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平成２４年第１回（１月）大玉村議会臨時会会議録

第１日 平成２４年１月２４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

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。

７番 佐 藤 誠 一

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 教育総務課長 武 田 伸 一

４．本会議案件は次のとおりである。

会議録署名議員の指名

会期の決定

諸般の報告

議案の一括上程

提案理由の説明

議案の審議

質疑・討論・採決（議案第１号～第４号）

議案第 １号 大玉村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める

ことについて

議案第 ２号 平成２３年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を求め

ることについて

議案第 ３号 大玉村復興基金条例の制定について

議案第 ４号 平成２３年度大玉村一般会計補正予算について

５．本会の書記は次のとおりである。

議会事務局長 後藤和吉、書記 渡辺佳織、後藤芳一、国分郁雄
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。

平成２４年第１回１月臨時会が招集されましたところ、出席ご苦労さまでございま

す。

ただいまの出席議員は、７番佐藤誠一君より欠席届がありましたほか、１１名全員

であります。定足数に達しておりますので、平成２４年第１回大玉村議会臨時会を開

会いたします。

なお、総務課長菅野卓也君から、家事都合上のため欠席する旨の届出がありました

ので、ご報告申し上げます。（午前９時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） これより本日の会議を開きます。

◇ ◇ ◇

○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、会議録署名議員の指名をいたします。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、６番佐々木市夫

君、８番遠藤文一君を指名いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。６番。

○議会運営委員長（佐々木市夫） おはようございます。

本臨時会の会期等について、去る１月２０日、午前１０時より第１委員会室におき

まして議会運営委員会を開催し審査をいたしましたので、その経過と結果について、

以下ご報告を申し上げます。

委員会は、議長出席の下、佐藤誠一委員欠席のほか全委員出席、更に当局から総務

課長、企画財政課長の出席を求め、提出議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程

等について、次のように決定をいたしました。

本臨時会に提出されます事件は、村長提出の議案４件で、その内容は、専決処分の

承認２件、条例制定１件及び補正予算１件の合わせて４件であります。

よって、会期につきましては、本日１日間と決定いたしました。なお、審議日程に

つきましては、本日１月２４日 本会議、議案の一括上程、提案理由の説明、議案審

議という日程で行います。

以上のように委員会として全委員一致をもって決定いたしましたので、なにとぞご

審議のうえ、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして報告といたします。よろしく

お願いします。

○議長（佐藤 悟） お諮りいたします。

会期日程については、ただいま議会運営委員会委員長の報告とおり決するにご異議
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ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、会期日程については、議会運営委員会委員長の報告とおり決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第３、諸般の報告を行います。

諸般の報告につきましては、配付いたしました報告書のとおりでありますので、配

付をもって報告に代えさせていただきます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４、第１号から議案第４号までを一括上程いたします。

事務局職員に議案を朗読させます。事務局。

○議会事務局職員（国分郁雄） 別紙議案書により朗読。

○議長（佐藤 悟） 事務局職員の朗読が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５、村長より提案理由の説明を求めます。村長。

○村長（浅和定次） ご苦労様でございます。

本日、第１回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方には何かと

ご多忙の中ご出席を賜り、提出案件のご審議を賜りますこと、感謝を申し上げます。

本臨時会における提出議案は、条例及び補正予算の専決処分の承認案件が２件、条

例の制定案が１件、補正予算案１件の合わせて４件であります。

それでは、議案第１号、大玉村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求

めることについて申し上げます。

大玉村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてであり

ますが、本案は、東日本大震災にかかる地方税法の一部を改正する法律が平成２３年

１２月１４日、公布され、同日施行されたことに伴い、大玉村税条例においても改正

が必要となり、平成２３年１２月２６日付で本条例の一部を改正する条例の専決処分

をいたしましたので、ご報告し承認を求めるものであります。改正の内容についてで

ありますが、第２２条第１項は、所得割の納税義務者の選択により、東日本大震災に

より住宅や家財等について生じた損失は、その損失額を平成２２年分の総所得金額か

ら雑損控除として控除される特例であります。この特例が適用される平成２３年度分

の申告書に災害関連支出がある場会には、申告書の提出の日の前日までに支出された

ものに限ると支出の期限が明確にされました。また、当該特例損失金額を当該損失対

象金額に現行の第２項の規定内容をこの項に、それぞれ文言の整理をしたものであり

ます。第２項は、特例損失金額を損失対象金額に、現行の第４項の規定内容をこの項

にそれぞれ文言の整理をしたものであります。

次に、議案第２号、平成２３年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を求め

ることについてであります。補正予算書１ページをお開きを願います。今回の補正は、

教育施設の耐震改修の工法や年金制度の改正に伴う公的負担金のそ及差額分等につい
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て、早急な対応が必要と判断し、専決処分による補正予算の編成を行ったものであり

