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平成２３年第８回大玉村議会定例会会議録

第５日 平成２３年１２月１２日（月曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 鈴 木 康 広 ２番 押 山 義 則 ３番 武 田 悦 子

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

７番 佐 藤 誠 一 ８番 遠 藤 文 一 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、本日の傍聴に根本栄さんほか１名の方がお見えになっており

ますので、ご報告申し上げます。

◇ ◇ ◇

○議長（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「原発事故への対応について」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たので、通告

に従いまして一般質問を行います。冒頭、前回の一般質問の結びで震災、それから原

発事故の対応で職員が肉体的、精神的に疲れている。十分に心のケアをお願い申し上

げましたが、残念ながら伝わらなかったようで、改めて職員管理の徹底と粛正を求め

ておきます。質問に入ります。

原発事故への対応についてという内容で伺います。原発事故の発生から約９か月、

ようやく収束に向かって第２ステップ、低温停止の状況といったニュースが聞かれる

ようになりました。この間、様々な放射線による影響が県内はもとより、全国各地全

世界に影を落としました。大玉村も避難者こそ少なかったものの、様々な形での被害

を受け、今後の生活もこの影響を抜きには語れない状況にあります。今月当初には、

文科省の原子力損害賠償紛争震災会の答申で、大玉村も賠償対象市町村としての認定

されたところであります。今回は原発事故の対応について様々な角度からお伺い申し

上げますが、まず、前提といたしまして、村長に村内の放射線による汚染状況の認識

と様々な損害賠償にも影響を関係するであろう公式と言いますか、政府、県、東電が

どのような大玉村認定状況にあるのか。また、どのように理解、把握されておられる

のか伺います。また、東日本大震災復興特別区域、福島再生特別措置法への位置づけ

と申しますか、利活用、対応をどのようにとらえておられるのか、併せて伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

認識でありますが、これは新聞、あるいはまたホームページ、そしてまた様々な村

独自のそれぞれの測定をしているとおり、そのような情況下にある。大玉村もこれは

そなりに汚れておると、そういう認識でありまして、それらについて国のほうも認め

て、要するに２３市町村の８万円なり４０万円、こういうふうな対象の自治体という
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ことに加えていただいた。ということは、要するに国、東電等の関係等についても、

公にそういう視点においては大玉村を認めているということでございます。

また、次の質問の特措法に対する対応ということでございますが、これは市町村自

治体の除染計画に基づいて、１月１日からは、これらの法適用の市町村の責任におい

て除染をするということでございますので、本村でも除染計画を打ち立てております。

こうしたことに基づきまして、今後しっかりと本格的に除染の実施を行ってまいりた

い。言うまでもなく、従来の区長中心の除染、こうしたことも継続お願いをいたした

い。要するに二段構えで市町村の除染と、それから区長等の従来の除染と、二段方式

でやっていきたい。なるだけ早く大玉村が安心、安全の生活できる、そういう地域づ

くりを目指していかなければならんと、このように認識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） はい、ありがとうございました。次に、除染活動について改めて伺

います。これまで教育現場、いち早い除染、そして公的場所、また、通学路とそれぞ

れ実施されてきております。そこで改めて９月１１日に定められました大玉村除染計

画の概要と進捗状況、更に除染効果の内容について端的に伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 従来行ってきましたこれらの活動取り組みの実態、それらの効果の

ほど、これらについては、それぞれの担当課長等から答弁させます。

○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。

まず、除染活動の進捗状況ということでございますが、１２月１１日現在、９行政

区でそれぞれ実施をいたしております。また、除染計画の内容でございますが、これ

につきましては、村が測定した放射線量、それから妊婦や乳幼児の積算線量の測定結

果によりまして、大玉１１区、あるいは１６区が、村内で放射線量の比較的高い地域

であるということから、優先的に除染を実施するような考えであります。また、放射

線量の低い地域でありましても、子どもの生活圏、あるいは公共施設の有無等を考慮

しまして除染を行うというような内容であります。以上です。

それから、除染の効果の確認状況ということですが、村の支援と行政区長で効果の

確認、これを行っております。空間線量の低下率ということでございますけれども、

これにつきましては、ある行政区の例を取ってみますと、場所によってはなかなか効

果的な低下が見られないというところもございますけれども、３８％程度の低下が見

られたというような部分ございます。これは１メーターの空間線量という中での結果

でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） もろもろお話しありましたが、ここのところ仮置き場もやっと一応

の体裁が整ったようでありますが、日々刻々と様々な機関とか様々な地域から除染に

ついての対応が示され、報道もされております。しかしながら、きちんとした根拠の
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ないまま、それぞれの自治体も五里霧中というか、試行錯誤といった状況の中で行動

している状況なんではないかと思っております。汚染の程度にもよると考えますが、

これ対応とか活動の指針、これしっかり把握されて、大玉村の置かれた状況の理解と

か、最小限なすべき対策、それらを村民に的確に示すことが肝要と考えております。

改めてそのことについて、どのようにお考えか村長に伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは今までも何回か説明会でも申し上げたり、必要性については

これこれしかじかだというふうなこと。そのためには前提条件として仮置き場が必要

だと、私自らも出向いて話をし、また、そういう話を良く聞いていただく専門家のそ

ういう機会も作っておるというふうなことでございますから、かなり必要性は広がっ

てきているなと。はっきり言って自治体の中で、先ほど担当課長から申し上げたよう

に、うちのほうでは１７行政区になっておりますが、それはやっぱり先ほど話あった

ように多少の差はありますが、９行政区が行ったということは、これは実績としては

大したもんだと思うんです。進んでいると思うんです。よその自治体は、こんなふう

にいっていないと思いますね。したがって、認識度合というものはかなり広がってい

るなと。しかし、まだ、残されている行政区もございますし、かつまた先ほど私が申

し上げましたように、本格的に特措法に基づいて村の除染計画においてやりますと、

こういうことでございますから、平成２４年度には相当線量を下げることができるの

ではないかなと、また、下げなければならないと、この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） はい、ありがとうございました。国、県のしっかりした指針、まだ

それがない中で対応しなければならない自治体の苦悩というか、努力は計り知れない

ものがあると思います。しかしながら、生活のサイクルは回り続けますので、大変厳

しい状況の中でありますが、村民の安心、安全のため、的確な対応をお願いしておき

ます。

次に、今後のこれからの除染の計画、方法など対応について改めて伺います。まず、

農用地についてでありますが、放射線汚染の程度により、農作物の栽培について、適

正な行政指導、栽培指導、助言が必要であります。既に田んぼについてはほとんど村

内、耕起された状態にありますが、堆肥については自家利用なら使用可能とか、売っ

てはいけないとか、もろもろ様々な話が聞かれます。農家の皆さんも疑心暗鬼のよう

な、いる有り様であります。これ適正な指導、通達が必要と考えております。福島の

大波地区とか伊達市の例などもありますが、１軒の農家の対応で村全体に影響いたし

ます。安心、安全な農作物の生産のためにも大切であります。どのような行政指導、

通達されているのか、また、考えておられるのか改めて伺います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えいたします。

農地の除染で今後の指導ということでございますが、農地に関する除染につきまし
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ては、１２月６日、県内全般に農地の除染の県の基本方針が示されたところでござい

ます。それによりますと、市町村が策定する除染計画書の目安としてということでご

ざいますが、田んぼ、畑については、吸着資材、ゼオライトなどを使用し、プラウ耕

や深耕を実施するという内容が示されたところでございますが、本村におきましては、

除染計画の中にこれらの計画を盛り込みまして、今後、除染計画に基づいて実施する

ものでございます。また、作付関係の指導でございますが、これら除染の内容をもち

まして、関係機関と連携を持ちながら、作付関係の今後、指導を行ってまいりたいと

思います。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。今、畑とかなんかの話もありまし

たが、現実に堆肥の入らない畑など、農家の皆さんから言わせれば考えられないので

あります。また、採草地なども、どのような対応状況なのか。また、地域によっては

客土とか、そういうものの必要性はあるのか。また、ある場合、どういった対応を考

えているのか、その辺も併せて伺います。

それから、草とか稲わらとか、燃やす燃やさないで地域が大変困惑しております。

きちんとしたそういう行政指導が必要だと考えております。どうもその辺の指導が徹

底されてない、そういうふうに感じますが、その辺改めて伺います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。

堆肥の関係でございますが、堆肥につきましては、暫定規制値で４００ベクレルを

超えると施与できないということになっておりますが、ただし、これらにつきまして

は、畜産農家が畜産に与える飼料等の作付をする農地ならば４００を超えても、４００

から８,０００までは、その畜産農家については使って良いという県の指導でござい

まして、そのような形で大玉村の堆肥センターにつきましては４００を超えるという

ことで、流通関係をストップした現状がございますが、１１月末に測った検査におい

ては、施与可能だという数値になりましたので、村の堆肥センターにつきましては、

今後、流通を行っていく。また、畜産農家の部分については、自らの農地については、

４００から８,０００、８,０００未満ですと施与できるというきことになっておりま

すので、そういう国なり県の指導でございます。また、汚染された稲わらとか牧草の

関係でございますが、これらの処理につきましては、県のほうではまだ１２月県議会

のほうに、これらの農業に関する廃棄物の処理の事業が、県で機器を設置して行うと

いうことで、この１２月定例県の議会が終わりますと、市町村でこの内容、それらの

堆肥とか稲わらの処理の一時仮置きの事業については、県のほうから説明会がなされ

るということで、それらについても内容をこれから詳細に市町村に説明されますが、

それらの事業に従って処理事業を進めてまいりたいと思います。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 県からも除染に関しての農地の利用とか活用については、農地の仮
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置きも含めまして様々な指導、通達はあるようなんでありますが、いずれにしろ、先

ほど課長から話しあったように、４００から８,０００とか出てますが、これ完全に

担保できると農家の皆さん理解できると考えておりますか。その辺もひとつ反応を伺

っておきたいのですが。それから、もちろん重ねてなんですが、徹底した行政指導、

稲わらについても堆肥についても、村民のところに農家の人たちのところにきちんと

した行政指導がされているとはとても思えないのでありますが、その辺どのように改

めて伺います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。

堆肥の関係の各畜産農家のいわゆる認知の度合関係でございますが、これらにつき

ましては、１２月に県と村とで各農家の堆肥関係をいわゆる放射能の数値を測ってご

ざいます。それらについても、結果はそれぞれ各畜産農家に通知しているところです

が、そういった関係で、自分のいわゆる一時仮置きしている堆肥については、放射能

の数値がいくらということについては、各農家のほうに数値で、県のほうから通知し

ているところでございます。また、これらの行政指導でございますが、村におきまし

ても、安達管内でいろいろ農業関係の情報、いわゆるこの堆肥の関係もそうですし、

米の出荷関係についてもそれぞれ定期的に農家の皆さんへということでチラシをもっ

て周知しているところですが、今後もこのような形で管内統一した内容で農家への周

知を徹底してまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私のほうからも補足、答弁をさせていただきますが、私、９日にも

東京に各関係大臣等に行ってきたんです。対応が遅い。１２月６日に先ほど言ったよ

うに、県が畑地とか田んぼとか、こういうものについてのようやく担当者を集めて説

明会をやったんです。何か月経ったと思っているんだと、９か月だもの。それで、こ

れははっきり言ってきたんだが、遅いよと。今度はうちのほうでじゃこれを徹底して

やりたいけれども、何を結局基本に徹底できるのかと。困っているんだよと、米の問

題だって、これは次から次と出てくる。何をやっているんだと。親身になってやらな

ければ、これ０.２３下がらないんだよと。これ私９日にＮＨＫでも報道になったよ

うだけれども、全国版で。とにかく遅いんですよ。だから、早くそういうものを示し

ていただかないと、今の稲わらのような問題、堆肥のような問題、こういうものはこ

うでこうだと。高いものについてはこうするんだというようなことをきちっと示して

いただかないと、我々は住民と向き合って生きているんだよと。住民に説明つかない

んだよ。９日にもこれ話しておりますが、そういう中で結局自治体が直接住民に対し

てどうこうという取り組みをしていかなくちゃならない、これは非常に容易でないよ

うな立場でいるわけです。しかし、とにかくできるだけのもの申すところはものを申

して、早くやっぱりそういう一線を引いていただいて、それを土台に自信を持ってき

ちっと住民に周知徹底できる。こういう制度の早急化、こういう要望というのはこれ

からも引き続き息の長いお付き合いになりますから、展開をしていきたいというふう
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に思っております。

○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。とにかく一歩間違えば農家の皆さ

ん、自分の首を絞めることになります。大変状況に陥っている地域もございますので、

この辺徹底した行政指導お願いしておきます。

次に、今、村長からちょっと話ありました。里山、山林について伺います。さまざ

まな話伺います。森林は、杉の木は汚染濃度が高いとか、腐葉土は落ち葉はうんぬん

いろいろございます。また、近所の林業をやっている方でも、椎茸原木は利用不能だ

とか、いや、大玉村は可能なんだとか、これいずれもはっきりした指針がありません。

きちんとしたこれについても行政指導が必要であります。大玉村森林面積４,９００

ヘクタール、実に村土の６１.８％であります。我が村にとって、この山林の汚染が

どれほどウエートを占めるか、山林の除染がどれほど重要性を占めるか、今後の取り

組み、それについて改めて村長の考えを伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほどもふれましたが、最終的には森林が結局それ相当に除染をし

なければ、これは０.２３は難しいよと。難しいところかならないよということは、

これは９日にもはっきり言ってきたんです。それで、現在の指針の中では、民家から

２０メーターと言っているんだわね。それもどういうことを言っているかというと、

要するに下の葉っぱをさらってくださいと。だけれども、爆発したときにちゃんとこ

れは針葉、例えば杉のようなもの、葉っぱがあるんじゃないか。そうしたら、それは

葉っぱは結局３年くらいで落ちるから、落ちたらまたさらってくださいと。そういう

悠長なことを語っていたんでは、２０メーターとか今言ったようなことでは、これは

もうじゃ３年後になるのか４年後になるのか、効果は。というようなことを話をして

きたわけですが、これは森林については別枠でしっかりとした指針を示していただき

たい。これは９日はそちらがメインでありましたので、強力に言ってきました。１つ

の地域の中に、この１つの林がある。これ民家から２０メーター、２０メーターやっ

ても、ボツッと中間が残るんじゃないか。残った森林をそのままに置いたのでは、絶

対にその地域の線量下がらないんだよと。だから、あるいはまた周辺の森林と民家と

のこれを２０メーターぐらいやったって、その地域の線量は下がらないぞと。だから、

ある程度これをやっぱり１００メーターくらいをどうするとか。しからば、じゃ、今、

それを枝打ちするとか伐採した場合にどこに持っていくんだというのがあるから、国

も示されないということは、これ原因は分かるんですがね。それならば、汚れたとこ

ろのなんぼ以上についてはだめだと、なんぼ以下ならば、これをじゃそれを除染と併

せて、例えば森林木質バイパスで発電などを考えるとか、何か一歩前進の方法を考え

られないかということを言ってきたわけでありますが、今日も実はここに上がる前に

県の農林水産部から林業サイドの私のところに職員が来たんです。９日に行ってきた

関係、そういう関係もあって、今後の取り組み関係ということでちょっと打合せに来

たわけでありますが、強調してきたことは、森林の関係の除染は、具体的に早く除染
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の指針を示してください。今のようなことでは、０.２３はこれは程遠い話ですよと。

そういうことでありますから、強く要望して、今後もなるだけ早くきちっとした指針

を出すようにしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 有り難い宣言、ありがとうございます。是非そのような方向で山林

についても、大玉村森林面積大変あるわけでございますから、対応を願いたいと思い

ます。

次に、農産物生産への指導方針について伺います。県の除染廃棄物対策推進会議と

か、県農地の林地などの除染基本方針、これやっと示されたところであります。すべ

ての農畜産物からセシウムの不検出を目指すと発表されたところであります。大玉村

としての農畜産物、これ生産への指導方針について改めて伺いますが、このことは農

家、ちなみに生産者の生産意識が大変重要であります。しかしながら、堆肥の問題を

はじめとした生産方法とか生産管理、そして土壌の状況、これらを踏まえまして、行

政はもちろんＪＡとか普及所とか直売所などを通じての指導方針が生産物の安心、安

全の問題と絡みまして大変重要であります。行政として改めてどのように考えておら

れるのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは全く重大な問題で、現在の農業生産を継続していけるように

