思いを貫いていかないと、これは通常の生

活に戻ってこない。だから、みんなでやっぱり協力してこういうときには頑張って立

ち向かっていかなければならないと、そういうふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 当然、村長の考えはそうだと思いますけども、ある人は、楢葉と広

野になるんですか、富岡なりますか、Ｊヴィレッジのサッカーの練習場ありますね、

あそこ当然東電の土地ですから、ああいう広大なところに早くこう持っていきたい。

そうしないと、食べられない牧草も置かれたって、２～３日過ぎるとこれ腐っちゃう

んです。ペそっとこうなっちゃうんです。半生草ですから。これその辺のやっぱりこ

とも村長の力を発揮するところでございますので、再度この梱包の移動について、ど

のような考えを持っているのかお尋ねしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは何回聞かれても同じなんだよね。私もそこのところに持って

行かれるなんだったらば簡単なんです。これは大玉だけでないんです。これは全部そ

ういう汚染されているところは全地域そうです。酪農家はこれは今、一番草くれられ

ない。二番草もだめだと。ホールクロップにこうして重ねておくんです。堆肥もその

とおり、先ほど言ったとおり。それから、今の公共のあだたら環境共生センターの今

の汚泥もそのとおり、それからクリーンセンターの煙から出ないけれども、灰は高い

ですから。これもそこに仮置きしている。そういうふうにどんどん広がっているんで

す。だから、これはなじょに考えているんだでなくて、早く国家の責任でそれをやっ

てくださいよと。そういうところ場所を確保してくださいと。前にこれ郡山で校庭表

土をはいてシートをかぶせておいたんです。そして、これを東電にぶっつけてやった

んです。そして、連休明けに返事くるのを待っているんだというわけで、原市長一緒

だったものだからその話私聞いていたんです。その後今度はどういう返事が来ました

と言ったらば、地元の長が同意しないからだめだと、こういうことで、結局は校庭に

安達郡でやったように埋めざるを得ないですね。そして、郡山では埋め始まった。だ

から、そういうことで今、そういうもろもろの問題、困っているわけなんで、これを

やっぱりこういうことだからこんなことは許せない。とにかくみんなして協力して、

大玉だけで頑張ってもだめなんですよね。関係者がみんな一致協力して、やっぱり国

を動かす。国が一番これ国策で取り組んできたんですから、県選出の国会議員もこれ

やっぱり認識をしてもらわなくちゃならない。あるいは今の各大臣等にもぎっちり言
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っておりますから、だからこれは今後もこれから私も委員のメンバーなんで、いつま

で続くか分かりませんが、野田大臣はじめそれぞれの皆さん方にぎっちりとお願いし

て、そして、早くやっぱり半歩でも何歩でもいいから進めることが先決であるという

ことであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 当然、それらについては遺憾なく発揮していただけることを念頭に

この質問を終わりたいと思います。

次に、３番、直売所について。せっかく昨年、芝をまいたのか植えたのか分かりま

せんけども、芝にしたと。したらこの原発事故が起きたと。芝も３回も４回も刈った

そうですけども、草自体に放射能はすごく吸収する力があるということは知っており

ますけども、どうしてこの芝をはがしたのかという村民がすごくいるんですよね。せ

っかくしたのに、あそこで日本犬の秋田犬のやったのに、今度砂利敷いたと、できる

のかいというような話がありますので、この芝をなぜ剥がしたのか伺いたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） この線量の関係、健康にやっぱり一番関係の関わり深いのは線量を

下げることだと。あそこは２.８とか３あったんです。あそこ芝生を取ったことによ

って０.３になった。あそこで子どもたち夏まつりをしたり、あるいはまたああいう

ところで直売所に子ども連れてきたり、そういう場所であるというふうなことで、今、

健康のために除染が第一の取り組みだというときに、公共施設、学校の校庭さえ表土

を剥いで、だから、せっかく去年植えて緑になって良いなというところをそれが測っ

たらばそういう状況だということになれば、校庭の公共施設を全部表土剥いでいると

きに、２.８とか３のところはこれは置けないですよね。人の多くの方が不特定多数

の方が出入りするところだから、そういう理由で除染取り組みの中で公共はいち早く

ということで芝を剥がしたという理由であります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 村長の言わんとすることも理解しておりますけども、やはりせっか