ます。予算は、予備費の調整による歳出予算のみで行い、予算の総額を変えない編成

としたものであります。それでは、その内客についてご説明申し上げます。

６ページをお開きいただきたい。一般管理費は６８５万３,０００円の補正計上。

これは、平成２３年度における基礎年金の国庫負担割合を２分の１とするための措置

を講じる国民年金等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が公布、施行され

たことに伴い、基礎年金拠出にかかる公的年金負担率が平成２３年４月にそ及して適

用され、本年１月末までの支払いとなったことによる予算措置であります。なお、補

正額の６８５万３,０００円には、本改正によるそ及差額と本年１月から３月までの

調定・増加を加えた金額であります。款１０の耐震改修事業費は、次年度に予定して

いる大玉中学校体育館の耐震改修工事についての設計監理業務委託料２,４３０万円

の計上であります。これは、耐震補強を主とした本年度契約にかかる設計業務におい

て、補強の場所、工法、経費等を積算、検討の結果、改築と改修では事業費自体には

１億円程度の差はありますが、補助金、地方債及び交付税措置を考慮すると、ほぼ同

程度の負担となったため、耐震補強のための設計業務を取りやめ、改築のための予

算措置とするものであります。款１４予備費は、これらの事務事業等に充てるため

３,１１５万３,０００円の補正減としたものであります。

以上、説明申し上げましたが、今補正予算につきましては、早急な取り組み、対応

が必要との観点から、昨年１２月２６日付で専決処分をしたので、地方自治法第１７９

条第３項の規定により報告をし、承認を求めるものであります。

次に、議案第３号、大玉村復興基金条例の制定について申し上げます。本案は、福

島県が東日本大震災からの復興に向けて、住民生活の安定や地域経済の振興など、地

域の実情に応じたきめ細かな取り組みを支援するため、新たに「福島県市町村復興支

援交付金」を創設し、交付するものであります。今回、その受け皿として基金を造成

し、複数年度にわたる本村の復興事業に充てるものであります。まず、第１条では、

基金設置の根拠。第２条では、積立について。第３条では、基金の管理について定め

ております。第６条の処分については、第１条に定める東日本大震災からの復興のた

めの諸事業に充当する場合に、特定財源として取り崩すことができると規定し、基本

的には震災からの復興に向けて、村が独自に取り組む事業、既存制度の隙間を埋める

ような事業、地域の実情に応じたきめ細かな対応を図る必要がある事業及び交付金の

趣旨に沿った既存制度の村負担などについて対応するため基金を造成するものであり

ます。

次に、議案第４号について申し上げます。平成２３年度大玉村一般会計補正予算に

ついて申し上げます。今回の補正は、東日本大震災からの復興に向けての基金造成と

農業関係の除染対策について対応するための予算を編成をしたものであり、既定の

予算に歳入歳出それぞれ４億２,４３７万６,０００円を追加し、予算の総額を４８億

４,９５７万２,０００円とするものであります。それでは８ページ、基金費は、新た

な基金造成として復興基金３億１,２３２万６,０００円の計上であります。これは東
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日本大震災からの復興に向けて、住民生活の安定や地域経済の振興など、地域の実情

に応じたきめ細かな取り組みを支援するため、県が新たに創設した復興支援交付金を

原資に基金造成をするものであります。基金事業対象経費については、基金条例第１

条の規定に基づき、今後、復興に向けての諸事業に活用してまいります。災害対策関

係でありますが、１億１,２４４万５,０００円の補正計上。これは、水田や牧草地等

の放射線量の低減を図ることを目的に、まず、水田の除染作業委託料として４,５１５

万円の計上。事業内容については、ゼオライトやケイ酸カリの散布と反転耕、土壌診

断や測定等を行うもものであります。作業面積は、９２ヘクタール程度を見込んでお

ります。放射性物質吸収抑制対策事業委託料２,６３９万４,０００円は、放射性セシ

ウムの水稲玄米移行低減のため、ケイ酸カリを散布するものであり、事業面積は８２４

ヘクタールを見込んでおります。果樹の除染作業委託料は、４４７万８,０００円

の計上。農業系汚染廃棄物処理事業委託料は、稲わら、堆肥にかかる処理事業委託で

２,１００万円の計上、牧草地除染委託料は、ケイ酸カリの散布、プラウ耕などの委

託料１,５００万円の計上であります。負担金補助及び交付金の放射性物質吸収抑制

対策事業費補助金４２万３,０００円は、昨年の春先にケイ酸カリなどによる水稲

玄米への移行低減化対策を実施した農家に交付するものであります。予備費は、３９

万５,０００円の補正減であります。続きまして６ページ、総務費県補助金は、３億

９,８３７万５,０００円の計上。これは、基金造成のための復興支援交付金や農業関

係除染対策に要する補助金であります。財産収入の利子及び配当金は、基金預金利

子の計上であります。財政調整基金繰入金は、現時点において補助対象となっていな

い放射性物質吸収抑制対策事業について、緊急性、重要性等に対し、財政調整基金

２,６００万円を取り崩して対応するものであります。以上、一般会計補正予算につ

いて申し上げました。よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。

以上、それぞれの提案理由を申し上げました。よろしくご審議をお願いをいたしま

す。

○議長（佐藤 悟） 提案理由の説明が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第１号「大玉村税条例の一部を改正する条例の専決

処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） 村長の説明を、例えば文書でもらっていれば俺でも理解できるのか

と思うんですが、もう１回聞きたいと思うんでありますが、２２条の１項の中ほどに、

当該損失対象金額が生じた年において、生じなかったものとみなすことによって、村

民に対してどのような効果と言いますか、村民に対する役に立つというか、ことにつ

いて伺いたいと思いますし、その２項についても、２４年度のうんぬんで当該親族資

産損失額が生じた年において、生じなかったものとみなすという、そういうみなすこ

とによって村民にどのようなメリットがあるのかということについて伺いたいと思い

ます。
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○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。

生じたことによって、要は損失対象金額が生じた年において、生じなかったと、こ

れがどういう村民の方に影響があるかということですが、これ特にはなくて、この中

身は今回の震災で２３年に災害が起きたわけですね。通常ですと、その申告について

は歳入歳出同じですが、暦年１月から１２月までに生じたものに対して申告をするわ

けですが、この災害関連につきましては、本来は今回の申告なんですけども、前倒し

と言いますか、２３年に生じた災害でありますが、中に選択によって前の年、いわゆ

る２３年度申告、去年された方、２２年分としても雑損控除として申告できますよと

いうのが、この条文になるわけなんですよ、基本は。したがいまして、２２年度分と

して既に申告控除した方は、２２年分として申告してますから、２３年分としては新

たには生じませんよと、そういう意味での規定でございます。ですから、特に影響は、

２２年は申告はできませんという、極端に言うと、そういう条文です。なお、第２項

についても、これは扶養している方、扶養親族で扶養されている方の資産ですね、こ

れらについての損失があった場合についても、同じく前の年で申告されれば、２３年

度分は申告は生じなかったというふうにみなして、二重には申告はなりませんよと、

そういう概要になりますが、そういう規定でございます。ですから、特に村民の方に

とっては不利益とか、そういう問題ではございません。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 重複して課税するということはないのは当然だと思うんですが、要

