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平成２３年第８回大玉村議会定例会会議録

第６日 平成２３年１２月１３日（火曜日）

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

議案審議

質疑・討論・採決（議案第７５号～第８４号）

委員会研修報告

(1)総務文教常任委員会委員長報告

(2)産業厚生常任委員会委員長報告

(3)議会運営委員会委員長報告

(4)広報編集特別委員会委員長報告

閉会中の継続調査申し出について

(1)議会運営委員会
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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。

８番遠藤文一君より通告ありました脱原発後の構想と対応についてほか４件の質問

を許します。８番。

○８番（遠藤文一） おはようございます。８番遠藤文一です。これより、平成２３年

１２月定例議会における一般質問を行います。

はじめに、脱原発の構想と対応について伺います。既にご存じのとおり、県や県議

会においても脱原発、県内すべての原子力発電所の廃炉を求める方針を明らかにしま

した。村長も脱原発を明確にしましたし、本村議会においても脱原発、廃炉を求める

姿勢を明確にしてしかるべきと思っておりますし、そのような提案をするようでもあ

ります。しかし、廃炉にしたあとの原子力発電量をどのようにして補完するのかとい

うことで、今もクリーンエネルギーや再生可能エネルギーが注目される所以と思って

おります。脱原発、廃炉だけを求めるんではなく、国や県に積極的に働きかけ、提言

したうえで村でできること、やれることは具体的に取り組むべき社会環境にあるとい

うふうに思う観点からの質問であります。先日の新聞記事で大玉中学校が日本コカコ

ーラ復興支援基金による公立小中学校への移行支援事業の助成を受けるとのことであ

りますが、それについて伺います。既に補正予算書に計上されておりますので、事実

としてとらえ、事業内容について伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ８番議員さんにお答え申し上げます。

この度の日本コカコーラからの太陽光発電の支援事業でありますが、中学校におき

ましては、２２年度に文部科学省の委託事業によりまして環境教育を実施しておりま

した。そういったところで今年９月になりまして、こういったコカコーラの太陽光発

電の支援事業があるということで、申請しましたところ、今回の震災関係で岩手、宮

城、福島県の小中学校を対象ということでございましたが、大玉中学校が認められた

ということでございます。環境教育を目的としておりまして、これからの再生エネル

ギーに対応するために、子どもたちに少しでも実感としてクリーンエネルギーの教育
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を推進していきたいということでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今の質問の中では、その事業の内容も知りたいの。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） この度の設備でございますが、太陽光発電のソーラーシス

テム２０キロワットでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ２０キロワット分かりました。事業規模ですが、その内容について、

よっては助成額も違ってくるんだから、２０キロワットですと。で、こういう施設を

こうこうこういう施設を設置しますといって、予算総額はこうなりますと、そこまで

説明していただかないと事業の内容を伺った意味がないと。だから、もう少しきちん

と説明していただきたい。

それから、助成金以外の予算として村独自の予算としてどのぐらいを見ているのか、

あるいは保守点検や維持管理費を年間どのように見ているのか、あるいはパワーコン

ディショナーの更新というのが８年から１０年ということであるらしいんですが、そ

れをどのぐらいの金額というふうに見積もっているのか、あるいは売電計画はどのよ

うになっているのか、それらについてご説明いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ８番議員さんに再度お答え申し上げます。

今回の補助事業でありますが、今回申請したものは２０キロワットを上限としまし

て、事業費が２,０００万円ということでございます。太陽光発電のみを目的として

おりまして、蓄電装置については今回申請しておりません。維持管理費関係でござい

ますが、まず、太陽光パネルでございますが、こちらにつきましては設置すればメン

テナンス関係は発生しないということを聞いております。それから直流を交流に変換

する機器、パワーコンディショナーというものがありまして、年２回ほど点検が必要

だということでございます。電気保安協会に委託しまして、１回当たり５,０００円

程度かかるという見込みでございます。それから１０年に１回はフルメンテナンスが

必要ということで、こちらが５０万円、寿命としては２０年程度でございまして、交

換時には３５０万円ほどかかるということでございます。それからデータを収集する

装置、パソコン等でございますが、これは古くなってから交換した場合には５０万円

程度かかるということでございます。それから余剰電力の電力を売る場合の電力計で

ございますが、こちらにつきましては、５年に１回の交換義務がございまして、５０

万円程度かかるという見込みでございます。

次に、蓄電池関係につきましては、今回申請しておりませんので、省略させていた

だきます。今回、補正でも上げさせていただきましたが、村持ち出しとしましては、

設計料として１００万円を見込んでおります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 良いか悪いか分かりませんが、蓄電池、これを今度は設置しないと
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いうことで１,０００万円ほどの助成額が少なくなったということでありますが、そ

れでいいと思ってそういうふうにしたんだと思いますが、事業をやっていくうえにお

いて、それでもいいというのか、いいからそうなったんだと思いますが、蓄電池とい

うのを入れられるんだけど入れなかったという、その大きな理由についてお答えいた

だきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ８番議員さんにお答え申し上げます。

蓄電池の補助対象は１,０００万円ということですが、実際導入する場合には

１,０００万円をかなりオーバーするという業者のお話がございまして、蓄電池を設

置する理由というのは、余ったものをためておいて夜使うとか、通常の企業等の場合

にはそういうことも考えられると思いますが、学校の場合には電気もさることながら、

環境教育ということですので、子どもたちのいる日中にその数量等を確認できる、そ

して利用できればいいということですので、費用対効果を考えると蓄電池については

その後の２年に一度点検に３５万円かかるとか、１０年ごとに部品を４００万円、そ

して電池が壊れたとなると交換だけでも６００万円というようなことで、費用対効果

を考えると蓄電池については後年度負担が大きすぎると。それから教育的な面からい

えば必要がないという判断で今回申請を見送ったという状況でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、大玉村中学校におけるクリーンエネルギーを通じた環境教育

の実施計画の方法と内容、それについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） 今回の太陽光発電を導入することによりまして、総合的な

学習の時間、それから社会科、理科等の学習を中心として行われます環境教育の効果

を高めることはもちろんでございますが、クリーンエネルギー化のモデルとして地域

に貢献する取り組みを推進していきたいと考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そういうことがきちっとやられるような条件だろうというふうに思

いますので、あとで問題にならないようなきちっとした環境教育に取り組んでいただ

きたいと思います。

そこで大玉の両小学校についても環境教育用として太陽光発電施設の設置を求める

ものでありますが、村長、これについてどのように考えているのか、伺いたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これからの教育としては、やはりこういう教育は非常に意義づけが

高いと、こういうふうに考えておりますから、今度の中学校の状況を踏まえて検討い

たしたいというふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 既にご存じだと思いますが、半額の助成、あるいはそういうことが
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あるかどうか分かりませんが、２１年度には実質２.５％の負担で設置できたという

ような、大変いい時期もあったんですよ。まあ、それを逃したというのは、やはりち

ょっと残念だったなという気がしますが、今回たまたまこういう事業で設置するよう

になった。だから、小学校においてもその意義は村長は十二分に理解しているようで

ありますし、村長もそのような良さというものは理解しているようでありますので、

どうかあの、例えば今回２,０００万といっても２個ですから、２,０００万でできる

話、それに持ち出しあったとしても。予算的にはやはり費用対効果ということからす

ればやはり教育上、非常に有効であろうというふうに思う点と、もう１つは、いくら

少なくてもやはり自前でこれだけの発電、大玉村ではしているんだという、その自負、

それも大切かなというふうに思っておりますので、是非これについても検討し、両小

学校にも設置されるようお願いしたいと思います。

次に、太陽光発電の設置補助金の見直しについて伺います。先日の新聞では、県は、

太陽光パネルを１０万世帯に設置する構想を打ち出したとのことであります。これも

事実のようであります。村においても既に太陽光発電施設の設置に対して助成されて

いることは承知しておりますが、再生可能エネルギー、クリーンエネルギーについて、

村民に十分に理解をしていただき、今後より積極的に県の構想などを取り入れ、太陽

光発電の設置補助金の上乗せをし、政策推進に協力していくべきと思いますが、村長

は積極的にこれらを推進する考えがあるかどうか、それら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） 脱原発というふうなことに方向付けがなされたわけでありますから、

そういうことを基点として再生可能エネルギー、その中の太陽光うんぬん、こういう

ことについては積極的に取り組みをしていく必要があると、このように考えておりま

す。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 参考までにお聞きしたいのですが、現在、住宅等に太陽光発電の施

設設置済の件数、あるいはそれらの総発電量はどのぐらいになっているのか、お聞か

せいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

現在、太陽光発電、村で補助した部分ということになりますけれども、２２年度で

２５件、２３年度で現在まで２３件、合わせて４８件ということになりますけれども、

平均で４キロワット程度ということになっております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、これだけの方々が設置しているということでありまして、即

上乗せとするのは、今まで設置した人に対して何らかの方法をとらないとなかなか大

変だなというふうな状況であろうかと思います。しかしながら、やはり県でもそれだ

けのことはやろうとしているんですから、その県の事業と抱き合わせにすればかなり
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理解していただけるような料金で設置できるのかなというふうに思いますが、例えば

村長、今後進めたいとするならば、例えば２２年、２３年で２５、２３件というふう

なそれだけの数値が出ていると。今後もそういう数値が出てくるとすれば、やはりこ

れに県の事業抱き合わせ、あるいはそれに村が幾らか助成を上乗せしてというふうに

なれば、もっとその具体的に仕事が進むのではないかというふうに思いますが、将来、

このぐらいは目指したいというふうな目標があるとすれば、その目指すべき設置機種

とか、あるいは補助金について県との抱き合わせをするかしないか、あるいはそれを

抱き合わせをしたうえでなお村が上乗せを考えられるかどうか、それらについて伺い

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 考え方については、先ほど申し上げたとおりでありまして、前向き

に取り組みしていく必要がある。ついては、今や質問のある具体的なそういうこと等

については、新エネルギーの取り組み関係の仮称名、そういうやはりチーム編成をし

まして、そうした中でひとつの検討をしていただきたいなと、それらを尊重いたした

いと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） こういうもろもろの事業を鑑みれば、やはり積極的に推進していく

べきだなというふうに思っておりますし、これだけの方々が理解して既に設置してい

るということでありますので、追い風というふうな状況かと思いますので、積極的な

推進をお願いしたいというふうに思います。

次に、この度の震災により、大きく割れ目ができた三ツ森池の堰堤、今後復旧工事

が行われるとのことであります。水量７２万トンとも言われておりましたが、工事後

には４～５万トン少なくなるというふうにも言われております。それにしても貴重な

水資源であります。エネルギー資源とも思います。そこでこの工事に併せて池床の土

砂払いや、水力発電所の建設を要望すべきと思いますが、村長の考えを伺いたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 災害の発生したことを契機に、復旧関係でもって発電所、これは誠

にあれだけの傾斜もありますし、入ってくる水の量、結局計算して、その量でもって

それなりの発電はこれは可能であるなと思いますが、ただ、この事業を抱き合わせて

ということになりますと、いろいろ今こういう難しい、なんのかんのいってもしちめ

んどくさい縦割りの行政でありますから、その辺についてはこれは事務的に可能かど

うか、担当課長のほうから答弁をさせます。

○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いたします。

三ツ森溜池の堰堤工事に併せてということでございますが、確かに発想からすれば、

そこに重機が入って工事を行うということになれば、当然そこのパイプ等を通せば取

水できるという発想は私も同感でございますが、今、村長が申したとおり、災害復旧
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に関しては基本的に被害箇所を復旧しまして元の機能を回復させると、それも早急に

やらなくちゃならないと。また、今回の三ツ森溜池に関しましては、被害規模が大き

く、水稲の作付時期、この時期には農業用水を供給しながら復旧を行うという中身で

現在、県のほうで事業を行う計画をしているようでございます。そうしたときに、水

力発電をまず行うということになれば、当然水量の関係、落差、水利権、あと送電線、

こういったもろもろの角度からの適地調査が必要になるということで、まず費用対効

果とか、その発生電力どのように使うのか、こういった部分で適地調査で相当の期間

が必要になるということで、過日、県のほうにも災害のほうの担当のほうにも確認し

たところ、こういった回答が寄せられたところでございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） こういうことをひとつ議論するにあたって、共通認識に立たなけれ

ば前に進まないかなというふうに思いますが、村長は、あれだけの水量、貴重なエネ

ルギー源というふうに思われるかどうか、あるいはあれだけの水、ただ流すだけでも

ったいないというふうに思うか思わないか、それらについてちょっと伺いたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 目的がかんがいの溜池でありますから、それだけの価値をしっかり

と果たしていると。したがって、年から年中かんがい用水に使っているわけではない。

戻すところに戻せばよろしいというわけでありますから、考え方はやはり発想として

あの水を利用しないという手はないなという考えは私も持っています。ただ、今言っ

たように、災害復旧との絡みの中では事務的に難しいよと。ただ、今度やはりそれと

は別枠で今後この総体的な再生可能エネルギー、こういう新エネルギービジョンの中

で、あそこだけではありません。小水力関係と、あるいはバイテク関係とかあるわけ

でありますから、こういうものをやはりこれを機に発想の転換をする中でそれも含め

て考えていく必要があるなと、このように思っております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 先ほどの課長答弁でありますと、要するにどれだけの可能性という

ふうなこともあったわけなんですが、要するに事業可能性の調査を実施して、いつで

も具体的な検討に入れるような、そういうことも１つのこれからの手法かなと、やる

べきことかなというふうに思っております。ですから、２４年度の予算案の中におい

て、その事業可能性の調査、これなんかどうかなというふうに思ってます。これにつ

いてもやはり村独自でやるというのではなくて、いや、村がやるにしても予算的には

助成もあるようでありますので、少なくてもそのぐらいのことはやはりやっておいて

もいいのかなということで、あそこの溜池に対する事業可能性の調査、これらについ

てやる考えがあるかどうか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど担当課長の方から答弁ありましたように、災害復旧絡みの中

ではこれは部署のほうと検討した結果、これはやはり今目的とするかんがい用水とし
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ての目的を果たすことが、復旧することがこれが先決だと。これと絡めてはできませ

んね。だから、それと別枠で大玉村の要するに省エネルギーといいますかね、再生可

能エネルギー、こういう中でのビジョンの中でこれらも含めてこれはやはり検討して

いく必要があるなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） あそこの三ツ森溜池、農業用水とは言え、貴重なエネルギー資源だ

というふうに思っておりますので、十分に検討することをお願いしておきたいと思い

ます。

それから、小水力発電の具体的検討について伺いたいと思います。もう既に脱原発

を表明したんだと。代替案等具体的な時期が当然もう出てきてしかるべき時期かなと

いうふうにも思っております。そこで小水力発電、これ目に見えますし、比較的安定

しているという観点から、小水力発電を先行して具体的に進めてもいいのかなという

ふうに思っておるところでございます。ですから、２４年度の事業計画にどのように

それらを反映されるか、村長は、その脱原発の代替案として村民の消費電力の一部を

もし小水力発電で確保すると、もしですよ、小水力発電で確保しようとするならば、

どのような構想を持っておられるのか、あるいはそれらについてどのように対応され

る考えなのか、あるとすれば伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは腹減ったとこさおまんま食うようなわけにはいかないと思う

のね。やはり一定のそういうそれ相当の計画を打ち立てるためには、それ相当のやは

り調査しなくてはならないんだね。水量の年間をどうしてとるとか、あるいは今度は

バイテクだったら、どのくらいのものを結局供給できるかとか、そういう調査等が要

するわけなんで、したがって、やはり前段には今大切なのは発想の転換していかなく

てはならない。そのために仮称ね、そういうエネルギーの結局検討委員会のようなも

のを立ち上げる。その中でこういう先ほどの話あるような水力等、そういう視点でこ

れはどうだと、あるいは１０月の１８日に野田総理来たときに、せっかく仮設に来た

わけでありますかすから、ここの水を利用して小水力発電をやりたいんだと、この上

に発電所あったんだというようなことを私、これ直接話したんです。そういうことで

ここのところの仮設なり、あるいはのほうの既存住民のところのこれはちょっとした

街だべと、この一体を明るくしたいんだと、だからそういうことを一つ具体的にあと

いろいろ調査するが、総理、頭の片隅に入れてくれないかと、そういうことでこの間、

担当が、昨日ですか、課長のほうから答弁あったように、その現場を見に来たと。そ

ういうことで、一つひとつやはり調査をしたり、ずっとやはり過程を踏まえないと行

き着くところに行かないわけでありますから、ただ、やはりそういう検討委員会を発

足して、大玉村にもかなりある。その場所とそれから量的な問題、自然の条件、こう

いうものを生かして、これからやはりどんどんあとからの関連質問にも出てくると思

いますが、そういうやはり計画を打ち立てて、そういうやはり地区のこれは指定を勝

ち取ることも必要だなと。これだけのお膳しているわけですから、何か転換していか
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なければならない。そういうことで後の関係の質問にも関連するが、そういう考え方