く昨年作って、今年も３～４回芝刈りした。この芝ごと結構マイクロシーベルトが下

がるそうですよ、１くらいまでね。１になれば、これ結構高い数字なんですけども、

その状態でこれ置けなかったのかというような声も聞かれますので、再度質問したい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 数字的なことについては、先ほど申し上げたとおりであります。１

くらいでないから、だからこれは何回も刈って何とかならないかという努力したんで

す。努力をしたんだけれども、結果的には先ほど申し上げたように２.８とか３の数

字だと。今度剥がした後は０.３ということですから、これならば子どもが先ほど言

ったように０.５７、要するに毎時０.６というクリアできるなと。公共施設として校

庭等表土を剥いで、あそこのところ公共の広場をそういう高いまま置くということは、
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これやっぱり理屈に合わない。そういうことであの表土をはいたわけです。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今度砂利を敷いたんですね。土を入れ替えて砂利を敷いたんですけ

ども、相当大きな砂利で結構専門家に言わせるとすごく高価な砂利だと聞いておりま

すけども、ああいう大きな砂利では、これ車も入るわけではないし、不都合が生じる

のではないかというような私も思っているし、ある村民も思っている人もいるんです

けども、なぜこれ砂利を敷く必要があったのか、その点について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 芝生で根っこがはっていますから、これがりがりと剥がすから相当

剥がれるんです。そうすると、普通の砂のようなものでは、相当今度は雨など降ると

ごたごたになってしまう。だから、ある程度今度車とかなんかも入るようなことにも

なりますから、ある程度大きめのものを入れないと、そしてあのちょっと落ち着かせ

るまではこれはやむを得ない。だから大きいんじゃないかというような考え方もいま

すが、今言ったように芝生ある状態と、芝生をブリッと剥がした状態では、雨などが

降れば全く条件が違いますよと。だから、あの程度のものを結局上に敷いたというこ

とであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今後もあの状態のままで通すということなんですか。あと経費につ

いて、どの程度かかったのか最後に伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） セシウム１３４というのは、半減２年で６年間気をつけなくちゃな

らない。あとは１３７が要するに３０年間ということでありますから、だから、７年

目からは野口先生の話では３割が残る。７割が結局セシウム１３４は消える。だから、

この線量がこの辺にうようよしている限りは、芝生はちょっと無理だなという判断を

しております。６年間は無理だなという判断です。

金額については、これは担当の方から答弁させます。

○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。

芝剥ぎ取りにかかった経費でございますが、３１０万８,０００円でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） それ総額で、砂利まで敷いた。はい、分かりました。

次の大きな２番に移りたいと思います。今度は仮設住宅について。村長の今次の説

明によりますと、１５４戸、１８１世帯、３２０人がこの旧苗畑の跡地に出来た仮設

に入居しているというふうなことを聞いております。入居率でいくと６３０戸もある

んですけども、もう１か月くらい前ころ聞いた話と入居者数だの全然変わっていない

んですけども、どういった理由で入居できないのか伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。
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これ２７日にも、それから夕べも実際被災役場機能ごと避難している首長から切実

な訴えがありました。ある町はやっぱり４割と、ある町も４割くらい県外に行ってお

ります。結局住民の必要な戸数を戻っていただくために準備したということでありま

すから、戻ってきてくれないかと言っても、住むところがなくてはこれは戻って来い

とは言えない。で、準備したということで、うちの方は富岡町長から頼まれて６３０

戸、県の方で発注した。ところが、まだ４割は県外にいるそうでありますから、富岡

の場合も４割は県外なそうであります。そういうことで、これからそういう方々も想

定して、そして、さあ、ここにこれだけの仮設住宅がありますよということで準備を

されている。ところが、現実的には仕事もなければ、これ戻って来いと言ったってど

うしようもないべと。だから、国にそこ何とか国家戦略として考えてくれないとしょ

うがないべということで、昨日切実な訴えがありました。私もそれは話を受け入れし

ている立場として話をさせていただきました。だから、最初は事故のときには６割が

県外に行って４割が県内だったそうです。そうして、今度今は６割が県内と、そして、

４割がまだ県外に行っておりますと。あと中にはもうあきらめて、そして、転出を既

にしてしまった方もおります。そんなことを言っていました。だから、これはまあ結

果的に埋まるのか、それとも今言ったようなことで準備するということについての理

由と根拠は分かるが、しかし、開けてみたらば思ったより県外から戻ってこない。富

岡だと人口１万６,０００人だからね。１万６,０００人のうちの結局４割が結局今、

県外にいると、あと一部は転出もされたと、こういうふうな話のようでありますから、

大変な状況だなと。あとよその大体そういう状況のようでしたね。今の双葉にしても、

それからあと広野、楢葉についても同様のようです。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今の状況はそのようだという村長の答弁でございますけども、やは