するに当該損失対象金額が生じた年において、生じなかったものとみなすと。じゃみ

なせば、みなすことによって、例えば年度で生じなかったとみなすから、次の年でも

いいよとか、そういうような内容かどうかということを確認したかったの。お願いし

ます。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんに改めて答弁します。

二重課税ではなくて、１回申告その年でやれば、新たには申告できないというだけ

の話です。今の話ですと、１回やって、もう一度できるかというお話しだとすれば、

今言ったのは２２年分の関係だけで、あと今後、また、今のところ災害と言いますか、

まだ修理とかしてない、そういう場合は、通常と言いますか、特例ではなくて２３年

分として今回、今度の申告でもできますし、来年度もできるという規定にはなってお

ります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 今、雑損控除についてのいろいろ説明があったわけですが、私も同

じような質問なんでございますが、２２年度に遡って雑損控除されるという、国の施

行されたということでございますが、３月１１日、いわゆる２２年度の３月１１日、

したがいまして、２３年度の申告には間に合わなかったので、これは認めるというこ

とで、こういう特例ができたんだと思うんですが、問題はいわゆる当該年度に申告し
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たものは、翌年度には持ち越せませんよという条文なんですね。それでは、私もちょ

っとこの辺が、いわゆる後で出てくる場合もあるんですよ。いろんないや、これ漏れ

てたとかなんかというのはね。それを認めないということになると困るので、まだ、

余震も続くわけだし、修正申告というのもあるんですよね、税務署に対しては。いや、

これせも修正したかったという場合は、そういう場合はどうなんですか、これは認め

られるんですかどうですか。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。

先ほどは特例で前倒しできるというお話しで、あと通常で２３年度に生じたものは

今回の申告になりまして、また、災害関連でこういった状況で、例えば頼んでもなか

なか直してもらえないと。そうすると領収書が取れないということで、これについて

は災害のやんだ日から一応３年間は、災害関連支出は、いわゆる申告にみれますとい

うふうな規定になってございます。ですから、３年間は大丈夫ですと、申告可能だと

いうことになります。以上です。

○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、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

これより議案第１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７、議案第２号「平成２３年度大玉村一般会計補正予算の専

決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） 一般会計の専決だね。そうすると、この６ページ、７ページでいい

んだよね。７ページの関係で伺います。

共済費６８５万３,０００円の共済費計上されておりましたが、これらについての

積算根拠について伺いたいと思います。

それから、下の中学校の改築工事、これ体育館まで書かっているとすぐ分かったん
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だけど、今、説明もらったから分かったけど、どうかなと思ってたんですが。これ村

長は要するに今、説明の中で、改築しても新築しても結果的に村自体が支出する金額

にはそう差がないと。だから、新築しますよと、こういうふうな提案理由だったかな

と思います。これ村民に例えば質問されたときに、いや、村長はこう言いましたと。

だから、私も賛成でしたということで言ったときに、いや、それはねえべなと言われ

るようなことのないように、間違いなく新築しても改築しても村が出す金額について

は、そう大差がなかったと。だから、新築するんだということで、間違いなくこれ確

認しておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 前段については、担当に答弁をさせます。

後段の関係ね、先ほど説明したとおり、１億円くらいの差はあるの。だけれども、

現実的には起債とかね、それから後年度の交付関係、交付金、こういうものを比較す

ると、ほぼ大差がない。それならば耐震改修よりも、新築した方が良いべと、懇切丁

寧に説明した。そのとおりです。

○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。

共済費６８５万３,０００円の積算根拠でありますけども、これにつきましては、

昨年の１２月に法律が公布、施行されたことに伴って、国民年金国庫負担割合を２

分の１にするというような作業の中で、こういう数字が出たものであります。特別

職員につきましては２９.０％、１,０００分の２９.０％の公的負担の率が３８.５％

に上がったと。一般職員については３６.２５％の負担率が４８.１２５％に上がった

ということを踏まえて、計算の結果、２３年４月から１２月までのそ及分については

３７９万円ほどアップしております。更に、１２月、６月の賞与分について１４４万

２,０００円、これらについて今回のそ及分として計上したものであります。そのほ

か１月から３月分についての増額分については１６２万１,０００円、これらについ

て公的負担ということでありますので、これらについては一時地方自治体の中で負担

をする。その後、交付税等の措置をして、国庫負担２分の１という原則を堅持してい

くというようなことであります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 特別職についての要するに３８.５、千分率で元金、金額を大玉村

ではいくらいくらの金額に３８.５を掛けましたよと。あるいは職員分については、

元金に対して、今、課長４６.なんぼと言ったわね。これ４８.１２５あたりにはなら

ない。とにかく職員分はいくらいくらに対して４６.いくらいくらで、こういうふう

な算出をしましたと。特別職については、こうこうこうですよというふうにちょっと

説明いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 特別職につきましては、改正前２９.０％、１,０００分

の２９.０％のものが３８.５になっている。９.５％のアップ。一般職員については
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３６.２５％が４８.１２５、１１.８７５％アップしたということであります。これ

らについて細かい計算シートの中で計算をした結果、４月から１２月のそ及分につい

ては３７９万円の増、賞与分について１４４万２,０００円の増というような結果と

なったものでありますので、これでご理解いただきたいと思います。

○８番（遠藤文一） 千分率を掛ける元金はいくらですか。何に対して、例えば給与とか

給料とか、報酬とか、そういうものね。

○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。

元となる数字は給与でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） ７ページのこの委託料について伺います。

２,４３０万円、これ随契ということになります。なお、この緊急性ということで

この数字でも随契が可能なんだと思うんですが、例えばそれができるという、その規

約とか、そういうものあるのかどうか、それ１点伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えします。