でいる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） ８番。

○８番（遠藤文一） 今の答弁、分からないわけじゃないんですが、もちろん我々にも責

任あるとは思います。新エネルギービジョンやりましたね。まず、バイオマスタウン

をやりましたよね。いつかどこかへ立ち消えしてしまった。そのときそのときによっ

て少しは熱いものがあったかと思います。検討委員会なり、それに携わった人にして

みれば、多少それなりの思いがあったと思います。でも、いつの間にか、どこかへ消

えて全く記憶ないぐらいになっちゃっていると。それではやはりなんの意味もないで

すよ。だから、私が今言っているのは、そんな早急にできるかという話は分からない

ことはない。でもやはりそれなりに熱くなったときにやらなきゃこれはできないと思

いますよ。過去にそういうわけなんだから。だから、とにかくやるべきときにやって

いただきたい、やりましょうと、こういうことでございますので、頭の隅に入れてお

いていただきたいと思います。

次に、放射能測定関連機器について伺います。

はじめに、本宮市との協議されていたホールボディカウンターの件について、その

経過と現在の協議内容、あるいは結果について説明いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。

１１月に共同利用について申し入れを行いまして、現在、本宮市では１２月１日か

ら既に実施しておりますが、本宮市の議会の関係もございまして、１５日以降、詰め

の協議に入る予定で、対象者、それから日程も含めた実施方法、それから費用等につ

いて調整を行っているところです。１５日以降に速やかに結論を出していきたいと、

このように考えています。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 確たる数字というか、聞いた数ですからですが、二本松では１１月

末で４１８名、あるいは本宮市でも３００人前後をもう既に実施しているということ

でありますが、必要性の高い方々からやっているとは思いますが、いまだに大玉村の

住民は表だってやっている数字は把握されてない。村の要するに補助とか、そういう

全く関係なく個人的に大玉村でも被曝線量を検査しておられる方がどのぐらいいると

いうふうに把握されているか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 数字は把握しておりません。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 二本松市でも４１８名、本宮市では３００名、大玉村は０、これは

どういうことなんですか、どのように認識してます。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 機械を購入したところについては、進んでいるのは当然だ
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と思います。現在、本宮市の場合は１日４５人ほど実施しておりまして、先ほど言っ

たような数字を現時点では超えているのではないかと思います。いち早くやるべきだ

とは思いますけれども、県の先行調査でも既にかなりの数をやっております。二本松

市、それから本宮市でも今おっしゃられたような実績の中で、内部被曝の線量につい

ては極めて低いレベルということで、そう急いでやったからどうのこうのという問題

ではないと。ただ、安心を得るために私のほうとしても年内は４歳以上幼児と妊婦に

ついて優先的に実施してまいりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 福島とか郡山確認してませんが、なぜ、よそはそんなにやってけど

も、大玉村はできないかと。だから、急ぐ必要もあるまいと、結果的によそでそんな

にびっくりするような数字なんて出てないんだもの、心配することはないと。そうい

う問題ではないと思うんですよね。だから、これを大玉村の被害損害としてやるとす

るならば、大玉村で買ってやったって別に問題はないんではないかと。だから、その

被害損害としてその可能性がないということから、独自で購入できないと、こういう

こともあろうかとは思います。でも、大玉村民は誰も検査してないと、余所では、毎

日毎日４０～５０人ずつ検査していると。こういう不公平をなぜ、これはだから行政

の責任だと思うんです、これは。ただ、おれらほうは人口わずか８,５００～８,６００

人そこらだからできなくてもしょうがないと、よそは５万や６万だからできたのは当

たり前だべと、それじゃ村民に説明つかないと思うんですよ。やはりこれ行政責任だ。

これをどうしてくれるんだという、とんでもない話だ。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えします。

やらないんではないんだわね。これＷＢＣを備えてやりたいという、そういう考え

を持っているんです。ただ、どうですか。これはやはりなんでかんで今急ぎに、しゃ

にむにやはりこれ最優先的にやらねばならないというやはり選択肢の中で、というこ

とになればこれはやはり有無を言わさずです。ただ、線量関係を今まで見ているわけ

ですよね。線量関係を。そういう状況の中で、これは村独自でＷＢＣを今購入をする

というふうなことよりは、むしろ隣で人口４万くらいのところで備えるというわけだ

から、むしろそれを有効に活用しても遅くはないんではないかと、あんまりそう短兵

急に物事を考えないんだね。やはり総体的に判断しなければならない。そういう中で

これは今担当課長から話あったように、急を要すると、これは考え方によってはいろ

いろそれは千差万別だと思いますよ。ただ、総体的に考えて、線量的に考えて、これ

は独自に求めて、そうして何分にも優先してやらなければならないという、そういう

ことではないだろうと。だから、１２月１５日、これ課長が言っているわけですから、

そうそんなに１か月も２か月も待つというわけではありませんので、これはそういう

対象者もちゃんとこれは間近に迫っていると、ちょっと待ってください。そういうこ

とですね。

○議長（佐藤 悟） ８番。
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○８番（遠藤文一） そういった答弁は、おれは聞くことないくらいなんですよ。要する

にそれを村民にやはりきちっと説明していただきたいんです。既にもう新聞に出て本

宮はやってますよ、二本松ではやってますよというときに、大玉はどうなんだ、どう

なんだと、そういう人だっていないわけじゃない。だから、そういう人たちにきちっ

と１２月１５日の協議でこれこれの人を何日間に、１日これだけの人をやりますと、

だから、少し待ってくださいということをきちっと言えるならば、それはそれで村民

にも理解いただけ得るかと思います。そこでだ。１５日の協議以降、いつから何人ず

つ大玉の優先順位はあるけれども、やりますということを言えるのか、それをきちっ

とお答えいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） それを協議するということでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） だから、なんぼ言ったってだめなのよ、そんなことを言ったって。

これ前にもおれ言ってんの。必要ありませんかと、いや、本宮と協議しますと。そう

こうしているうちに１２月になっちゃっている。１２月になって質問したら、また、

いや、それをこれから協議するんだと、それじゃ村民に説明つかないでしょうという

の、いくら待ってください、やります、やりますと言ったって。だれ信用するの。９

月じゃなかったですか、おれ質問したの。そしたら、協議して本宮とやりますと、協

議しますと言ったっていまだに具体的に出てこない。本宮で毎日４０～５０人やって

ますよ。もう３００人前後になりましたよ。二本松でも４１８人やりましたよと、そ

れぞれ順番はあろうし、絶対的な人数から言えば、あとからやったとしても確かに大

玉村は早く終わるとは思います。だとすれば、それをきちっと説明できるように、い

ついつから県のここの機械で大玉村でやりますと、あるいは本宮の機械でやりますと、

そういう具体的に明確に説明しないと村民は納得しないんじゃないですかと、だから

私は村民に代わって質問しているものですから、とにかく。だからきちっといついつ

からやりますと言えなきゃだめなのよ。だから、１２月１５日に協議しますと言った

ら、協議したらそれをきちっと１６なら１６日にも既にホームページに載っけて村民

に知らせるような具体的な対応とりますか。教えてください。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ先ほど申し上げたように、１日大体４０人から４５人やってい

るんだわね。だから、やり始まってまだ１０日そのものなんだよ。そんなに日にち経

っているんではないの。だから、これは１日４５人できるのですから、１０日やれば

４５０人できる。そんなに長い期間かからないで、ある程度になって頃合いを見て、

そしてきちっとそういう具体的なホームーページなり、あるいは今までもこういうこ

とだよと言うことは、いろんな集まりの機会には話しているわけですから、だからも

うちょっと待ってください。まもなく具体化すると。そしてそんなに先遠い話ではな

い。これは１回やって線量を見れば大体これはその次の対応できるわけですから、そ

ういう状況だということをご理解をいただきたいと思います。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） それは私自身は理解するも理解しないもないのですが、とにかく村

民にきちっと分かるように、そして村民の要望に応えられるようなことで実施してい

ただきたいというふうに思っております。

それから、村で所有している積算線量計の総数と、過去と現在の利用状況は稼働率、

そしてその結果について幼稚園、小中学生それぞれの積算線量の内容について伺いた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えします。

積算線量計の総数は５００台でございます。７月２７日から貸し出しを行い、１１月

末現在の利用台数は、延べで５２３台となっております。その内訳について申し上げ

ます。玉井幼稚園児４１名、大山幼稚園児２９名、玉井小学校児童１２６名、大山小

学校児童７７名、大玉中学校生徒７４名、幼稚園児を除く乳幼児１１８名、妊婦及び

一般の大人５８名となっております。計測者全体の平均年間推計積算線量は１.４８

ミリシーベルト、測定者の最大線量は年間４.４４ミリシーベルトとなっております。

また、行政区別集計で平均値の最大が、大玉１１区の２.０６ミリシーベルトとなっ

ております。更に玉井幼稚園児が平均で１.２６ミリ、玉井小学校が１.２１ミリ、大

玉中学校が１.３９ミリ、大山幼稚園児１.７８ミリ、大山小学校児童が１.５４ミリ、

乳幼児妊婦等が１.６７ミリシーベルトとなっております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この線量計の要するに日数と台数でして、その稼働率はどういうふ

うに計算されます。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 稼働率といいますか、やっと１.０というか、５００台で

５３７でございますから、小学校、中学校、健康福祉課のほうでの運用台数は１１０

台、そのほかについては教育委員会のほうでということで、今、ようやく２巡目にな

ったところでございます。稼働率というか、余裕を持って運用しているという状況で

す。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 要するに５００台あるうち５２３台を利用してますと、だからずっ

とぶっつき５２３台、じゃなくて、その何日間ということになると、最初から最後ま

での日数とその台数でやると大体出てくると思うんですよ。だから、空いている台数

が、使用してない台数が何台で何日くらいありましたと、こういうことなんですよ。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 学校関係のほうは、一斉に使いますから、だぶん一斉に出

ると思います。健康福祉課のほうの台数については、稼働率からいえば１００台のう

ち常時使っているのは１０台程度ということでございます。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） あとですね、線量計の総数、その貸し出し状況について、各行政区

で配布したもの、あるいは村独自で持っているもの、総数と各行政区にやった以外の

ものについての利用状況について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

まず、線量計の総台数でございますが、７１台、それからサーベイメーター、これ

が３台、それで堀場製作所のラディ、これが県から貸与されたものでございますが、

これが４月末に入ったもので２台、これにつきましては、学校、幼稚園、保育所、そ

れから公共施設等を中心に測定を行いました。現在も公園等の測定に使用をしており

ます。それからポリマスター、これはアメリカから寄附されたものでございますが、

これについては６月上旬１０台ほど入っております。これについては職員による各家

庭の線量測定に使用をしております。現在につきましては、高線量地点の計測、これ

は９９マイクロシーベルトまで計測できるというようなことで、高線量地区の計測に

現在は使用していると。それからホリバ製のラディ１０００、これが３２台、これ各

行政で貸し出ししております。これは８月上旬、村で購入したものでございます。同

じくホリバ製のラディＰＡ１０００、１１台、これも８月上旬に購入したものですが、

これについては教育委員会、それから健康福祉課、原発災害対策班、あと行政区に在

籍していない方の貸し出し、それから事業所等への貸し出しに使用しております。そ

れから、同じくホリバ製のラディのＰＡ１０００Ｈ、これは１６台、これは文部科学

省より貸与されたものでございますが、これは１１月上旬に２台、それから１２月に

入りまして１２台貸与されております。これにつきましては、除染作業前後の計測、

それから一般への貸し出しに使用しております。それから日立アルカメディカル、こ

れはサーベイメータでございますが、これも文部科学省から貸与されたものでござい

ます。１１月上旬に１台、１２月に入ってから２台、合計３台ということで、これに

つきましては、現在そのラディとの誤差の確認と、それから今後につきましては、定

点測定等に利用してまいりたいというふうに考えております。

それから、利用状況でございますが、６月の上旬から１２月５日現在でこちらで貸

し出ししたものでは延べ２２７回貸し出しをしております。各行政区に貸し出しした

ものについては、詳細については把握しておりませんけれども、各組長さんが中心に

なって定期的に計測しているようなところもあるようでございます。あとは個人的に

興味があるというか、測りたいというような方については、頻度が多く借りていると

いうような内容でございます。以上です。

議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） あと、ベクレルを測る放射能の測定、これの利用状況、あるいはそ

の結果、あるいは利用実世帯数について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） ８番議員さんにお答えします。
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農産物関係の放射線測定器につきましては、１１月１４日より測定を開始している

ところでございますが、１２月８日現在の測定は、２４９検体を測定しております。

結果につきましては、依頼者へ通知してお知らせしているところですが、放射性物質

の高い品目については、昨日の質問にもご答弁申し上げましたが、ナメコが３０５、

ゆずが１７５.８、キウイフルーツが１１２.１という、これらの分が、品目が数値が

高い品目となっております。これらにつきましては、１週間ごとの結果についてはホ

ームページに掲載しているところです。また、利用の実世帯ということでございます

が、２４９件、検体測定しまして、実戸数は１８３戸でございます。ですから、６６

戸につきましては複数回の利用をしているということで、実戸数は１８３戸というこ

とになっております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） それぞれの利用状況について、今伺ったわけなんですが、私にすれ

ば、その非常に気にしてないというか、利用しないんじゃないのかなというふうに思

っておるところでございます。その放射能測定器、ベクレル、これなんかはもう１日

に１０件とか１５件しかやれないなんていう話だから、これはもう１検体終わったら

もう次の順番なんては当分来ないんじゃないのかなと。あるいはよそでは部落ごとに

割り振りしたとか、なんていう話を聞くから、これは大変だなと思ったら、実質１８３

戸の方しかやってないというのは、私にすればなんかあの意外だったわけであります。

また、積算線量計にしろ、線量計にしろ、案外その利用してないのかなとふうに私は

理解するんですよ。だから、それはいったいどうなんだと。だから、除染の関係で村

長が言ったと。例えば村民が関心なくたってどうだって、とにかく線量の高いところ

はとにかく下げなければならないと。全体的に下げなきゃだめだと、除染しなきゃだ

めだということを言っても、村民が関心あろうとなかろうととにかくやらなきゃだめ

だということからすれば、やはりそういう関心をもっともっと喚起して叱るべきだな

というふうに思っているのであります。外部被曝を防止するためにも除染しましょう

といって膨大な予算を使ってやる。これも確かに必要であります。でも、それいじょ

うに内部被曝というのは危険だということをやはりもっともっと皆さんに分かっても

らう必要があるんじゃないのかなと。だから、おれのは大丈夫だということで食べて

いるという分には全く問題ないんでありますが、その前の段階として、もう少し関心

を持って内部被曝は絶対ないように、しかもあったとしてもそれが確実に少なく低い

線量で抑えるようにというようなことの意味で、もっともっと村民に対する喚起とい

いますか、利用するというか、自己防衛するというような方策をやはり立ててしかる

べきだというふうに思いますが、それらについてどう考えるか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これはね、私もいろいろと長いことをこうやって住民に接してきて

おりますが、何事も関心の高い方は関心が高い。関心のない方はない。これはね。だ

から、なくても通常ペースで進めて事足りるということもある、結果が良ければね。

ああ、なんだ、こういうことをやって良かったなと。今回の場合は、色もついてない
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し、臭いもついてない。こういうことになってくると、これはやはり関心ない人はな

いんです。何騒いでいるんだべなくらいの話。関心のある方はこれまたすごい。だか

ら、そういう我々から見ると、大体関心のある方というのは、まあ、本当に一概にど

うこうとは言えないけれども、１００人中何人だべね、１０％くらいですか、関心あ

るのは。９０％以上は、まあ、どうということないべなというような、これは臭いも

色も何もないから、そういう中で、しかし、これはそのままにしておけないんだ、こ

れはね。普通のことと違う。だから、これをやはりいろんな機会に話をして、私も相

当これ会議等に出ているわけだから必ずふれている。だから、年寄りの集まりでも、

若い方の集まりでもいろんな集まりでこれ必ずこれ触れている。だから、村でこれや

らなければならないんだよと。だから、理解してくださいよと、協力してください。

結論的には大人はいいよと、まあ、５０を越えているような方はいいよと、問題はや

はり子どもとか妊婦とか、そういう方が安心安全の生活ができる、そういう地域にし

なければならないんだから、これはみんながその気になって協力してもらわないとだ

めなんだよと。これは行政の責任でやらないと、あとは行政の責任みたいになっちゃ

うんだぞと。国がどうの、東電がどうのと言ってみたって始まらないんだと、やらね

ばならないんだと、こう言っているわけです。だから、特に８番議員も今度はより以

上啓発をお願いしたいんだね。行政も一生懸命啓発しましたから、というようなこと

でよろしくお願いをしたいと思うんです。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そこで、村所有の放射能測定器を使用して測定した後で直売所に野

菜等を販売している状況について、どのように把握しているか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） ８番議員さんにお答えします。

直売所の農産物の販売の関係の放射性物質の測定でございますが、現段階では、そ

の販売する農産物については、県のモニタリング調査で定期的に品目ごとに行ってお

りまして、大玉村もそれぞれ県のモニタリング調査が行われまして、その中でいわゆ

る規制値を超えれば出荷が自粛となるという内容でございまして、あくまでも今回の

測定しているものについては、自家消費目的の農産物、いわゆる家庭菜園、自家消費

目的の農産物等を測定しておる内容でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そうすると農家の方が村に持ってきて測定したと。その測定したも

のを直売所に出しているという実態は把握してないということの理解でいいですか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします

村の測定器を使って測定したものを直売所で販売しているのが見られるかという質

問でございますが、測定者の名簿等を見ますと、先ほど２４９検体でそれぞれ１８３

戸の皆さんが測定されるということで、この中には直売所の会員になっている方もお

ります。そういった中で今回村で導入したのは簡易測定器でございますので、いわゆ
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る公の機関でやった、いわゆる証明書等は発行できませんので、あくまでも消費する

際の目安としていただきたいという内容でございますので、出荷物については簡易測

定器で測ったものについては証明書とならないという内容でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 要するに村で測定したものが、直売所で販売されているという実績