するためには、やはり安心、安全の農産物を出荷できるようなことにならなくちゃな

らない。そのためにやっぱり前提条件としては、土壌の保全、それからあとは周辺の

先ほど言ったように森林の保全、要するにこれはやっぱり放射線量を下げていくとい

うことがこれ前提条件になりますから、その取り組みが第一であると。それからあと、

こういう現状の状況の中で、どうして畜産農家だったらばやっていくことができるの

か。例えば畜産農家でも養豚は、あるいは酪農家は、それから肥育牛は、それから繁

殖和牛は、このやっぱり畜種別に違いますね。そういうことで、それぞれのやっぱり

これも今度は放射線とのかかわりの中で皆また違うんだね。同じ畜産農家でも。ある

いは、作物関係ですと、露地物、それからあとは施設もの関係とか、いろいろありま

す。だから、今の現状下においてやっていける、比較的取り組みやすい方法、それは

どういうものを結局例えばやっていくか、あるいは今のままでは無理だなということ

になれば、そういうところを例えば優先的に牧草地のようなものを思い切って表土を

天地替えをするとかと、こういうものをきめ細かにやっぱりやっていかないと、なか

なか具体的に言うならば、現在の農業者として継続していけるようなことに最大限指

導機関等の指導を受けながら、あるいは農家のご理解をいただきながら取り組みをし

ていかなければならないなと、このように考えております。１２月６日にようやく指

針出たようでありますが、なお、詳細関係、今言ったような内容の具体的なことにつ

きましては、担当課長のほうから説明をさせます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。
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農作物生産の指導方針でございますが、農地の除染につきましては、先ほどの内容

のとおり、１２月６日に示されました農地等の除染の基本方針に基づきまして、村の

除染計画の中で、特に田んぼ、畑につきましては吸着資材等を使用しながら、反転プ

ラウ耕なり深耕を行うというようなことになっておりますので、それは除染計画に基

づき実施を進めてまいりたいと思います。また、土壌の放射線物質の関係の土壌調査

を今後、定点的な土壌調査を行いまして、詳しく土壌調査の結果におきまして、放射

性物質の調査を進めまして、これらの数値に基づきまして、県等の指導をいただきな

がら作付を指導してまいりたいと思います。特に農家の生産意欲の停滞ということに

ならないよう関係機関と連携を組ながら、今後、生産の指導を図ってまいりたいと思

います。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。是非そのような対応をきちんとお

願い申し上げます。

ちょっと関連したことで、次に農地、水、環境保全対策とか、中山間地直接支払制

度、河川清掃など、それぞれ目的のある事業なんでありますが、事業の内容によって

は除染作業と大きな絡みのあるそれぞれの事業であります。この農地、水、環境保全

対策事業、これ最終年度と伺っておりますが、これ終了しますと、路肩の整備とか花

の植栽とか、そういうものを今後どのようになるのかお考えでしょうか。別な形での

継続などは考えておられるんでしょうか。また、土手の草刈などもどのように考えて

おられますか伺います。それも地域にどんな指導をされていくか、その辺のことも伺

っておきます。

それから、また、河川清掃でありますが、これ今年は実施されませんでしたが、今

後はどのようにお考えなのか、それを併せて対応を伺います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。

農地、水、環境保全対策の今後ということでございますが、現在、国のほうから示

された内容につきましては、平成２４年度の国の概算要求において要求をしていると

いう内容を聞いてございます。先日、農地、水の会議がございました。担当者会議が、

郡山でございました。この席上、示されたものについては、継続の場合、１９年度か

ら２３年度を区切りとして現在、進めているんですが、２４年度以降、継続するとい

う組織につきましては、交付金は現在の８割程度、現在、１０アール当たり４,４００

円のところ、１０アール当たり３,５００円程度で継続というふうになる見込みだと

いうふうに聞いてございます。ただ、全部の活動組織、現在１２あるんですが、すべ

てが２４年度以降継続して取り組みかどうかというのは、現在のところまだはっきり

はしてございません。一度意思確認した時点では、１１団体が継続をしたいという申

出がございましたので、国の概算要求に伴いまして、村の方としても２４年度以降、

継続という認識でございます。

あと河川清掃等、今年につきましては、クリーンアップ作戦実施をしてございませ
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んでした。来年以降でございますが、村民総参加による従来のようなクリーンアップ

作戦というのは難しいのかなというふうには考えてございます。なお、村の除染計画

の中で河川管理者である県、あと村が各々計画の中で実施しなければならないものな

のかなというふうにも感じてございます。なお、県の事業の中で河川浄化事業という

のがございます。大玉村におきましても、１万８,０００平方メートル程度だったか

と思いますけども、そこの部分に関しては杉田川、百日川、安達太良川、ここのクリ

ーンアップ作戦ではなかなか手の付けられないような箇所につきまして、業者さんの

ほうにお願いをして草刈してきた実績がございますので、これらの拡充等も視野に入

れながら検討していきたいというふうに考えてございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ご丁寧な答弁ありがとうございました。次に、教育現場での対策状

況について伺います。

まず、現場での子どもたちの児童生徒の安心、安全、どの程度担保されていると考

えるのか伺います。これまでの対策で確保できたと言えるのか。また、前回からもお

話しありましたが、積算線量計、これ累積の結果はどのようになっているのか。また、

地域ぐるみというか、コミュニティスクールの理念の中で、これ地域にどう訴え、ど

う守り、どう理解を求めていくのか、そのスクールの話し合いの中で、どのような話

合いがあったのか、この際伺っておきます。

それから、もう１点、給食についても、１キロ当たり４０ベクレルを超えた品目は、

献立から外す、そういう話が聞かれております。また一方、地元産の米食利用を推進

するというような話も伺っていますので、その辺どのように検証されて、どのように

利用していかれるのか、その辺も併せて伺います。

○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申し上げます。

まず、児童生徒の安心、安全の確保ということにつきましては、いち早く校庭なり

校舎の除染ということを行っております。それから、高圧洗浄機を学校に１台ずつ配

布をしてやっていただいていると。ただし、プール周りとか学校周りの立木の庭木の

下とかですね、庭木の剪定等については、まだ未実施ということですので、これにつ

いては村の除染計画の中に加えていただいて計画的にやっていきたいということです

が、今現在の学校の生活の中での安心、安全は、これは確保されていると。非常に低

い数字で、子どもたちにとっては、学校にいるのが一番安全な状態ということでござ

います。

それから、積算線量の結果につきましては、一番高いところが年間推計で１.７、

これが一番学校の平均としては、幼稚園、小学校では高いところです。１.７７ミリ

シーベルトが、自宅のもの含めて１年間全部で学校での生活はもう０.１よりもはる

かに低い数字になっていますが、そういうことで、平均としては一番そこが高いとい

うことでございます。それ以外については、すべてデータは災害対策本部のほうに全

部一括お渡しをして、村全体として今、検討いただいているという状況でございます。
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今、ちなみに２回目の計測をやっているところでございます。

それから、保護者に対する理解という点については、週１回、校庭、校舎内の線量

の数値をお知らせするとともに、その都度必要な情報を全保護者にお伝えをしている

ということでございます。

それから、これからですが、食の安全ということで、放射線と食ということで講演

会を実施したいというふうに考えております。放射線を体外に排出する食べ物は何か

とか、それから、安全なそういう食べ物の放射線の心配のない食べ方、調理方法、そ

ういうことも含めて講演をやっていただく予定でいます。

それから、給食の関係ですが、まず、４０ベクレルについては、文科省の中が大混

乱をしまして、大臣が品目ごとに４０ベクレル以下を目指すというふうに言いました

が、訂正されました。やらないと、違うんだと。その機械を買うときに４０ベクレル

以下のものが測れる機械を基準として言ったんだと。ただ、副大臣は、明らかに４０

ベクレル以下でやりたいというふうに答弁をしてました。ですから、周りから５００

ベクレル以下は安全と言っているのに、何先走っているんだということで、たぶんそ

ういう訂正をしたんだろうと。国の姿勢は、絶えずこういうことで揺れ動いてきてい

るということで、品目ごとの４０ベクレルはなくなりました。

それから、給食に対する米と野菜等の問題ですが、米については１２月５日から地

元産米を食べていただいています。これにつきましては、農協に機械がございません

ので、給食センターが早場米、それから予備調査、それから本検査をこの３つを全部

すべてクリアした南達地域の９村、これ２村しかないんだそうですね。その中から

８５０俵、１年分確保して、農協の倉庫に別に保管しております。そして、１週間ご

とに給食センターで１袋ずつ玄米を検査をして、そして、検出限界値以下であること

を確認をして、そして精米をして１０キロで１２０袋になりますので、２０袋に１袋

ずつ精米も抽出して念のため検査をしています。それから、その日調理したすべての

もの、牛乳、それから副食、米、それから味噌汁、全部ミックスをして機械にかけて、

そして、ＮＤであることを確認をして給食を提供しているということですので、今現

在、野菜については北海道とか、それから青森とか、安全な地域と思われるところか

ら購入をしておりますので、学校の給食については、たぶん子どもたちが口にするも

のについては、最大の安全を確保しながら提供しているという状況でございます。

以上です。

○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。１点だけ重ねて伺います。

１年間累計で１.７０と伺いました。これ文科省では１ミリを上回るものについて

は屋外活動の制限とかなんか、そういう話もちょっと聞かれたんでありますが、累積

線量と屋外活動の制限のこと、それ改めてもう１点伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

文科省が言っておりますのは、今、最初は２０ミリ以下というふうに言っていまし
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たが、今は目標とするのは５ミリ、村と同じです。ただし、２０ミリはまだ消えてお

りません、国としては。そういう危うさはありますが、村としては５ミリシーベルト

を目指していると。文科省が言っているのは、将来的に、将来というのは２０年後か

３０年後か分かりません。将来的には１ミリシーベルト以下にしたいということです

ので、今、大玉の子どもたちにとっては、野口先生とか放射線の先生方が言われてい

る中でいきますと、かなり低い安心なレベルだ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） よく理解いたしました。次に、仮置き場について伺います。

行政の慎重に、慎重に重ねた説明会の甲斐ありまして、設置決定の方向性が示した

ことは、努力に対しましては大変敬意を表します。今後は徹底した安全管理の下に進

められることを要望申し上げます。

そこで、改めてこれらの進捗状況とか設置状況、周辺住民への対応を伺いたいんで

ありますが、まず、計画の概要、おおよその規模、面積でございますが、それから除

染作業、搬入作業について、これ直営でやるのか、委託発注するのか。また、条件と

して示されました監視体制の内容、これどのようになされていくのか、その辺まず、

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） ２番議員さんにお答えいたします。

まず、仮置き場の設置状況というようなことで、現在、行政区単位では４行政区で

仮置き場を設置し、既に除染作業等実施済みでございます。それで、また、村の仮置

き場ということで、先に説明会等を開催しまして、やむを得ないのではないかという

ような結論をいただいておりまして、現在、詳細設計等を行いまして、具体的にどう

いった進め方をするかというような検討をしております。村の仮置き場の規模等でご

ざいますけれども、３反８畝ぐらいが確保できるかなというような状況であります。

監視体制等ということでございますけれども、監視については委託を考えております。

作業の状況というか、どういうふうな進め方をするかというようなことでございます

けれども、現在、考えておりますのは、各現場でフレコンバッグ等に直接入れられる

ような場合については、フレコンバッグに入れて仮置き場まで搬送すると。現場でそ

ういった作業が困難な場合には、仮置き場において仮のフレコンバッグ等に設置でき

るような施設を設置をして、そこで作業を行うというようなことも考えております。

作業については委託を考えておりますが、ともに管理体制、監視体制、それから工事

についても委託を検討をしております。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。言うまでもないことでありますが、

周辺地域の安心、安全の確保が前提でありますので、国の言う中間貯蔵施設の進捗状

況によりましては、この場所、この地域の将来が大変左右されます。この度の地域の

決定というのは、あくまでも行政への信頼のうえに成り立っているということを申し
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上げまして、次の質問に入ります。

損害賠償請求の実態と成果について伺います。まず、それぞれ事業別の請求実態と

成果について伺います。行政として把握している状況をお示し願いたいと思います。

また、東電のほうでそれぞれの部門において、それぞれの説明会などを行っています。

それらに参加しておられる村民関係者、その辺の反応というものを掌握しておりまし

たらお示し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） ２番議員さんにお答えいたします。

損害賠償の実態と成果ということでありますが、１２月７日に東京電力のほうで発

表しました現在までの状況を申しますと、福島県全体で請求が３万５,４００件、そ

の中で合意と言いますか確定したものが５,５００件、大体１５％というふうな数字

を聞いております。本村において、まずＪＡ関係でありますが、請求額が実績で１１

月２４日現在でありますが、２,３１４万円の請求額であります。これに対して決定

額が２７２万円ということで１１.８％というふうな結果となっております。そのほ

か商工業者を中心としました法人、あるいは個人事業主、これについてはようやく請

求関係の書類が整って、現在、配布されているということでありまして、一部比較的

大きい法人につきましては請求をしているというふうに聞いております。それ以外に

ついては、なかなか請求事務が分かりにくいと。それから、面倒くさいと、そういう

ような形で躊躇されている方がいらっしゃいます。これらにつきましては、今までも

大玉を会場に４回ほどの相談会等も実施してまいりましたけども、引き続き商工会と

連携しながらセミナーの開催であるとか、無料相談会、こういうものを引き続き開催

しながら、遺漏のないような形で請求事務を進め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） 村長に伺いたいんでありますが、県の結果の１５％とか、村のＪＡ

に対してもこれ１１.８％と、この数字どのようにとらえておられますか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 何やっているんだということなんです。たった１５％とか、総体的

には１０％ぐらいなんだよね。９日の日にも鼓副社長ほか３名、東電にも行ったんで

す、午後４時に。何やっているんだと。９か月も経って何をやっているんだと。この

国に政治があるのかということまで言っているんです。文部科学省がこれ審査委員会

なんだよね。大体上がってきたものを早くばたばたと審査して回さないから悪いんじ

ゃないかと、これをちゃんと文部科学省に行って言ってきているんです。まあ何回行

って言っているか分からないんだが、とにかくやっと今度３次補正でもって予算措置

しましたのでなどと言って、専決はないのかということまで私言ってきたんです。我

々には専決はあるんだけども、総理大臣には専決ないのかと。これは基本的人権にか

かる憲法違反だべと。命とか、居住権とか、生活権、これを侵される。こういうもの

は有無を言わさずだべと。与野党関係ないべと。だれも反対する人いないんじゃない
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ですかとまで言っているんです。だけども、結果的には遅いんですね。たった全体的

には１０％なんです。これ今、１５％うんぬんということだけども、総体的には１０

％くらいきり払っていない。だから、何やっているんだということで憤りを感じてお

ります。私さえそう思っているんですから、実際、今ね生活かかっている方は、私以

上だと思うんです。そういう心情は十分わかりますので、とにかく国がもっと本気に

なって動いてもらわないとだめなんだよね。そして、東電にしっかりとやっぱり指示

をしないとだめなんです。だから、そういうことについては、我々も怒りが足りない

んだなと。福島県は忍耐強いんですねと、こう評価されておりますから、これはまあ

受け止めようによってはなんと受け止めるか、これは結論は分かるわけでありますが、

怒り場所が分からないんじゃないのかなということにも言えるわけでありますので、

これから引き続きそうしたこと等については強く訴えてまいりたいと、このように考

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。１点だけ農政課長のほうにちょっ

と伺います。前回の質問でもふれたことなんでありますが、売上減による直売所の損

害、直売所はともかく村ですから、会員の損害について、これ直接的な売上減はもと

より、風評による売上減と、大変深刻であります。一生懸命野菜作りをしても、やや

もすると自分の家の嫁さんすら子どもたちの安心、安全を理由に利用しない状況であ

りますので、これ簡単に風評被害で片付けられる問題ではないと思っておりますが、

会員農家の意欲低下にならないような方策、これないかと考えております。改めて直

売所などの損害賠償請求について行政の対応を伺いたいんでありますが、この前、直

売所の会長の中からは、過去の売上の中から算定して東電に請求していくというよう

な話も商工会の話し合いの中でちょっと伺ったんですが、その辺どのように聞いてい

るか１点伺います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。

直売所の損害賠償の関係でございますが、これ９月定例議会でも、そういった関係

で直売所に係る損害賠償はどのように進めるかというご質問がございましたが、その

後、直売所の関係につきましては、１０月７日に本村で行われました原子力損害請求

に係る巡回法律相談会、これ弁護士の相談の下に開かれたものでございますが、そこ

の中で、いわゆる直売会の損害賠償については、どのように進めるべきかということ

で相談した経緯がございます。その中で弁護士のお答えについては、直売会について

は法人組織ではないということと、会そのものが損害を受けていないので、あくまで

も請求については個々の農業者が行うのが大原則でございますという内容でございま

して、請求資格を持つのは農業者であるという大原則で質問、相談を受けた経緯がご

ざいます。そういった中で、請求に必要なものは、あくまでも農業申告にかかる申告

書の写しとか、そういうものが必要であるという、あくまでも弁護士のそういう見解

を得たところでございますが、その後、会長さんともいろいろ相談しまして、会とし
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て、２番議員さんが言ったような形で請求できるかも今後、内容を詰めて検討してま

いりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 是非そのように取り計らっていただいて、会員の意欲低下にならな

いように、そういう努めをしていただきたいと思います。次の質問に入ります。

エネルギーと地方自治体のあり方について質問をいたします。東日本大震災、そし

て原発事故、このことによりまして、我が国のエネルギー政策のあり方、脱原発など、

原子力政策のあり方を含めまして、根本的に見直す必要に迫られております。この夏

も、そしてこの冬も電力不足とか節電とか、省エネルギーの必要性が私たちの生活の

中に実感として感じられて、電力要求の重要性、これを再認識することになりました。

我々の委員会もこの秋の研修では、エネルギーと地方自治体というテーマで研修、調

査してまいりました。改めて村長に伺いますが、地域とエネルギーのあり方、とりわ

け地方自治の中に占めるエネルギー開発の必要性、これどのようにとらえておられる

のか、まず、伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これはやっぱり大きくこれを機に原発にあまりにも依存してきたわ

けなので、再生化のエネルギーという方向付けも国が示されましたが、これはやっぱ

りこれを機にしっかりと再生可能エネルギーで電気等の供給をするということに大き

く転換をしていく必要があるというふうに考えております。例えば福島県は、森林

面積が７１％です。先ほど言いました汚染の度合あります。これはやっぱり資源を利

活用した木質バイパス、木質を利用したバイオテクノロジー、バイテク、こういうこ

とでのやっぱり発電、こういうことを考えるべきだと思うね。これは使ったものは植

林をして３０年、４０年経てば、また大きくなるわけですから、これは無尽蔵と言っ

て良いくらい供給できる。あとはやっぱり地熱、福島県有望なんだね。これガス、今

のコンマインドなんかというのあるんだね。そういう地熱利用。今のサイクルとかな

んとかというのがあるんだね。そういうのとか、それから風力。これ私、布引視察し

たらば、あそこに３５機あるんだね。３５機で、３３機ですか、３３機の風力で３万

５,０００戸に供給するんだね。３人家庭としてもこれ１０万５,０００人に供給でき

るだけのあそこで３３機で供給していると。大玉にはこれはふさわしくない。だけど

も、場所によっては風力も考えなければならないんだね。それから水力、これはそれ

なりの小水力発電、こういうこともこれどんどん地域を利用して考えていくべきであ

ると。だから、じゃ大玉村ではどういうものが可能かというと、やはりこれは大玉で

はやっぱり今日もいろいろ９日にも提言してきましたが、除染と併せて木質中心とし

たバイテク発電、これを考えたらどうですかと。そして、圧倒的多数の雇用につなが

るんじゃないですか。空気中に飛散しない方法も考えられるんじゃないんですか、チ

ップにするのに。あるいはまた燃やして、煙突から結局セシウムを出さない方法だっ

てあるんじゃないんですか。ただ、灰はこれは汚れていますね。しかし、量的に少な

いんじゃないですか。それはそれなりの貯蔵方法を考えれば良いんじゃないですか。
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だから、今、福島県は７１％もある森林面積ですから、大玉村も森林面積が多いので、

やっぱりそういう面は水力とか、それから木質関係を中心としたやっぱり産業おこし、

これはやっぱり考えて、特定の人しか働けないと。そういうことでなくて、圧倒的多

数の方が働ける。そういうやっぱり産業おこしを兼ねた要するに働く場所づくり、こ

れをやっぱり考えていくべきではないかなというふうに思っております。それから、

あと大玉村は比較的一定量流れているんだよ、これね、傾斜地から水が。小水力など

というのはやっぱりこれから前向きに検討していく必要があるなというふうに思って

おるところであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、ありがとうございました。開発の必要性を伺いたかったんで

ありますが、村の取り組みまで答弁ありましたので、質問重なることもありますが、

ご容赦願います。

震災以来、関連する法律が整備され始めまして、再生可能エネルギー、これにわか

に注目を浴びて、様々なエネルギー利用のシステムが構築されまして、早速にも取り

組み始めた自治体もあります。そこで改めて大玉村として、限られた自然条件の中で

取り組む考え、村長からあると言われました。また、それ何を考えられるのか。有効

な手法、その辺について伺いたいんでありますが。それぞれ再生可能エネルギーの取

り組みについても併せて伺いたいと思います。私、少しでも可能性があるなら調査研

究、とにかく取り組むべきだと考えます。企画財政のほうでもそれぞれ研修とか行い

まして、そういう方向性があるとは伺っておりますが、また、小水力発電について、

これ流量の関係から採算ベースに載せるのは限られたものがあります。我が村では比

較的流量の多い杉田川、地理的条件などから考えますと百日川とか安達太良川、それ

ぞれ支流なんぼもあるんでありますが、結局研修してきた結果でありますと、水車型

は飾り物程度になっております。密閉型の発電方式なら採算ベースに載せられると、

そのように調査、研究して考えております。その辺を村長に考えを伺っておきます。

また、太陽光発電、これ日々性能的に進歩しておりまして、我が村の日照でも十分採

算が取れるというようなことを最近伺っております。また、公共施設とか教育施設で

の対応の検討を願いたいんでありますが、この補正の中でも大玉中がコカ・コーラの

支援事業として太陽光発電の設置が計上されました。また、この事業の経緯と概要に

ついても、この際、ちょっとお示しください。

次に、先ほど村長から話しありました木質バイオマス発電であります。大玉村森林

面積４,９００ヘクタールあります。除染に伴う森林再生、更に雇用と、多面的に活

用を図ることによりまして、採算性多少問題あるんでありましょうが、環境維持の観

点から調査、研究の必要があると考えております。その辺意見を伺います。とにかく

再生可能エネルギー、これ復興特区ですか、この活用とかなんかも利用しまして、地

域と産官学民ですか、これ一体となって取り組むことが村の発展につながると。また、

今回、そういう機会ではないかと考えておりますので、早速にも研究チームを構成し

て取り組んでいただけるよう、お願い申し上げたいんですが。もろもろ申し上げまし
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たが、以上質問いたしますので、答弁よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 基本的には先ほど申し上げたとおりですね、こういう機にやっぱり

考え方の転換が必要なのではないかと。考えられるのは、やはりこれは一村でなくし

て、木質バイパスバイテクなどというのは、これはやっぱり広域的に考えなくちゃな

らないなと。しかし、大きなこれはやっぱり働く場所にもつながるのではないか。そ

ういうことで、これは真剣にやっぱり広域的に取り組みをしていく必要があると、木

質バイテクにつきましてはね。それから、水力発電関係については、それなりにこれ

は傾斜等利用で可能性はあるのではないかなと。小水力発電、これらについてはいろ

いろと調査していただいたような経過もありますから、担当課長のほうから答弁をさ

せます。

それから、太陽光発電ね、個人がやっぱりそれぞれに取り組むというのも、これも

大きな意味があります。大玉村は大変太陽光が今、進んでおります。最近の新しく造

る家にはほとんどと言って良いぐらい太陽光あがっているんですね。だから、こうい

う実態等もありますので、こういう関係についても実態のほど、それから今後の推進

関係等について、担当課長のほうから答弁をさせることにいたします。なお、採算性

の問題だ、問題はね。採算性は、これは今が仕組みがそうなってますから。例えば現

在、福島県でも電気、木材チップを利用して電気起こしているところあるんです。こ

れがキロワットねどのぐらいで売っているかというと、９円なんだよね。８円から９

円なんです。そして、要するにこれは採算ベースに合わせるには、２０円ならなくち

ゃならない。だけども、２０円でこれ買い取っていただくこともこれ可能性はないの

かというと、これは仕組みを変えれば可能性はあるんだわね。ただ、今はそういう仕

組みになっておりませんから、やっぱり売るのは売るということで、買うのは買うと

いうことになってますから、儲からないような仕組みになっておりますから。発送電

分離の関係でね。だから、その辺をやっぱり仕組みそのものを変えていかないとなか

なか、だけども、補償、補償と、賠償、賠償というようなことでやるよりは、そうい

うことで結局国が金を支援しても、結果的には税金は支援する額が少なくて済むんじ

ゃないかと。だから、そういう意味で底辺にずうっと活力が満ちてくるんじゃないか

というようなことを我々が提言しているわけです。あと先ほどの件については、それ

ぞれ担当課長から申し上げます。

○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。

過日、山梨にあります都留の家中川小水力森林発電所を視察いたしました。これに

つきましては、大玉村についても過去に明治の末期でありますけども、第一発電所と

いうものがあったというふうに聞き及んでおります。それらの観点から実際、ものに

なるかどうかについて視察したところであります。また、第一発電所跡地につきまし

ても、１１月には原子力安全保安院の水力発電担当のほうの現地調査を受けておりま

す。今後、そこが良いのか、あとエネルギービジョンにあります杉田川水系が良いの
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か、その辺も含めまして流量、流速、その辺についてこれから調査、研究に入りたい

というふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ２番議員さんに中学校のソーラーシステムの経緯と概要について

お答え申し上げます。

まず、文科省の既存学校施設における環境対策推進支援事業という研究事業を平成

２２年度にやりまして、それで報告書が上がっておりますが、その中で再生エネルギ

ーについて、それから自然エネルギー等も含めた環境教育について学習を子どもたち

に平成２３年度についてもやっていただきました。この中でも太陽光発電ということ

で、将来的には学校に太陽光発電の設置を目指すという提言もございました。その中

で今回の震災の中でコカ・コーラの復興支援基金、公立小中学校へのエコ支援事業第

１期ということで、２０キロワットを上限としたソーラーシステム、全額いただける

ということですので、これを申し込みをして該当したということでございます。

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） ２番議員さんにお答えいたします。

再生可能エネルギーというような関係で、先ほど小水力発電等については、企財課

長のほうからお話しありましたとおりです。また、太陽光発電等につきましては、国

の第３次補正予算で再生可能エネルギー関係の補助等もございますので、これらを活

用して、当面、公共施設等要望してまいりたいというふうに思っております。以上で

す。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 確認しておきたいのでありますが、調査研究チームがあると理解し

てよろしいんですか。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 調査研究チームについては、今後、つくるというような

考え方でお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、分かりました。是非取り組むべきだと考えておりますので、

調査研究チームを構成して、今後、村の発展につなげていただきたいと思います。次

の質問に入ります。

国土利用計画、大玉村計画について伺います。自然環境の保全を図りつつ、健康で

文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを目的とした計画でありま

す。しかしながら、大震災、原発事故などの影響によりまして、県はもとより大玉村

としても、この社会情勢の変化を真摯に受け止めた計画の制定を余儀なくされており

ます。先月の２１日まででしたか、この計画に対して村民へのパブリックコメントが

実施されたところでありますが、その成果についてと、どういった要望とか提言があ

ったのかそれを伺うとともに、それらを踏まえまして計画の方向性、指針、これを改
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めて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

パブリックコメントについては、１１月２１日まで６件の意見がありました。その

うちの大部分については、除染関係、放射能対策をどうするんだと、そういうのも含

めた利用計画が必要なのではないかというような意見か多数寄せられました。これに

対する回答については、ホームページ上で公表しておるところであります。今回、国

土利用計画の策定につきましては、本当に社会情勢の大幅な変動ということでござい

ます。これらについて十分検討を加えながら今回、策定したつもりでありますが、ま

だ、国、県の方針が定まらない部分もあるということも鑑みまして、現在、できるだ

け反映をしながら今後１０年間、どういう形で土地の利用、土地の動向があるのか、

その辺を見極めながら、なおかつ、大幅な原発対策、放射能対策の中で、土地利用の

転換があれば弾力的に対応していくというようなことも踏まえて今回、策定したもの

であります。基本方針等につきましては、福島県の第５次国土利用計画に即しまして、

なおかつ振興計画を見極めまして策定したものであります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。次に、利用区分について伺いたいんであ

りますが、それぞれ目標数値あまり変化ありませんが、これ示されておりますが、こ

れらの目標値の根拠について端的にお示しください。

○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。

利用区分ごとの目標数値でありますけども、この目標数値につきましては、過去

１０年、過去２０年の転用実績をまず勘案しました。そして、直近の５年間の転用関

係も考慮しながら、更に今後、１０年間の中で使用転換要因、つまり公共事業等でど

れだけそれぞれの地目が動くのか、その辺を推計いたしました。例えば農地で見ます

と、平成４年から平成１３年までについては、１０年間で１５５ヘクタールの農地の

減が見られました。更に、平成１３年から２２年については、１０年間で３９ヘクタ

ールの減が見られました。しかしながら、平成１７年から２１年の５年間の実績を見

ますと、年間平均１.７、１.８ヘクタールぐらいの減少にとどまっていると。この減

少を今後も過去の平成の頭ぐらいまでの減少はないだろうというふうに見込みまして、

今後、年間１.８ヘクタール、１０年間で１８ヘクタールぐらいの農地の転換はある

だろうと。自然改廃があるだろうというふうに推定いたしました。更に、公共事業と

して計画書の一番最後のほうに掲載してあります主要転換要因、県道整備工事でこれ

だけつぶれるだろう。村道整備、あるいはいろんな公共施設の用地の確保というよう

な観点から１０年間で４ヘクタールぐらいの公共用地の取得が必要だろうと、農地か

らの。そういうことも踏まえて、例えば農地でありますと１０年間で２２ヘクタール

の利用区分ごとの農地でありますと、２２ヘクタールの減少が見られるというような

形で、それぞれ森林、それから水面、河川、一般道路、宅地、それらにおいて同じよ



- 36 -

うな推計方法を用いて推計したものであります。

○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。

次に、村道利用の基本方針について伺います。それぞれの基本理念は理解しますが、

何点か気になる点、それを伺っていきます。最初に仮設住宅跡地の宅地化、これうた

っておられますが、私はこの８ヘクタールものせっかくの広い土地、広い土地として

の土地利用を図ってほしいと考えております。この度の仮設設置のために、道路の整

備とか電源とか水源の確保とか、既に宅地造成の体をなしている、そういう状況であ

ります。しかしながら、冷静に考えますと、大変寒冷地でもあります。その点は差し

置いても、学校とか病院とか距離との考え、それから、どんな年齢層をターゲットに

考え、そのことによるんでありますが、１０年、２０年のスパンで住を満たす、住み

続ける地域とは私はちょっと考えられない、そう思っております。一時的には団地化

もありましょうが、将来的にあちこちで見られるようなゴーストタウン化の懸念もご

ざいます。村の文化的なとか、あるいは産業振興のための土地利用を考えてほしいと

考えておりますが、改めて村長の方針を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） あそこの敷地は別な本当は頭に描いていたんだけどね。結果的には

このようなことでもって仮設住宅地になった。したがって、やはり住宅地ということ

でもって、あの上にもまだまだ民家住んでいるんだから、あの辺はまだ序の口でね。

やっぱり宅地化にこれはやっぱり一部向けたいと考えています。

それからあとあそこにふさわしいような要するに企業、あれは水瓶ですからね。あ

そこにふさわしいそういう水を汚すようなことでなくて、何か比較的安い土地で一定

の面積がほしいんだと。企業、こういうものがないか。あとは村の福祉うんぬんでな

くして、例えば大きな力あるそういうところの福祉施設とか、あるいは公の福祉施設

とか、こういうものが環境の良さ、交通の便の良さ、こういうものから考えられない

か。ただそれにしてもなかなか時間かかるようですから戻っていくのが。だから、そ

の辺の状況を考えながら、跡地利用については、みんなの英知を頂だいしながら考え

ていく必要があるんじゃないかなと、そう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） 丁寧な答弁ありがとうございました。せっかくの８ヘクタールのま

とまった広い土地でありますので、そういうことも頭の中に入れて利用を図っていた

だきたいと思います。ちょっと話はそれますが、私の過去の一般質問でこの原発以来

のことなんでありますが、政府が警戒地域から避難している住民のための恒久的住宅、

住み続けるための住宅でありますが、この建設の話からこの中通りの地域にエコタウ

ンの建設化計画、これを話した経緯があります。現実エコタウンの実現の可能性と、

また、近頃の社会状況から来る必要性、この具現性、これは疑問もあります。ただ、

大玉村の将来を考えたとき、国土利用計画の大きな根本にもなるんでありますが、基

幹産業が農業で成り立っていくのか。また、農地集約、この実現性、その辺のことも
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絡みまして、大玉村の将来財政上、またそして運営上、郡山、福島のベッドタウン化