随意契約の根拠でありますけども、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号、

緊急を要する場合に、緊急性のために一般競争入札に付しなくとも、緊急性を考慮し

てできるというような条項に基づいて今回、随意契約の方法を取り入れたものであり

ます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 今の緊急性については、上限とか、そういう金額の大きさというの

は別にうたっていないわけですか。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 施行令については、金額についてはうたってございません。

○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、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第２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８、議案第３号「大玉村復興基金条例の制定について」を議
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題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） この設置の第１条で、復興を図る資金に充てるためと、こういうふ

うな条文が載っておりますが、現在、想定される復興に充てるべく事業の内容につい

て伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは条例の見ていただくこのとおりの設置になり、積立なり、管

理にと、こう書いてあるわけでありますが、要するにこういう被災を受けたと、復興

せんがためにどういう方法があるか。例えば具体的に言えば、これから前段に申し上

げておきますが、この復興関係についてどういうことにしたらいいかというようなこ

とについては、復興委員会のようなものを設けたいと思うんです。そういう中で結局

意見を聞いて、そして、具体化していきたいというふうに思っております。例えば農

地のようなものも、今までのような作付け体系で良いのか。作物の種類で良いのか、

こういうものをやっぱりこういうふうに汚染したようなところに、どういう作物など

を選別したらいいのか。そうすれば、それに伴うところの例えば設備が必要になって

くるとか、あるいは再生可能、こういうものを考えた場合に、森林等の関係、こうい

うものの何か方法はないかとか、あるいは水の利活用、こういうことでの復興に結び

つけることがないかとか、これからいろいろ出てきますね。そういうことをまず、委

員会等を立ち上げて、そうしたことの意見等を踏まえながら具体化していきたいと、

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） その復興と振興のなかなか縦分けつけづらいところあろうかと思い

ますが、その辺はある程度幅を持って考えておられるのか。あくまでもこれは復興だ

というふうに定義付けちゃうんですか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ日本語というのは良くできていてね、復興の前段はちょっと日

本語の解釈で言えば振興なんだわね。だから、要するに振興に結びつくものが復興で

もあり、復興に結びつく前段が振興でもあると、こういうことでありますから、結果

的には振興も復興も関連性があるということだね。そういう考え方で、要するにこの

被災を受けたものを一歩振興なり復興というふうにやっぱり踏み台にしていく。そう

いうためにこの金を有効に使ってくださいと、こういうことなんだね。というふうに

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。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。
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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３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９、議案第４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。１１番。

○１１番（遠藤義夫） ９ページの委託料なんですが、水田除染作業の中で反転作業も入

ってくると思うんですが、９２ヘクタールの反転作業になるとかなり短期間にできる

のかどうだか、これに伴う相当大きなトラクター等でないとできない部分もあるので、

これ何年間でやるのかね、その辺と。反転した場合、今まで何十年もかけて石だのな

んか拾ってやっとできた部分があるので、その辺もかみ合うと、いろんなこれから除

染の方法もあると思いますが、その辺はどういうふうに考えているかお願いします。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １１番議員さんにお答えいたします。

まず、７ページの水田除染作業の委託料の関係でございますが、今回については平

成２３年度の水稲の作付が本村では９１６ヘクタールでございましたので、ゼオライ

ト付属機械の準備も含めて今年の平成２４年の作付までにできる体制については１０

％、１割程度ということで見込みまして、これらの委託先については現在、ＪＡを想

定いたしまして、ＪＡにおいて機械利用組合等にお願いして、２４年の作付前までに

これらの作業を実施するということで想定しております。

また、反転耕でございますが、いわゆる県の農地の基本方針におきましては、反転

耕３０センチということで基本方針には載ってございますが、３０センチでは当然耕

盤を壊すということで、これらについてはこの事業を進める段階で県ともいろいろ協

議を申し上げまして、３０センチでは耕盤を壊して実施する際、農家の理解を得られ

ないということで、それらの協議を踏まえまして、耕盤を壊さない程度の１５センチ

なり１８センチでこれらの除染対象事業としたいということで、県とも協議を進めて

いるところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） ９ページの委託関係でございます。それぞれ除染するにしても、例

えば水田の場合でしたら何ベクレル以上のところについてやりますというような土壌

調査したうえでやれば効率的であろうというふうに思います。だから、この９２ヘク
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タールを選択するのには、何を基準に９２ヘクタールを選択するのか、その辺をきち