は分からないというふうなことなのかと思います。だとすれば、現在その直売所で販

売されているもので、放射能を測定した物品かどうか、あるいは検査されている検査

率というか、どの程度のものが検査されて販売されているよう認識しているのか、そ

れについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。

直売所で販売されている農産物のいわゆる測定の件数ですが、実件数については把

握しておりませんが、特に米を販売している農家につきましては、個人でいわゆる民

間の検査機関にお願いして、その結果をいわゆる栽培者の紹介の欄に提示している例

もございますので、特にお米を販売される方については、消費者の特に気をつけてい

る点もあろうかと思いますので、そういう民間の検査機関にお願いしているような状

況でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 村長、これよく聞いてもらいたいんですが、県のモニタリング、こ

れは直売所で販売しているものをやっているらしいんですよね。３月１９日からほう

れん草が９点、馬鈴薯が６点、カブ５点、大豆４点、ブロッコリー３点、その他は１

～２点しかモニタリングやってないんですよ。それであそこで売っているんですよ。

要するにそれは生産者からしてみれば、県でモニタリングでやって問題ないんだから、

これは売ってきても大丈夫だと、安心して売るぞと思います。だから、村長、昨日言

ったんですよね。検査がいちばん大切だと、検査態勢の強化をうんと昨日強調されて

いたんですよ。なるほどとそれは思います。でもそういうふうに検査が大事だと言い

ながらも、結果的に直売所ではそういう状況なんですよ。あの直売所で売ったものが

もし高い数値が出てしまったという場合のその責任の所在はどこにありますか、村長。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） やるべきことをやって、重大なる過失があるということになれば、

やはりそれ相当にこれは法的な見解というのは、そういうことで判断されると思う。

責任の所在というのは、一言で言えば今言ったとおり。現在やっているというのは、

先ほど農政課長から話があったように、公の要するに権威のあるそういうことでなけ

ればこれは出荷できないんだわね。だから、公のやはり検査態勢でＯＫになったもの

を販売しているということでありますから、この責任の所在はということになれば、

やるべきことをやって出荷しているんだということになれば、これはやはり検査、今

度の米と同じだね。これは米と同じで後から結局発見されたということになれば、公

の検査態勢が不備なんではないかということになるわけ、責任はね。生産者に責任は
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いかない。今度もそうでしょう。小国から出たって月舘から出たって。それからあと

あの渋川から出たって、その人に責任いかないでしょう。この責任は本家本元、検査

態勢のこれは強化がやらないからことことになったんだべ。いつのこまにか生産者が

悪いように筋違いにされたんでは困ってしまうぞと、私は今度のあれにも言ってきた

んだ。最初からちゃんと検査態勢きちっとやればいんだわと。あとから今度、農家が

悪いみたいになってっぺと、とんでもない話だと。だから、責任の所在はということ

は本家本元、検査態勢をしっかりしなさいと、お墨付きを出したんじゃないのかとい

うことだから、そちらにあるからね。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 時間ないのに、ここでつまづいていたんではしょうがないんですけ

ど、要するに村で設置していると思っているんですよ。だから、村の責任だってなき

にしもあらず、おれは村が責任あると思うんです。だって、あそこでどうぞ買ってく

ださいと、やっているのは大玉村なんだから。確かに県はモニタリングやっている。

でもそれを村は全くおら関係ねえと。責任は県だと。それで果たしていいのかどうか、

これだってなんぼも簡易測定器だってあるんだもの。だから、１つのほ場で１品くら

いは義務的に村で責任もって検査してくれと。そして、それからあそこで売ってくれ

と。そのぐらいの行政指導があってもしかるべきだと私は思う。だって、せっかくそ

れだけの検査機器を持って、しかもあの機械の導入するときの話の中では、直売所に

おいて直売所の物品も、産品も検査して売りましょうなんていう話もあったんじゃな

かったんですか。万が一のときは、どうするんですか、本当にこれは良く聞いたら、

県のモニタリングだけだ、県のモニタリングどれだけやっているかといったら、確か

に多い。だけども、それは牛肉がずっとあったり、もう既に３月から検査している数

字は確かに多い。それで確か今日あたりか、ホームページ変わってまたちょっと出て

きましたけども、野菜なんかそんなに出てないんですよ。芋がらだっけか、出てきた

の。１２月最近になって。それは数値は出てるけどね。だから、そういうのは売らな

いとは思いますが、それは規制値内だから売ってもいいかもしれないけど、件数的に

件数、モニタリングして数字、もの少ないんだから、それじゃ本当に心配だと私は思

いますよ。これは村の責任でやはり少なくとも農家１戸で同じものだったら１品は検

査して、それから出してくださいというふうなことで、きちっとおれは対応すべきだ

と思いますが、村長、もう１回お願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは先ほども言ったとおりなんだけどね、論理的に分かりやすく

整理をして言うならば、権威あるものはあくまでもこれはやはりモニタリングの検査

の結果がこれが権威あるものであると。しかし、なおかつ、自分の目安として結局測

りたいというのが村で買った機器なんだよね。だから、県のほうのモニタリングの検

査の結果、出荷してもいいですよというものを出しているんだから、これは責任の所

在はそちらにある。今まで結局それぞれ出たことについても、責任は問われないんじ

ゃないですか。だから、直売所については、それでもなお心配だから、だから自前の
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機器でそれぞれの家庭の方も直売所もこれはだから持ち運びできるやつね、こういう

ものを一応やはり安心をより深めるために一応そこで測ってみるというのはこれは大

切だと、こういうことなんですね。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） とにかく責任の所在がどこであろうと、大玉村で、大玉村の直売所

でああだ、こうだなんていうんでは大問題。これは責任を持ってやはり、責任あるか

らどうとかでなくて、やはり大玉村としてやはりきちっと測ったものを販売して、生

産者の自己防衛でもあると思うんですよ。ですから、そういうふうな対応をまず求め

たいと思います。

次に、東日本大震災復興特別区域法や福島復興再生特別措置法（案）ですが、どの

ように対応する考えなのか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ先ほどもチラッと触れましたが、大玉村も汚れたわけだからね。

汚れたわけですから、これやはり汚れたことで、これをやはり何かに考え方を転換し

ていかなくちゃならない。再生可能エネルギーとかなんか先ほども話ありましたが、

こういう事実を踏まえて、やはり今回大玉村もこれは被災を受けていると、受けてい

るんだからそれ相当の先ほどバイテクのこと話あったったけども、立ち消えになった

と。これはやはりそのときの背景が、支援体制がなければやろうとしてもこれは息す

ぐ切れちゃうんだよ。今度はこういうことでバックアップしてくれるよということだ

から、これは優先順位的に名乗り上げしたから、認定になるかどうかというのはこれ

は分かりませんよ。よりやはり被害の、被災の強いところがどうのこうのとなるかも

しれない。したがって、対応するかということでございますが、対応していきたいと

いう考えを持っております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 東日本大震災復興特別区域法に基づいたことに対して申請をしてい

きたいということでありますが、それらは単独で申請する考えなのか、あるいは共同

なのか。あるいはもう１つは、復興推進計画、あるいは復興整備計画、あるいは復興

交付金事業計画、そのいずれをもって申請を、そして認定申請をされようとしている

のか、それら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） 今の内容等について内部的にちょっと、本格的なことはこれから物

色し、早急にこれらの作成の取りかかりたい。こうしたこの事前段取り関係等につい

ては、一応話をしておりますから、担当課長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） ８番議員さんにお答えいたします。

東日本復興特別区域法でありますけれども、現在、復興推進計画で進む事業がいい

のか、あるいは整備計画がいいのか、復興交付金事業計画、３つのパターンがあるよ

うでございますけれども、これらについて、まずは大玉村の復興プロジェクトを作る
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ということでの復興計画、これを策定という形で早急に策定しろというような指示を

受けて現在、庁内で策定の中の取りまとめをしているところであります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これらの特別区域法にのっとった復興計画、この中のどういうとこ

ろを非常に期待しているんだと、どういう部分、期待しているものに対してどういう

も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） ８番議員さんにお答えします。

まず、この復興区域法でありますが、期待しているところといいますと、再生可能

エネルギー、これらについて導入による地域づくりでありますとか、医療関連産業の

集積拠点の形成、これらについてなんとかならないか。更には復興基金を用いた地域、

ハード事業でありますね。４０のハード補助事業のメニューがある。この中で大玉村

に該当するようなものがあるかどうか、この辺も含めて現在検討中であります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 前の説明ですと、特命チームみたいなものを作って対処していくと、

こういうふうな話でございますから、いろんな今までも国策の中でおいしいものがあ

ったと思うんですよ。でも、なんかあとになってみれば、いや、大変なことに逃した

んではないのかなというのが結構あるもんですから、まず徹底的に利用できるものは

利用するというようなことで進めていただきたいなというふうに思っております。

次に、障害者自立支援対策臨時特例基金事業についての一連の経過とその内容、あ

るいはその予算措置上の経過等について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。

本基金事業につきましては、障害者自立支援法の施行に伴いまして、従来の支援費

制度からの急激な利用者負担の増加や施設における報酬額の算定の変更に伴う施設経

営の安定化、旧体系施設の経過措置の終了する本年度ですね、平成２３年度末までの

移行期間を踏まえて、旧体系における事業基盤の安定を図るために平成１８年度事業

から適用されております。基金を活用した事業につきましては、１つは、事業者に対

する運営の安定化等を図る措置。２点目につきましては、新法への移行等のための円

滑な移行措置を図るための措置というふうに大別されております。基金につきまして

は県に造成されておりまして、基金事業補助金交付要綱に基づきまして市町村が実施

する事業に対して補助金が交付されております。補助率につきましては、事業により

国２分の１、県４分の１、市町村４分の１の事業から、国１０分の１０の事業もござ

います。本村においては、事業安定化事業、事業運営安定化事業、それから移行時運

営安定化事業、自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の３つの事業について補助

を申請しております。本年度につきましては、補助所要額で１０５万１,３２０円の

事業となっておりまして、そのうち村負担は４万５,６２０円ということでございま

す。以上が一連の経過と内容でございます。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この事業の実施者、あるいは補助金の入金先はどこになっているか

伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 先ほども説明申し上げましたが、この基金事業補助金交付

要綱に基づいて、市町村が実施する事業に対して補助金が交付されるということにな

っておりますので、事業の実施そのものは市町村でございまして、各施設ですね、こ

の法律に定めている身体障害者更生施設、あるいは身体障害者養護施設、様々なそう

いう自立支援法の事業を行っている事業者からの申請に基づいて村に入金されたもの

を交付するという経過でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） どこでどう違っているんだか、なんでこの質問したかと、こういう

ことなんですが、要するに事業実施者はＮＰＯ法人、補助率、補助金や補助金の入金

先はＮＰＯ法人でありながら、しかも村では補助金として出していると。しかしなが

ら、この事業実施者、発注者は企財だったですよね。発注者よ、この事業の。だから、

補助金で村で出しているのに実施者であり、しかも県の補助先は実施者であるＮＰＯ

法人、しかも事業費はどこに振り込むんだといったら、事業実施者のいるＮＰＯ法人

だと、こういうことだから、変だなと。どういう事業なのか、だから質問しているん

です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 大地の関係のことをおっしゃっていると思いますが、基金

事業も私申し上げたのは、いわゆる障害者自立支援対策臨時特例交付金、これも基金

事業なんですね。社会施設基盤整備事業等々はまた別枠でございまして、これについ

ては直営、ＮＰＯないしは事業所に、例えば今回の震災で村内にある別な施設も全壊

状態になりまして、これについても基金事業、この社会福祉施設基盤整備事業、これ

らの補助で直接交付と。私が申し上げたのは、先ほどの自立支援法の関係の中での基

金事業では、２３年度までに支援費制度から自立支援法が全面的に施行されるという

ことの経過措置ですね、算定方法が変更になったとかでかなり減収になったものを補

てんする。その意味合いでの、そういう理解での答弁でした。施設整備事業について

は、当然直接補助、それから村からの補助、発注についてはＮＰＯ法人の発注と、村

のほうとしては入札事務についてＮＰＯ法人から委託を受けて入札事務の執行を行っ

たという経過でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ＮＰＯ法人から委託を受けて村が発注したというなら、ああ、そう

ですかという話になるんだけども、要するに１,９００万円、ＮＰＯ法人に事業実施

者だからＮＰＯ法人に補助金もいったと。しかし、村には入ってなくて村が発注した

ということになれば、万が一そこで何かあったときに村が全く入金しないで出すだけ

出す結果になると。だから、そういうことではいかがなものかということで質問して
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んの。だから、説明きちっとできるようにしたかもしれないけども、いうことでお願

いをしたいなというふうに思っております。

次に、東日本大震災と原子力発電所の事故後における様々な取り組み、対応を大玉

村の記録として、記録史として作成保存すべきと思いますが、いかがでしょうか。今、

思えば放射能がいちばん多く飛散した３月１５日夕方から１週間ぐらいをどのように

過ごしていたのか、即情報が入り非常に危険であるということが分かれば、もっと違

った生活対応があったのだろうと、今悔やまれるところもありますし、もし、こうい

うことがもし世界のどこかでまたこういう不幸な出来事が起きたとしたならば、我々

の二の舞にならないような、我々の行動が参考になるような記録史、これは１年ごと

ぐらいに、単位で作って保存史としてやってはどうかなというふうに思いますが、い

かがでしょうか。どこで担当するにしてもお答えいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ８番議員さんにお答え申し上げます。

今のお話の中で、既に来春の発刊予定であります図説大玉の歴史の中でも、今回の

東日本大震災並びに福島第一原発事故に関する記録を編集中という情報でございます。

事実関係を中心に写真を含めた記録集ということで全６ページを予定しているようで

ございます。更には震災の経過、経緯、原発事故の避難状況、行政の対応、村民避難

民の声、そういったものを編集する予定になってございます。なお、今議員さんおっ

しゃるように、これから全村地域の除染の活動等も含めまして、放射線量の闘いとい

うのは今後も続くという前提で、新年度において今回のいつでも過去に類を見ない未

曾有の大震災でありますので、こういったものの行政を含め、それを取り巻く関係機

関のこれまでの対応、そういったものを記録に残し、後世に引く継ぐというのは大変

教訓を生かすという点でも大事な意義あるものというふうに考えてございますので、

新年度、各全庁的な連携体制の下で調査記録ということ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） ８番。

○８番（遠藤文一） 今の説明だと、任せておけ、やりますと、こういう話であります。

ですから、本当にその部分部分のとらえ方でなくて、全庁的に、各関係者の（不明）

やったこと、実態、それら含めてきちっとした記録史になりますように要望を申し上

げまして、一般質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で８番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

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

（午前１１時１７分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時３５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第７５号「大玉村放課後児童健全育成事業費用徴収
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条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 金額については３段階層の６,０００円というふうに申されました

けれども、対象者人数、現在と来年度のことも分かっていると思いますけども、この

対象者はどのくらいの人数なのか、教えてください。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。

本条例の改正による今回の改正による対象者は、１名でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第７５号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第３、議案第７６号「安達地方広域行政組合規約の変更につい

て」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 今度、本町から上竹に今度移るというふうな理由はいろいろな関係

であるんでしょうけども、この自治センターも相当被害が受けたということでござい

ますけれども、今後の自治センターをどうするのか、その辺を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） いちばん移すことの理由になったのは、自治センターの空調関係が

全部だめになったのね。これを更新するのには何千万とかかると。それから、それに

伴うところの若干改修等もしなくちゃならない。いろいろとそろばん勘定で計算をし

ますと、いちばんはあだたら環境共生センター、これも若干はそこに事務所として設

置するのに経費はかかりますが、経費的にも、それからあと今後の事務所的な存在、

こういう関係等から考えて、今の自治センターよりも、あだたら環境共生センターに
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移した方がいいべということであります。しからば、自治センターはどうなんだと、

自治センターについては、計画では２８年度について取壊しをすると、そういうふう

な計画であります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第７６号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第７７号「国土利用計画大玉村計画の策定につい

て」を議題といたします。

質疑を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） この度の国土利用計画については、今後１０年間、大玉村の将来に

向けて明るい大玉を築くというような方向でなされたと思いますが、しかしながら、

今回の大震災、そしてまた原発事故により大きく状況が変わったというふうに思って

おります。そういう困難の中でも、このような内容によって策定をされたことに対し

ては敬意を表しますわけでございますが、何点かについて私なりに感じたことを質問

したいというふうに思います。

今回の内容につきましては、ここの前文にもありますように、自然環境思考、農地

や里山、山林の保全を考えるうえからも重点的に置かれたというふうになされており

ますが、そこで、まず、４ページでございますが、森林の多面的機能の向上というこ

とで、大玉村も森林がやっぱり一番のメインだと、売り物だということで安達太良山

を中心にやってきたわけでございますが、この度の除染計画、昨日来、本日にかけて

村長の考え方によりますと、やはり山から除染をしていかないと宅地、農地又は河川、

これはなかなか困難だということで、相当数の決意を持って山の除染を考えているよ

うでございますが、やはり森林を伐採するということになれば、ここでも書かれてい

ますように、かけがえのない森林は一度破壊すると元には戻れないというようなこと

も書かれております。全くそうだと思いますが、不可逆性と申しますか、こういう中
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でいろいろと整合性について問題が生じる可能性があるというふうに思っております。