り３点セットと言って、まず、仕事がないと。あと教育の問題、あとインターネット

ですごく大玉村一部に会津並みの雪が降るというようなことフロップで流れたそうな

んです。それで、この雪の心配をすごくしているんです。その雪はどのくらい降るん

だと言ったら、まあこの辺で降るよりは降りますよということだけは、私のところに

も結構地元の人来なくて、桃買いには仮設の人が何件も来て、お友達になった人もい

るんですけども、雪どのぐらい降るんだいと、みんなそうなんです。いや、あそこは

もう１か月くらいは凍結しますよとだけ言っておくんです。私はスノータイヤ、スタ

ットレスタイヤなんて履いたときにないという人ですから、まあ覚悟はしてください。

こう冗談に言っておきます。あとはやっぱり教育の問題、やっぱり高校、大学が遠く

になってしまう。今の若い世代の人らは、もう離れているんですね。お父さん、お母

さんと離れている。あとこれ昨日の新聞なんですけども、非常に仮設は使い勝手が悪

い。思わぬ盲点が課題になっている。また、部屋が狭い。３人で２間しかない仮設住

宅は狭すぎる。いろいろな物資をもらっても置くところがない。あとバリアフリーは

どうのこうのと言っても、住んでみると、足の不自由な人は本当に砂利が敷かれてて

非常に入りにくい。あとはやっぱり一番は、レントで造っているものですから、火災
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の不安があるそうなんです。鉄板だから燃えないんだべといようなことありますけど

も、これベニヤだのいろいろ使っておるそうですけども、やっぱりその辺の解消、ど

のように当局知っているのか。また、一部の話では、最後に避難勧告受けた飯舘の人

らも入れる用意があるんだというような話も村内でちらちら噂になっておりますけど

も、その点も含めてお聞きしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 仮設住宅についてもいろいろあるようであります。ただ、大玉の仮

設住宅は、これは良いですねという声は聞いております。それと明日、あそこに自治

会組織を作る。そして、ここの良さを結局ＰＲするんだと。私、案内を得ております

から、議長も案内いただいているはずでありますので出席をいたしますけれども、そ

ういうことで、ただ、雪については、富岡はこれは雪は降らない地域ですから、これ

は雪はそう豪雪などという地域ではないが、これはやっぱり道路等の条件は浜の方と

は違いますよということは、私は話は当初からしております。だから、それは承知を

しているはずであります。まあそれぞれの地域にいろいろあります。借り家は借り家

の良さがあります。仮設は仮設の良さもあるんです。特にうちの方の良さというのは、

そういう冬の問題とかなんかありますけれども、一所にある程度まとまった町民がい

られる。そして、そこで結局コミュニケーションを図れる。自治会のようなものも立

ち上げる。そこに診療所のようなものを造る。あるいは老人の方の介護支援センター

のようなものも造る。そして、そこで１つのいつまでになるか、そこでやっぱりコミ

ュニティを保ちながらお互いに励まし合って生きていくという、これはやっぱりあっ

ちに借り家、こっちにぽつんとは訳が違うなと。そういう面については、大変有り難

く思っていると。富岡町の方からもそういうふうに感謝されております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 先ほども言いましたけども、今後の空き室の対応策、どの程度、先

ほども言いましたけども、全部富岡で埋まらない場合は、飯舘あたりからも引っ張る

んだというような話もちらちら聞こえておりますが、その点はどうなっておるのか、

最後の質問にしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 発注がこれ県で発注しておりますから、それぞれの被災市町村の要

請に応えて県が発注しております。だから、最終的に県外の方がまだ４割いる。これ

がどうも空く。そして、じゃどことどうだこうだということについては、県とその県

の方にお願いした町とか市町村ね、これと話し合って、どういうふうな形になるかは、

うちの方ではこれ場所を提供するということだけであって、その中身のことについて

は直接該当の市町村と県が調整を取り合うということになっております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） なるだけ空き室の解消を要望いたしまして、私の質問を終わりたい