んと公表することによって希望者も出てくるし、例えばＪＡに委託するにしても、や

る基準が出てくるのではないかなと思いますので、その実施する基準の数値について

伺いたいと思います。

それから、委託に関してそれぞれ考えているかとは思いますが、これ二転三転したの

ではやはり村民の信頼失墜にもなるということから、実施要綱なりそれぞれの要綱を

きちっと作ったうえで実施した方が良いのかなというふうに思いますが、そういう準

備ができているのかどうか。

それから、果樹の除染作業委託料も入っておりますが、これらについてそれぞれ今

までの実験結果からそれだけの効果あるというふうなことでこういうふうな予算措置

したんだと思いますが、大玉村でキウイフルーツ、私もやっているわけですが、ほと

んど出ているんですよね。だから、あれはなんだということになってくると、その辺

の技術的な解決方法もきちっと把握したうえでやらないと、なんか無駄金使ってしま

うような、要するに単純に考えると、樹皮を剥がして水で除染して下に置くという、

下に例えば放射性物質が地面に落ちたときに、果たして次の年に問題なく除染される

のかどうかということになってくると、私は非常に疑問に思っているところで、現在

の果樹に対する除染内容は、私としては納得いかない状況があるにもかかわらず、こ

こでどういうふうな方法を考えているのか知りませんが、予算措置をしたと。だから、

予算措置は結構でございますが、それぞれ除染するにあたっても理解得られるような

技術を持ってしなければ無駄金になってしまうということもありますので、それらに

ついても伺いたいと思います。とりあえずお願いします。

○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。

水田の除染作業の関係でございますが、９２町歩程度を想定しておりまして、いわ

ゆるこれらの実施地区におきましては、空間線量の高いところにつきまして実施した

いということで、現在、選定をしているところですが、空間線量の高い地区を想定し、

説明会等を開催いたしまして、実施することで現在、検討しているところです。

また、委託料の関係ですが、要綱等というお話しでございますが、委託につきまし

ては、委託・受託の契約書を作成しまして、契約書に基づいて実施したいと考えてお

ります。

あと果樹の関係でございますが、果樹につきましては、いわゆる樹木、木の部分に

付いたものがそれら果物等に吸収され、本村においてもキウイフルーツなり銀杏なり、

基準は超えませんが、セシウムが検出されておるところでありまして、果樹の除染に

ついては県でも実証しているところでございますが、樹木の高圧洗浄と粗皮削りです

か、果樹の樹木によって粗皮削りを実施して、高圧洗浄と粗皮削りを行って果樹の除

染を進めたいということで考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） この委託料１億１,０００万なにがしですが、これは全体の計画概
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要、それはどういうふうに理解しているのか、その全体の計画概要をまず示していた

だきたいと思います。除染計画の中では、農地、約１,６４０ヘクタール反転耕とか、

果樹２０ヘクタールという形として、農地として１６億円程度ですか、この別の計画

書の中にはちょっと数字載っかっているようでありますが、あくまでこの事業をやる

のに全体計画、その１,６４０ヘクタールのこれはどういう形で土壌調査して、どの

部分を、あと何年計画であくまでもやっていくんだという、そういうことを示しても

らわないと、縦割りというか、この部分ならこの部分ちょっと出して、まだ、その全

体の計画がつかめてなくて、それでこういう数字の示し方というのは、ちょっと私に

は理解できないんでありますが、あくまでも全体、大玉村の農地、この部分をどうい

うふうに、その１,６４０ヘクタールについて、この部分、土壌調査の結果うんぬん

もこれからあるんでしょうが、どういう形で除染をしていくんだかと、その目的がき

ちんとうたわれていないので、ちょっと理解に苦しむんでありますが、その辺どのよ

うに考えていらっしゃるか、まず伺います。

それから、もう１点、一般財源、今回も２,６００万なにがし、一般財源に載っか

っています。これこの除染については、あくまでも国のほうで、県のほうに全額申請

すれば、結局残りをすべて負担するということになっているんでありますが、これ今

後、一般財源の取り扱い、将来どういうふうに処理していかれるのか、その辺も伺っ

ておきます。

○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。

農地の除染の関係の全体の概要という質問でございますが、農地につきましては、

特に水田につきましては、約９２０町歩ほど平成２３年作付しておりますが、そうい

った中で資材、付属機械等の調達関係で全面積を平成２４年の作付前に実施すること

は困難でございますので、先ほども申し上げましたが、１割の９２町歩については、

そのようなゼオライトを散布して反転耕により除染を進めていくということで、残り

の水田の９０％、９割につきましては、ここに予算化されておりますが、放射性物質

吸収抑制対策事業の委託料２,６３９万４,０００円でございますが、これにつきまし

ては、放射性物質の抑制効果があるケイ酸カリを作付面積割に農家に散布をお願いし

て、放射性物質の吸収の抑制を図っていくということで、平成２４年の作付前にそれ

らの措置を講じまして、秋出荷後につきましては、新聞等で報道されておりますとお

り、全量検査、全体検査、ベルトコンベアによる全体検査を県でも進めるということ

でございますので、出荷段階でそれらの放射能の測定を測っていくという体制を県で

整えるということでございますので、平成２４年作付前に、これらの除染等並びに抑

制効果があるケイ酸カリを散布していただいて除染を進めていくということでござい

ます。また、一般財源、放射性物質抑制対策事業につきましては、これ一般財源で措

置しておる、計上しているところでございますが、これにつきましては、県とも協議

しまして、いわゆる放射能関係につきましては、国が全部負担するのが基本でござい

ますので、これらの事業進める段階で、いわゆるケイ酸カリの散布だけでは除染とあ
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たらないので、除染の交付金の対象はなかなか難しいという県の考えでございました

が、それらにつきましては強く要望いたしまして、昨日も県のほうから電話いただき

まして、県から国と、これらの事業については調整中ということで、それらの調整後

に対象となるという場合は、除染の交付金を充当したいという考えでございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、課長から答弁したとおりでありますが、まだ、この具体的に全

部いただけるというような状況になってないんだよね。基本的には、国がこれをやっ

ぱり負担するのが当然であるということでありますから、先ほど提案理由の説明の中

で申し上げたとおり、とりあえず財調のほうから充当しておくと。だから、あとでこ

れはもらいます。

それから、全体的な計画が見えないべというふうに今話したわね。これ大玉村の除

染計画、昨日の会議でもって渡した資料、そこにあるとおりが、現時点における概算

計画なんです。これ重点期間は２年間、計画期間は５年間でやります。そこにあるよ

うなことでこれやるんですが、それも概算の概算ですから、現実的にやってみないと、

農地関係はいったいどのくらいに最終的にはなるのか。とにかく今、作付に間に合わ

せなくちゃならないと。ゼオライトもね、これ９２町歩分しか見られないというのは、

１０％きりゼオライトないんです。だから、あとはいくらでも稲に吸収を低減化させ

るために、セシウムをね。それで、ケイ酸カリを使うということで、これやらざるを

得ないわけです。だから、全体計画今、うんぬんということあるけど、全体計画は現

時点においては、昨日お配りした資料のとおり。そして、とりあえず今の作付けに間

に合わせるということで、今回、ゼオライトを使うのは１０％分。あとの分について

はケイ酸カリでやると。そして、幾分なりとも作付けできるように、かつまた大玉の

水田の場合は１,０００ベクレルになっても、今までの６７５、皆さんに出してもら

いました。その数字等を見れば、これは特殊な農法ですか、そういうことを除いては、

これは心配ないなと、こう思っているんです、数字的にね。だから、そういうことで

とにかく作付けを間に合わせるということで考えております。だから、全体像は、昨

日のそういう現時点における全体計画だということでお分かりをいただきたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ただいまの説明ですと、２４年度はそれで作付けする。結局その結