４,７００ヘクタールということになりますと、例えば１年に１０ヘクタールずつ伐

採したとしても、４５０年かかるんじゃないかと。膨大な年数、又は１００町歩例え

やったとしても、４５年間かかる。論理的には可能かもしれませんが、物理的には相

当無理があるというふうに私は考えます。しかし、心情は察しております。そういう

決意を持ってやるということは、非常に私も分かるわけでございますが、なかなかこ

れは大変なことだというふうに考えておりますし、この国土利用計画との中の整合性

に関して、その辺についてまず、お尋ねするわけでございます。

第２点は、６ページにもありますように、震災応急仮設住宅跡地の宅地化、いわゆ

る苗畑地区でございますが、これを宅地化にするんだということでございますが、ご

承知のとおり、あそこには本村の河川、百日川、大玉村に１級河川３本のうちの１つ

の百日川がございます。やはり水瓶としての重要性、本村の田園を潤す貴重な百日川

に、果たして６００戸ほどの住宅ができるとするならば、それは可能なのかどうか。

環境汚染の問題につながらないのかどうか、その点を心配しての質問でございます。

それから、住宅政策に力点を置くというようなことが７ページに書かれております。

農用地の転用関係でございますが、今、第１種農地、非常に法が厳しくなりまして、

なかなか農地転用が厳しいという状況の中で、果たして宅地化を相当５００戸ほど

１０年間で整備するということの中で、果たして可能かどうか、この辺についてお尋

ねするわけでございますが、かなり郵便局近辺５００メートルうんぬんについては開

発は可能というふうにも私もお聞きしておりますが、それ以外の土地については困難

を極めるんじゃないかなということも私も考えておるわけで、その点からについての

当局の考えをお尋ねするわけでございます。

第４点目でございますが、８ページの宅地化ということで、上下水道などの公共・

公益施設の整備を進めるということがあります。ここで言う上下水道、上水道は分か

りますが、下水道の整備ということ、これ今後１０年間で整備するということでござ

いますが、これはどこを指しておられるのか。第１集落、第２集落、第３集落という

ものの考え方なのかどうか、この点についてお尋ねをするわけでございます。

以上、その点についてお願いいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） １点目について申し上げます。

森林の除染計画関係は、これはこの間も行って特にお願いしたのは、膨大なる面積

になる。森林の除染計画の具体性がない。あると言えば、民家から２０メートルのこ

の下の葉っぱをよく掃き取ると、こういう程度のものでは、これは下がりませんよと。

したがって、国が主体的に指針をしっかり打ち出して、国の責任で森林の除染はして

いただきたいということをこれは要望をしてきたわけ。林業会議の１１団体の名の下

にね。そのうち具体的に出てくると思いますが、とにかく森林の除染をやらなければ、

最終的には０.２３は難しいなと。たださらばと言って、４,７００ヘクタールを国で

じゃやるようになったとしても全部できるかと。これはやっぱり住民の住んでいると
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ころを優先的にやれるところはやって、住宅とか、あるいは公共施設関係とか、道路

を含めてね、あるいは河川等も含めて。そうして０.２３の要するに目標値に近づく

こと。まず、やっぱりそこに力点を置いて、第一義的にやらざるを得ない。森林は膨

大な面積だから、そういう要望等をしておりますが、これらはやっぱり第二弾、第三

弾で国等の考えを踏まえて除染はやらなければならない。これが第１点目。

それから、仮設地に横堀平、これはね仮設だから６３０戸というのあれをぎっちり

とあのような形で建てたわけでありますが、住宅地であれ全部というのは、これはち

ょっと難しいと思うの。昨日もちょっと話したように、どのくらいどうだというのは、

これから十分帰っていく、そうしたこと等も踏まえて時期的な問題、そして、どのく

らいが全体面積で宅地化にしたらばいいのかとか、あるいはそれ以外のしかるべき今

度の復興再生計画絡みの中で、何かあの地にふさわしい企業等、こういうものが一部

の面積に考えることができないのかとか、あるいは福祉関係の景観的にもよろしい、

そういうことをこれは民間でも構わない、公共でもこれはいいんですが、そういうも

のが何か考えられないか、いずれにせよ、かなり今日は３区分うんぬんということで、

そういうことを考えると、大体うちのほうの仮設は要するに中間、長期のほうに位置

するのではないのかなと、こう私は考えているんです。というようなことを考えれば、

やはりそういうことを視野に入れて、これはあそこの計画も並行して計画を具体的に

打ち立てる必要があると、そういうふうに考えております。そこで問題は、宅地等に

するような場合に規制がありますね。前は郵便局があったんですが、今は教育施設が

例えばそばに２つ以上とかね、あるいは上下水道のそういう設備がどうとかあるわけ

ですが、それも災害被災の復興再生という、そういう絡みの中で、やっぱり既成の法

律を超えてこれは取り組みをしていく、そういう現実的にはあのような仮設に提供し

てましたわけですから、既成のそういうものを踏まえて、今後のあそこのところの最

適大玉利用計画にやっぱり結びつけていかなければならないと、こういうふうに考え

ております。

それから、上下水道関係の整備うんぬんということでございますが、これは担当の

ほう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） ５番議員さんにお答えいたします。

上下水道の整備、８ページにあります一番下段のほうになりますか、上下水道など

公共・公益的施設の整備を進めますということでありますけども、新たに区域を設定

して第３農業集落排水というような考え方ではございません。現行の集落排水の加入

の促進でありますとか、更には水道でありますと老朽管更新、こういう整備を図りな

がら、住宅インフラの要綱もございます。そういうふうな要綱を使いながら、宅地化

としての上下水道の整備を図っていくということで、ここに記載させていただきまし

た。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） おおむね答弁の内容については理解するところでございますが、や
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はり森林、安達太良山のこの風光明媚な山をやはり伐採するということは、災害のい

わゆる山は保水力、災害を守るんだという観点からしても非常に重要な森林でござい

ます。これを伐採することによって、本宮又は二本松、福島が洪水に見舞われるとい

うことも不可能ではないのでありまして、山は極力切らない。そして、落ち葉が積も

って表土ができたというものを破壊することになれば永久に戻らないという現実もあ

るわけでございますから、この事業計画は慎重がうえにも慎重にやってほしい。除染

の必要性というのは、十分わかります。私もこれはやらなくちゃいかんと。こういう

ことからすれば、何か科学的又は有機的なものでいわゆる封じ込める方法、例えばヘ

リコプターで散布して、それを封じ込めることはできないのかなと、こういう研究費

を国は総力を挙げて、世界の英知を集めて、日本の英知を集めて、そういうものにや

っぱりシフトしていくべきだと、その辺の力を是非とも村長にお願い、中央に行って

言っていただきたいなという点もございます。

それから、百日川でございますが、何回も言っていますが、貴重な本村のうまい米

の水瓶、水源でございますから、いかに合併浄化槽によって、やはりきれいな水を流

すんだと言っても戸数ができれば、やっぱりそれなりの汚染というものは覚悟しなく

ちゃいかんなということの観点から、非常に水量もそんなに多くないんですよ、百日

川は。そういう観点からやはり膨大な宅地化というものは、あまり望むべきではない

なという観点でございます。

それから、農集関係については、第３の農集というものは考えていないんだという

ことでございますが、以前に大山１３区、小学校、幼稚園、公民館、あの集落には第

３農業集落排水事業というのが計画されておったわけでございますが、その後、一向

に進まない。何回か私も質問した経過があるんですが、今回も第３ではないんだとい

うことでございますが、あの事業は白紙なんですかね。凍結して、今後、時期を見て

またやるという考えなのか、その辺についてご答弁を願います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今の森林関係は、先ほど答弁をしたとおりでありますが、伐採方式

は、これは不可能だと思います。伐採をするとするならば、これはやっぱり民家から

２０メーター下の今のところね、下の葉っぱをきれいに掃き取ると、こういう指針な

んだよ、現在はね。あとせめて枝打ちをこれすれば相当効果が上がるよと。ところが、

枝打ちした木をじゃどこに持っていくんだと、そういう指針が出てませんから、した

がって、伐採の方法というのは、それまでしなくとも大体大玉の場合、よそは別です

よ。今の飯舘のようなところは別です。大玉の場合は、安達太良山麓の伐採までしな

くとも、大体は０.２３に近づけることは可能であるなと、大体私は考えているんで

す。しかし、かなり枝打ちはやはり民家からのある一定のところは、民家からやっぱ

り線量を測りながら、枝を結局例えば半分ぐらい枝を下ろすとか、下ろした枝をじゃ

どこに持っていくかとか、この辺をより一歩前進、二歩前進の指針を示してもらいた

い。これは今後も国に十分に要望をしてまいりたいと、それの裏打ちの予算もこれ当

然伴うわけであります。
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それから、住宅関係の百日川ね、これ水を汚すことは絶対あってはならない。水を

汚すようなことのない、そして、あそこの地にふさわしいこれは十分検討委員会等で

かなりこれは富岡の戻れる時期との絡みの関係もありますから、時間的にかなりある

と思うんです。そういうことを踏まえて、あの地にふさわしい住宅政策、あと先ほど

言ったような、要するに復興絡みのそういういろんな施設、こういうことで考えてい

きたい。そのようにした方が良いだろうなと、こう思っておるんです。とにかく水を

汚すようなことがあってはならない。

それから、集落排水関係ですが、当時、この２か所やるのに、村全体の認可要件と

して、全村の要するに計画を立てなくちゃならないという、そういう絶対条件があっ

たんです。だから、あのときに大玉村全部で７つの区域割したはずなんだね。第１、

第２、第３、第４というふうに。全部で７つにしたはずです。そして、村全体の計画

がこうですよと、これ認可受けるときの条件だったから計画を立てたんです。そして、

第１とりかかった、第２完成したと。そして、そのうちにだんだん今度ね補助が変わ

ってきたんです。世の中が変わってきたんですね。それで、最初はやるのには、認可

条件として必要であったが、その後、国等でも予算の関係とかなんかで今度は支出も

できなくなったもんだから、最初はそういうことで計画を立てさせて、そして、その

後そういうふうに状況変わったものだから、今は実質的には第３から第７までは、こ

れはその当時の２つをやるがための計画だったなと。だから、今、それ生きているわ

けではない。もうそれが当時あったべといって出したから、今、その補助対象になる

かというと、そうではない。そういうふうなことに認識してもらっても、それは村の

せいではなくて、当時のこれはやっぱり時の政権、時の政策の配下の中でやむを得な

かったことであると。そういうことはいっぱいあるんだね。減反政策と同じだ。時に

よってこうだと思うと、手のひら変えたように政策変わる。だから、危ないんだね。

その辺を考えながらこれはやっぱり村もやっていかないと、こんなはずじゃなかった

になる。しかし、大玉の場合は、第１と第２やったのは、それなりに効果はあったと

思う。第１は第１で９０何パーセントも加入率ね、第２も区域をちょっと広くしたん

ですよ。後からというのはなかなか大変だなと。だから、そういうことでやっぱり水

環境等を考えれば、区域を広くしたから加入率はそうは上がらないだわね。だけれど

も、これはやっぱりあのときの補助率でやって良かったと思うんです。今やろうと思

ってもなかなかできない、そういう経過があるということであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで時間も１２時近いので、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５８分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開します。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 第７７号についての質疑を許します。６番。



- 98 -

○６番（佐々木市夫） ２～３点質問したいと思います。

向こう１０年間、新たな村土の利用計画、国土利用大玉村計画というようなことで

今回、示されました。昨日来、一般質問でもいろいろな面から質疑がありましたけど

も、私からすれば総体的にこの計画、当然のことながら第４次総合振興計画との関連、

これ上位計画が大要素だと思いますけれども、そのほか都市計マスタープラントかい

ろいろ中に出てきますけども、住宅とか関連した住宅地ゾーン、あるいはまた４号線

沿線、それらの利用計画も過去にいろいろ計画がなされておりますけども、それらと

の関係、更にこういう時期ですから向こう１０年間、ましてや今、ここ２～３年、収

束も含めて、原発の収束と大変な時期の中での策定でありますから、当然見直しはあ

ってしかるべきかな。それをどのような視点で今後、見直しをかけていくのか、この

関連する先ほどの計画と見直しの時期を一応どのような考え方をしておるのか、まず、

１点目お伺いします。

基本方針の中にも出てきますけども、村土利用の基本理念、正に東日本大震災うん

ぬんということで、その中で復旧、復興という言葉が出てきます。残念ながら３月以

降、この除染とかいろんな原発事故に伴ういろんな対策でなかなか復旧、復興という

言葉が出てはきましたけど、具体的には進まなかったのかなと思っていろいろ危惧し

ておりました。今回、先ほどの質問者にもちょっと出てきましたように、県でも復興

ビジョンが示されて、復興計画も我が村でも着手したということで、大変これは期待

が持てるなと思って喜んでおります。いずれにしましても、それとの整合性どのよう

に図っていくのか、当然のことながら今、除染計画はこのように出ておりますけども、

復興計画があって除染があるべきかなというようなことでありますけども、順序はと

もあれ、正にこの復興計画が次の村土利用も含めて大きな鍵を握る１つのことになる

のかなという視点で言えば、それとの整合性をどのように図っていくのか。いろんな

作り方とか、今後のことについて言うと一般質問らなっちゃうのでそこは差し控えて

おきますけども、その点をお願いしたいと思います。

最後に１点だけ、農業的土地利用の推進４ページ、５ページに絡んできますけども、

正に震災原発事故なくとも、農業の将来は大玉村のみならず、非常に危惧される。特

に後継者問題も含めて就農の高齢化という中で、今回のような事故も含めて非常に今、

農業の生産現場は非常に混乱をしておるのかなと思っております。そういう中で、新

たにいろんな遊休農地の解消とか出ますけども、正に農地の確保、これが一番大事か

なと思っております。そこで村長、今回の国土利用計画の中でもパブリックコメント

見させてもらいました。その中に提案２つほどありました。山林の先ほど除染出てま

すけど、農地の表土剥ぎとかいう除染は非常にまた大変な費用と、そういうふうな年

月も含めてかかる問題かと思います。そこで、ある私もそう思いますけども、菜種を

含めた、そういうふうな除染対策はどうなのかなと。過日の村の仮置き場の中にも、

あるテレビでという話も出ましたけど、それは学者からすると問題にならない話です

けども、正にチェルノブイリ、ひまわりは残念ながらああいう形だったんですけども、

菜種はそれなりの効果はあるということも含めて、やっぱり村とすれば積極的に農地
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の除染も含めた確保という観点から、そういうことにも取り組むべきかなという視点

で、村長の考えをお伺いしたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 第１点目、それから２点目については、先ほど私の考えもふれまし

たので、それらを踏まえて担当課長から答弁をさせます。

特にこの農業関係でね、農業関係については、これはもう一般質問等でもそれぞれ

答弁をしてきましたが、ご覧のとおりでありますので、当然担当課長から現時点で変

動はあります。こうしたことも含めて、ざっと５６億円と、重点期間２年、計画期間

５年、こういうことでこれをしっかりやると。言うなれば０.２３を目指すというの

は、要するにセシウム１３４は半減期間これ２年なんだよね。１３７がこれ３０年な

んです。したがって、現時点、重点期間等、こうしたところについては急がなくちゃ

ならないのは、０.８を目指さなくちゃならない。０.８を目指せば、要するに３年で

セシウム１３４は大体６年経過すればなくなるんだわね。そうすると、要するに３割

が残るという形でありますから、１３７が。そうすると３×８＝２４で０.２４にな

る。ややだから今、１を超えているところかなりある。そういうところについては、

重点的に取り組みをする。

それからあと考え方、今、酪農とか、それからあと肉牛とか、そういうところにつ

いては、これなかなか個人で取り組み難しいと思うんだよね、農地の関係。あるいは

露地栽培のような方もこれは難しいと思うんです。そういうものについて、やっぱり

重点的に早急に例えば天地替え、こういうものを必要とするようなところとか、そう

いうものをやっぱりそれぞれに部門部門ごとに何を早く急がなくちゃならないか、こ

れを総体的除染計画は打ち立てておりますが、個々具体的な緊急度合、こういうもの

は詳細にこれからまた追って結局順序立てをして、そして何を早くすべきか。何はじ

ゃこの次でいいかと、こういう取捨選択によって効果的な除染を進めていきたい、そ

ういうふうに思っております。これチェルノブイリの話が出ましたが、あそこは元々

除染などということをやらなくたって、いっそのことそういうことをやるよりも広い

から土地が、別なほうに全部移れと、こうやったんです。日本はそういうわけにはい

きませんわね。だから、おのずとこれやっぱり制度も違うんですね。制度も違います。

そういう関係で、やはり大玉の場合は、ここで安心、安全をいかに短期間のうちに確

保するか、そして、ここで自信を持って生活をしていく。そういう効果ある除染取り

組み、農業については今言ったように具体的なそれぞれの制御といいますかね、そう

いう事ごとにやっぱり優劣を付けて効果ある除染を進めると、こういう。そのために

は、職員だけでもなかなか大変だと思うんだよね。だから、除染を進めるための何か

意見を聞く、こういうやっぱり組織だてが必要だなと。そして、そういう意見の集約

によって優先順位というか、そういうことを５か年間の中で計画の上がる除染の実施

をしなければならないと、そういうふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ６番議員さんにお答えいたします。
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今回の国土利用計画、１０年間の新たな計画ということで、これについては当然総