と思います。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で７番佐藤誠一君の一般質問を打ち切ります。
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続きまして、４番菊地利勝君より通告ありました「東日本大震災による被災者への

支援制度と対応について」ほか１件の質問を許します。４番。

○４番（菊地利勝） 議長の許可をいただきましたので、先に通告をしておきました東日

本大震災の被災による支援制度の対応について、ほか１件について質問をしたいと思

います。よろしくお願いしたいと思います。

先日、２２日の政府の原子力災害対策現地本部と県災害対策本部による大玉村にお

ける自動車走行モニタリングの結果を見まして、村内一円の最大値１.８３マイクロ

シーベルトと発表されました。この地区が私の住んでいる１１区というので、なおさ

らびっくりしました。そこで、村当局のほうでは放射性物質の汚染された除去の一部

仮置き場の説明会等々、今日、先般の各議員の方が質問しておりますけど、いろんな

現在、説明会において進んでいることに基づきまして、私は今回、震災による支援制

度について４点、５点ほど質問したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

まず、生活、経済面での支援ということで、今回、私の家も被害を受けております

けども、生活再建支援制度、あるいは加算支援制度等々あるようですけども、近隣市

町村とだいぶ温度差があるようですけども、大玉村において、この支援制度等々の利

用、あるいは住民に対する説明等の結果について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） ４番議員さんにお答えいたします。

今、お話しあった生活経済面での支援に関しましては、直接的人命の損失、あるい

は住宅等の全壊、半壊等々に対して、生活再建支援制度に基づく支援金の給付があり

ます。また、これらに該当した場合には、いわゆる義援金ですね、この制度も適用さ

れることになっております。いかにして広報ということでありますけれども、これに

つきましては広報を通じて全戸に広報し、制度の利用について説明をしているところ

です。また、罹災証明発行に際して制度の説明を申し上げているところです。現在、

生活再建支援法に基づく該当世帯につきましては、本村においては７件、被災されて

いる人数については３５名という数字になっております。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） ７件と８５名ということで、まあその方にも関連すると思いますけ

ども、先程来も前半の質問者ありましたけども、全壊、半壊、あるいは一部半壊等に

よる現地調査等を行い、その判定をするということを伺っておりますけど、私もパー

セントで２０％未満、あるいは２０％から４０％とか、４０％から５０％とか、ある

いは５０％が全壊とか、そのような説明を受けて罹災証明をいただきましたけれども、

これについて被災を受けている住民の方が、どのような不満、あるいは説明を受けた

ちょっとお伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ４番議員さんにお答えします。

罹災証明につきまして、先ほど８月末で６６３通でしたか、そういうお話ししまし
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た。その中で一部損壊等でもう１回見てくれないかというのは、件数でいきますと

２７件ほどありました。その件数で電話で説明をさせてもらったり、また、現地に赴

いて説明をさせていただいて了解を得ているというのが現状でございます。

また、先ほど申し上げましたが、もう一度再調査をさせていただいて、一部損壊か

ら見る部門が追加されたということもありまして、半壊以上になったというケースも

ございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） その中で例えば基礎支援金、あるいは加算支援金等々あるようです

けども、それらについて解体費用、あるいは新築する場合の建設購入資金等々なるん

ですけれども、そのような資金等支援を受けた住民がいるかどうか併せてお伺いした

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。

被災者再建支援法の該当になっている方、３名ほど現在、申請をいたしております。

うち１名については、お金そのものが支払われているというような状況でございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） はい、ありがとうございました。先程来、余震等ありましたので、

その後、住民等窓口に来ると思うんですけども、適切な指導をよろしくお願いしたい

と思います。

次に、３番目の農業、事業者等の支援ということで、特に大玉村については農業関

係、あるいは商工業ありますけども、いろんなある市にとっては事業者のための支援、

あるいは利子補給等々ありますけども、当村においてはそのような説明並びに利用の

方がいるかどうかお伺いしたいと思います。

○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。

資金の関係の利用状況ということでございますが、畜産関係については国、県の制

度資金並びに今回、９月補正で予算計上しております安達管内の資金関係ということ

で２本立てで行っておりますが、現時点では利用されている方については報告があり

ません。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） すみません。もっとあるのかなと思ったんですけども、それでは、