果によって２５年度もまた同様なケイ酸カリとかなんかの配布を考えているというよ

うに理解してよろしいんでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これとにかく今年作付けをする。そして、させると。そして、それ

も心配ねえべと、先ほど言ったとおり。ゼオライトは１０％きりありませんから。や

はりまだまだやっぱり汚染を低減化しなくちゃならない。ゼオライトのようなものが

来年がある程度入手できれば、やはりそういうふうなことでもって幾分なりとも除染
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をしていくやつぱりあれがあるなと。だから、５か年間の計画の中で、とにかくしっ

かりとやっていかなくちゃならない。言うなれば３月１１日、昨年の以前にこれはや

っぱりそういう土壌に回復を目標としてしていかなければならない。それは空間線

量が０.２３を目標にしていけば、おのずとそういうふうに下がっていくわね。ま

た、農地とか、そういうものをどんどんどんどん除染していかなければ、空間線量も

０.２３にはならないんです。だから、とにかく５か年間で０.２３を目指してやって

いくというふうに解していただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 除染についてちょっとお聞きしたいんですが、まず、ケイ酸カリ

を使えばですね、要するに放射線が下がって、そういったその化学的根拠に基づいて

それが可能だということであれば結構なんですが、ただ単なるこれが下がるだろうと

か、そういうことだけでは、やっぱりこれ無駄になるんじゃないか。ということは、

私も今の鹿沼の大谷石の粉ですか、粉というか取った要するに粉なんですが、それを

要するに田んぼにふれば放射線が下がるんだという、そういったことも民間業者が例

えば一生懸命農家に対して今、化学的根拠はないんですが、そういうことで農協は農

協として、農協が一体化してそれを農家に例えば還元して買ってもらうんだというこ

とはそれは大いに結構なんですが、もう１つね、例えば民間からも同様に例えば２分

の１なら２分の１の補助されるのか、まずね。それも含めてひとつ分かる範囲内で結

構ですから、お答えを願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ９番議員さんにお答えします。

水田の除染関係でケイ酸カリでございますが、ケイ酸カリにつきましては、いわゆ

る水田のセシウムの吸収を抑制する効果があるということで、県でも研究を進めまし

て、抑制効果があるということに研究成果が出ております。また、９番議員さんから

鹿沼石というお話しがありましたが、鹿沼石は大谷石ですか、いわゆるゼオライト、

そういう鉱物でございますが、ゼオライトにつきましては、セシウムを吸着するので、

土中のセシウムがゼオライトを散布することによってセシウムを吸着するという吸着

資材でございます。また、ケイ酸カリの配布について民間等も考えているのかという

ことでございますが、放射性物質の吸収抑制対策事業の委託料につきましては、ＪＡ

に委託を想定しておりまして、ＪＡから各農家へケイ酸カリを作付面積相当分を配布

し、散布するということで想定しております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） そうしますと、要するにＪＡだけが要するに対象になるというこ

とでよろしいんですか。全く民間で一生懸命今、先ほど言ったとおり、そういった大

谷石の鹿沼というか、あの辺にある大谷石の粉をやれば今、抑制できるんだというこ

とであるんだが、それに対してやっぱり農協だけでなく、今は広く民間もそういった

ことで一生懸命やろうとしている中で、ＪＡだけに限られるということになると非常

に困るんだが、その点も全然考えていないんですか、村長にひとつその点も含めてね、
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公平からいくと、そういった１つの業者だけに集中するということは活性化につなが

らないという意味からいくと、その点もどのように考えておるのか、ひとつお答え願

いたい。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 損害賠償請求推進協議会、これは福島県で作っているわけですが、

これについてはそれぞれの系統機関で効率的に実行力のある、そういう手法を取る必

要があるだろうということで、例えば農業関係ですとＪＡ系統を通じて損害賠償を系

統機関としてやると、こういうことに損害賠償推進協議会が組織上なっているんです。

俺は、いや、そうでないんだと。俺は個人でやりたいんだという方については、これ

は個人で請求はできる窓口は開いてありますから、だから、それはそれでできないと

いうことではありません。ただ、系統機関として、そのほうが一括していろんな面で

個人も良いだろうと、事務処理のやっかいなような、そういうこと等も一括でそのほ

うが良いだろうと、こういうことに組織上なっている。だから、個人でやることにつ

いては、その閉ざしているわけではないということであります。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） もう１つお聞きしたいんですが、今、要するに除染するためにト

ラクターが入ってですね、それを例えばＪＡにみんな委託すると。しかし、個人的に

も大型トラック持っている方もおるわけですね。例えば反転するにはかなりのパワー

が必要で、例えば７０馬力とか５０馬力もちろん以上ないとなかなか反転できないよ

うな、そういったパワーというのはそれだけ大変なんだそうですね､起こすのは。そ

ういうことで、それはそれとして、例えば個人的に使う場合は、これなかなか反転す

る要するに機械というのは新たにはないわけですよね。そういうことで、例えばＪＡ

ならＪＡ、村なら村にその反転するために、その機械を導入して貸すとか、そういっ

たことも含めて今後、考えておられるかどうかも含めてひとつお聞きしたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ９番議員さんにお答えします。