合振興計画に即しながらということであります。この土地利用計画については、第４

次総合振興計画を土地利用の面から担保する計画ということで、２つが並んで初めて

計画ということに言えるかと思います。これら２つの上位計画については、法に定め

ます議会の議決要件ということであります。そのほか都市計画マスタープランである

とかいろんな諸計画があります。これらについては、この２つの計画を実際にどのよ

うに展開するかというような、そういう計画でありまして、当然、振興計画、土地利

用計画に基づいたそれらの計画という、そういう位置づけになろうかと思います。当

然、今回、１０年間の計画が今回提示したわけでありますので、これに基づいて諸計

画についても、それぞれ見直しを行いながら展開していきたいというふうに考えてお

ります。なお、マスタープラン等については、今回の土地利用計画と考え合わせます

と、その大きな変動はないというふうに考えております。

それから、基本理念についてでありますけども、基本理念の中で復旧、復興につい

てうたっております。これらについてどう整合を取るのかというようなご質問であり

ますけども、午前中にもふれました。いろんな放射能関係の原発事故関係によります

現在、特別措置法等が制定され、あるいは審議されております。先週には東日本大震

災復興特別区域法という法律が制定されました。１月には福島県を対象とした特別措

置法、これらが国会に提出されるというような話も聞いております。これらについて

大玉村がどのような形で、その中の事業に対応できるのか、それらについて、まず、

その前段となる復興計画、これらについて村長の指示によりまして、現在、プロジェ

クトチームを編成しまして、意見の集約を図っておるところであります。３月をめど

にこの復興計画について策定を進めていきたいというふうに考えております。更には、

福島県においても、復興ビジョンに基づいて現在、福島県復興計画というような計画

を策定中であります。この中でも各市町村が各市町村の復興計画に基づいたものであ

れば、福島県においても県のプロジェクトメニューの中から支援しますよというよう

なことも伺っております。これらも含めまして、再生に向けての、復興に向けての大

玉村の計画を策定していきたい。この土地利用計画においては、それらの計画が動き

まして展開をしまして、その中で土地利用に変動が見られる、そう予想された場合に

おいては、直ちにその時点で見直しを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） ６番。

○６番（佐々木市夫） ありがとうございます。村長から非常に大事な言葉が出てきたの

で、改めてお願いと確認をさせていただきたいと思います。

除染の計画総体的に大事なことですし、住民の意見を聞きながら、ここがポイント

だと思います。今、村では除染計画も策定中で県との協議中、まもなく１月からは国

の支援で全面的にと。更に、先ほど申しましたその復興計画も今、３月をめどにとい

う形でします。その策定途中での住民の意見がどのように反映されるか、一般質問で

はありませんから繰り替えしませんけども、その辺も十分に勘案して住民の意見等を

取り入れながら、実行ある計画になっていただけるようにしていただければ有り難い



- 101 -

なと思いますので、よろしくお願いします。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） 国土利用計画については、それぞれ一般質問の中でも課題とか基本

方針については十分伺いました。ちょっと気になることでありますが、地域別の基本

方針の中で、それぞれの地区、それぞれの目標を決めて、この文言の整理なんでもあ

りますが、例えば４番の西部地域など、結局本宮石筵線の完結とか、ミドルラインの

整備のことふれていらっしゃらないわけですが、ただ、大きな形で自然環境や動植物

に十分配慮した道路というような形にはなっておりますが、そういう形でなくてやっ

ぱり西部地域、大玉村、会津と結ぶこと、これはやっぱり今後の大玉村を考えたとき

不可欠な条件だと私はとらえております。その辺どういうふうに思っているのか、ひ

とつ村長並びに担当のほうからお聞かせ願います。

それからもう１点、利用区分の１８ページですか、１８ページの定義・面積の把握

方法とありますが、この森林の中で様々な形で国有林、民有林と分けてあるんですが、

玉井財産区の区有林４００ヘクタール、だいぶ大きな面積があるんですが、それをど

ういうふうな位置づけされておられるのか、その点２点お伺いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 国土利用計画という大枠のこれは計画でありますから、目印なんだ

よね。それで、個々具体的な路線をどうする、こうするというのは、これはこうした

大枠の目標に沿った形で、結局じゃ道路整備をどうするんだとか、西部地域をどうす

るんだとかといういうのは、個々具体的な政策取り組みでありますから、これはあく

までも基本的な、そういう利用上の結局計画なんだということでこれ理解してもらい

たいと思いますね。

あと次の財産区の位置づけ関係というのは、これは担当課長のほうから答弁をさせ

ます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

財産区有林、それから村の公有林、これらについては一括民有林というような括り

で、この中に入っております。

それから、今、村長申しました西部地域につきましては、この計画書２５ページの

ほうに主要転換要因というような形で、今後、１０年間公共事業として公有用地の改

廃があるというようなことで、県道関係でありますと石筵・本宮線バイパスで県事業

として２３年から３２年度までに田、畑それぞれ１.１、０.２ということで１.３ヘ

クタール程度を県の用地として予定しているというようなことで見ていただければと

思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、分かりました。ただ、本宮・石筵線、結局東部地域あたりは

かなり詳しく路線名も載っかっていたものですから、その辺ちょっと気になりました

ので質問いたしました。
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それから、ただいま課長から説明ありました県道本宮・石筵線の農用地についてう

んぬんは分かったんですが、将来１００％向こうに抜くにはかなりの森林を潰すと思

うんですが、その辺をどういうとらえ方したのか、それもちょっと気になったもので

すから、伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

将来的には、かなりおっしゃるとおり森林を抜けていくというようなことが想定さ

れますが、２３年から３２年度までの間については１.３ヘクタールの改廃を予定し

ているというような事業計画であります。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。２番。

○２番（押山義則） はい、分かりました。今の課長の答弁、その考えから言うと、今後、

１０年間は向こうまで抜けるということは考えていないというようなとらえ方もでき

るかと思うんですが、その辺はちょっと言い方を変えていただきたいんでありますが、

これまで何年間、我々議会として石筵までの完結はいろんな形で陳情されておるわけ

でありますので、その辺のとらえ方、考え方、もう一度改めて課長、だったら村長に

改めて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 石筵・本宮線、これ線形測量はやっているんだよね、石筵までね。

やっていて、なんとかこれをひとつなんぼなりとも手がけてくれませんかということ

で、ずいぶん当時藤森市長、それから今の原市長にも現地にも来てもらって、一緒に

やりましょうと、良いことですねということではいるんですが、なにせ新規事業は、

これはもう全く大きく変わってしまったんです、道路関係については。だから、今で

も旗は降ろしていないんです。だから、そっち側の方はこれはまあ旗は降ろさないぞ

と。これは長期戦で行くきりないなと。しからば、この大玉区域内だけ、これをなん

とかやっていく、早く早めてくれないかということで、これずいぶんやってきたんで

す。やってきてこれ１６年かかったんだ、県道にするのに。まあなかなかあそこの三

ツ森ため池にあれだけの橋を架けて、あの当時は勢いよかったから、石筵に持ってい

くという前提の下に、あそこのところ橋を架けたんです。だから、そういうことだっ

たんですが、大きく今はやっぱり事情が変わって、道路予算の確保が非常に難しくな

ってきた。だから、これはやっぱり長期戦で、これは構えるきりないなと。ただ、旗

は降ろしていない。ただ、ここに１０年間でうんぬんということについては、ちょっ

と書き込むことは難しいという、そういうことでご理解をいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） ９ページなんですが、その他の部分と別のところ、とにかく必要な

用地の確保を図ると、役場をはじめとする公共、あるいは下には教育・福祉関連施設

のうんぬんで用地を確保したいと、こういうふうなことなんですが、用地を確保した

いという前に、こういう施設がほしいと。それに対して、その土地を確保したいと、

こういうふうになればなお理解できるんですが、ここには役場とあるんですが、役場
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も当然移転するという前提の下なのか、あるいは福祉施設や教育施設が必要とすれば、

じゃそれはどういう施設なのかということを説明いただいたうえで、この公共用地を

確保すると、こういうふうなことで説明いただきたいと思います。

それから、これから１０年間の計画の中で人口も増えていくであろうという前提、

そして、それなりにプラス思考で計画を立てるというふうに思っておりますが、やは

りそれでもなおかつこれだけの２３年度ですか、あっ３２年度、これだけの高齢化と

いうのはやむを得ないのかどうか、その辺大玉村の計画とその高齢化率は整合性があ

るというふうな内容なのか、それ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） その他のところで、役場をはじめとする公共・広域的施設とこうい

うふうに、これ計画だからね、公共用地としてこういう目的のために必要な土地は、

これはこの基本方針としてこれは取得するんだよと。これ計画だから、こういううた

い方するんですね。ことこれ役場の敷地ということで、今、個々に質問があったから

ね、役場の敷地今、別なところに求めてうんぬんなんていう考えは、そういう具体的

な考えを持っていない。あとの人はなんだか分からないけどね。現時点においては、

そういうことを考えることでなく、それより先やること山積みしているんじゃないの

かというのは私の考え方であります。あとそれ以外のことにつきましては、担当課長

のほうから答弁させます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

人口の推移、それから高齢化等の考え方につきまして、平成３２年度の数値につき

ましては、今までの人口の推移を下にした人口問題研究所というような研究所の広報

と要因法というような推計人口の出し方で出したものであります。これについて、高

齢化率が上がっているんじゃないかというようなご質問でありますが、この推計人口

についてはそのまま推計人口として３２年度目標も含めて掲載しております。ただ、

平成２２年度の国勢調査人口等を見ますと、大玉村については過去の推計値に比べて

高齢化率が上がってない、そういうような定住人口増加対策が功を奏しているという

ふうに感じております。平成３２年度目標年度におきましても、そういった努力を重

ねながら、推移の中の高齢化率をもう少し下げたいと、そういうような人口構成の村

にできればというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。

○６番（佐々木市夫） 単純な質問を１つだけお願いしたいと思います。

１３ページのこの計画実現に向けての措置の概要という中で、文言の整理という観

点で質問しますけども、要するに多様な主体についてという言葉が２回出てきます。

よく見れば分かるんですけども、やはりどうしてもこういうふうな計画になってくる

と行政用語と言いますか、以前にいろんな計画の中で私も住民からも言われています

けれども、もっと分かりやすい言葉を使ってほしいという形のことなので、改めて課

長からこのことの文言の意味を分かってますけども、そういう考え方についてはどう
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いうことなのかも含めてお答えいただければと思います。１４ページに出てきますよ

ね。環境にやさしい村土利用の推進で多様な主体による保全活動で、１５ページには

(5)の適切と出てきて、この多様な主体が長期的な村土利用という形で２回出てきま

すけど、今言ったようなことの視点で答弁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） ６番議員さんにお答えいたします。

１４ページのほうの環境にやさしい村土利用の推進の中での多様な主体による保全

活動ということでありますが、多様な主体ということでありますから、当然、行政１

つじゃなくていろんな例えばボランティア団体であるとか、地区の住民の方々である

とか、そんな様々な人の力を借りながら、それら一体となっての保全活動を行うとい

うふうに理解していただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤義夫） ２ページの村土利用の現状と課題の中で、②の産業的土地利用の

特性、村長の今までの姿勢の中で人口を増やしたい、あるいは住宅を増やす、ここは

道路が便利だということで利用価値があるということで、これから先、見込めるのは

ショッピングセンター、あるいは工業団地、いろんな企業が誘致されるんじゃないか

と。それに伴って現状の農業政策の中で、本来の農家の方がいろんな農家の仕事をす

る段階にいろんな不便がでるということで、そんなトラブルもあちこちで見られる部

分があるので、住宅、あるいは企業を誘致しても、企業のほうばっかりに目を向けて

いると、本来の農業のほうがね、例えば農道の整備をきちっとしないと、ここに来て

もいろんな先住民と後から来た人とトラブルが起きるので、その辺も加味した将来的

な考えと方向性をお願いしたいところです。その考えを聞きたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは既存住民と、それから新しく大玉を好んで住んでいただく新

住民、これその辺のバランスね、これを考えながら地域力を付けていかなければなら

ない。昨日も話したように、自治体として最も大切なのは何か。これはやっぱり高齢

人口なり、生産労働人口なり、年少人口なり、だから高齢化率は、これはやっぱりで

き得れば２５％、このくらいにして、ちゃんと本当ならば地域は自然の減と自然の増

とこれね地域内でこれがちゃんとプラマイゼロになれば一番理想なんです。ただ、そ

うはいかないんだのわね。結局は自然減は多くて、自然増はこれ少ない。その分をな

んとか補てんしていかなければ、これはやっぱり先細りになっていくんです。だから、

そこに政策を打って、大玉はなんとかこれここまで基盤はできてきているのね。だか

ら、これはやっぱり基本的ないろはのいですから、そうでないとこれ自治体力は私も

多くの見たり話を聞いていますが、高齢化率福島にも５５とか６０などというところ

あるんだよね。これは全体人口で５割占める、それから６割となると、１００人のう

ち６５歳が５０人だということになれば、その自治体はどうなるんだと。これは火を

見るより明らかなんだよね。だから、やっぱり自治体としてのやつぱり基盤というの

は、人口構造というのは絶対これは考えていかなくちゃならない、いろはのいなんで
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す。しからば、既存住民とそういう新住民との関係はどうするかということでありま

すが、そこはやっぱり例えば道路網の整備とか、あるいはそういう企業誘致を張り付

けるについては、どういう地域に企業を張り付けるとかというのが、これが振興計画

とか、それから今審議していただいている土地利用計画とか、あるいは今度はここか

ら端を発して、では農地サイドについては、どういう視点で利用計画をどうとかこう

とかと枝分かれ的にいろいろあるわけだわね。だから、そういうことで調和のとれた、

結論から言えば、要するに既存住民も、それから新しく住んでいただく住民も、これ

はやっぱり両方が大玉地域の住民なんだというやっぱり意識を持ってもらう。そうい

う意識を持ってもらうような、やっぱり努力は行政としては最大トラブルを発生しな

いような努力はしなければならないなと、そのように考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 私も昨日一般質問したんですけども、その中でちょっと漏れた点が

ありますので、１つだけ確認の意味でしておきます。

１１ページ見てもらいたいと思うんですけども、ここに地図が書かれております、

大玉村の。西部地区、特に郡山の境界にあります守谷山荘別について２点ほど伺いま

すけども、今はここはいろいろ開発法、建築確認法とか消防法とかいろいろ網の目を

くぐって建物であって、早い話が掘っ建て小屋だという話だったんですけども、これ

住んでしまえば都になってしまって、今、何人ほど住んでいるのかな、何軒で何人ほ

ど住んでいるのか、今後の対応としてどうしていくのか。また、ここは傾斜地なもの

ですから、すごく除雪とかにも非常に困難を極めるし、除雪費もかかると思うんです

が、その点、今後どのように対応していくのか、この２点だけ伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 除雪の関係等については、これは今、あそこの中は一切村道には認

定しておりません。したがって、除雪は区域内はやっていないんです。ただ、守谷・

蒲坂線ね、あそこまではあの後郡山のほうに続いていく、これは村の村道になってま

すから、あそこのところまでは、郡山境までは除雪をいたします。ただ、あの別荘を

開発して区域内の道路、これは村道に認定していませんから、あそこは村の除雪の責

務ははっきり言ってないということであります。

それから、あそこ全部で１,５００区画あるんだね。これは都計の区域外なんです。

しからば今、網かけるかというと大問題になるんですね。今度じゃ１,５００できた

場合にどうなんだと、危険性があります。一方、防災の見地から言えば、やっぱり行

政自治体、市町村のこれは防災等の見地から言えば、自治体に責めがあると、こうな

っているんだわね。だから、そういうことであそこを今から都計の縛りをかけるわけ

にもいかない。それから、今度今言ったようにじゃ災害等の発生の場合には、行政は

責任逃れできるかというと、そうではない。そういう問題で本当はもっと早い段階で、

あそこの早い段階と言うことは、あそこのところを別荘に、そして、区域を本格的に

区割りをする、そういう段階でやっぱり開発者とこれは村がいろいろと協議をしなけ

ればならなかったことであるなと。だから、今後、どうするかというと、なかなかや
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っぱりその辺に難しさがある。今、都計の網をかぶせるなどと言ったら大変なことに

なりますからね。そうかといって、今度はじゃ防災、何か今まで１件火災があるんだ

よね、火災。だから、それでそういう危険があったから、当時の藤森市長と話をして、

郡山と災害協定を結んだです。そうしたら、結んで半年ぐらいのうちに火災になった

ものだから、案の定うちの公益消防とかうちの村から行くよりも早く来たのが、七瀬

から早く来たんです、消防自動車が。そして、大火に至らないで済んだという。ああ

やっぱり協定を結んで良かったなと思って私、胸なでおろした経過があるわけであり

ますが、これからどうするかというのは、非常にこれはやっぱり今のところあまり景

気が良くないから１,５００区画くらいあるんだけれども、あまり進まないでいるよ

うだからね。だから、これからどうするかというのは、今後やっぱりいろいろとあそ

この開発している企業と、今言ったようなそういうこと等について、よくやっぱり話

をする必要があるなと。ただ、なかなかそういうチャンスも今までなかったんです。

途端にこれ今の内容的にいろいろ変遷があって、いろいろと変わってきたそういう経

過があるんです。今のところは、ちょっとあそこのところをやっている方もおるよう

でありますが、いずれ、そういう箇所であるんだと、そういうこともやっぱり踏まえ

て、今後、何らかの、しょうがないからしょうがないでは仕方がないと。何らかのこ

れは話し合いをするような良い方向付けがないものかなと、そういうふうに今、考え

ておるところであります。あと具体的なことね、何軒とかどうかということについて

は、これは担当課長に答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

守谷の住民登録関係ですけれども、今、詳細な資料がございませんけれども、２５

件程度だったというふうに記憶しております。居住です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ今、大玉村の住民登録関係は、住民生活課長から答弁したとお

りでありますが、大体建てた家の数は大体２００軒くらいありますね。これは確たる

ものではありませんよ。大体２００軒くらいはできているはずです。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 質問と言うよりもお願いとして、やはりこの地区は４～５年前に大