商業関係はないんですか。

○議長（佐藤 悟） 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。

商工業者関係については、新たに福島復興特別資金というような制度を６月１日に

設けました。これについては、今回の３か月と前年の３か月との対比によりまして、

売上、あるいは利益率が減少の割合に応じて、市町村が認定するものに限って資金が

借りられるというような制度であります。これについては、もう既に２０件を超える
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認定事務を終了しておるところであります。なお、今回、９月補正予算について、そ

の保証料の一部を助成する補正予算を計上しているところであります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 差し支えなかったらその事業関係の職種とかありましたら説明願い

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） ４番議員さんにお答えします。

もう２０数件になりますので、大玉村にある企業ほとんど製造、それから運輸、そ

ういうすべての業者について、まんべんなく２０数社が現在、認定の申請、認定事務

を終了しております。また、今後とも更に増えるというようなことが見込まれている

状況であります。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） ありがとうございました。農業関係等もっとあるのかなと思ったけ

ど、はい分かりました。

次、４番、村税等の減免の対応ということで、これも先程来、先輩議員の方質問し

ておりますけども、特に固定資産税関係の件についてちょっと説明いただきたいなと

思うんですけども、固定資産税関係の減免についてご説明願います。よろしくお願い

します。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ４番議員さんにお答えします。

固定資産税の減免の内容でございますが、まず、土地の減免、それから家屋に対す

る減免、償却資産に対する減免、これについては現条例、現行の条例の内容になりま

すが、損害の程度としてすべて２割以上ですね、これが減免の対象になってございま

す。したがいまして、家屋等で損壊の程度で申し上げますと、半壊以上ということに

なります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 最後の５番なんですけども、今回の震災に関して、職員の中では特

別プロジェクトチームを作ってということで、最後の５番のほうにそのようないろん

な今での支援策において、当初村民は窓口どこだか分からないという形を伺っており

ましたけども、今回、先ほど聞きましたら窓口を設けて頑張っているという話を伺い

ましたけども、やはりいろんなことでプライバシー等々保たなくちゃいけないかなと

思うんですけども、相談窓口の現在までの村民に対する、被災者に対する支援並びに

そのほかのことで相談窓口の状況をお伺いしたいと思います。

○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。

相談窓口という形というか、総合的な相談窓口ということで住民生活課が窓口とい

うことになっておりますけども、その内容に応じて各税務課、あるいは健康福祉課、

あるいは企画財政課というようなことでご案内をしているような状況でございます。
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以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 差し支えなかったら内容等、事例等ありましたら参考にしたいと思

いますので、お伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 相談内容ということですが、ほとんどにつきましては証

明書関係、罹災証明関係、それから被災者再建支援法関係、これ先ほどお話ししまし

たが、そういった関係、それから多かったのは被災証明、これについては３,４８８

件ほどありましたので、そういった証明書関係の相談というのが多かったということ

でございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） ありがとうございました。支援策ですので、窓口業務、住民に分か

るように説明、あるいは住民の相談によっては各課にそれぞれ案内して適切な説明等

お願いしたいと思います。

続きまして、大きな２番について質問したいと思います。地域防災と危機管理体制

の強化について、この質問については３月でしたか、昨年２月頃内容についてだいぶ

同じことを質問した経過ありますけども、その後どうされているのか、検証というこ

とで再度質問したいと思います。

まず、大きな１番として、今回の大震災において地域防災計画に基づいた動きがで

きたどうか、まずお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えします。

東日本大震災の地震の初期対応ということで、平日の日中ということでございまし

たので、職員全員が対応できたということで、防災計画での初期の情報収集、それか

ら消防団、各行政区長との連携、それから老人世帯や一人暮らし老人宅の安否確認な

ど、こういったことについては職員もいた。消防団の協力も得られたというようなこ

とで、初期対応が図れたというふうに思っております。また、震災直後につきまして

は、停電が発生して家屋の被害も発生した。それに加えて一部では断水もあったとい

うようなことでございますので、避難所を設定いたしました。その避難所につきまし

ても、停電ということもあって不安があって避難してきたというような方もあって、

避難所自体、若干多くの方が来られたということで、スペース的に狭くなったという

ようなこともございましたが、あとは寒さの関係で暖房とか燃料の確保にちょっと苦

慮したというようなことがございましたが、おおむね防災計画に基づいた対応が図ら

れた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） ４番。

○４番（菊地利勝） おおむね防災計画に基づいた動きができたということで、一部です

けども、私の方の東部ふれあいセンター何人か一時避難みたいな形取ったんですけど

も、消防団あたり搭載車を使っていろいろ広報してくれたんだけれども、なかなか区
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長さん、あるいは組長の方から伝達できた組と伝達できない組等々あったという話を