も生きる道の１つではないかと私は考えておりますが、その辺改めて村長の意見で結

構です、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。

大玉村は、現在でも数少ない県下５９市町村の中で、好んで結構これ住んでいただ

いている。微増ではありますが、おかげさまで人口も若干増えている。こういうとこ

ろというのは、やっぱり条件に恵まれていると思うんだよね。だから、この恵まれて

いる社会的条件、あるいは地理的条件、これを生かして、郡山には今言ったように大

都市もあり、隣接には郡山もあり、また、本宮にも企業が張り付いている。かつまた

県庁にも３０～４０分で行けると。こういう地の利とあれを生かして、そしてあの広

大なる面積、下の遊園地まで含めると約９ヘクタールになるんだよね。この９ヘクタ

ールというのは先ほど言ったように、大きくやっぱりあれによっては付加価値がつく

なと。そういう意味では今回のこれを機にこうしてやっぱり提供することによって、

長期的スパンで考えれば、あの地は大玉村にとっては大切なある意味においては活性

化の基地になるなと。大山地区は学校近辺に１つの西部や北部拠点地域、あとは玉井

地区は小学校近辺からずうっとこの辺街並みになっているところ、これは南部拠点地

域と。そうすると、もう１点は、要するに今の仮設住宅のところは、北部拠点地域、

これ三角になるんだね。三脚になればこれ三脚は強いんです。そういう拠点地域の西

部拠点地域という位置づけをするということが大切であるな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） 夢のような話なんでありますが、私そういうことも決して夢ではな

いとそう思っておりますので、ひとつ頭の中に留め置いていただきたいと思います。

次に、これも前回から何度も申し上げていることなんでありますが、公共広域的施

設用地の確保について改めて伺います。度々私も何度か質問しております。役場周辺

の役場改築に合わせた整備拡充についての問いであります。保育所とか陽だまりの里、

また、将来必要とされるであろう図書館とか診療所、これらの施設に合わせた土地公

園とは言いませんが、役場改築のための、そういう意味の役場周辺の用地の確保につ

いて、どのように考えておられるのか、この際伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 公共施設ということで、必要性のある土地はそれぞれ企財課長から

答弁したとおり、そのぐらいは国土利用計画で考えております。しからば、具体的に

役場庁舎の敷地ね、役場庁舎の敷地は、ちょっと今、現時点においては考えていない。

それが証拠に役場じゃこれで良いのかという話もあるけどもね。役場これね３月１１

日に堪えてきたんです。堪えてきたんで、これはね論より証拠なんです。論より証拠

で、今この容易でない大変なときに、いろんな面で支援していかなくちゃならない。

そういうときに、これは古くなったから役場を造っぺと言っても、住民はなかなか、
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もっと村長、別なほうに金向けるところあるんじゃないのかということになります。

古いのは分かるけれども、３月１１日に耐えてきたという実績があるんだべ。したが

って、いつまでも造らないというのではありませんが、今、こういう実績を踏まえて、

耐震とかなんか関係ない、さらばと言って下のところひびが割れたり、タイルがはが

れたり、そして暗い、天井が高すぎる。これなかなか暖まらない、天井高いと。それ

から冷えない。したがって、事務環境の整備は、これは現時点においてしてやらなく

ちゃならないなと。耐震とかどうとかということについては、３月１１日に耐えてき

たんだと。どこもはがれてない。まあそういうことで、その庁舎の敷地を求めるとい

う今、時期ではないと。また、庁舎を建て替えるという時期ではない。職場環境の改

善、そしてあと他のほうに今、これはやっぱり目を向けて、この震災、そして原発事

故災、こういうものにやっぱりできるだけ支援をして重点的にいく、これが大玉村の

大切な現時点からここ当分の間のやっぱり村づくりの大きな柱になるなというふうに

考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 答弁ありがとうございました。１０年というスパンでありますので、

そのような質問も申し上げました。

次に、農業的土地利用の推進の中で、遊休農地の取扱いについて述べておりますが、

これ趣旨そのものは理解申し上げます。しかし、今後の方策について、具体的に今の

施策を継続されるのか。また、遊休農地解消のための新たな施策があるのか。また、

今、行われております緊急雇用対策事業の継続、これ今後もあり得るのか伺っておき

ます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 遊休農地の関係については、一応計画では３か年間ということでね

出発をいたしました。３か月間でまあまあ担当聞いてみますと、２０ヘクタール以上

の実績を持ちますよと、こういうことに私に報告があります。１００点にはならない

けども、まあまあだなと思っております。一方では必要とすれば改廃もする。あるい

は、今言ったように農地は農地で確保するという、両天秤うまくその辺は図ってきた

なと。あと２４年度以降どうするか、残された期間は少ないわけでありますが、この

期間の中で継続するかどうかというのは、よく考えたいと思っております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。次に、ＴＰＰにかかわる農用地の生産性

に絡む土地利用の現況、将来について伺います。このことは農業の維持、発展に大き

な影響があると言われているＴＰＰ問題。これ大きく関わってくるんでありますが、

農用地の生産地を高める土地利用、いわゆる農地の集約化、生産補償制度とか、６次

産業の推進、この３つがＴＰＰに対する現政権の農業政策の柱と言われております。

そこで、農地の集約化、これについて計画の中でどのような位置づけをされておられ

るのか伺います。

○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いたします。

農地の集約化、これらがＴＰＰどういう形で参加、その結果どうなるか分かりませ

んけども、まず、農用地については、今後も利用面積の減少が予想される中で、例え

ば後継者対策でありますとか、土地の集積、環境負荷に配慮した生産の促進、更には

耕畜連携による農業振興の活用など、そういう営農活動への支援がまず、大事だとい

うふうに考えております。具体的には、農業振興のための個別な的な計画で定めると

いうようなこととしておりますが、まずはＴＰＰ、どういう形で交渉するか、その辺

の推移は見守る必要がありますけども、まず農業サイドでできることについては農業

サイドのほうの計画の中で今後、進めていくということで、今回、国土利用計画にお

いては、そのＴＰＰの全容が分かった時点で改めて見直しを図っていくということと

しております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 了解いたしました。次に、農地の利用面積の減少を予想をした基本

方針の策定となっております。参考までに農業後継者とか、認定農家の状況とか、就

農者及び新卒者の就農の状況について、今現在、また将来展望を把握しておられまし

たら、農業委員会でも農政課でも結構ですので伺いたいのでありますが。

○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。

本日、現在での認定農業者数は８１名でございます。そのうち２組ほどが夫婦での

認定農業者ということでございます。本来ならば認定農業者の事務的なものは農政課

でございますが、認定農業者にも組織がございまして、その認定農業者連絡協議会事

務局を担当している観点から申し上げますが、認定農業者になるための条件等もいろ

いろございまして、最低でも農地を１０アール以上所有し、なおかつ６０日以上の農

業をしている方、つまりは農業委員の選挙権を保有できる方ということでございます。

農業経営の健全な発展を目指していただいて、農業を主とする方が他産業並みの収入

を得ていただくというような労働時間につきましては１,９００時間、所得について

は４５０万円の水準を実現できるよう、効率的、かつ安定的な農業経営をめざすとい

う方にお願いしているところでございまして、農業委員会といたしましても、それら

の観点から効率的な農地の利用を図っていただきたいと考えてお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） ありがとうございました。次に、森林の活用という観点から伺いま

す。先ほど村長からもいろいろ答弁ありました。除染、また再生エネルギーの質問の

中でも申し上げましたが、４,９００ヘクタールの森林面積、これほとんど国有林な

んでありますが、玉井財産区の区有林４００ヘクタールの里山を管理しております。

実に村管理の約１０％保有しております。茸山あり、また湿原あり、活用次第では様

々な取り組み、村おこしも考えられます。一部県行造林の委託事業にも参画しており

ますが、これまで国とか県の森林保全、決して正しい管理状況ではありません。自然
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環境とか景観の保全の意味からも、この村独自の土地利用、大玉村ならではの土地利

用、これを願いたいと考えております。県の林業協会の会長も今、村長なさっておら

れます。それぞれ林業の発展というものをいろんな立場でお話ししているとは思いま

すが、改めて村長の意見と感想を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 福島県は森林面積７１％、そして、この森林を利活用した福島県の

活性化、これがやっぱり大切だと思うね。そうでなければ山村地域、これ吹っ飛んで

しまいます。そういうことで先ほどもふれましたが、この木質利用の新しい産業を考

えられないか、バイテク発電ね。それからあと今言った福島県だって会津のほうの汚

れないところもあるんだわね。そういうところについては、やっぱり木材としての利

活用、こういうことをやっぱり促進していく必要があるだろう。しからば、我が村は

どうだと。我が村については、残念ながら財産区のところを測ってみたんですよね。

あそこで空気線量１メーターぐらい、腰で測っていますから０.９あるんだよね。０.９

ありますと、これ現在でもある人がチップにして、そして、発電しているところに納

めているんですよ、一部。これそういう枝打ちしたものは、遠慮したいということを

言われているんだよね。ストップくっているんです。だから、そういうことを考える

と、これはちょっと大玉村の区域の材料は遠慮されるなと。地域で利用するんだっら

ばできる。しからば、じゃ林産物関係、いろいろ茸のようなことを考えるか。茸、こ

れだめです。山がうちの方で０.９のところに茸をやってもこれだめです。というこ

とになると、今のところそういう中にあって、この森林によっての利活用を何考えら

れるか。非常にこれは研究機関等に研究していただいて、そして、大玉村なら大玉村

の又兵衛でもって０.９あるんですから、というようなことの中では、これは今すぐ

こういうことの利活用でこういうふうにして振興策を図る、これはなかなか難しい。

やっぱり何回も言うようだけども、広域的な取り組みになるけれども、やはり木質バ

イパス、いわゆるバイオテクノロジーの発電、こういうことにやっぱり考えていくの

がベターなんじゃないかなと。これは村だけでおこしてもだめです。やはり広域的に

考えていかなくちゃだめですね。供給の問題とかもありますし、大きくこれをやっぱ

り国を動かしてなんとかしたいなと思っているんです。あと当然、今のは汚れており

ますが、やはり伐採するところ、計画的に伐採して、今度次にしっかりと木材として

搬出できる、また、利用できるというようなことで、やっぱり伐採したらばきちっと

植林しておく。こういうことをやっぱり今の時代に、言うならば３０年後ぐらいにな

りますけども、そういうことでやっぱり役立つ木を今の時代にやっぱりちゃんと育て

ておく、植えておくと。こういうことにやっぱりしていくというのが当面。あと何か

今、とっそく必要なことはこれいろいろ働きかけをしておりますから、そういうこと

で要望、要求等をしっかりしていきたい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） ありがとうございました。国土利用計画、大震災とか原発事故、こ

れらからの復興を新たに整備計画の起点、出発点としてとらえていただきまして、こ
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れまでの発想と違った新たな村づくりの方針を多面的に模索していく必要性、私はあ

り得ると考えております。また、機会ととらえております。

最後に村長に、そういった意味での大玉村の将来像、その辺を大きな意味でお伺い

して、質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 結論的には、これ大変なそういう汚泥の地域になったことは事実で

ありまして、しかし、いずれもそうでありますが、何らかの形でいろんな打撃を被っ

てきているんだね。打撃を被ったときに、やっぱりそれをばねにして発想の転換をし

ていく。こういうことでだめならば、じゃ、これどう区分して、どう新たな生き方が

あるか、これは必ずあるんだわね。そういうものをやっぱり見いだして、みんなでや

っぱり希望をもっていくと。今言ったそういう前向きの考え方で生きていくんだと、

これがやっぱり大切なこの地に生きていくという信念だと思いますね。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 村長の心強い意気込みお聞かせいただきました。ありがとうござい

ました。

以上で２番議員の質問を終わります。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） ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分とい

たします。

（午前１１時３６分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開します。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ３番武田悦子より通告がありました「住宅リフォーム助成制度の拡

充について」、ほか３件の質問を許します。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４点について質問いたします。

まず、最初に、住宅リフォーム助成制度の拡充問題に関して質問いたします。この

制度は、今年４月からスタートしました。当初予算で１００万円、６月補正で３００

万円、合わせて４００万円の予算となっております。そして、１２月補正においても

更に５００万円の補正予算が計上されております。制度仕組みからすれば、事業費の

２０％、金額で補助の上限が１０万円、これまでの予算からその事業費が推計されま

すが、上限の１０万円で計算すると４０件で、総事業費は補助事業費相当分だけ考え

れば２,０００万円となりますが、実際の申請に基づく状況はどのようになっている

のか。助成決定件数、助成対象事業費及び助成決定金額についてお伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ３番番議員さんにお答えをいたします。
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助成決定件数につきましては６５件、助成対象事業費としては６,０１４万６,８８５

円、助成金の決定額、これは内示を含めてということで答弁させていただきますが、

６１５万９,０００円というふうになってございます。いずれにしても早期着工、完

成が望まれるところでありまして、予算を超えた部分については、補助内示というこ

とで事業を着手させていただいております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。このリフォーム助成制度、東日本大震災の

被災住宅の修繕にも活用できるということで大変喜ばれていると聞いております。先

に答弁いただいた中で、東日本大震災関連の件数はどのようになっているのでしょう

かお答えをいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ３番議員さんに再度お答えをしたいと思います。

東日本大震災で被災を受けた住宅の修繕関係でございますが、先ほど質問１の内

数でお答えをさせていただきます。助成決定件数が５６件、８６％、助成対象事業

費が５,５３３万９,８７６円、９２％、助成金決定額、内示を含みますが５３８万

３,０００円、８７％というふうになってございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 今、答弁いただいように大変な金額になっております。この事業は

住宅の修繕を考えている方、そして、村内の建築業者の皆様方に大変喜ばれておりま

す。経済が低迷し、廃業を考えるしかない。そのような業者の方にも希望を与えた事

業だと思っております。１２月補正予算でも、これまでの予算を１２０％増の予算措

置がなされております。その財源も社会資本整備総合交付金が２６７万８,０００円

充当されておりますが、これはどのようなものを対象としている事業でしょうか、詳

細について伺います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。

本１２月の補正予算の中で、社会資本整備総合交付金ということで国庫補助入れて

ございます。この中身につきましては、一部損壊住宅の補修にかかる補助事業でござ

います。補助率が２分の１という中身でございます。目的としましては、東日本大震

災で被災した一部損壊住宅の修繕を行うものに対しまして、助成金を交付することに

よって住民の居住環境の復旧を図ることを目的としてございます。これにつきまして

は、被害の程度が全壊、大規模半壊、半壊にも該当しない住宅で、被災者生活再建支

援法の対象にならない方を救済すると。もって、早急な復旧を目的としている補助で

ございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。ただいまの説明でございますと、この社会

資本整備交付金は、震災にのみ使えるということでありますが、修繕、補修を余儀

なくされた皆さんにとっては、そして、村にとっても大変プラスな交付金であること
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は間違いありません。今回の補正予算を含めれば、補助対象事業費は、最低でも総額

４,５００万円、もう既に現在、６,０００万円を超えている。このような大変な金額

になっているわけであります。現在は補助率が２０％、補助金の限度額が１０万円で

すが、この補助限度額を例えば５万円引き上げ１５万円にした場合、あるいは補助率

を２５％に引き上げた場合の事業効果、経済的波及効果は更に大きくなるものと思

います。例えば補助の上限１５万円まで引き上げたとすれば、補助率は現在のままと

しても１事業費は７５万円ということになります。仮に１００件の事業を想定すると

７,５００万円以上、更にそれ以上の事業費となることとなります。補助金は２０％

ということですので、１,５００万円となります。そして、これらの事業は２４年度

においても震災関連の修繕、これからも当然出てくるものと考えられます。先の交付

金も活用しながら、地域経済の再生の意義も含め、補助率、又は補助上限額の引き上

げを検討する、そのような考えはないでしょうか、お伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今の質問でありますが、これは建設課長から答弁あったように、現

在、そのような現行の定めの下に補助をしておると。今、質問者がおっしゃるように、

上げることによっての効果も期待できるんじゃないか、検討できないかということで

ございますが、現在、これ既に交付をしている方との均衡もありますから、その辺を

十分やっぱり踏まえながら考えさせていただきたいと、こう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。是非前向きに検討をしていただくことをお

願いといたします。

次に、これまでも何度も質問しております。村広報を中心として、村が村民に知ら

せなければならない情報の提供に関して質問をいたします。中でも広報おおたまは、

大切な情報伝達媒体です。先の議会でも、村長は広報紙をすべての住民に届けるのは、

村の責務と答弁されました。その村が果たすべき責務は、現在どのように果たされて

いるのでしょうか伺います。

○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。

９月議会から今日までの取り組みということで、確かあの段階では特にアパートの

経営者とも連携を取ってというお話しを答弁をしたと思いますが、その後、区長とも

情報交換を通じまして、なかなかアパートの所有者の要請だけでは難しいと考えまし

て、現在、年度内中に基本調査、というのは前回もお話ししましたように、区長から

実際、組のほうに入っていない世帯、実際どのくらいあるんだろうということになり

ますと、大体３００から４００と。これだけ現在、入っていない世帯がございますの

で、具体的にどういう場所でどういう状況で、まず入っていないのかどうか、その差

をまず職員のほうで基本調査を実施したいと。その数字が出ましたらば、具体的に行

政情報に関するアンケートを直接実施したいということで、現在、年度内に実施する
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予定で進んでございます。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。ただいまのお答えでございますと、３００