玉１７区として村が認めたわけでございますので、いろいろなこれ面があった場合は、

これ村に責任なすりつけてくる場合があると思うんです。聞くところによると、もう

相当インテリな人も住んでいるようでございますので、それにやっぱり負けない対応

の策だけをきちっと村は持っていかなければならない心配もありますので、その辺は

早期にやっぱり解決するところは解決する、決着付けるところは決着付けてほしいと、

これ要望として収めていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。
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お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するに異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第７８号「平成２３年度大玉村一般会計補正予算に

ついて」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ありませんか。２番。

○２番（押山義則） まず、３３ページ、環境保全型の農業直接支払制度、これについて

伺います。４４１万７,０００円、これ昨日の一般質問でもありました有機農法とか、

環境保全とか、今はとてもそういう状態ではない、そういうふうな話を伺いました。

根本的に必要性、それをまず伺いたいと思います。

それと、その詳しい内容ですね。この支払事業の詳しい内容等。あと、例えばその

中でどういう人が該当するのか。あと予定している面積、まず、それを伺います。

それから、３５ページ、有害駆除の関係で１５万円ほど業務委託料、これ今年は、

この団体からよく伺うでありますが、結局捕獲しても食べることはできない。だから、

山に行きたくないんだと。それで登録料も大変高いと。そういう状況でますますこの

駆除隊員も減少していく状況にあると。そういう意味からこの登録料の援助などをち

ょっと考えていただけないかという、そういう話も聞かれるんでありますが、その辺

有害駆除のことを考えて、そういうことを考えられるかどうかお伺い申し上げます。

それから、４１ページ、これ太陽光システム、先ほど何回か話が出てます。この

１００万円の設計費が出ております。これ設計内容なんでありますが、これはあれで

すかメーカー選定はどういう形でなされるのか。もちろんそれで業者設定も変わって

くると思いますので、その考え方を伺っておきます。

もう１点、２９ページ、ちょっと戻ります。子ども手当のシステム改修８０万円と

あります。毎年毎年子ども手当の内容が変わってて、また、２０１０年以降もこれ新

たになるなどというニュースも聞かれるんでありますが、これやっぱりその都度その

都度この改修システムは必要になってくるんでしょうか。これ少し毎年、毎年だとだ

いぶ大きな額になってしまうんでありますが、この辺はやっぱり改修しなければ間に

合わないんでしょうか、まず、その点伺います。

○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。

まず、３３ページから３５ページにかけての環境保全型農業直接支払事業ですが、

この事業は２３年度より創設された事業でありまして、目的概要にありますように、

地球温暖化防止や生物多様保全に貢献していくため、環境保全に効果の高い営農活動

に対して支援をするという内容でございまして、制度の内容を申し上げますと、エコ

ファーマー、いわゆる化学肥料や農薬を５割低減した、そういう取り組むエコファー
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マーの県の認定を受けた方が、いわゆる５割低減の取り組みとプラスカバークロップ

やリビングマルチ、冬季淡水などの取り組みをしますと、１０アール当たり８,０００

円が交付されます。ただ、８,０００円につきましては、うち４,０００円は国費の補

助金が入ってますが、国の補助金については、直接農業者に支払われますので、残り

４,０００円については県及び村が交付するもので、今回の予算計上したものは、県

及び村の補助金額でございます。面積でございますが、冬季淡水で今回申請があった

ものは６０件で約１１０町歩、有機農業で１.４町歩ということで、これは１件でご

ざいますが、合わせて６１件の申請がなされて、それらの予算の計上内容でございま

す。

次に、３５ページの下段の方にあります林業振興の関係の有害鳥獣狩猟捕獲隊の業

務委託料でございますが、先ほど２番議員さんからもありましたとおり、原発事故に

関する放射能の影響で特に県北地区とか大玉入っていますが、イノシシとかの有害駆

除をしますと、そのイノシシの肉などから大変高濃度のセシウムが検出されまして、

いわゆるイノシシや熊などの食に関しては、いわゆる制限を受けてございます。ご存

じのとおり１１月１５日から狩猟期間に入っておりますが、その中で２番議員もあり

ましたとおり、狩猟の免許の所持している人が、せっかく登録料とか保険とかを払っ

ても、いわゆるこれからの山鳥とかキジを捕獲しても食べられないのではないかとい

うことで、登録をしないような現状が見られるということで、そういった内容で、も

し、これからの有害鳥獣等の捕獲を捕獲隊にお願いする場合にも、登録とか保険料を

納付されない方にお願いできないので、そういった経費の一部ということで、今回、

当初予算に業務委託は計上しておりますが、それらの経費の一部ということで業務委

託料の増額分１５万円を計上したところでございます。以上です。（不規則発言あ

り）これは一応５年間ということにはなっておりますが、今年度については先ほど面

積を申し上げました。ただ、今年度の取り組みでも、いわゆる年度をまたがるものに

ついては次年度交付というようなことで、カバークロップとかについては次年度交付

される分もございますので、交付期間としては５年間ですが、単年度、年度をまたぐ

ものについて翌年度交付ということになります。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

太陽光発電関係のメーカーの設定でございますが、現在検討中でございまして、中

学校の環境学習にふさわしい、そういったメーカーを選定していきたいと考えており

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 子ども手当のシステム改修に関して、２番議員さんにお答

えいたします。

子ども手当法案の改正については、３歳未満の支給額のアップというようなことが

新たに出てきまして、この部分に関してはシステム上は資格、給付、それから台帳さ

まざまそれに付随する通知とか何か全部システムあるわけですけれども、とにかく金
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額が変わってくれば、その部分については全面改修とほぼ同じなんですね。結局３歳

未満については増額なるわけですけど、金額的には辞書を買えるだけで済むんですけ

れども、毎月と言いますか、対象者は変わってくるんですね。そういう追っかけのシ

ステム等の改修で、結構システム的にはボリュームのある改定だと。なお、制度改正

がなければ当然システムの改修は必要ありません。今回の改修については、そういっ

た国の支給基準額の変更に伴う改修でやむを得ない改修ということで、全額国庫で対

応するというふうになっております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） ２１ページなんですけども、この除染関係、新聞の報道によります

と、住宅等の全面除染については７０万円を限度としてうんぬんというような見出し

だったんですけども、その中の一部なんですか。説明ですと、住宅が１００件分で

１５万円、あと庭については１００件分で１件当たり２０万円ということで、１件で

あれば３５万円なんですけども、２分の補助は村単独での補助なんですか、その辺伺

っておきます。

２９ページ、今回、ひとり親対策として８７万８,０００円ほど計上されておりま

すけども、今や母子家庭と父子家庭というのが比率が同じくなったくらいになってい

るんだというような話も聞いておりますけれども、今回、これ父子家庭を重点的にと

いうことでございますけれども、今、母子家庭と父子家庭の割合ですね、それが今、

用語としては母子家庭とか父子家庭は使ってはいけないというような文言が出ており

ますけども、今回、このひとり親対策としての母子家庭と父子家庭の割合はどのくら

いなのか伺っておきます。

３３ページ、ふれたくはなかったんですけども、今回、災害の関係で直売所の食堂

の建設が中止になったようでございますけれども、やはりこういった３月に我々の議

会に計上してこれだけの予算を付けたんですから、この１２月の補正のときにやっぱ

り事前に我々はこういった理由で庁議の中で話決まったんだというふうな、やっぱり

前段がほしいんですよ。私もこれ議運に入っていますので、その点早めにこの数字、

この文言が見ることができたんですけども、この書類をもらって初めて知ったんです

よ。そういうやっぱり手段でなくて、議決を得たものを取り消すだとか、専決の場合

はしょうがないですよ、突発的な事故災害だのそういうときのかかる専決の処分は仕

方ないと思いますけども、やはりひとつやっぱりこういった大切な議案については、

我々にやっぱり前段の段階でやはり説明しておく必要があると、私も、皆さんもそう

思っている。初めてこれを見て、直売所の食堂は造らなくなったんだというふうに思

っておりますので、その点今後どのようにしていくのか、ここで議決すれば造らない

ということになりますので、その点今後はどのような説明の仕方をしていくのか伺い

たいと思います。

あと先ほどもふれましたけども、前質問者にもありましたエコファーマーについて、

エコファーマーは５年ごとに更新するんでありますけども、ある人が言ったように、

これだけやっぱり放射能に汚染された場合には、もうエコファーマーうんぬんどころ
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でないということでございまして、私も今年の３月で１回切れまして、１２月にも土

壌調査を今、しているんですけども、再度やろうかやらないかといって集団でやって

おりますので、今の段階ではやっても福島県の農産物は売れないぞという声が、私も

安達太良果樹部会の部会長なもんですから、そういった中で話が出ているのね。だか

ら、この緑肥を入れてうんぬんとか、化学農薬を５０％減らしたからエコファーマー

とかいろいろありますけれども、やはりこういった対策費ほどこれ私無駄だと思うん

ですよ。その点、当局はどのような考えで、このような計上をしてきたのか伺ってお

きます。

最後に、また、コカコーラの問題なんですけども、４１ページだと思うんですけど

も、ほかのコカコーラ、このようなことで全く補助金としてこれは全くくれる金です

から何金となるんですか、これ補助金となるんですか、大変有り難いとは思うんです

けども、これ今日の質問にあったように、蓄電器はバッテリーは置かないんだと、夜

間使わないから置かないんだというような答弁もありましたけども、やはり造る場合

は完全な形で造っていくというのが本来の姿だと思うんです。今後とも両小学校には

ここで成功すれば造るんでしょうけども、やはりそういった蓄電器ない太陽光線など

というのは、これ夜間でも使えるわけでございますので、いくらかかるか分かりませ

んけれども、その辺の再考をやっぱり考えるべきだと私は思うんですが、その点伺っ

ておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私のほうから３３ページの産業振興センターの改造関係、これは入

る機会があったんじゃないかということでございますが、計画をしたのでいつまでも

いうことではないから、むしろこれを計画どおり改修をして、そして、意欲をより持

たせるということも大切じゃないかと、そういうことで内部的にはいろいろと検討し

てきた経過があります。ただ、結果的にずうっと数字を見ると、３割の上ダウンして

いるなと。これ最終的には私が決断して、今年は見合わせっぺと。だから、これはこ

ういう状況のときに、これは大きく情勢が変わったと。変わったということでやらな

いということでなくして、しかるべき時期にこの計画は実現するという希望をつない

で、代表とも話をして、今回、これを見合わせることにすっぺということであります

から、直前になって私が最終的に決断したということでありますから、今回、補正に

計上したということでございます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えします。

２１ページ、除染作業の委託料関係ですが、これにつきましては国で示されました

基準単価、これが１２月９日に発表されております。これについては４００平米の１

戸建てで基準単価が７０万円ということでございますが、この中にも家屋の除染とか、

それからコンクリート等の除染、表土除去、それから草木の除去と合わせて７０万円

というような、そういう単価が示されました。また、村の予算につきましては、屋根

とか壁、雨どいの洗浄というようなことで、１軒約１５万円、平均で１００軒、庭の
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除染、これは枝の剪定とか表土剥ぎ、埋設等、これも平均２０万円で１００軒という

ような概算的な予算の中で提出させていただいたという中身でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ７番議員さんに２９ページ、ひとり親家庭の医療費、ここ

の項目、対象者、それから受診、日数等の増加による補正ではございますが、質問は

ひとり親家庭の構成ですね、どうなっているかということですけども、本年度の４月

では母子家庭６０世帯の父子家庭９世帯、対象者合わせて１７４人でございます。補

正予算の段階では２４年１１月末では、母子家庭６１世帯、父子家庭１１世帯、３世

帯ほど増えておりまして、割合的には現時点では父子家庭が１３.４％、母子家庭が

８６.６％、４月からでも２％ほど構成割合が父子家庭にシフトしているというふう

になってございます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに３３ページのエコファーマーの関係でございま

すが、環境保全型農業ということで、環境に効果の高い営農活動に支援するというこ

とで、確かに７番議員さんおっしゃったとおり、福島県におきましては放射能の関係

で、特にこの地区におきましても米の緊急調査を行うということで、そういった現状

にございますが、この制度につきましては、従来のエコファーマー５割化学肥料を低

減して、プラスもう１つの支援の活動を行うと８,０００円の直接支援が受けられる

というような制度で全国的な制度でございますので、ご理解いただきたいと思います。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ７番議員さんに４１ページの太陽光システムについてお答えを申

し上げます。

まず、蓄電池につきましては、先ほど申しましたように、大変３,０００万円では

収まらないと、持ち出しも多くなるという見通しがありましたことと、維持管理に非

常にお金がかかると。ランニングコストの関係を考えますと、今回は見送りたいと。

採算がなかなか取れないというものが、今、太陽光の問題になっているのは、蓄電池

の性能、それからランニングコストが高いということが問題になっていると。今、一

生懸命産業界のほうでは蓄電池の改良をやっておりますので、あと何年かすれば改良

された蓄電池が出るのかなと。メンテナンスのあまりかからない長く持つものという

ものが、その段階でまた検討したいというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 再度質問になりますけども、村長の判断で直売所の食堂については

できなかったものですから、直前だったということだったんですけども、やはり直前

であっても、この資料を作る期間もありますので、やっぱり事前の議会の議決を受け

た議案なものですから、そういったことでいくら突然であっても、我々にはやっぱり

事前の説明がほしかったということでございますので、今後、どうするのか再度伺っ

ておきます。
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あとまた農政関係のエコファーマーなんですけども、やはりエコファーマーは私も

直接はかかわってはおりますけども、やっぱり今の実態になって我々のサイドでしゃ

っべってみても、これだけやっぱり汚染された地域だとなると、エコファーマーのマ

ーク、これパソコンでもなんでも取れるんですけども、あのエコファーマーの個人的

なマークを貼っても農産物は売れないというような結果が出ているのね。自分でこれ

勝手に作っているんです。持ってきてプリントしてできるわけなんですけども、やは

りその点の観点から国のこの方策だから計上したというのでなくて、やっぱり地域の

事情も考慮しなければならないと私は思うので、その２点だけ伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは考え方でありますが、基本的には執行機関、それから議決機

関、そして、当初に議決してものであっても、今度は補正の段階に減額するから事前

に機会あるときに話すべきでないかというご質問だと思いますが、これは村政をね大

きく左右するようなことについては、やはり両輪のごとくだから良い意味でのね執行

機関といい、議決機関といい両輪のごとくだから、これは目指す目標は同じでありま

すから、そういう左右するようなことは、事前に話するということがあります。あと

は、こういうこと等については、これはやっぱり執行の要するに予算の提案権者であ

る裁量権、こういうことでやっぱりとらえていただいた方が、いろんな面でお互いに

整理整頓して仕事を進めるのにしやすいのではないかなと、そういうふうに私は考え

ておるところであります。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに３３ページの環境保全型農業関係のエコファー

マーの関係でございますが、この事業に環境保全型農業直接支払事業につきましては、

２３年度からの新規事業でありまして、年度前半に制度の概要とかが県、国より示さ

れましたので、その後、村内各戸に関係の説明のチラシ等を配布しまして、是非この

事業に取り組みたいということで、年度前半に受け申請した関係で補助金の交付額で、

全体で４４１万７,０００円ということで、いわゆる年度前半、原発の影響下の中で

も、こういう事業に取り組みたいと意欲ある方が申請がなされたということで予算計

上しているものでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 歳入について１点伺います。１３ページの災害対策費の補助金であ

りますが、これ東京電力への請求分だと思うんでありますが、この内容と結果につい

て、請求した分１００％来ているのかどうか、それ１点伺っておきます。

それから、歳出のほうから伺います。２１ページの除染の委託、これ内容について

は伺いましたが、これの該当件数、どういうところをどういうふうに該当させるのか。

それと、受付方法とか、これ予算が３,５００万円と限られているわけでありまして、

この順位とか、どういうふうにして結局汚染度でいくのか、受付順でやっていくのか、

それ伺っておきます。

それから、３７ページ、個人住宅の改良支援５００万円、これ大変良いことだと思
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っております。長期的に今回もまた要請があるから計上したというようなことであり

ますが、これは際限なくずうっと継続されていくのか、結局今の形でいくと、要請が

あればまた予算化、要請があれば予算化ということであります。こういうやり方でや

っていって大丈夫なのか。そこ１点と。まあとにかくこれが際限なく継続されていく

のかこのことと、大丈夫なのかということ、その２点お伺いします。

○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。

まず、１３ページの歳入でありますけども、この中での災害対策補助金、これにつ

いては県補助金であります。中身につきましては、９,９１１万４,０００円、この中

で事項ごとに見ますと、まず、一番上が保育施設、これは保育施設関係の表土除去、

以下、こういう事業名でそれぞれ右の方に行きますと４分の３、２分の１、１０分の

１０というふうな形、これは補助率であります。これらについては、５月の臨時議会

から数度の補正予算を現在まで行ってきております。それらについて一般財源、交付

税であるとか庁舎基金を取り崩すとか、今まで補正予算上げてきました。それらにつ

いて文科省、あるいは国交省との対応の中で、国、あるいは県の補助金が見込めると

いうふうな形で今回申請をして、その交付決定が来た分について今回、ここに計上し

たものであります。併せて国庫補助についても、今回計上もしておりますけれども、

これらの差額については起債なり一般財源というような形になります。また、起債に

ついても、今後の動向によっては復興特別交付金等で措置されるというような話も現

在聞いておりますが、それら今後、総事業費から補助金を引いて、残りの財源につい

て一般財源が充当ということになるものについては、東京電力の方に損害賠償として

求めていくというような考え方であります。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。

２１ページ、除染作業委託料関係ですが、この委託料に関しては村で計画して村で

除染を行う、そういう部分の金額ということになります。詳細に誰さん家から除染を

していくというようなまだ決定はしておりません。今後、検討して順位等を決めると

いうことになりますけれども、基本的には１１区、１６区の線量の高いところから開

始をしたい。それから、受付等ということでございますけれども、個人で行いたい又

は個人で行ったというような除染については、除染にかかわるものについては県の補

助事業、個人の住宅においても該当、一定範囲になりますけども、補助事業が該当に

なるというようなことでございますので、今後、そういう部分についても周知してま

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） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをいたします。