除染の反転耕でございますが、これらにつきましては、２４年の作付前に行うとい

うことで、当然なかなか現時点では反転耕、いわゆるプラウを付属機械を調達するの

もなかなか台数が調達できないということで、ＪＡ系統組織である程度の台数を確保

したということで、先ほども申し上げましたが、線量の高い地域を選定いたしまして

説明会等を開催し、同意を得た中で実施をしたいという考えでございます。また、こ

れらの日常の作付前にはそれらの対策でございますが、今年の秋以降については、今

年の作付による測定結果等を考慮して、２４年度の事業については検討してまいりた

いと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） ２点ほどお伺いいたします。

農業系汚染廃棄物処理事業委託料、先ほどの説明によりますと稲わらということで
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ございますが、今、酪農家相当牧草がたまって野積みになっております。そしてまた、

稲わらも同時に野積みになっております。そういう中で、この処理というのは仮処理

場、一時仮置き場に持っていくのか、その酪農家の農地に埋めるのか、その辺を委託

料で業者がやるんでしょうけれども、その辺の明確の考え方。

それから、牧草については損害賠償の補償金の対象になってもらったそうです。た

だ、稲わらについては全くもらっていないということで、酪農家もこの辺について強

く補償してくれということ言っているんですが、今回は損害賠償とはまた別で、これ

には含まれていないということでしょうけども、その辺の考え方についても村として

はどう考えているのかお伺いいたします。

それから、放射性物質吸収剤のケイ酸カリ４２万円ほど上がってますが、いろいろ

と質問になっておりますが、先ほどの説明によりますと９１６ヘクタールの本村の

水田、その１割については反転耕でやるんだと。ゼオライトをまいてということでご

ざいますが、そのほかの面積についてはケイ酸カリで放射能を軽減する効果をやり

たいということでございますが、この１割引いても８００ヘクタールですね。ＪＡの

説明によると約１反歩２本ということでございますから、８００ヘクタールだと約

１,６００本なんですね。２,０００円ですから約３,２００万円。単純な計算でござ

いますが、それの２分の１ということになれば相当の金額になるんですが、ここで言

う４２万３,０００円というのは、あくまでなんか大ざっぱな数字で少ないんじゃな

いかと私は思うんですが、これでは効果がやっぱり一斉にやらないと上がらないんじ

ゃないかなというふうに思っているんですが、この辺ちょっと私も分からないので、

説明願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。

まず、１点目、農業系汚染廃棄物処理事業の関係でございますが、これらは放射性

物質によって汚染された稲わら、堆肥の処理ということで仮置きという形になります

が、仮置きにつきましては、村で指定した仮置き場では相当な量がありますので処理

できませんので、いわゆる農家の牧草地の一部や支障のないところに仮置きして、当

該農家の農地の一角等に仮置きするという形で想定をしております。

続きまして、２点目の牧草の関係でございますが、牧草については東電から年末に

相当の安達管内でも賠償が出されたということで聞いておりますが、稲わらについて

は今後、どういう形で補償されるのかについては、現在のところは明確にされていな

いような状況を聞いております。

３点目のケイ酸カリですが、まず、１９負担金補助及び交付金の４２万３,０００

円につきましては、これは昨年の春の作付け前にケイ酸カリ等をふって土壌改良を行

った農家に対して４２万３,０００円をそ及して補助を交付するということでござい

まして、先程来申し上げております各農家に放射性物質の吸収を抑制するためにケイ

酸カリを配布するにつきましては、委託料の２番目にあります放射性物質吸収抑制対

策事業委託料２,６３９万４,０００円、この事業で対応を考えております。以上です。
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○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） ４２万３,０００円については、昨年の散布に対しての補助だとい

うことでございますね。本年度の２４年度の作付け、この分については面積について

は全く予算化されていないということなんですか。あっ２,６００万円の中に含まれ

ているということですね。そういうことですね。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） この歳入関係で先ほども質問ありました基金の取り崩しというの

は、現時点では補助対象にならないというものについて今、当面やるんだという話で

ありますが、当面、国でも明確な何も示していないんだから、独自に一生懸命やっぺ

ということで出すの当たり前なわけなので、当然、それを要求してもらいたいという

ことが１つ。

それから、今の除染関係で、とにもかくにも２３年度の補正で組んでしまわないと、

今年大至急新しい春に段取りできないべということでの予算だから、すっかり何も除

染についての効果、効用、すかっと分かっているものははっきり言ってないわけなの

ね。でも、とにかく有効であろうというものをどんどんやってみたいという中身だと

思うので、是非これはこれでその中でも具体的にしたのは、より進んでいるのは１割

でありますから、より次年度に向けてはそういうことも踏まえながらしっかりと対応

していただきたい。特にせっかくの私お願いしたいのは、せっかくの臨時議会であり

ますから、３月前にひとつ先ほど村長が言った６７５点、これサンプルで調査した。

その結果良かったと、大丈夫だというお話しでありますが、一方、この除染とのかか

わりで言うと、この５,０００ベクレルの以降が１割で５００だという今までの経過

がそれ以上に出たわけでありますから、今度新しい基準の１００いうことを想定した

場合、なかなかこれまた不安材料が増えたというのが私の受け止めなんですね、この

食料については。したがって、大玉村での独自の取り組みももちろん重要ですし、県

一本できっちりとまず最初、年度初めから米を中心として、県で責任持つぞというよ

うな方策を村長の今までのイニシアチブで確立するような方向をひとつこの際、要望

しておきます。それらについて何かあれば。コメント。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） いろんな会議に私も臨ましていただいておりまして、私も率直に物

を言わさせていただいてきております。先ほど課長からありました１つの指針ね、水

田を３０センチ、ゼオライト使ってケイ酸カリ、そういうプラウ耕をかける。そうい

うセットでないと１０分の１０よこさない。ケイ酸カリは、これはだめだと。なに語

っているんだと。だから、これ今、県のほうに私ぎっちり言いましたんで、これは国

の方と協議していると。それから、３０センチでまず除染以前に水田がこれ崩壊する

ということを話をしまして、それは大体いくらかその状況に応じて進行すればという

ふうにこれも変わってきた。そういうことで、あとはもちろん今、話ありました、や

るべきことはとにかく今、緊急性を要しますのでやると。そして、あとこの放射性の

こういう物質によるところのことは、当然これは国に、後からではこれは間に合わな
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いということでありますから、これは後から当然いただくと。こういう努力をしてい