から４００の世帯が入っていないと。確かに現在、行政区に入らない、このような住

民も増えております。そんな中で地域の郷土を作り上げるというのは、大切なことで

す。しかし、それと広報紙を手にできないということは、別問題ではないでしょうか。

むしろ広報などを届ける中で、行政区の存在、組の存在を知ってもらいながら、組や

行政区活動への関心をつくっていく、このような取り組みこそが大事ではないかと思

いますが、この点に関してどうお考えなのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ３番議員に再度申し上げます。

転入時点でも、今のお話しのように広報も当然、媒体として行政の情報の媒体とし

てこういうことがありますよということで、それらも含めて勧誘については、是非組

の方に入っていただくと、こういう要請を強く要請しておりますが、残念ながら結果

としてはこのような状況になっていると。ただ、問題は、前提として、そういう集合

住宅に一時的に入るから情報だけ頂だいと、あとは一切要りませんよと、そういう感

情面と、正に一般的に加入をいただいて、それなりの負担をして地域にそれぞれ貢献

していただくと、こういうことで入っている方もございますので、情報の伝達に関し

ては先にも村長が申しておりますように、当然のことながら生活を営むうえでの必要

最低限の情報として広報が存在いたしますので、今、考えておりますのは、先ほどの

調査の前に、当面の措置としては実費を含めた郵送、こういったものも視野に入れて

検討をしたいというふうに考えてございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ただいまのお話しですと、なかなか転入時点で説明をしても組に入

っていただけない方がいるというお話しでございました。しかしながら、アパートと

かに住んでおられる若い皆さんに伺いますと、そういうこともよく分からないと、そ

ういう方もいらっしゃるのが現実ですので、行政として丁寧な説明、更にはそういう

懇談の機会、そのようなものも持っていただければというふうに考えております。そ

して、この広報紙、各世帯に配布になっておりますが、不特定多数の皆さんが訪れる

公共施設、このような場所で見ることができるのか。私もほかの自治体の様々な公共

施設に行く機会ございます。体育館、文化ホール、このような場所には必ず市町村の

広報紙や様々なイベントの案内、更には観光パンフレットなどを置くブースがござい

ます。閲覧だけのものもございますが、自由に持っていくことのできるものもありま

す。そのようなコーナーを公共施設や農協、あるいは郵便局など、村民はもとより村

民以外の来場者がある場所に設置し、大玉村の取り組みや魅力を伝えていってはどう

かと思いますが、これらについてのお考えを伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ３番議員に再度お答え申し上げます。
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正にそのとおりでございます。今、できることからということで、１２月の広報紙

からは、当然、行政の機関、あるいは民間の名前を言いますとＪＡとか郵便局、商工

会、更には村の直売所を含めて、現在プラント５のほうにもそういう提供をしており

ますが、より身近なところでその情報が知ることかできると、広報紙だけでなくて区

長、組長に依頼をする、そういった文書も含めて、できれば展示並びに閲覧できるよ

うなコーナーを設けるような、現在できるところから実施をしようということで準備

をしてございます。以上です。

○教育長（押山利一） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。是非多くの皆さんが目にふれる機会を様々

な場所に確保していただきたいと、そのように思います。

次に、原発事故に伴う放射能汚染の除去に関して質問いたします。東日本大震災か

ら丸９か月が経過をいたしました。今日１２日、あの３月１２日に東京電力福島第一

原子力発電所が爆発をいたしました。誰もが耳を疑い、どうなるか何も分からない状

態でした。大玉村にも１３日以降、浜通りからの避難者が日を追うごとに増えていき

ました。あれから９か月、放射線の健康リスク、農産物の汚染、いまだに安心できる

状況にはありません。村も教育施設など、子どもたちの安全を最優先に除染などに取

り組んできましたが、これまでの除染の状況、今後の計画について大ざっぱで結構で

すので、概要についてお伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。

まず、除染の現状ということでございますが、行政区ごとの除染、これにつきまし

ては、通学路や生活道路を中心として除染を行っているということで、９行政区が既

に高圧洗浄による除染とか、あと路肩、盛土の除去、そういった形で除染を行ってお

ります。今後につきましても、各行政区の協力をいただきながら、また、村の計画と

除染計画という中で進めてまいりたいというふうに考えております。除染計画の中で

は比較的放射線量の高い地域、ここを先行して除染を行っていくという考えでござい

ます。また、放射線の低い地域にありましても、子どもの生活圏、あるいは公共施設

の有無等を考慮して、優先順位を付けた中で実施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） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。今、概要をお聞きいたしましたが、除染は

除染する場所、その環境によってやり方も費用も、そして、効果も違うと思います。

例えばプールの除染であれば、水を抜く。水を抜くと言っても、その汚染の程度によ

っては、簡単に水路に流すことができない、このような問題もあるかもしれませんが、

とにかく汚染水を取り除き、ブラシで洗う、高圧洗浄機で洗い流す、このような方法

があると思いますが、現時点で先ほど答弁された計画に基づく除染をどう進めるのか、

費用、飛散防止、作業員の安全、そして、どの程度の効果を期待するのか伺いたいと

思います。
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○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。

まず、除染の費用についてでございますが、除染の費用につきましては、来年の１

月から放射性物質汚染対策特別措置法という、この法律に基づきまして、村の除染計

画を改定する予定でございます。これによりまして、国の負担による除染が行われる

ようになります。また、除染の方法等の除染技術についても、国等の支援を受けられ

るというようなことで、国の支援の下に除染を進めてまいりたいというふうに考えて

おります。また、除染の効果についてでございますが、３番議員さんがおっしゃられ

るように、地形とか周囲の状況によりまして異なるというのが想定されております。

ある程度作業を進める中で、効果等を確認しながら実施せざるを得ないというような

こともございます。国や県におきましても、実証実験というようなことで進めておる

わけでございますが、村においてもある程度実施しながら、効果を確認しながらとい

うようなこともやむを得ないかなというふうに考えております。また、飛散の防止、

あるいは作業員の安全に関してということでございますが、これも国の除染チームの

指導、あるいは講習会等を確保しながら、実施しながら安全を確保してまいりたいと

いうふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） この放射性物質、これを取り除くためには、取り除いた放射性物質

を一旦は保管しなければなりません。国、東電が責任を持つことは当然のことであり

ますが、彼らが場所を選定するまで座して待つわけにはまいりません。大変腹立たし

いことではありますが、村が仮置き場を見つけていかなければなりません。そして、

この仮置き場は、想定される汚染物、土砂や樹木の発生量に見合う面積が必要と思い

ますが、この汚染物の発生量については、どの程度と見込んでおられますか。

○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。

除染につきましては、その範囲とか方法によりまして、また、効果等によって変わ

ってくるかなというふうに考えておりますけれども、現在の推計におきましては、道

路とか水路、また公共施設等の土砂というようなことで、１万立方程度を想定してお

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。１万立方ということでございますが、なか

なかこの推計難しいと思います。そして、かなりの量になると思います。道路の路肩、

更には詰まっている側溝、いぐねの落ち葉や枝打ちした樹木、本当になかなか総量を

把握するというのは、やり方によって大きく違うことでありますし、難しいと思いま

す。しかし、除染はしていかなければなりません。そして、この除染を進める前提と

して、仮置き場の問題があります。村の仮置き場として選定した又兵衛地区において

も、住民の理解を得るには簡単なことではなかったと思います。誰しも自分の生活す

る近くに危険なものはごめんです。いかに安全と言われても、感情的拒否も出てくる
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と思いますが、地域内での最大公約数として、安全な管理、子どもたちや妊婦を守る

など、どれを取っても誰もが賛成できるという条件があるのではないかと思います。

そういう観点から考えますと、１つの場所に大量の廃棄物の仮置き場、現実的ではあ

りません。数年の間ここならという場所は、必ず各行政区にあると思います。コミュ

ニティを中心にした仮置き場を確保していくという方針を今一度確認する必要がある

と思いますが、いかがでございましょうか、お伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは先ほど村の関係については、どのくらい出るかということに

ついては担当から申し上げたとおりであり、また、村のほうで今、予定しているそこ

の場所等ではとても間に合いません。したがいまして、当然のことながら、先ほど私

も午前中に申し上げました。各行政区長さんにそれぞれやっぱり中心となって進めて

いただく。それも当然必要。それとあと村の計画で進める。だから、二段方式でこの

除染の取り組みをしていく必要があるなと、このように考えておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。そして、更に重要な除染の問題の中では、

この作業を実際に担うのは誰かということであります。先ほどの質問者の答弁には、

委託をするということ答弁ありましたが、この担い手の見通し、これがあるのかどう

かをお伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。

除染の担い手というようなことでございますけれども、村の建設業組合等にお願い

するというようなこともございますけれども、現在、災害復旧等でかなり厳しい状況

だというふうに伺っております。また、個人企業等も含めまして、そういう除染をで

きるような方たちのリストアップを進めているところでございますので、今後、そう

いった方たちにお集まりいただいて、説明会等を開催しながら、また、除染につきま

しても実証実験的なことになろうかと思いますけれども、そういった形で進めていき

たいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私のほうからも補足させてもらいたいと思いますが、作業の内容に

よっては相当やっぱり高度なものもあると。あるいはまた、安易なものもある。そう

いうことでもって、やはりその辺をよく作業の内容等を考えながら、作業していただ

く方についてもね。この辺をやっぱり相当拡大していきませんと作業は進みませんか

ら、そういうことで、よくその辺の整理整頓をして作業を進めていきたいと、このよ

うに考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 先ほども質問いたしましたが、場所や環境によって除染の方法は様

々だと思います。まず、しっかりとした個々の方法について定めるためにも、モニタ

リングが重要ではないでしょうか。実証実験を行い、様々な問題をそこで解決する。
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そして、全面的に実施に移す。そうしないと、つまずき出る度に方法が変わることに

なります。業者ややり方の公募、その中から最適な除染方法を見つけることも大切だ

と考えます。国や研究開発機構などでは、そのノウハウをどれだけ蓄積しているのか

疑問の点もありますが、除染のための資材の一括確保、都市部や農村部での実証試験

などを速やかに実施し、それを各自治体へ具体的に示す、そのことも求めていかなけ

ればならないと思いますが、このことについて村としてどのように考えておられるか

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） ３番議員さんにお答えいたします。

除染を行ううえで資材の確保、当然必要になってくると思います。資材の確保につ

きましても、トンバックと言いますか、そういうバックからシート、あるいは吸着資

材、そういったものについても各地区でまた、各市町村で除染作業が行われるという

ことで、資材等についても不足気味であるというような情報が入っております。これ

らにつきましても、なるべく確保できるように早めの対応をしてまいりたいというふ

うに考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 今の質問の中に国、そして東電、その部分に除染について、しっか

りと指導を求めていくということについてのお考えを再度伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 先ほどもお答え申し上げましたが、１月１日からは国の

財政的支援、また、技術的支援を受けながらというようなことでございますし、また、

ＪＡＥＡ（原子力開発機構）の技術的支援、これもある行政区については、そういっ

た支援も受けながら実施したというような経緯もございますので、今後も国及び東電

等の支援、そういうものを受けながら実施していきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。最後の質問になります。放射線被曝問題を

受けて、スクールバス運行について質問いたします。

先の議会でも質問いたしました。答弁は、まず除染を進めて、その後の対応という

ことでございましたが、よくよく健康面から考えれば、話は逆ではないかと思います。

そして、まだまだ除染進んでいない状況にあります。総体的に放射線量の高い１１区

でも、通学路の除染作業が行われたと聞きました。やっただけの効果は当然あろうか

と思いますが、それだけでは不安解消にはならないと思います。通学路や住宅周辺の

除染をこのような計画、日程で行う住民の皆様方には、こんな協力を願いたい、その

ような話合いがあっても良いのではないかとも思います。保護者は一定期間、スクー

ルバスを出せないかと要望をしております。それに応えられなければ、代案なり、保

護者にここは協力してください、このような話し合い、このような場が重要ではない

かと思います。是非これからでも遅くはありません。スクールバスを動かすのか、保

護者に協力を求めるのか、その結論を得るうえでも、よく話し合う機会を持ってほし
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いと思いますが、この点に関して答弁をお願いいたします。

○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、先の議会での答弁は、除染を進めるというのが、根本的な解決策だと。一時

的なスクールバスの運行というのは、ご存じのとおり、スクールバスに一度乗ります

と、期間限定ということは今までの例からしますと、一旦乗ったのはもう半永久的に

乗せるという状況が今まで続いてきております。ですから、乗せるとすれば、やはり

高いところはこれからずうっと続けて乗せるということが前提になって考えないと、

教育委員会としては難しいということです。今のスクールバス４台体制では全然乗れ

ないと。あそこ２回往復しないと、１台で乗れない人数が１１区だけいます。ですか

ら、あと１６区も総体的に高いということで、最低でも１１区と１６区は、１１区を

運行するんであれば、１６区も運行しなければいけないと。そうすると、１４区から

も要望が挙がってきています。それから玉井地区からも乗せてくれという要望が来て

おります。ということは、村全部の小学生を乗せるという状況に今なっているという

ことですので、教育委員会としてもなかなかその判断が難しいということできており

ます。ただ、もう少し早く除染が進むのかなという期待も教育委員会では持っており

ましたが、もはや９か月が過ぎたということですので、新たにスクールバスを求めて

というのはなかなか難しいので、臨時にそういうバスの手配がつくかどうか、どの程

度かかるのか、それから往復ではなくて、半分だけ、当然１.２３が一番高いところ

です、１メーターで、１１区で。０.９とか０.８とか玉井地区にもいっぱいあります。

１.２は乗せて０.９は乗せないということになりますので非常に難しいんですが、比

較的高いところを半分だけ、朝なら朝だけ乗せるとかということが可能かどうかもそ

ろそろ検討しなければいけない時期にきたなというふうには考えております。ただ、

除染する前の１１区の通学路を職員が積算をして推計をした数値がありますが、大体

年間で推計すると１４０マイクロシーベルト、１年間ですね。通学で２０日間で１０

か月、０.１４ミリですので、大玉村だけ考えると高いんですが、ほかの本宮、二本

松等の地区はもっともっと高い数値が出ておりますが、スクールバスの運行は当然や

っていないという状況も踏まえながら、この０.１４、年間で０.１４ミリという数値

をどうとらえるかということ、決して高い数値ではないと。ただ、親御さんたちが非

常に心配している現実も十分わかっておりますので、その辺も勘案しながら検討して

まいりたいというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。あれから９か月が過ぎてしまいました。除

染はなかなか進まない。そのような中で、子どもさんを持つ保護者の皆さん、大変な

思いをいまだに続けているのが現実です。スクールバスに関しましても、是非運行さ

れることを切に要望いたしまして、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３番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。
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次に、１番鈴木康広君より通告ありました「除染対策の実施方法と一時仮置き場の

設置について」ほか１件の質問を許します。１番。

○１番（鈴木康広） １番鈴木康広です。議長より発言の許可をいただきましたので、先

に通告しました除染対策の実施方法と仮置き場の設置について、質問を行います。

まず、村長に質問いたします。村内の仮置き場として又兵衛山地内のほかに新たな

用地の確保について考えているのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 又兵衛山はそういうことでなんとかまあということでご協力をお願

いすると。そのほかに考えているかというと、そのほかに先ほど答弁のとおりであり

ます。１万立方程度、まだこれやってみなければ分からないんですね。それ以上にな

るかも分かりません。したがいまして、以外に仮置き場はまだ何か所になるか必要で

あるというふうに認識しております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。村内の除染を進めるためには、必要な量の

仮置き場が不可欠だと思います。地域住民の十分な説明、可能な限りの安全対策のう

えで事業を進めることを望みます。

続いて、仮置き場について、国有林はどうかという話が前回の説明会の中に出まし

た。林野庁の発表によると、各自治体の国有林を仮置き場用地として無償で貸与し、

用地造成や施設建設は各自治体が行い、その費用は国の復旧、復興予算予備費を活用

する。設置された仮置き場の管理は国が行うこととありました。仮置き場用地として

国有林を検討しているかどうか。また、その国が行う管理の内容なんですけども、例

えば仮置き場に受け入れる除染物質の量とか地域的範囲、大玉村の隣接地の国有林を

使った場合に、大玉以外のものの受け入れについても検討というか、国との協議の中

で検討があるのかどうか伺います。もし、情報があれば、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） 国有林について考えられないかということでありますが、これ前の