３７ページの個人住宅改良支援事業補助金に関しまして、昨日の３番議員さんの一

般質問でもお答えしましたとおり、件数的には相当な件数にのぼっております。今年

度事業に不足する分、現在の予想で５００万円ほど補正をさせていただいて、トータ
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ル９００万円の予算にしたところでございます。なお、このまま継続していくかとい

うようなご質問でございますが、現在、動いている大玉の個人住宅改良支援事業補助

金交付要綱、これにつきましては当初でお話ししましたとおり、平成２３年から２５

年の３か年ということで事業を行っております。２５年度末までの期間ではございま

すが、今後の需要、あと実際、金額的にこれで間に合うのかどうか、これらもいろい

ろその時点で判断をさせていただきまして、早めに継続するのか、廃止になるのか、

それらを含めて周知をしていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ２１ページの除染のことについて再びお伺いしますが、これ１１区、

１６区と伺いました。この金額でとりあえず何パーセントできるのか、１００％可能

なんですか。例えばどれだけの割合、除染することができるのか。ただ、この予算で

ある程度地域については完了できるのか、それ伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。

１１区、１６区放射線量が比較的高い地域ということで、先行して除染をやってい

くということでございますけれども、１１区につきましても２００軒、２３０軒ほど

ございます。それに事業所等もございますので、１００軒というのは本当に概算で１

軒当たりの平均単価というようなことでやっておりますので、１１区に限った場合で

も５０％には満たないというような状況になります。

○議長（佐藤 悟） 次、ございませんか。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） 歳入関係で１点お伺いしますが、ページだと１０～１２ページで

す。いわゆる国の震災関係、震災関係は国から来て、そして、原発関係は県から来る

のかな、この割合から見ると。例えば１０ページの国庫でいくと学校関係の震災復興

ということで、あと後ろのページにいくと県支出金の総務の補助というのが相当な金

額になるわけですけども、今後もそういう形で国のそうした関係の助成なり補助は、

どういう形で入るのかどうか。

それから、例の原子力損害賠償の紛争審査会のいわゆる８万円、４０万円の話いろ

いろ出てますが、金でどうのこうのというのは全く話の外だと思っているんですが、

しかも、まだ同じ福島でも分断されているような状況で、まあ大変な中身であります

が、こうした８万円、４０万円の線引きでの関係も含めて、村長の認識なり何かもの

申す考えがあるかどうかということと、歳入関係でこれらのお金がどのような形で歳

入というふうな形の整理の仕方がされるのかどうか、この２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） 前段の歳入関係等の具体的なこと等については、担当課長から申し

上げます。

この８万円と４０万円の件については、担当理事、今日９時に私のところに来まし
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た。そこで、最も問題なくて、支払いする方法ができるか。そういうことで私のとこ

ろに来たわけでありますが、私なりに考え方は申し上げたわけでありますけれども、

やはりこれはもらえば良いということだけには考えられない面があるんですね。しか

し、現実的にはこれ公表になってますから、８万円と４０万円に偉大なる期待もある

んですね。これはやっぱりいただくと。しかし、県南とか会津とかということになり

ますと、これ今、大騒ぎになっておりますが、これはやっぱり他県等から見れば、福

島県というとらえ方をされているんですよね。やっぱりこういうことで、もらうから

いいは、おれらはもらえないということで、この一致協力をしていかなくちゃならな

い福島県に、分断のようなことがあってはならない。したがって、これはやっぱりも

らうことについてはこれは進めますが、ただ反面、やっぱりもらえば良いと言うもの

ではない。もらえないところについても、これはやっぱりしっかりと払っていただく

ように私たちはやっぱり協力し合って運動を強めていきたい。県もまたそういう考え

でおりますから、そういうことで考えておるところであります。

○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。

１１～１３ページにかけての国、県補助金のそれぞれの内訳、これらにつきまして

は、震災による災害復旧事業、それから一般財源等で立て替えてきた、既に行ってき

た放射能関係の除染事業、これらについて今回、国庫、県別にそれぞれ分別して計上

しております。今後の予算の計上の仕方としましては、こういう形になるのか、ある

いは復興計画等に基づく復興交付金、それら。それから県のプロジェクト事業、そう

いう形で一括来るのか、それについては今後流動的なので、見守りながら対応してい

きたいというふうに考えております。

それから、今、村長申しました原子力紛争審査会が決定しました損害賠償関係につ

きましては、これについては自治体がその代行をするのか、あるいは個人に関する損

害賠償なので、それについては個人の請求になるのか、その辺はまだ具体的な決定は

見ておりませんが、損害賠償でありますから、通常に考えれば個人請求というような

形になろうかと思います。ただ、その場合でも全住民ということになれば、当然、行

政の介在と言いますか、支援は当然しなければならない。そういう形で予算で計上す

るかどうかは現在まだ定かではありませんが、そういう対応をしていきたいというふ

うに考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） １５ページの寄附金、今回も３９５万円計上されております。これ

までも１,０００万円を超える寄附金、村内外から、県外からも寄せられていると聞

いております。この皆さんのこの善意、そして更には災害協定を他の自治体と結ぶと、

そういう話も以前ございました。このせっかく寄附をしていただいた皆さんとせっか

くの縁があったわけでございますから、この皆さんのご厚意を活用というと言葉は変

でございますが、皆さんのご厚意をいただきながら、その皆さんと縁をつなげて災害

協定を結ぶ、そのような自治体をつかむというのは変ですね。そのような自治体を選
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べないか、そういうことはどのように考えていらっしゃいますか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 災害協定の関係ね、これ私のほうから、前からそういう考えを持っ

て、そのためにはやはりこういう事態が生じると全村避難等、あるいはまた大玉村の

半分避難とかという、こういうこともやっぱり想定しなくちゃならない。現在の防災

計画では、それをうたい込んでいないんです。そういうことで、防災計画の見直し、

そういう今言ったようなことも含めてね、そして、これをいつも見直しをして、そし

てあと当然、今の災害協定もそれも一自治体でなくして、これはやっぱり２つなり３

つなり、これをなるだけ早い時期に具体化して災害協定を結びたいなと。お互い様で

ありますから、そういうふうに進めていきたいと思っております。

それから、寄附金関係等については、担当課長のほうから答弁させます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） ただいま３番さんの質問に関連しますが、１５ページの災害対策費

寄附金、いわゆる寄附金ということでございますから、これは義援金というふうに私

は受け止めておるわけですが、非常に有り難い３９５万８,０００円ですか、累計し

ますと１,０００万円以上になっていると、大変有り難いご寄付だなというふうに思

っております。それで、使用使途関係なんですが、ご承知のように一般寄附金、学校

教育目的使途がはっきりしているものについては、そのような扱い方をするというこ

とであろうと思いますが、この災害対策費、いわゆる義援金は、今回、被災された方

たちのために使うべきだろうというふうに思っておりますので、それで、罹災見舞い

に要する経費ということで２７ページにも４６万円ほど計上されておりますが、いわ

ゆるこの支払要綱と申しますか、いわゆる全壊、半壊、一部損壊、いろいろとあろう

と思いますが、その辺の関係についてご説明を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） ５番議員さんにお答えいたします。

災害対策寄附金、今回で１,１９５万円ほどになります。この中身については、大

玉村復興再生のための費用として役立ててほしいというような寄付者の意思を尊重し

まして、今回、予算にもあるとおり、一般財源というような形で計上したものであり

ます。なお、義援金等につきましては、赤十字とか、そういうものから配分された金、

あるいは村の要綱に基づく、規定に基づく金というような形で倒壊とか、そういう被

災された方々には、そういう形での義援金を交付していると。今回、この１７寄附金

で受けているものについては、大玉村の復興のための経費というような形で大切に使

わせていただいております。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ５番議員さんにお答えいたします。

災害見舞金の関係でございますけれども、今回、全壊については現時点で２件、半

壊については１１件ということで確定しておりますが、まだまだ流動的な要素もあり

ますので、それらについて規定に基づいて支出するものです。何回か再調査で半壊に
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繰り上がるというケースもございましたので、今回の予算措置では１２件分、半壊に

ついては予算措置をさせていただいています。金額的には全壊５万円、半壊３万円と

いう基準でございます。先ほど歳入について企画財政課長から答弁あったとおりでご

ざいますが、当然この見舞金については一般財源を充当しております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） おおむね分かりました。それでですね、義援金については、いわゆ

る１,０００何十万円という大変高額な金額なんでございますが、その全額を振り分

けるのか、あるいは人件費又は事務費として一定額を控除して、残りについて義捐に

回すという考え方なのか、いろいろとあろうと思いますが、その辺についてお尋ねを

いたします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えします。

１４ページ、１５ページに掲載の寄附金、災害対策寄附金につきましては、すべて

災害対策のため村の行政経費として充当することとしております。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） ２つほどお願いします。

３５ページの中段の堆肥センターの運営等に関する経費ということで、堆肥センタ

ー、今回いろいろ震災で状況にあるのは伺っておりますけども、減玄米農家に対する

堆肥の供給について、だいぶ例年だったらとっくに散布とかしている状況なんですけ

ども、一部みたいなので、その状況をちょっと伺いたいと思います。

あともう１つは、４５ページの下段の災害復旧費の中で、農地施設関係の中で今回、

この中には三ツ森ため池の復旧事業ということで、これ何年かにかかるようですけど

も、そのほかの農業施設、ため池等になると思うんですけど、その進行状況等々伺い

たいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ４番議員さんに３５ページの堆肥センターの経費の関係で、い

わゆる堆肥の減玄米の農家の供給関係でございますが、行政報告で申し上げましたよ

うに、１１月下旬で暫定規制値の基準をクリアしたということで、それ以前から農協

の担当のほうから、いわゆる堆肥センターの堆肥を減玄米に使いたいんだけどもどう

ですかという問い合わせがあったものですから、うちのほうとしてはいわゆる基準値

が決められている以上、それを下回らない限りはちょっと流通はできないということ

で、聞きますと、本宮のほうの堆肥センターについてもまだ基準を超えているという

ような状況で、私どもとしても搬入の皆様に放射能で汚染された稲わら等を使用しな

いでくださいということでお願いして、定期的に放射能の数値を測って、１１月下旬

にクリアしたということで、このクリアした時点で農協の担当にも今回、大玉の堆肥

センターについて基準値をクリアしたので流通できますよということで、それではと

いうことで、基準では１０使うところをちょっと３分の２程度使うような関係で設計

して、これから、いわゆる１１月末から生産したものについて供給するということで、
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農協の担当とは話をしているところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ４番議員さんにお答えをいたします。

４５ページの災害関連に関してでございますが、行政報告でも申し上げましたとお

り、農地１３か所、これにつきましては、１１月中旬から順次発注をしまして、１月

末から３月末にかけて完了予定でございます。なお、農業用施設、これも１３か所あ

るんですが、農地と同様３月末にかけて完了予定でございます。台風１５号関係の被

害箇所、農地６か所につきましては、自主施工により復旧するということでございま

す。農業施設２か所、水路１か所、頭首工１か所あるんですが、水路１か所につきま

しては、金額的に低いものですから単独事業によりまして、２月末を工期として発注

の準備を進めております。なお、頭首工１か所、これ新座地区なんですが、これは補

助災害復旧として今月中に発注、３月末、もしかすると若干繰り越しということにな

るかもしれませんけども、新座堰につきましては農業用水として重要な頭首工でござ

いますので、繰り越ししたとしても４月の上旬くらいまでには完成させたいというふ

うに考えてございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 再度堆肥の供給関係について、最後、課長のほうから減玄米担当の

農家に対して供給全部可能かと、そこら辺をちょっと強く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） ４番議員さんに堆肥センターの関係で減玄米の農家に対して供

給が可能かという内容でございますが、それらにつきましては、先ほど申し上げまし

たように、１１月下旬からずうっと生産して来年の３月ぐらいまでの生産量、どのぐ

らい生産するか例年ベースで分かりますので、それらとあと先ほど農協の担当の通常

の３分の２程度を堆肥を使用してやるという、それを勘案してちょっと通常に入れま

すとこれから３月まではちょっと不足するので、そういった関係で３分の２程度使用

して施肥設計をするというような担当との打ち合せをしているところでございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） ２点ほど伺いたいと思います。

３７ページ、今回、除雪費５９３万７,０００円ほど計上しておりますけども、特

に災害を受けた富岡の人たちが住んでいる仮設住宅の除雪についてなんでございます

けれども、私もいろいろ売物しておりますので、４～５軒の方と交流を持っていて、

１回もチェーンなど履いたときないと、普通タイヤで間に合うというような地域から

来ている方と、あと結構老人が多いんですね。老人が多いものですから、やっぱりど

の程度一応村外の方とはいえ大玉村に住んでおりますので、除雪についてどの程度中

まで入っていくのか、どこまでやるのか分かりませんけれども、その除雪の方法と除

雪の区域について伺いたいと思います。

あとは最後４３ページの馬場桜なんですけども、これ何度も何度も、何回も何回も、

１年に４回議会あると３回くらいは補正上がってくるんですけども、いったい馬場桜
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は生存率から言ってどのくらいなものか。私、花咲いたとき、ごく最近見たときない

んですけども、あまり咲いていないんだと。いったい馬場桜ってどこにあるんですか

とも聞かれておりますし、この馬場桜の保存工事費、金額的にはこの程度上がってお

りますけども、これこう言われて私も２１年目の議員でございますけれども、前から

言われているのね、２０年も前から。いったいこれだけ金かけて、本当に費用対効果

これあるんですか。もうこの辺はやっぱりいろいろ線を引くべきときには線を引くと

いうのは、これ大切な判断でございますので、その２点を伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをいたします。

３７ページの除雪等委託料に関しましてですが、横堀平の仮設住宅に関しましては、

基本的には建設課で掃くのは村道でございます。ですので、仮設住宅の中につきまし

ては、富岡さんのほうで責任をもって除雪に当たるというふうな考え方でございます。

周りにつきましても、今のところ間黒・皿久保線、あと舘線は、横堀平線ですね、こ

ちらのほうは従来どおりの除雪に努めていきたいと思います。また、雪の降らないと

ころから大玉に来ているという、確かにかなり雪道心配だろうと思いますけども、除

雪に関しては、ある程度予測しながら掃かなければなりません。雪がやんでから掃け

ば、きっちりと掃くことできるんですが、雪が降り続いている中の除雪ということに

なりますので、丁寧な除雪に心がけても、現状としては今までどおりのような形の除

雪になっていくかと思っております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ７番議員さんに４３ページの馬場桜の保全工事ですが、これにつ

きましては、毎回補正で出てまいります理由は、今、国、県の指導を受けながら保全

計画を進めている。これ国、県のほうでも進めてくださいと。生存率という話ですが、

我々も５年、６年なのかなと心配しましたが、国の専門家の話によると、まだまだ

１０年、２０年心配要りませんということですので、村の宝物として村民の歌にも歌

われている国指定の馬場桜ですので、引き続き継続して保全工事をやっていきたいと

いうふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。６番。

○６番（佐々木市夫） ページ１０、１１ページの歳入も関係ありますし、先程来、話題

になっておりましたページ３２、３３ページの工事費にも関係ありますけども、産業

センターの工事、今回の場合断念したという形でございます。このようなご時世です

ので、実際、現場に行けば分かるとおり、お客様の数も少ないし、いろんな角度から

検討した結果、苦渋の決断だったんだなと、そのあれは理解するところであります。

しかしながら、一方では、やはり現状をどうやって打開して販促につなげるか、そう

いう努力も必要かなと思っております。ご存じのとおり会員でもありますある方が、

個人で孤軍奮闘して国まで行ったり、東電まで行ったりして、いろいろ法的なことも

告訴も含めてやっているような状況もある中で、やはり産業センターできる範囲で頑

張って、いろんな例えば関東あだたら大玉会とのつながりをもっと密にするとか、首



- 120 -

都圏にもっと販促をする努力をするとか、企財でもいろいろな角度からやったようで

すけども、やっぱりそういう努力は必要かなと思っております。そういうことも含め

て次の見通し、建設の見通しも含めて現段階でできる努力は何のがあるのかお伺いし

たいと思います。

先程来、話題になっております３３ページ、環境保全型うんぬん、これ非常に議論

が分かれるところだと思います。ご存じのとおり、先程来の質問の堆肥センターのこ

ともあります。安心、安全、循環型農業土づくり、いろんな角度でこの大玉村、村長

有機農業とか、環境にやさしいとかと言っている中で、農水省の農地・水環境向上対

策事業を取り入れながら、長い間こういう方向性で来た村でありますから、この震災

でこういうふうな事故で全く不本意でありますけども、今、そういう現状というのは

理解できます。しかしながら、やはり現状を打開するために、だったらこういうこと

を放棄して良いのか、今後どうするんだという形になると思います。先程来、農政課

長からすれば国が予算化したからご理解ください、そういうことじゃないと思います。

やはりこれは課長でなくて、村長がきちっとした形でご答弁をお願いしたいと思いま

す。やはり今までの努力を積み上げてきたこの努力を踏まえて、このようなことも踏

まえて、堆肥センターの運営、土づくり、安心、安全の村づくりどのようにしていく

のか大きな視点から考えていただきたい問題ですので、改めてこの辺は村長さんの見

解をお伺いしたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 産業振興センターについては、一時見送ると、この考え方ね。スペ