きたいと思っております。いずれにによ、非常に後手後手後手で、やっとこれ復興庁

が２月１０日ですか、発足どうのこうのと言っておるわけでありますけれども、こん

なに経って今頃というようなこともありますから、とにかくそういうことを言っても

しょうがありません。大切なことは、やっぱりやるべきことはきっちりやって、あと

主張するべきところは主張して、あともらうべきものはぎっちりともらうと、そうい

うふうなことで、今後もいろんな機会がありますので、提言をしていきたいというふ

うに思っております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 議長、おれ何回だったかちょっと教えていただけますか。

○議長（佐藤 悟） これで３回目です。

○８番（遠藤文一） ３回目ね。課長そういうわけだから、ちゃんと聞いていて。それぞ

れの委託料を予算化している事業の委託先、例えばＪＡ等が個人それぞれの事業につ

いて、まずお伺いします。

それから、対象面積、どれだけの面積を想定してこの予算化したのか。

それから、それぞれ今、空間線量と言ったけど、空間線量でなんぼ以上を対象とし

ているのか、想定しているのか。全くそういうこと関係なくやろうとしているのか、

その辺をきちっと説明いただきたい。

それから、昨日、話聞かなかったからもんだから分からなかったんですが、個人負

担をどういうふうに考えているのか。

それから、稲わらとか堆肥、これそれぞれの農家の所有地に一時保管してもらうん

だというふうに話されましたけれども、それらと委託料との関係、例えば量に対して

どうのこうのというような予算計上されているとすれば、その委託料との関係でどう

いうふうに考えているのか。

それから、村長に伺いたいんですが、強制的にはできないかもしれませんけれども、

ある程度放射線量よりもベクレルのほうが移行係数を考えるときに、より確率が高い

のかなというふうに思います。ですから、村の放射線量を測る機械でも土を測れると

いうようなことでもございますので、それらを用いて放射線量の高いところをベクレ

ルで測って、それである一定以上はもう村が主体となって除染するというふうにすれ

ば、やはり後々問題にもならないので済むのかなというふうに思いますので、まず、

放射線量の高い地区をベクレルで測って、そこで高いところは一定以上の線をきちっ

と引いて、これについては村が主体的にやりますと。だから、個人負担もなくていい

からやりますよと、このぐらいのことでやらないとなかなかできないのかなというふ

うに思いますし、その論理的に成り立たないというふうに思いますので、そういうこ

ともきちっと測ったうえでやるべきでないのかなというふうに思いますので、それぞ

れお伺いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） この一番最後の関係について私のほうから答弁をさせていただきま
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すが、大玉村の除染計画に基づいて、昨日お配りしたあの計画に基づいて除染をいた

します。その中には今回、この計上された稲わらうんぬんというようなことも出てき

ております。だから、問題は村の除染計画で村の線量を下げる。こういうことで取り

組みをするわけでありますから、だから個人とかそういう関係について、もちろんそ

れは個人とのいろいろ協議はしなくちゃなりません。そのところを手がけないと、結

局地域の線量が下がらないことになるんだね。その人個人では済まないんです。だか

ら、村の除染計画でやるんだということでありますから、個人の関係とかそういうも

のについても、これはその地域の線量を下げるためには村の計画でやっていくと、そ

ういう考え方で理解してもらって結構であります。

あと、それぞれ前段の具体的な質問ありました。これは担当から答弁させます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに委託料関係のそれぞれ委託先、対象面積等でご

ざいますが、まず、水田除染作業委託料については、委託先を想定しておりますのは

ＪＡでございます。対象面積については９２ヘクタールを予定しております。

次に、放射性物質吸収抑制対策事業につきましては、対象面積が８２４ヘクタール、

これにつきましても、委託先についてはＪＡを検討しているところでございます。

続きまして、果樹除染委託料につきましては、面積が７ヘクタールを予定しており

まして、これにつきましては委託先につきましては、いわゆる直売所に出して果樹関

係で果樹部会を立ち上げしまして、直売所で販売している直売会の組織と、また、村

内で銀杏が生産されておりますので、銀杏生産組合、それぞれこの２つの組織が受託

しまして除染を進めたいということで、果樹の除染につきましては、これら２つの生

産組織に委託を予定しておるところでございます。

次に、農業系汚染廃棄物処理委託料でございますが、これらは面積ではなくて、そ

れぞれの立米を算出しまして、稲わらにつきましては、立米からキログラムを算出し

まして、稲わらについては７,５００キロ、堆肥につきましては１万６,５００キロと

いうことで事業量を把握しまして委託料を算出しております。これらの委託先につい

ては、民間の業者並びに畜産関係の生産組織等について想定しております。

続きまして、牧草地除染作業委託料でございますが、面積につきましては３０ヘク

タールを積算根拠にしまして、委託先につきましては、これも酪農並びに畜産関係の

生産組織に委託したいと考えております。

続きまして、空間線量の高い地区についてはどのように把握するのかということで

ございますが、これらにつきましては、ある程度面的に取り組みたいという考えでご

ざいますので、本村の東部地区を想定しておりまして、いわゆるある程度面的な関係

で線引きをしまして、それらの対象耕作者等に説明会を開催しまして、同意を得て実

施したいと考えております。

次に、個人負担の関係でございますが、これらにつきましては、いずれも個人負担

を伴わない事業ということで、農家の負担は考えておりません。

以上、お答えいたします。
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○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、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第４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） 以上で今期臨時会に付議されました案件の審議は全部終了いたしま

した。

これをもって本日の会議を閉じ、平成２４年第１回大玉村議会臨時会を閉会といた

します。ご苦労さまでした。（午前１０時２０分）
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