説明会に申し上げました。あの風光明媚な安達太良山麓に仮置き場があるんだと、い

かがなものですかということでありますから、これはちょっと考えていない。国有林

についてはね。これは飯舘とか川俣の山木屋とは違いますよと。例えばうちのほうの

今考えている又兵衛地区のようなところとか、あるいはどっかのもっと下がったとこ

ろにあると言うんだったらば、これはね国有林、当然視野に入れなくちゃならんと思

うんです。ただ、大玉の場合はちょっと国有林はね、これはやはり仮置き場があそこ

にあるんだということは、これはしたくないなと、これは率直な前にも説明会のとき

に申し上げたとおりであります。それから、他市町村からの持込み関係、これはやり

ません。断じてこれは受け入れはしない、そういう方針でいきます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えいたします。
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国の管理というようなことでございますが、これにつきましては年間被曝量が２０

ミリを超える部分については、国で管理するというような内容のことかなというふう

に思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 丁寧な答弁ありがとうございます。質問を続けたいと思います。仮

置き場の管理方法の細かい内容なんですが、前回の資料、カラー刷りの資料３の中に、

又兵衛山地点の仮置き場の説明会の資料なんですが、平坦地に積み上げ、盛土で遮へ

いする方法がこちらに載っております。もともと大玉村の方でやる説明の下、２つの

説明のイメージというのがあるんですけども、そっちのどちらの方法を今のところ予

定か、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） １番議員さんにお答えいたします。

仮置きの方法につきましては、国で示しております指針の中でも、地上部に仮置き

する方法、あるいは地下に埋設する方法、半分地下に埋設して、半分地上置くとか、

そういった各種の方法がございます。そういう中でも周辺の環境とか、それから地形

等を考慮して、村では埋設の方法を基本的には取りたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 仮置き場用地をより有効に活用できるような方法として、今、埋設

の話があるということですので、理解いたしました。その説明会の折に、浅和村長か

ら住民の様々な負担をできるだけ少ない形にしたうえで、仮置き場のほうの安全性を

確保し、その内容について皆さんに周知をいただき、なんとか仕方ないなという気持

ちの中で、皆さんの合意を得た形で仮置き場のほうの事業が進んでいく形だと、現在、

期待しております。そこで地域住民が、今回、村の仮置き場についての管理の中に、

地域代表が参加して意見を運用の中で出せる場を持ったりとか、若しくは地域の人た

ちが集まって、その代表の人に意見を集約するような場があれば、なお、その安全、

安心な村の仮置き場になるのではないかと考えます。そのためには、どうしても地域

の人たちが、前回の説明会においても多くの人たちが足を運んでいただき、村等の説

明のほうを十分しっかり聞いていただいたという経緯があります。と鑑みますと、そ

の近くの住民の地域の方々の費用弁償も含めた形のそういうような対応についてはど

うなのかと思いますので、そういうような考えについてはありますでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ前にも話しましたが、不安なのは当たり前なんですね。だから、

監視体制、これはやっぱり村が一生懸命おれらを信用してくれよと言ってもね、なか

なかこれは不安だと思うんです。したがって、地域の方、これは今、提言されました

ように、当然出てもらいたいと思うんです。そして、こういう場所にこういう方法で

仮置きいたしますよと。そして、あと最終的にこんなふうになりますよと。これはね

作業中に常時地域から出てもらうような、そういうことにしたいと思うんです。そう
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でないと、これはやっぱりあるいはなと、言っていることとやっていること違うんじ

ゃないかななどというようなことにこれ不安になりますね。監視体制はしっかりと地

域住民も代表出てもらうと、そういうことにしていきます。

費用弁償は、これ当然ね、代表で出てもらうわけですから、それ相当に高い安いは

別としてね、やっぱりそれは払わなくちゃならないね。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。続きまして、村の除染計画についてなんで

すが、学校のグランド等についてはすべて除染が済んでおります。ですが、今、学校

の先ほどの質問の中で、学校の中庭等については除染計画に入っていると、全部。話

があったんですが、学校には駐車場等、各小学校、中学校によって駐車場が少ないと

ころもあれば、山などを切り開いた形に駐車しているような状況などがあります。こ

れは各学校ごとに状況が違っております。その駐車場等の線量等のデータを今、把握

されているかどうか。また、そういうところについての除染計画が村の計画に入って

いるかどう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。

今現在、学校の園庭等については、除染終了しているということでございますが、

村の除染計画の中で学校施設、あるいはそのほかの公共施設におきましても除染して

いくというような計画を作成しておりますので、順次作業、除染を進めてまいりたい

というふうに考えております。それで今、手持ちに学校の駐車場の線量等はございま

せんが、中学校の駐車場で０.５程度だったと記憶しております。以上です。

○議長（佐藤 悟） １番さんに申し上げますが、ここに載っていない質問事項でないも

のは差し控えていただきたいということでございます。１番。

○１番（鈴木康広） 分かりました。答弁ありがとうございます。

次に、村内農産物の測定結果の開示について伺います。農産物の安全確保と安全性

のアピールのため、放射線量測定結果の開示、又は統計的にまとめた公表等の考えが

あるかを伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんにお答えいたします。

放射性物質の測定につきましては、１１月１４日より農政課で申請を受付し、申請

時に測定日をお知らせして、農産物を持参してもらうような方法で行っております。

なお、結果につきましては、依頼者である各農家へ通知し、測定結果につきましては、

現在、１週間ごとの測定結果を村のホームページに載せております。また、１か月単

位につきましては、村の広報紙に測定結果を掲載予定でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 情報の開示については、個人情報に関連することやその他の関連機

関との調整も必要と思いますが、消費者により安心を訴えるためには、適切な情報の

提供も必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。
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最後になります。村内各行事やイベント、学校給食については先ほど答弁ございま

したので、イベント等について村内産の放射性物質検査済みの農産物の利用について

考えているかを伺います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんにお答えします。

村内の各行事やイベント関係の農産物の利用関係でございますが、１０月２３日行

いました「うまいもの祭り」や１１月３日の「あだたら健康マラソン」で、米をはじ

めとする村内の農産物を提供したところですが、これらにつきましては、モニタリン

グ調査で安全性が確認された農産物を提供しております。また、自家消費する農産物

については、村で放射性物質の測定を行いまして、村内の農産物の安全性の確保を行

い、本村で生産された農産物の安全性を今後もＰＲを図っていきたいと思います。

以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今後、私たちが大玉村で生きていくために

は、危険性を十分認識したうえで、検査等により安全な食品を賢く選択することを習

慣として、そして、大玉の中にある農業をはじめとした生産基盤、これをなんとか引

き継がなくてはならないと考えます。これで私の一般質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で１番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後２時３５分といたします。

（午後２時２０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開します。（午後２時３５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ７番佐藤誠一君より通告ありました「国土利用計画（案）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、２つの質問をしたいと思いますので、

当局においては、私の質問簡単でいいですから答弁をお願いしたいと思います。

今年は３・１１の地震により、海岸端は津波、我々は原発、更には７月には新潟、

会津方部においての雨による大被害にあった災害の年であったというふうに思われて

おります。正に私も農家でございまして、米を含めて非常に風評被害にあった１年で

あったと思っているところであります。そこで、本題に入りたいと思います。

今次議会において、議案第７７号で既に国土利用計画について提案されております

ので、明日にでも可決されれば、これは案が取れますけれども、あえて私（案）にし

ておいて当局に質問したいと思います。

本文についてはいろいろありまして、村の土地については、７つの項目に分けてそ

れぞれこれから利用していくという、今までもそのとおりだったと思うんですけれど

も、まずは農用地、次に森林、原野、あとは河川ですね、道路、宅地、あとその他の
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地目というふうに７部に分かれておりますけれども、その中で村のこれからの利用の

課題として質問したいと思います。

まず、環境と調和した土地利用の促進ということを大々的にうたっておりまして、

その中で村は安達太良山を持ってそれぞれの３河川が立派にこれ走っているわけでご

ざいますけれども、環境と調和の取れた土地利用の促進をする必要があるということ

でございますけれども、今でも立派なんですけれども、今後どのような促進をするの

か、まず、お聞きしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

環境と調和した土地利用の促進、これにつきましては例えば森林でありますとか、

そういうものについては、公共的、広域的機能が以前より少し低減化する傾向にある。

農地についてもなかなか遊休地、担い手の不足、そういうものから徐々に減少傾向を

たどっていると、そういう実態を踏まえて、なお、今後１０年については環境と調和

した土地利用の促進を第一番に掲げる必要があるというふうに判断して今回、課題の

１番として計上したものであります。これらについては、福島県計画に即したもので

あります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 答弁ありがとうございます。今、福島県計画って初めて聞いたんで

すけれども、これはいつ発表されたのか、まず、当局に伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

福島県国土利用計画第５次でありますけども、昨年１１月、県議会で可決されたも

のであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） それらについて、今後とも土地利用を促進していくんだということ

でございますので、理解しました。

次に、一方では農用地、森林の多面的機能の向上を図っていくということなんです

けども、多面的となると非常に無限大になるわけでございますけれども、一方、多面

的機能が低下が懸念されるために、その向上を図るんだということでございますけれ

ども、例えば例を挙げてどのような多面的な一部であるのか、当局に伺いたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

農用地、森林、これらについては、生産性から見れば高いとは言えないと、そうい

う土地でありますけども、いざ災害とか、そういうものに限っては、この農用地、森

林の果たす役割というのは非常に大きい。そういう意味で多面的な機能というような

形でここに掲載しておるものであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。
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○７番（佐藤誠一） 農用地及び森林についてでございますけれども、立派な農用地と森

林ございますので、いろいろ多面的機能となるとどうなのかなというふうに非常に疑

問するんでございますけれども、耕作放棄地なり遊休地が増えたために、そういった

ものをもう一度再利用していくんだというふうに理解しておきたいと思います。

③になりますけども、定住、就業の場を確保すると。人口が緩やかに増加を続ける

中うんぬんでございますけれども、いったい大玉村もいろいろな面できらりと輝く大

玉村などというふうな中で、定住促進をさせていくんだということでございますけれ

ども、村長に伺いますけども、今、村長がうたっている定住促進１万人構想、更には

農業もそのまま保全していくんだというふうな二通りの考えを持っているようでござ

いますけれども、優先順位はどちらに重きを置くのか、まず、村長に伺いたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは一番地域でもって大切なことは、これは人口は避けて通れな

い。人口も要するに人口の構造的バランスなんだよね。高齢人口、生産労働人口、年

少人口、これがしっかりしないと、これは地域としては将来が展望できなくなる。し

たがって、人はやはり活力の源である。そういうことで、これはやはり自治体として

定住人口、そういう意味で定住というふうなことを言わさせてもらっておるわけであ

りますが、そういう次世代についても、しっかりと大玉村なら大玉村を持続して引き

継いでいく、こういう人口というものはやっぱり欠かせないなと。それから、農業と

の関係うんぬんということでございますが、これはいろいろ政策絡みの要素が大きい

わけでありまして、ここで頑張ってもなかなかそれについていけないような要素もあ

るわけでありますが、ただ、大玉村がしからば田畑、そして森林、こういう人の力で

作り得ることのできない、こういう原風景、これはやはり持続していかなければなら

ない。経営の形態とかは、それぞれ変わり得るところもあると思う。しかし、この原

風景が変わってはならない、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） ７番。

○７番（佐藤誠一） 村長の意見も分かっておりますけども、原風景を守りながら人口の

バランス良く、人は活力の源とか言っておりますけども、両方ともバランスを取って

いくということ、これ口では言っても非常に難しい問題だと思うんですけども、もう

一度伺いますけども、この二本立てで私これあえて言いますけども、この人口的バラ

ンスと農業の活力も入れながら、その二本立てでいくのか、今後はもう先ほども前質

問者も言ったように、福島や郡山のベッドタウン化しての要素として、住宅でいくん

だというふうな考えなのか、もう一度伺っておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたしますが、人口のこのバランスということは、要する

に具体的に言うならば、最低限今の人口を維持していくということです。でき得れば、

何人ともやっぱり増えていくような状況、微増であってもやや増えていく、こういう

ことをやっぱり自治体としては保っていく。これがやっぱり最も大切な自治体として
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の基本的要件であるなと。農業関係の原風景というのは、やたらにそのどこでもかこ

でもじゃ人を増やすために大切な農地をこれを改廃して良いのかと、そうではないと。

だから、再生室関係でも遊休化を２０ヘクタール以上を再生しているわけであります

から、そういうことでバランスを保っているんです。だから、大玉村のやはり貴重な

田畑、それから森林、こういうものはやっぱり大玉ならではの原風景であると。その

ための土地利用計画であり、それから総合振興計画である。こういうものに基づいて、

向こう１０年間の大玉村の発展策を考えていこうではないかと、こういう考え方であ

ります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） バランス良くやってもらえば何よりでございますので、そのような

方向で村長の頭で描いているような村発展につながっていっていただきたいというふ

うに思っております。

次に、５ページ、６ページ関係でございますけれども、まず、大きい項目で村土地

利用の方向の中での村土地利用の基本理念というのがございますけれども、村土の利

用は、村民の公共の福祉を優先させるんだと。更に自然環境の保全も図るんだという

ことでございますけれども、いろいろこういったことも文言を付けなければならない

というふうなこともあろうかと思いますけども、この土地利用の基本理念について、

福祉を入れるのも大切でございますけれども、なぜこういう項目、土地利用の項目的

な福祉関係が入ってくるのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 公共の福祉というのは、健康福祉とかという福祉という部

分も含まれますけども、住民が住民らしく人間として一般的に暮らせる、安心して暮

らせるような、そういうものを公共の福祉というふうに読み替えていただければと思

います。なお、この村土利用の基本理念については、福島県計画と全く同じ基本理念

を有しております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） そのような県の福祉計画の理念の中にも入っているということでご

ざいますので、それ以上のことは言いませんけども、次に、(2)に、村土地利用の基

本方針、またこれ出てきますけども、その中で計画的土地の促進とか自然環境景観の

保全とか、農業的土地利用の促進というふうなこともうたっておりますけども、この

中で推進、保全、調和、確保ということでございますけれども、いったい村、宅地開

発だの聞くと、農地が農転になるわけでございますけれども、もう一度言いますけど

も、土地の推進、住宅地の推進、又は農地の保全、調和のとれた二本立てなのか、そ

れとも確保なのか、この４つの点でどのような方向で村ももう一度進んでいくのか、

再度伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

土地利用の推進、これについては適正な土地利用を進めますと、そういうふうな形
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で、それを目標に進めます。それから保全につきましては、そのままの意味なんであ

りますが、保全するというような形であります。この土地利用計画につきましては、

第４次総合振興計画を土地利用の面から担保するというような上位計画であります。

したがいまして、この中で推進、あるいは保全というような意味合いの言葉を使って

おりますが、それらについては個々個別、具体的な計画の中で策定しながら実行する

というふうな二本立ての計画というふうに理解していただければと思います。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 国土利用計画の大玉版作らなければだめだからということで、いろ

いろな参考にするものがあって、それを当てはめていったり、パブリックコメントの

ように村民からの意見も６件ほど入れて、こういう立派な国土利用の大玉版を作って

いくんだということも私理解しておりますけども、何度も言いますけども、やっぱり

調和のとれたというのは、これ口では簡単に言いますけども、本当に今までは農業は

村の源ですと、礎ですということを言いながら、片方では人口を増やしていくんだと、

少なくとも維持していくんだということになると、これ言っていることとやっている

ことちょっとアンバランスでないかというふうに思いますので、その点もきちっとや

っぱり大玉村は土地の利便性を生かしながら、もっともっとこっちのほうに力を入れ

ていくんだという方向性を持たないと、いいや住宅も建てなきゃだめだ、人口も増や

さなきゃだめだ、農業も発展させていかなきゃならないとなると、非常にこれ村民も

とらえにくい計画になりますので、その辺はやっぱりきちっとした基本をやっぱり持

っていって、このような立派な方向性を取っていくというのが筋だろうと思うので、

その辺を私から一応過言として言っておきます。

今度の大玉村の計画の中で、放射能のことが入ってきたわけでございます。非常に

これはやっかいな問題だと私思っておりますけども、ここの中でも平成２３年９月１

日に大玉村除染計画を立てたんだということ。いったいこの計画ですね、１年で帰れ

るんだとか、５年で帰れるんだとか、いやチェルノブイリのように３０年や４０年は

もう戻れないんだろうという、大玉村の除染だって安達太良山の山頂から阿武隈まで

ね木の葉っぱ１枚１枚やるのでは、いったいどのくらいの金かかるんだと、どのくら

いの年月がかかるんだと、どのくらいの人の作業人数がかかるんだというふうに言わ

れるんです。そのためにあえて言いますけども、どのくらいの期間を設定しているの

か、まず、当局に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） ７番議員さんにお答えいたします。

村の除染計画の中では、重点期間を２年ということで、５年計画の中の重点期間、

線量の高い地域等が重点地域になるわけですが、そういったところの提言を目指す期

間が当面２年というような形で計画しております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 私も２年や５年というのは口では言うんですけども、本村には富岡
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の仮設住宅があって、私も農産物を利用している何件かの方もおりますけども、ほと