ースは広げたわ、がら空きだわと、これはやっぱりちょっと不釣り合いなんだね。だ

から、ちょっとこの際見送りたいと、こういう考え方です。だから、環境保全型につ

いては、原発のこういう状況に汚染されましたけれども、されたけれども、その中に

おいてでき得る例えば説明でも申し上げましたように淡水型とかね、それなりのやっ

ぱり効果というものを追求していかなければならない。だから、これは汚染しようが

しまいが、よりそういう条件下でも要するにこうした安心、安全により一歩、二歩前

進の取り組みを進めていく、この考え方には変わりありません。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後３時１５分といたします。

（午後３時０４分）
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開します。（午後３時１５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第７９号「平成２３年度大玉村国民健康保険特別会

計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第８０号「平成２３年度大玉村アットホームおおた

ま特別会計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。２番。

○２番（押山義則） 歳入の中で１点だけ伺います。

８１ページ、雑入の中でその他の収入、これ対策本部からのお金だと思うんですが、

これの内訳お示し願います。

○議長（佐藤 悟） アットホーム支配人。

○アットホームおおたま支配人（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。

雑入の中のその他の収入の内訳でございますが、ご指摘のように避難所施設の使用

料が２,８４２万５,０００円、そこから本来のその他の収入の減収分４５万円を差し

引いた金額がこの金額でございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第８１号「平成２３年度大玉村農業集落排水事業特

別会計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）
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○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第９、議案第８２号「平成２３年度大玉村介護保険特別会計補

正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第８３号「平成２３年度大玉村水道事業会計補正

予算について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１１、議案第８４号「人権擁護委員候補者の推薦について」

を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。
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よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１２、委員会研修報告を行います。

総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会及び及び議会運営委員会の各委員長並び

に広報編集特別委員会委員長より順に報告を求めます。

総務文教常任委員会委員長。２番。

○総務文教常任委員長（押山義則） 総務文教常任委員会研修報告書

平成２３年９月定例議会において、閉会中の継続審査の申し出のとおり、去る１０

月１８日、１９日、委員６名全員出席のもと、「エネルギーと地方自治体」をテーマ

に、１８日は都留市で研修を行いました。化石燃料の大量消費により引き起こされる

地球規模の環境問題に対応するため、目指すべき地域社会像の１つに、「持続可能な

定常社会」を掲げ、「都留市環境保全行動計画」、「都留市地球温暖化対策実行計

画」や「都留市地域新エネルギービジョン」を策定、広く市民に地球温暖化問題や新

エネルギーについて知識を深めてもらうことを目指し、公共施設での先導的活用プロ

ジェクトの一環として、市役所庁舎前を流れる準用河川家中川に「家中川水力市民発

電所」元気くん一号、最大出力２０キロワットアワー、元気くん二号、１９キロワッ

トアワー、元気くん三号、７.３キロワットアワー（建設工事中）の発電能力を有す

る３基の水車型小水力発電施設を設置し、常時、市役所やエコハウス、植物栽培施設

の一部の電力として利用、夜間や土、日曜日などの軽負荷時は、ＲＰＳ法による売電

を行っておるとの事であります。地域の自然条件や歴史的な背景、国策の先取り、市

民グループや学術機関の取り組み等により、地域経済を取り組んだ住民参加型市場公

募債により、「低炭素社会の実現を目指す環境政策への取り組み」を国内に発信して

いる現状は注目すべきであり、学ぶべき事多々ありました。

翌日、１９日は、平成２３年３月に北杜市に譲渡され、４月から北杜市営の「北杜

サイト太陽光発電所」での研修でした。平成１８年、独立行政法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の委託を受けて、北杜市とＮＴＴファシリティーズ

が「大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究」として、２メガワットクラ

スの太陽光発電システムを構築し、系統連系時に電力系統側へ悪影響を及ぼさないシ

ステムの実現を目指し、再委託による産学官連携による普及拡大に向けた実証研究の

現場での研修でありました。年間日本一長い日照時間、降雪量の少ない自然条件を生

かし、先進的太陽電池を中心としたさまざまな太陽電池モジュールによる大規模発電

システムの構築、大型太陽光パワーコンデショナーの開発、技術の普及と開発の実証

など、その成果は大いに参考となり評価すべきものと思います。両市の取り組みは

「エネルギーと地方自治体」の研修テーマに適合し、大いに参考になりました。東日

本大震災、そして原発事故によりこれまでの原子力政策やエネルギー政策のあり方を

根本的に見直す必要性に迫られる中、地方自治体としても、脱原発再生可能エネルギ

ーへの方向転換を図るべきと思います。大玉村としても小水力発電や太陽光発電への

積極的取り組みにより、雇用の創出、地域経済への貢献など、長期的ビジョンを構築
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し地域の環境問題だけにとどまらず、原子力発電の代替案として、小水力・太陽光発

電の積極的推進を提言し、総務文教常任委員会調査研修の報告といたします。

平成２３年１２月１３日

総務文教常任委員会委員長 押山義則

大玉村議会議長 佐藤悟殿

○議長（佐藤 悟） 次に、産業厚生常任委員会委員長。１０番。

○産業厚生常任委員長（須藤軍蔵） 議長の命によりまして、閉会中に実施いたしました

産業厚生常任委員会の調査結果についてご報告いたします。

今回は、「再生エネルギーについて」をテーマとして、平成２３年１１月１０日か

ら１１日までの日程で１名欠席の下、新潟県胎内市を訪ね研修を実施しました。

胎内市は、平成１７年９月に中条町と黒川村との合併により胎内市となった県の北

東部に位置し、新潟市から約４０キロメートル、東には飯豊連峰、西には日本海が広

がっています。面積は２６５平方キロメートル、世帯数は１万３６７世帯、人口は３

万１,４２９人、基幹産業は農業。そのほか中核工業団地を造成し、県北の工業都市

としての基盤を確立しております。

研修には、胎内市より副議長、議会事務局員及び発電所担当職員が出席し、再生エ

ネルギーと題して、水力発電所の仕組みや運営方法について説明を受けました。発電

所建設は、環境問題と純国産エネルギーの開発促進の観点から、昭和５８年から水力

発電所調査地点として、調査、検討が行われてきました。発電所は胎内川流域の鹿ノ

俣川を取水河川として、発電所上流の砂防ダムを取水口として利用した小水力発電施

設であります。建設に至った経緯は、旧黒川村営の農業関連施設の電気料金の負担軽

減ができないかということから建設がなされました。

事業概要は、農村総合整備事業の地域資源利活用施設として農業関連設備に必要

な電力を供給するための自家用発電所で、新潟県企業局の技術支援を受けて建設さ

れたもので、事業年度は、平成９年から１４年度、事業費の補助率は国が５０％、県

が２０％、そのほかは起債と一般財源、総事業費は１６億７,９００万円、施設の概

要については、既設の砂防ダムを利用して、最大毎秒２立方メートルを取水し、最大

９６０キロワット、年間約４９０万キロワットの電力量を生み出す施設です。

次に、発電機の概要としては、発電方式は水路式、流れ込み式、有効落差は最大６０

メートル、水車の型式は横単輸単流渦巻フランシス水車、発電機の電圧は６,６００

ボルトの機能を持つ施設であります。発電した電気については、発電所で使用したほ

か、余剰電気は全量東北電力へ売電している。売電料金については、１キロワット当

たり、８円１５銭で、年間３,５００万から３,７００万の売り上げがある。

維持管理については、市役所職員１名、法に基づく電気主任技術者、ダム水量主任

技術者の嘱託職員で管理を行っているということでありました。

発電所建設時に苦慮した事項については、河川法、電気事業法の法関連や水利権の

取得であったところであります。概要等の説明あと、現場視察をいたしてまいりまし

た。
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村当局におかれましては、今、再生エネルギーを検討している最中、砂防ダムから

の取水という方法など、水量面など多くの課題があろうと思いますが、今後、大いに

参考になる研修であったということを付け加え、産業厚生常任委員会の調査報告とい

たします。

平成２３年１２月１３日

産業厚生常任委員会委員長 須藤軍蔵

大玉村議会議長 佐藤悟殿

以上であります。

○議長（佐藤 悟） 次に、議会運営委員会委員長より報告願います。６番。

○議会運営委員会委員長（佐々木市夫） 議長の命によりまして、去る１１月７日、８日

に実施いたしました議会運営委員会調査研修について報告いたします。

本年度の当委員会の調査は、「議会の運営に関する調査」を研修テーマとし、調査

研修地を秋田県藤里町と決定し、全委員出席のもと、実施いたしました。藤里町議会

からは、議長、議会事務局長の出席を得て、研修を受けてまいりました。

藤里町は秋田県の西北部に位置し、青森県との県境一体は１,０００メートルを超

える山並みが連なる世界自然遺産「自神山地」があります。町の人口は約３,９００

人、総面積は２８１.９８平方キロメートルで、そのうち１８２.７平方キロメートル、

６４.８％が国有林であります。地形的には、東が北秋田市、西が八峰町、南が旧二

ツ井町に通じています。標高は矢坂地区の３２メートルを最低とし、最高は駒ヶ岳の

１,５１８メートルであります。分水嶺白神山地からの流域に沿って１,５００戸近く

の住宅が散在している風光明媚な土地柄であり、行政の特色としては、自立（律）の

まちづくりと環境保全、環境管理に力を注いでいる点であります。

議会の概要は、議員定数が行財政改革により、平成１６年の改選時に１６人から１２

人に改正し、更に来年３月の次期改選時には１０人になるとのことです。議会構成は、

総務６人、産業６人の２常任委員会制で、議運は総務、産業常任委員会より各２人を

選出し、計４人で構成、更に広報委員会は総務、産業常任委員会より各３人を選出６

人で構成されております。藤里町議会では、町民から「議員の仕事が見えない」、

「日額報酬にするべきだ」、「定数を削減するべき」という声が多くなり、議員活動

に何が足りないのか、何が不満なのか調査し、議会改革をしなければならなという意

識の高まりにより、平成２０年６月定例会で５名を指名し、藤里町議会改革等に関す

る諸調査特別委員会を設置し、議会改革に関する提言書用紙を全戸に配布し、町民の

意見も取り入れるなどの調査、改革事項の検討を重ねた結果、基本条例を制定するこ

とにより、議会の基本的活動が確認でき、議員の意識改革にもつながると判断して、

２１年３月に制定に至りました。この制定により、議会活動の大きな特徴の１点目は、

町民会議の開催であります。町民に対して議会の活動の公開と説明責任を果たすこと、

住民参加及び町民から広く意見や要望などを聞く機会を多様に設けることを目的に議

会運営委員会が開催時期を決定し、２班編成により、地区活動推進協議会の単位７地

区で開催し、年１回開催しております。会議の周知徹底、当日の役割分担、更には、
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会場準備及び後片づけまで議員自らが行っています。また、開催後、「町民会議報告

書」を作成して、今後の町政に役立てるために、町民に周知を図っている点でありま

す。

２点目は、会期の最終日に委員会の審査議事録を交換し、審議経過の相互理解と周

知を図っていることであります。

最後に、議員定数削減の実施を来年３月の次期改選で実施することにより、議会の

活性化、チェック機能の低下を招く懸念はあるが、なお一層の緊張感を持って対応し

たいとのことでありました。

今後の議会運営に大いに参考となる実りある研修であったことを付け加え、報告と

いたします。

平成２３年１２月１３日

議会運営委員会委員長 佐々木市夫

大玉村議会議長 佐藤悟殿

以上であります。

○議長（佐藤 悟） 次に、広報編集特別委員会委員長の報告をお願いします。３番。

○広報編集特別委員会委員長（武田悦子） 議会広報編集特別委員会調査研修報告書。

議長の命によりまして、去る１１月１７、１８日に実施いたしました議会広報編集

特別委員会調査研修について報告いたします。

本年度の当委員会の調査については、「議会広報編集全般について」を研修テーマ

とし、調査研修地を岩手県紫波郡紫波町と決定し、全委員出席のもと、実施いたしま

した。

紫波町は岩手県のほぼ中央、県都盛岡市と花巻市の中間に位置し、自然環境、社会

環境ともに恵まれた町であります。中央部は、北上川が豊かな水をたたえて南流し、

官公署と商店街が集まって中心街を形成しており、近年は、宅地開拓が進み、急激な

人口集積により、都市化が進んでいます。東部地域は、北上高地に抱かれた丘陵で、

畑作や果樹の生産が盛んであり、奥羽山脈のすそ野に広がる西武地域は水田を主体と

して、野菜や畜産などを取り入れた経営の複合化が進んでいます。

議会構成については、議員定数２０名、総務常任委員会、福祉文教常任委員会、産

業建設常任委員会のほか、議会運営委員会、議会報編集特別委員会となっております。

研修には、議会議長、議会報編集委員長、副委員長ほか委員５名、事務局長、書記が

出席し、説明を受けました。紫波町議会報は、昭和４８年４月より発行しており、現

在、１５６号まで発行されております。また、町村議会広報全国コンクールでは入選

の常連であり、平成１４年には最優秀賞、昨年は優秀賞を受賞するなど、大変実力の

ある編集委員会であります。

当日は、紫波町議会の概要が説明された後、質問や意見交換などを活発に行ってま

いりました。議会報編集委員は７名で構成され、「議会の活動内容を詳しく、かつ分

かりやすく町民に知らせる」を編集方針の第１に掲げて取り組んでおられます。広報

誌は、写真を上手に使いながら、更に余白を有効に使うなど、読みやすく分かりやす
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い紙面となっております。また、企画記事では、議員のエッセイや町内で活躍してい

る方々のコーナーもあり、とても充実した内容となっております。編集作業は、編集

委員会を、定例会初日に開き、担当を割り振りし、各々自分の持ち分のみに集中でき

る形で効率良く、会期と並行して行われています。そのため、定例会後、１か月での

発行が可能となっているとのことでありました。

今回の研修は、本村議会だよりの編集に大変参考になるものであり、研修を活かし、

村民の方々に親しまれ、読みやすい紙面づくりに努めてまいりたいと思います。

以上、議会広報編集特別委員会の調査報告といたします。

平成２３年１２月１３日

議会広報編集特別委員会委員長 武田悦子

大玉村議会議長 佐藤悟殿

以上です。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１３、閉会中の継続調査申し出についてを議題といたします。

議会運営委員会委員長から会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたしま

した申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りいたします。

議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定をいたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程配付）

配付漏れございませんか。（なし）

配付漏れなしと認めます。

ただいまお手もとに配付いたしましたとおり、議員発議第９号「大玉村議会議員の

議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」、議

員発議第１０号「東京電力福島第一・第二原子力発電所の廃炉及びエネルギー政策の

転換を求める意見書について」が提出されました。

お諮りいたします。

議員発議第９号、議員発議第１０号をそれぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１、

追加日程第２として議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、議員発議第９号、議員発議第１０号をそれぞれ順番に日程に追加し、追加

日程第１、追加日程第２として議題とすることに決定をいたしました。
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 追加日程第１、議員発議第９号「大玉村議会議員の議員報酬、期末

手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。２番。

○２番（押山義則） 議員発議第９号、大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例について

上記議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。

平成２３年１２月１３日

大玉村議会議長 佐藤悟 殿

提出者 大玉村議会議員 押山義則

大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例

大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（昭和５１年条例

第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。

改正後、現行の内容については、省略申し上げます。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

以上であります。よろしくお願い申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第９号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、追加日程第２、議員発議第１０号「東京電力福島第一・第二

原子力発電所の廃炉及びエネルギー政策の転換を求める意見書について」を議題とい

たします。

提出者の趣旨説明を求めます。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） 議員発議第１０号、東京電力福島第一・第二原子力発電所の廃炉

及びエネルギー政策の転換を求める意見書について

地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書案を会議規則
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第１４条第１項の規定により提出します。

平成２３年１２月１３日

大玉村議会議長 佐藤悟 殿

提出者 大玉村議会議員 須藤軍蔵

賛成者 同 菊地利勝

提出先 内閣総理大臣、経済産業大臣、文部科学大臣、農林水産大臣

厚生労働大臣、環境原発事故大臣、復興対策防災大臣

東京電力福島第一・第二原子力発電所の廃炉及びエネルギー政策の転換を求める意

見書（案）

朗読をもって提案します。

去る３月１１日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故は、９か月が経過し

ても被害が拡大しつづけており、いまだ収束の見通しがたっていない。

国と東京電力によるひたすら原発推進のための「安全神話」のもとで、失ったもの

は図り知れないものがある。福島県民は、目に見えない放射能汚染による健康不安、

農畜産物への影響と風評被害、商工・観光業などでの営業不振と経営破たん、さらに

は、雇用の面でも深刻な事態に直面し、村民の精神的苦痛は、もはや耐えがたいもの

になっている。

福島県民にとって最大の願いは、一刻も早い事態の収束と安全な環境で普通の生活

に戻れることである。

よって、国においては、下記の事項について実現されるよう強く要望する。

記

１ あらゆる英知を集め、一刻も早い事態の収束と安全な環境で普通の生活に戻れる

ための手立てを講ずること。

２ 東京電力福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所を廃炉にすること。

３ 原発から撤退し、再生可能エネルギーの本格的導入政策に転換すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年１２月１３日

福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟

以上であります。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第１０号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で今期定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたし

ました。

これをもって本日の会議を閉じ、平成２３年第８回大玉村議会定例会を閉会といた

します。ご苦労さまでした。（午後３時４８分）
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会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成２３年１２月１３日

大玉村議会議長

大玉村議会議員

大玉村議会議員