伺っておりますけども、今回、特に行政区長さんの動きがだいぶ重要視されたかなと

思うんですけども、今回、その避難所に関しての広報について、行政区長さんの動き

をどのようなとらえ方をしたかちょっとお伺いしたいと思います。

○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。

避難所につきましては、各ふれあいセンター、それから役場の近くの保健センター、

それからデイサービスセンターですか、前の。そういう５か所、全部で７か所の避難

所を設定しております。各行政区長さんにつきましては、その避難所ごとの地区の区

長さんが中心になりまして避難している方、あるいはこれから避難しなくちゃならな

いような方について、ご報告等をいただいたところでございます。あとは消防団、そ

れから防災無線等を通じて広報を行って、各地区の指定された避難所に避難いただく

ようにというような内容で広報をしております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） ２番と兼ねて質問になると思うんですけども、行政区等で実践的な

防災訓練ということで、当大玉については３年くらい前ですか、町村の総合防災訓練

をやったようですけども、やはりこの間は役場庁舎中心だったと思うんですけども、

一般村民に対する具体的な防災訓練の現況をどのようにしたいか伺いたいと思います。

更に、それと追加して、各行政区の避難場所等々、行政区民が認識しているかどう

か、そこら辺をお伺いしたいと思います。

○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。

防災訓練につきましては、２０年度に県北地方の総合防災訓練に合わせまして、村

の防災訓練を実施したということで、一般の方たちも参加いただきました。それから、

各行政区長さん、関係団体の皆さんにご協力をいただいて実施した経過がございます。

ただ、実践的な防災訓練を各行政区ごとに実施というようなことも非常に重要なこと

だなと。今回の震災等を通じまして、やっぱり各地域に根ざした防災訓練を実施して

いく必要があるなというふうに現在は感じておるところでございます。今後、そうい

った形で大規模な防災訓練でなくとも、地域でできる実践的な防災訓練を計画してい

きたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） よろしくお願いしたいと思います。

次、３番なんですけども、災害時、緊急時に高齢者、障がい者等の安心、安全のた

めの緊急医療情報の把握はどうか。これは当然障がい者、あるいは高齢者と分かると

思うんですけども、その人を介護するというか、案内する方がなかなか分からない点

があるのかなと思いまして、今回、このような質問をしたいと思って書いておきまし

た。よろしくお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。
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○健康福祉課長（武田孝一） この緊急医療に関してですけれども、今回の震災に関して

言えば、この緊急医療に実際上は救急車の出動も件数は少なかったわけですけれども、

この電話回線の確保が非常に困難であったと。電気も喪失しているということで、最

初の段階ではほとんど状況把握が我々もできておりません。たまたま救急車手配を包

括支援センターの職員が行ったケースありますが、在宅酸素の患者が電源喪失して、

１週間後に亡くなってしまいましたけれども、こういう電話回線が非常に混乱を極め、

なおかつテレビ等も電気が切れてて情報がない。こういう場合の情報収集の課題は、

やっぱり残っていると思っています。今回も実際上、各病院等においても電力の供給

がなくて、診療がだいぶ限定的に行われていたということもあります。そういうこと

で、私の方としてはだいぶこれから課題を整理しながら、医療との結びつきというの

を考えていく必要があるというふうに思っています。幸い道路とかライフラインにつ

いて、特に道路の損壊というのが救急車が通れないほどの損壊はなかったということ

が幸いしたと思いますが、そういう道路ライフライン、それから電話回線の確保、電

気の確保、それから病院等の被災状況の把握、こういったものについてきちんとした

手順をやっぱり作っていく必要があるということ、今回の震災からの教訓としておる

ところでございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 特に障がい者、あるいは高齢者等の民生委員等々、常にそういう周

りにいますけども、特にそこら辺よろしくお願いしたいと思います。

次に、(4)番にいきたいと思います。これは特に村長にお伺いしたいと思うんです

けども、前回もこれと同じ内容で質問しましたけども、都市部との防災協定の締結の

進捗状況ということで、前回、村長の方からプラン等あって、民間企業と協定を結ん

でいるよと、そういうことを伺いましたけども、今回は更に自治体同士の姉妹都市等

々あると思うんですけども、いろんな共通点、あるいは歴史的な背景により結ばれる

ような状況聞いておりますけども、その後、自治体同士の防災協定の締結、進んでい

るかどうかをお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

これは前から考えておったわけでありますが、今年度中ぐらいには何とかめどをつ

けたいなと思っております。場合によると新年度になって契約、要するに協定ですか、

というようなことにこぎ着けたいなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） その場合は、今回みたいな放射能どうこうあるとき避難とか、そう