んどの方が東電から５～６キロのところにいて、一度や二度家に行ってきたけども、

戻れる状態ではない。シーベルトにしたって２０～３０くらいあるという状態の中で、

今、自衛隊か盛んになって重点地域、特に役場周辺とか除染しているのが毎日テレビ

に映っておりますけども、彼らだってさえもう何年いるか分からないんだと。もうこ

の地に骨を埋めるかも分からないというようなことも言われておりますので、ただ単

にここが２年や５年だというような目標の中だけでなくて、一方で双相地区の今、町

村会長をやっているかやっていないか分かりませんけども、川内村の村長もチェルノ

ブイリに除染関係のことで視察に行って、昨日、福島大学でその報告会あったようで

ございますけれども、除染については、チェルノブイリでは一切口にしなかったと。

除染というのはもう不可能なんですよ。全地域の除染。重点的な除染はこれできます

よ。公共施設や通学路だのね、その表土剥ぎだのはできるかも分かりませんけども、

大玉村１つによって先ほど言ったように、安達太良山の山頂から阿武隈まで、面積に

して３７平方キロメートルなんです。この除染費、これ金にしたっていくらになるん

ですか。試算したときありますか、当局で。私も試算はしておりませんけども、聞く

ところによると村の予算の何十倍、何百倍になると言うんです。村の資産は３５億円。

その１０倍だってもう３００億円です。だから、こういうあまりにも不可能なものを

可能なように聞こえるようなことをやっぱりやってはいけないと思うんですよ。本当

にこれ除染できるんですか、もう一度伺いますけども。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、取り組みをしなければならないのが除染ですね。今の質問の話

を聞くと、本当に除染できるのかということでございますが、やればやっただけの効

果が上がっていることは間違いないんです。これは要するに放射性物質対象特措法、

法律が１月１日から施行になって、市町村自治体が除染計画を立てて、除染をすると

いうことに法律でこれなっているわけですから、ただ、自治体がやらなければやらな

いでも構わないということでありますけれども、そういうことでは安心、安全の結局

地域づくりができるか。その経費は持つということでございますから、これはやっぱ

り自治体の責任でしっかりと取り組みをすると。やればやっただけのこれはやっぱり

放射線量の低減につながっている。しからば、計画の期間はどうだと。先ほど課長か

ら話しありました。重点地域については２年、そして、計画期間は５年。経費は、経

費はこれからやっぱり具体的に今、県の方と協議中でありますが、何十億円単位にな

ります。何十億円になります。それは、国がその経費は持つと、こういうことであり

ますから、もちろんこれは村では村費持ち出しなどということには、うちのほうの村

のみならず、よその自治体だってそんなことできません。例えば飯舘村あたりはどの

ぐらいかかるんだと。概算の概算概算だと思うが、３,０００億円くらいかかるんで

す。いや３,０００億円であがんねべと。人が戻って住むためには１兆円ぐらいかか

るんじゃないか、こういう話も出ている。あと仮設でのことが話ありましたが、あま

り私の口からはいろいろとこれは反響があるから言いたくない。大変な心境でいると
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思う。それから、警戒区域というのは大変だわね、線量を聞いてみると。庁舎とかな

んか今、自衛隊で除染始まりましたが、全体的にどうなんだということになれば、だ

から警戒区域とか計画的避難区域と、ここ大玉とかの実態の地域とか、これは大きく

これはやっぱり差がありますから、大玉の場合はしっかりとこれは除染取り組みをす

れば、要するに０.２３を目指して頑張って計画期間の５か年間で取り組みをすれば、

これは安心、安全の生活できるような地域になるなと。また、そうしなければならな

い。安心して住めないような地域では困るんです。そうしなければならないというこ

とで考えておるわけでありまして、その辺は協力をお願いをいた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） 村長も除染費の費用については概算の概算、概算で他町村の例を挙

げて言ったように、私もその考えでございますので、やっぱり気休めだけの除染作業

だけはこれやめてほしいと思うんですよ。ここだけやればいいんだ、ここだけやれば

いいんだと、やっぱり基本にのって全土を除染していくんだということをやっぱり頭

に置きながらやってもらいたい。チェルノブイリに行っても、その除染についてはど

うだったとなると、自然治癒なんですね。自然治癒というのは、年数がこなければこ

れ直らないんですよ。村長が言っているように、木は３０年サイクルで伐採していく

んだと言ったら、３０年を１サイクルとして３０年、そういったやっぱり長期展望に

立って計画をやっぱり立てて、その計画に基づいてやっていく。その頃我々生きてい

るか生きていないか分かりませんけども、その方向でやっぱりやればいいんだと、気

休めでいいんだと、それだったらだれでもいいんですよ。ですから、特に言っておき

ますけども、その除染については、やっぱりもっともっと長期になるよというふうに

村民にもやっぱり分かるような方針で今後、進んでいただきたいというふうに思いま

す。

次に、１１ページ、１２ページ関係でございますけれども、本村先ほど言ったよう

に３７平方キロメートルあるそうでございますけれども、これを地図に分けて馬場平

地区も入れまして、４つなり分けて、東方面は商業振興地帯にしていくんだと。中央

部については住宅地にしていく。中央山間地については、自然的利用をしていく。西

部については、安達太良山の環境そのまま守っていくというふうなことでございます

ので、結構なことだと思いますけども、特に②の住宅地については、生活基盤の一層

の充実を図り、良好な住居環境の形成に努めてまいりますということでございます。

また、前質問者もふれましたけれども、横堀平の８ヘクタールについては、今後は仮

設後撤去後は住宅として活用していくということでございますけれども、これらにつ

いて再質問になるような形でございますけれども、もっと別な計画がなかったのかあ

ったのか、もう一度伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 中央部地域という、特に横堀平地区の苗畑跡地、これ８ヘクタール、

これは買い求めた面積でありまして、先ほど９と言いましたが、これは村の遊園地と
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かなんかも一体性のあれになっていますから、まあ横堀平地域そのものは８ヘクター

ルというようなことで、今、仮設の提供をしているわけでありますが、一応それ現時

点においては何十年とかなどということはこれね、一応２年にはなっているんですが、

一応状況判断で、現時点における判断、５年間ということを想定される。用地は仮設

住宅撤去後も宅地化や公共広域的施設用地として活用を図っていきたい。ということ

はこのとおりであります。住宅地に、あるいはまたあそこの地にふさわしい何か公共、

広域性の高い、そういう福祉施設のようなものとか、何かそういう施設が類したもの

があるか。あるいはあそこの地にふさわしい企業等があるか、こういうことで有効に

将来的にはあそこの土地を利活用策をしていく必要があるなということで、ここにそ

のような考え方で、これはパブリックコメントでも、あるいはまた検討委員会でも、

こういう考え方で一応このようなことにお決めをいただ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） 何度言っても５年をめどだということでございますので、その方向

で行くんでしょうから、その方向で見間違わないように方向性だけを取っていっても

らいたいというふうに付け加えて次の質問に入りたいと思います。

１４ページの災害に強い村づくりでございますけれども、逆の発想から言えば、そ

れじゃ大玉村はこれといった災害があるのかという面から取ると、本当に災害に強い

村だと思うんですよ。地震があってもそんなに影響もなかったし、津波もなかったし、

影響があるのは、原発の放射能の影響くらいで、これ会津のように雨も降ったわけで

ないので、この災害に強い村づくりというのは、今よりもどのような方向で強くした

いのかだけ聞いておきますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

災害に強い村づくりでありますけども、今まではかつて先輩たちが山に入り、森林

に入って森林を手入れしてきたと。それから、農地についてもこまめに手入れをして

きたと。そういうことによって目に見える、見えない作用の洪水防止機能であります

とか、土砂の流出抑制機能、水源涵養、これらの機能が今まで十分に果たされた結果、

大玉村については風水害、土砂災害等の災害が少なかったというふうに認識しており

ます。今後、これらの管理の低下が見込まれる現在、そういうものを更にきめ細かな

森林の手入れとか、農地の保全管理を行うことによって更に強い村土づくりというよ

うな形で、昨今、ゲリラ豪雨とかそういうもので局地的な大雨も降ると、そういうこ

とも想定されております。そういうものにも対応できるような機能を今後とも持ち続

けるためには、こういった強い村土づくりのための施策が必要だというふうに考えて

今回、計画に計上したものであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうも丁寧な答弁ありがとうございます。ゲリラ豪雨ということも

ありまして、想定外のことが多々発生するので、そのような基本方針をしっかりと守

りながら村づくりをしていただければと。次の質問に移りたいと思います。
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大きな２番で、来年度の重点方針について、村長に伺いたいと思います。まず、最

重点方針は、どのようなものを持っているのか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 最重点というのは、やはり放射能の低減化のやっぱり除染対策です

ね。除染対策について、しっかりと取り組みをしていくと、これが最重点の施策であ

ります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 私も(2)に原発関係書いておりますけども、先ほど村長概算の概算

で飯舘の場合は３,０００億円から１兆円だということでございますけれども、この

ような試算も本村でしておくのか、して今まできたのか伺いたいと思います。除染に

ついて。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。

９月１日に村の除染計画作成しておりますけども、１２月７日にこれの改訂版を作

成し、県のほうに送付したところであります。なお、この計画につきましては、２１

日の全員協議会でご説明を申し上げたいと思いますが、除染の費用につきましては、

山林は国の方針等がはっきりしないということで除いておりますが、概算で５６億円

程度を見込んでおります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。山林を除くと言えば、エリアとして

面積としてどのくらいになりますか。

○住民生活課長（菊地平一郎） 村に占める山林の割合が約６割強ということでございま

すので、７９平方キロの６割強というのが山林面積というふうにとらえております。

山林以外の面積ということで、約３４平方キロメートルです。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 昨今の報道ですと、農地についてはどうしても１２月から３月頃ま

で雪が降ってしまうということで、県の方針でも農地の除染については、来年度３月

後半以降になる、ずれ込むんだということもうたっておりますけども、山林以外とな

りますと農地まで含むんてすね、これね。そうとらえてよろしいんですか。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 農地も含み、また、住宅地の近隣の里山と言いますか、

２０メーター、その部分を含んでの面積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） 汚染された草木や土の仮置き場、これ前質問者何人もやっておりま

すけども、この仮置き場の確保に今、当局は非常に苦労していると思うんですよ。私

のところもそうでありますけども、この仮置き場がなければ除染もできない。ただ、

これコンクリートとかは高圧洗浄機で洗えばいいんだとか、その水をただ流すんでな

くて、もう一度除染して流し直すというような対策は取れますけども、この仮置き場
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について今、何か所決まっておるんですか、村の又兵衛を含めて。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 仮置き場についてですが、４か所、それと村の仮置き場

１か所ということで計５か所となります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） それで、先ほども何度もやりましたけども、この５か所で何立米、

村では１万立米が出るんだというんですけども、村で出る何割程度埋設されるのか、

伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 各行政区に確保されました仮置き場については、既に通

学路、あるいは生活道路ということで、４か所については仮置き場は既に使用してお

ります。残る村の仮置き場につきましては、今後、実施設計等を行って正確な仮置き

できる面積というのが明らかになるところでございますが、先ほども別議員さんにも

お答えしましたけれども、３反８畝程度というふうに考えておりますので、その面積

全部使っても１メーターであれば３,８００立方というような形になります。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 村民、非常に村も汚染地区になって、１人当たり普通の人は８万円

当たりいただけるんだというふうな報道もなされており、非常に困惑している状態な

んでございますけれども、やはりこの人的確保ということは先ほど何回も言ったよう

に、どのような方法かということでございますので、やっぱり専門家にきちっとした

やっぱり、専門家ってないわけでございますけれども、やっぱり研修の受けたきちっ

とした人に屋根の汚染とか住宅とかの汚染をやってもらわないと、ただ、仕事８時間

だけ仕事をやればいいんだというふうなことになってしまうと非常に迷惑になります

ので、この点について建設業者は今、災害復旧で非常に忙しいということでございま

すけれども、どういった方面の会社に委託するのか、伺って終わりたいと思います。

○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。

除染作業につきましては、屋根の除染と住宅においては屋根とか壁、それから庭等

の除染、庭等については表土剥ぎ、それから近隣の森林ですか、里山等については枝

葉の剪定、各業者というか、事業者によって専門分野が分かれるところでありますの

で、効果的な除染、これにつきましても県においても講習会等を開催しております。

また、実証実験というようなことで実験等も行われております。その結果につきまし

ては、２月末ぐらいにならないと公表されない、出てこないということでございます

ので、村におきましても、そういった専門分野、それぞれの専門分野の皆さんのご協

力、説明会等を通しましてご協力をお願いするということで、実証実験的なスタート

になろうかというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。
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○７番（佐藤誠一） 本当に最後になりますけども、今の除染についても、学校周辺だの

は生徒の保護者のＰＴＡ関係でボランティアでやるんだというようなことで、学校の

周辺、校庭だの歩道だのやっておりますけども、やはり今回やっぱり危険を伴う作業

になりますので、このボランティアやっぱり抜きで除染作業をしていただければとい

うふうに思っておりますので、その点村長どのような考えを持っているのかお伺いし

ます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは先程来の質問者にも答えましたが、作業の内容によってね、

かなりやっぱり経験を必要とする。こういうものはやっぱりその道のプロに頼まない

とだめですね。あるいはまた道路のようなものですと、これは路肩を剥ぐとか、高圧

洗浄で流すと、あるいは土砂を上げると、こういうことは通常の作業でこれは通常の

方でもできる。だから、その辺について作業の仕方、それから現状に合ったようなそ

ういう状況、この辺をうまく整理して、そして、その作業分野ごとにこれはプロと、

これは普通一般の作業員でもできるなと、この辺をうまく整理して、そして短期間の

うちに限られた期間でありますから、その期間内に実効の上がるような、そういうこ

とでもって作業を進めていきたいな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） そのような方向で是非どの程度の年数かかるか分かりませんけども、

きちっとした除染作業をしていただければというふうに思っ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。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議します。再開は午後３時３０分といたします。

（午後３時１５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後３時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「放射性物質と食の安全につ

いて」ほか１件の質問を許します。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） １０番須藤軍蔵でございます。先に通告いたしております今次定

例会における一般質問を行います。

放射性物質と食の安全についてでありますが、原発の爆発事故以来、９か月が経過

した中で、いまだに収束の方向が見えないと、こういう状況の下で、しかも日を追う

ごとに様々な内容が、あるいはまた被害が広がっていると、こういう状況であります。

私も一昨日、自分の住んでいる地区内２０か所をずうっと測定して回ってその数値を

地図に下ろしたわけでありますが、その数値が高いと見るか低いと見るかはいろいろ

ありますけれども、いずれにしても、今朝程来の質問もずうっとこれらにかかわって

ありました。今正に、こうした最大の課題がここにあるのかな。併せて行政や議会に
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もその対応が問われているというふうに今、思っておるところであります。そこでま

ず第１点目は、村が設置した農産物の放射性物質のカウンターによる測定、これらの

実績、あるいはまたこれまでの取り組まれた主な測定品の件数なり数値、あるいはま

たそれらの中での特徴点というものなどがあれば、お聞かせをいただきたいと思いま

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。

放射性物質の測定の品目、件数関係でございますが、まず、調査件数につきまして

は、１２月８日現在の数値でございますが、２４９検体を実施しております。品目に

つきましては、玄米が５７件、白米が３９件、白菜が３５件ということで、合計で品

目については３３品目を実施しております。それらの結果でございますが、結果につ

きましては、依頼者に通知してお知らせしているところですが、それらの傾向を見ま

すと、茸関係、これはホームページに結果を掲載しているので、一番今まで高い数値

を出したのが、ナメコのベクレルですが３０５、柚子の１７５.８、キウイフルーツ

の１１２.１ということで、茸関係といわゆる果樹と言いますか、木になる果実関係

は高い数字が検出されるというような傾向になってございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。これらの数値でよく新聞に出てくるカ