いうことも頭の中に入れた、あるいはいろんなことを入れていると思うんですけども、

参考までにお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 予期しないようなことが生ずるというようなこともあり得るなとい

うことなので、今まであまりそういうこと具体的には考えなかったわけでありますが、
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やはりまさかというようなところが、例えば新潟の中越とか、ああいうところが全村

が避難するような、そういう事態もあるわけでありますので、やはりそういうことも

視野に入れて、これは１つとかでなくして２つとか、あるいは場合によっては３つと

かというような、そういう交流、要するに自治体を作る必要があるなというふうに考

えております。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） よろしくお願いしたいと思います。

次、最後の５番、これは地域防災危機体制と関連するかどうかちょっと疑問だった

んですけども、地下水の安全性ということで、先日、農業新聞等を見ましたら、当地

区はなかったと思うんですが、都会においては上水道の不備により昔の井戸ですか、

井戸が大変助かったと、そういうことを伺いまして、今回、ここに上げさせていただ

きました。地下水の安全性ということで、先日、上下水道課の課長にちょっと伺って

はおいたんですけども、実は震災後、私のほうで共同でボーリングした水がありまし

て、それを貯蔵タンクと言いますか、そこに揚げまして、その掃除をしようかなと思

ったら、課長のほうから放射能があって危ないよと、それ伺って、いつでも７月ころ

掃除していたんですけども、中止にしたんですけども、これ待てよと、そういう井戸

を使っている住民、村内にいるのではないかなと思いまして、今回ここに質問という

形に出させていただきました。それで、原子力安全委員会の定める規定いろいろある

ようですけども、ヨウ素について３００、あとセシウムについては２００ベクレル等

々、これはキログラム当たりですけど、あるようですけども、大玉村７,８３３名、

水道の普及率７８.３％となっておりますけども、そのほかの人は自家水道、あるい

はいろんな飲料水使っていると思うんですけども、井戸水の放射線物質モニタリング

の調査について、村当局の安全性という面からどういう方向で考えているのかちょっ

とお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 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をいたします。

地下水関係のうち井戸水の放射性物質の検査に関しましては、今現在、村の方でま

ず、あの機器がございません。それと、機器がありましても、外気が入らない遮へい

された検査室が必要になってまいりますので、村の方で検査は不可能でございます。

したがいまして、公共機関であります福島県の施設はどうかということでございます

けれども、これにつきましても現在、上水道関係の県内１１７検体の検査を一日おき

に実施をしておりまして、これらの検査体制によりまして、一般家庭におきます井戸

水の検査は、現在、受け入れが不可能な状況となっております。今のこういったご心

配をされているそれぞれ各家庭の方々にご紹介申し上げるのは、民間の検査機関にな

ってしまいます。これらの検査機関につきましては、１検体当たり１万４,０００円

から３万５,０００円というふうな金額の幅がございます。こういった関係で、今現

在はご紹介を申し上げているというふうな状況でございます。今後、福島県におきま

しては、保健所単位にそれぞれ水道水の検査機器を導入予定でございます。これから
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導入されますので、時期はまだいつからということは申し上げられませんけども、こ

の検査機器が導入されました以降、これにつきましては上水道の検査はもとより、ご

希望のある県民の方々の井戸水の検査についても徐々に受け入れをしていきたいとい

うふうな県の意向がございます。これらの検査体制が整備されましたあかつきには、

大玉村の方におきましても、村民の方々にそれぞれ周知を申し上げまして、検査に入

っていただきたいというふうに思っております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） はい、ありがとうございました。やはり毎日飲料水使っているわけ

なんですけども、まだそんなには上水道だけじゃなく自家水道使っている方がだいぶ

おりますので、井戸掃除等々の場合は注意してくださいと、そういうチラシ等を入れ

たほうが良いのではないかなと私は思いましたので、よろしくお願いしたいと思いま

す。以上をもちまして一般質問を終わりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 以上で４番菊地利勝君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○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。ご苦労さまでございました。（午後５時３３分）