ッコの数字の誤差があるんですけども、それについてはおおむね良いので省略します。

次に、米を巡る件であります。１１月１６日に大波地区でサンプル調査した後に、

しかも安全宣言がなされた後に、一応の安全とされる基準をこの数値を大幅に超えた

米があるわけでありまして、その後も増え続けております。実は私の地域でも２人ほ

ど大波地区に行っておりまして、既にいいお母さんになっているわけでありますが、

非常に両方とも農家でありますが、今、心配の中にあるという状況であります。こう

いう事態の中で、私この県の方針もあろうがということで、既に手が打たれている話

でありますけれども、大至急大玉村としての検査というものをやるべきであろうとい

うふうに思ったところでありまして、この一般質問の提出を通告したというわけであ

ります。その後、県においても方法が取られているわけでありますけども、いずれに

しても、サンプル調査だけでは問題だったなというふうに思うわけであります。特に

すぐお隣の渋川でも検出されたというようなことでありまして、より細かなチェック

体制に入ったようであります。先ほど一応の安全基準というふうに言いましたけれど

も、あくまでもこれ一応でありまして、玄米で１キロ当たり５００ですか、そういう

ふうに言われておりますが、しかし、それ以下だから大丈夫なのかということは、こ

れは全く違うのではないか。明治の粉ミルクもほとほと作用に全くそれは健康には問

題ないと言われておりますけれども、少しでも検出されればそれは実害であろうと、

風評ではない。したがって、風評とはなんだと。確たるものではないのにそうであろ

うなどというたぐいのものであったり、あるいは根も葉もないことだというのが風評

でありますが、根っこにも葉っぱにもくっついちゃったんだから、根も葉もない話で
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はないんですね。したがって、はっきり知っておく必要があるのは、やっぱり風評で

はなくて、放射性物質がついてしまったということであれば、これはやっぱり実害だ

というふうにきちっととらえる必要があるというふうに思いますけれども、まず、こ

の点での村長のご認識をお伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

結果論でありますが、なんで最初に検査器なりを体制を整えてスカッとやってくれ

ないんだと。それを後から大波が出た、今度は小国が出た、月舘が出た、岩代、小浜

が出た、渋川が出た。こだことでは結局とんでもないべということで、これはもう吠

えてきたわけでありますが、全くこの情けないなと思うんです。それで、実は大波が

出た時点で、もう１回検査体制をするということで、自治体ごとにこの近辺では二本

松と本宮が入っているんです、安達地方では。大玉は入っておりません。しかし、私

は今言ったようにポツッと出たような場合、それが出る出ないよりも心配だわね、こ

れね。それで、これは集荷業者はＪＡみちのく安達という１つなんだと。だから、こ

れは大玉も加えてもらったほうが良いと。この際全部加えて検査してもらったほうが

良いということで、私の方で話をして、そして、その自治体の指定にはならなくとも、

大玉もそこに加えてもらったんです。だから、じゃその検査はどうするか。重ねてし

まっているから、そこから抜き取るのは大変なんだよね。そのために出荷した保有米

ね、保有米をひとつ協力をお願いしたいということで、それぞれの皆さん方にお願い

をして、そして、今、これを結果はまだ大玉もそちらが優先になるものですから、大

玉の結果はこれからになりますが、果たして今度保有米が全部出ますから、どうなる

のかなと。やっぱり出れば出たで、家庭も知らないで食べるわけですから、出れば出

たでやっぱりそこは対応すると。そういうことでもってその結果をどう出てくるもの

だかということで、今、心配をしておるんです。だから、やはりどう村長考えるんだ

ということでございますが、そういうことで自治体の指定を受けなくとも、やはり検

査が一番大切だということで、私のほうからそういうふうに申し入れをして、そして、

検査をしてもらったという経過があるんだということを申し上げておきたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） いずれにしても、風評ということではなくて、やっぱりそういう

ものが数値が少なくともやっぱり出たということは、やっぱり実害だというふうに私

は思うわけでありまして、いわゆる先祖伝来、おおたま広報でもずうっとこの大玉の

歴史なども出ておりますけれども、こういうものが受け継がれて、あるいは受け継い

でこられた農地、あるいはそうした自然、こういうものがこれまでになかったような

根本から汚されたわけでありますから、もはや有機だとかエコだとかなどという話は

ずうっと吹っ飛んじゃった話になっちゃって、簡単にはもうそういう話が言われる状

況にはないわけでありますから、やっぱりこういうものに対してはきちっと原因はっ

きりしているわけでありますから、こういう怒りというものをはっきりさせなければ
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ならないと私は思います。風評だなどというと、何か遠いところでおれは関係ないと

いうような受け止めであろうと思いますけれども、一方においては、つまり農家は消

費者に食を提供する、そういう責任が一方においては発生するわけでありまして、だ

からこそ学校給食でも先程来お話しありましたように、食の安全から考えると県産物

は使っていないんだと、こういうわけだから、県産品は心配だということの裏返しだ

から、だから心配なものを提供するわけだから、ここに責任が発生するわけでありま

す。したがって、できるだけ数値が出ても、より少ないものをというふうに求めて今

頑張って、それぞれのところで手立てがされているわけであります。この間、消費者

の動向も見るとこれ明らかなんですけども、今朝程来も出ました消費者の動向、直売

所で昨年対比約７割、８割弱ぐらいで昨年対比の水準だと。つまり、それだけの人は、

心配だから食べなかったということでありまして、それはまあ当然であろうなという

ふうに思いますし、一方においては８割くらいの人がいろいろ考えた結果、ここにい

る皆さんもほとんどそうでしょうが、いろいろ整理整頓してちゃんと村のものを食べ

ていただいているという、そういう冷静な対応もされている。つまりは、そういう心

配される方を一方的にああだこうだとも言われないし、そこら辺やっぱりきちっと今

の状況を踏まえた対策というものが取られるべきであろう。本来、先ほどもお話しあ

りましたように、この２割強ぐらいの損失ですか、法律用語では逸失利益と言われる

そうであります。つまりそういう事故がなければ利益があったであろうと言われるよ

うなものがそういうふうに言われるそうでありますが、こういう点もきっちりと生産

者自らがチェックをして、自分でやっぱり賠償を求めるというようなことが大事であ

って、それ以外のやっぱりそれもなかなか手続ができないということに対しての手順

をやっぱり村が示していく必要があると思います。賠償請求のときに住民票が必要だ

と言われていますが、賠償についての請求するときの住民票はただだというふうに言

われているんですけども、そのようになっていますか。

○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。

賠償請求に伴う住民票は、無料というふうにしております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 我が村では徹底されて大変に良いことだなと思います。なかなか

そういうことができていないという自治体もあるようであります。それにしても、生

産者としてやっぱり徹底したチェック体制というものの強化というものが求められる

わけでありまして、それ生産者としてと言われても、実際はなかなか大変なわけであ

りますから、自治体の果たす役割というものが、いきおい求められるわけであります

ので、この点についてももっと、なかなか機器が足りないと言われているようであり

まして、米そのものもそのような、国においてもそうであるそうだそうですけども、

こうしたチェックを強化していく、安心できるものをより線量の低いものを提供する

というための手立てを強力に進めていただきたいというふうに思いますけれども、こ

の点についての村長のご見解を承りたいと思います。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 結果的にはこれ出てしまった。できてしまったことは自治体がこれ

しっかりと取り組みをせざるを得ない。そうして、あとかかった費用等については請

求をしていただくということ、これがやっぱり住民の生活本位、健康本位ということ

で取り組みをしていかなくちゃならないというふうに考えております。やっぱり一番

の信頼回復は検査体制ですね。検査体制の強化、これを先ほど農政課長のほうからも

それぞれ件数関係とか、というのは私も保有米からうんぬんというような米について

お話しを申し上げました。その現れが結局私のほうで、うちのほうもやっていただき

たいというようなことでありますので、その辺をひとつご理解をいただきたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 次に、堆肥、わら等の取扱いに関わってのお尋ねをいたします。

１１月に検査されたというような行政報告がございました。これらについてのひとつ

堆肥センターはいったいどのくらいの数値が示したか。先ほどありましたね。数値が

あったか。そしてまた、保管の数、つまり置いている飽和状態なのか、それどうしな

きゃ、こうしなきゃならない状態なのかというような中身について１つ。

それからもう１つは、畜産の各種畜種別の検査検出の数値の検出数値、あるいはそ

れとの暫定基準の関わり、これ先ほど４００から１,０００だとか、むやみとあれす

ぎてちょっと信用できないような数字なんだけども、それからもう１つは、堆肥セン

ターの搬出牛の状況、事故引き取りも併せて、それはどういうふうになっているか。

それから、３月１１日以降に収集されたわらの数値ですか、そういうもののものと

保管の状況というものを農家の中でどういう状況になっているか、大体で結構ですか

らお知らせいただきたいと思います。

○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します。

まず、堆肥センターの関係でございますが、堆肥センターにおきましては、８月か

らいわゆるセシウムの濃度が高いということで、流通業務についてはストップしまし

て、その後、搬入農家に汚染した稲わらや牧草等を与えないでくださいと、敷料を与

えないでくださいということで徹底しまして、定期的に生産された堆肥の濃度を測っ

てまいりましたが、１１月２４日に業者にお願いしましてセシウムの濃度を測りまし

たところ、堆肥の規制値については４００でございますが、結果が１１２ベクレルと

いうことで４００を大幅に下回ったので、堆肥の流通可能ということになりました。

また、現在の保有の状況でございますが、いわゆる１１月２４日以前に生産された

ものについてはいわゆる流通ができないということで、９月補正で予算補正しまして

議決いただきましたパイプハウス、現在、建設中でございますので、それらに一時保

管しまして、保管方法が明示され次第、仮置き場に移動等の措置を講じてまいりたい

と思います。

また、各畜産農家の堆肥の状況でございますが、これは１０月に村内５８戸の牛糞
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の堆肥を県と村のほうで測定いたしました。その中でいわゆる最高に放射能の数値が

高かったものにつきましては、１万４,０００ベクレルということで、５８戸調査し

ましたが、４００ベクレルを下回ったのは、５８戸のうち１９戸が下回ってございま

す。そういった中で、敷料堆肥を測ったので、それらについては基準を超えるものに

ついては農地への施与もできませんので、一時保管していただきたいというような指

導を行っているところでございまして、そういった状況でございます。

また、３月１１日以降、いわゆる収集した稲わらの関係でございますが、高濃度に

汚染されたわらにつきましては、これ国のほうから話しましたが、それぞれ測りまし

て１０万ベクレルを超える稲わら、村内についてはこれは３戸の農家が所有しており

ましたが、それらをモデル的なケースということで、国の事業、国が日本草地種子協

会というところに委託しまして、これらにつきましては各農家の農地ですか、所有地

に一時保管の事業を国の委託事業によりまして行ってございます。

また、これから前の質問にもお答えしましたが、１２月の定例議会におきまして、

農業経営の汚染廃棄物の処理事業が県議会で今、審議予定ということで、議決後、市

町村にそれらの事業の説明会がある予定ということで聞いておりますので、それらに

よって汚染の高い、いわゆる度数の高い稲わらとか牧草とか、堆肥関係については、

これらの事業が実施され、一時仮置き等の処理がされるという内容で県のほうから聞

いております。以上でございます。

◇ ◇ ◇

○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、会議時間を延長することにいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） それぞれご答弁いただきました。ありがとうございました。この

中でかなり高いものについては一時保管してくださいよということで、それぞれお返

しをしたという経過があるわけですね、畜産農家に。そのお返しをされたところの持

ってきたので、あれよこれよといういろいろと苦情も私のところに来たのもあります

し、それ我がで言ったらいいべなどとおれ言ったらば、そういうことをやるのがおめ

らが仕事というようなお叱りもいただきました。それもそうだなと、大変なんです。

いずれにしてもそういうことで、つまり農家の人も被害者で、畜産農家の人もこれ被

害者なんだわね。そして、近所に置かれた人もうんと心配だと、これも心情分かるん

ですけど、そのくらい我慢したらいいべなどと思ったりもして複雑なんですけども、

いずれにしても、両方が被害者の状況なんですよ。いろいろ堆肥を巡ってはいろいろ

様々聞いていますが、やっぱりここでは先ほどあったもう１つは、１１日以降の集め

たとんでもない１０万ベクレルですか、これを超えるような、そういうような大変な
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ものもあると。この前の村の仮置き場の説明会の際も、区長、会長から若干お話しあ

りましたように、いろいろと問題もあるということになれば、これ地域の問題にもな

る。あるいは隣近所の摩擦にもなるということでありまして、畜産農家は農家として

のそれぞれの自己責任が当然あるわけでありますけれども、一方において、それ以上

のこれ事態が起きているわけだから、今、課長からお話しありました県議会終了後に、

これらのものに対する対策、講じられるであろうと、それに基づいてやるんだという

お話しありましたが、要はこういうものについてやっぱり県なり、それから末端のや

っぱりどこが原因だというのが明らかになってはいるわけですけれども、それを今と

っそくそっちの話だではなくて、それをやっぱり今、とっそく解決する方法を導き出

すのには、これやっぱり村がやらなくちゃ進まないというふうに思うわけでございま

して、当然、こうした問題について村が先程来お話しありましたような仮置きと同様

の考え方で対策をしないと進まない。あるいは地域住民の協調なり安全に結びつかな

いというふうに思うわけでありますけれども、この件に関しての村長のご見解を承り

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今の件についてでありますが、それぞれ日本の草地畜産種子協会、

とっそくのところこれやっていただいたんですね。しかし、地域についてはちょっと

話したぐらいの状況でありますし、空気中の飛散はいったいどうなんだということに

なりますと、近所隣はご迷惑だと。だから、やはり自治体として除染計画を立てて、

地域の線量を下げると、こういうことでございますから、あるいは個人でそっちでや

ったんだからどうとかでなくして、地域のやっぱり全体の線量を下げるんだと、こう

いう視点に立って、やっぱり村の除染計画で取り組みをしなくちゃならない。そのた

めには、やっぱり住民の意識、これはかなりそういうふうに傾いてきたなとこう思っ

ているわけですが、これやっぱり村がそういうことでやるということでいるんだから、

我々もやっぱり住民として安心、安全の生活できるように、やっぱり我々自身住民も、

これはやはり線量を下げるだと。ここにこうだからそれはだめだと。だけども、目の

前の道路には線量高いのがあるんじゃないかと。結果的には、それじゃ安心、安全の

生活にならないんだと。だから、しっかりとやっぱり住民全体が線量を下げる。そし

て、あとは村で仮置きするところについては地下等の浸透を防ぐ、空気中の飛散はち

ゃんと防ぐ。こういうことで、今よりも線量下げるんだというようなことをやっぱり

信頼をしていただいて協力をしていただく、これが大切だなと。まあそういうことで、

今のようなことも含めて、自治体でこれは最終的に取り組みをしなければならないと、

そういうふうに認識をいたしております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。最後の質問になりますが、先日、私ど

も共産党として来年度の予算についての要望を申し上げながら、懇談も村長さんとし

ました。その際、今、お話ししたようなことについてもお話ししましたが、やはり一

連の放射性物質の除去、これ今、村長から既にお話しありましたように、村の責任で
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進めるんだと。もう１つは、行政区ごとに今までも大変なご苦労をいただきながら紆

余曲折はありながらも、協力をしていただいて実施された除染作業、これは今度の災

害を通して、それこそ災い転じてということありますけども、そういう中で地域の絆、

新たな結びつきというのもできたのかなと思いますし、やはり村もそうでありますし、

地域としても、あるいはまた団体としても、そういう活動を続けることが大事だとい

うふうに思いますし、実はこれ２月いっぱいでこの予算は終わりなんだというような

お話しでありましたが、これから先程来もお話しありましたように、冬期間に向かう

し、あるいはいろんな実際はいろいろやってみてから進めるんだという、今の先ほど

の答弁の中にありましたように、まだまだ時間がかかるのかなということであれば、

もっと来年度でも引き続き続けてそうした事業、村としてと地域との２本立てで進め

るという、そういう方向付けというものが是非大事であろうというふうに思いますの

で、この点についてもう一度お尋ねをします。

そしてまた、今までずうっと今朝ほどからお話しありました。私で５人目でありま

すが、そういうのをずうっとつなぎ合わせると、大体除染についての整理ができると

いうふうに思いますが、これまでの村づくり、医療福祉、教育と子育て支援、こうい

うものは後退させないんだと。そして、除染を徹底的にやる年にするんだというよう

な、村長さん、この間のお話しありました。是非こういう議会の場でも改めて村長の

決意のほどをお伺いをいたしまして質問を終わりにしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど来の質問者にも答弁をさせていただきました。２本立て方式

は、これはこのまま継続していきたい。５０万円の予算うんぬんにはこだわらないで、

この２本立て方式はやはりこれは継続して、やはりそういうことでやらないと、これ

はうまいことにいかないと、そういうことで、２本立てでいくと。

それから、この一大事業の除染取り組みというのは、一大事業でありますが、そう

だからといって、今まで進めてきた大切なこういう住民に直接かかわる分、こういう

分野について後退する、そういうことはさせてはならないというふうに思っておりま

す。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 終わります。

○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。

◇ ◇ ◇

○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。ご苦労さまでした。（午後３時５９分）


