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平成２４年第２回大玉村議会定例会会議録

第３日 平成２４年３月７日（水曜日）

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

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。

４番 菊 地 利 勝

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

教 育 長 押 山 利 一 総 務 課 長 菅 野 卓 也

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 遠 藤 勇 雄

農 政 課 長 鈴 木 幸 一 建 設 課 長 菊 地 健

上下水道課長 押 山 正 弘 住民生活課長 菊 地 平一郎

健康福祉課長 武 田 孝 一 農地再生室長 武 田 好 廣

会 計 管 理 者
佐々木 正 信 教育総務課長 武 田 伸 一

兼 出 納 室 長
農 業 委 員 会

生涯学習課長 舘 下 憲 一 本 多 保 夫
事 務 局 長

アットホーム
菅 野 昭 裕

おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

一般質問
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、４番菊地利勝君より欠席届がありましたほか、１１名全員

であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） なお、本日の傍聴に村上好さんほか７名の方々がお見えになってお

りますので、ご報告申し上げます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、一般質問を行います。

２番押山義則君より通告ありました「新年度の予算編成について」ほか４件の質問

を許します。２番。

○２番（押山義則） ２番押山義則であります。議長の許可をいただきましたので、平成

２４年度３月定例議会の一般質問を始めます。

まず、最初に、新年度の予算編成についてというテーマで伺います。追加質問とい

たしまして、施政方針について通告しておりますので、予算編成と大きくかかわるこ

とでありますので、併せて質問申し上げます。

まず、村長に２４年度予算編成の原則、基本方針をお伺いしたいと思います。昨年

３月１１日の大震災、そして原発災、更に世界経済の急激な減速を受ける中、様々な

要因で大幅な景気後退を余儀なくされる今日であります。地方財政もまた一段と厳し

い財政状況にあります。大玉村も２３年度は第４次総合振興計画のスタートの年であ

りましたが、今日の社会状況の変化の波には逆らえず、私なりに優しく言えば節度あ

る財政運営と言わざるを得ないような状況でないかと思っております。復興元年と言

われる新年度、それらを踏まえて、どういった思いの中で予算編成の中に当たられま

したか、改めて重点施策を伺うとともに、基本方針をお聞かせ願います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

施政方針の中でかなり詳しく述べさせていただいたつもりでありますが、なおかつ

施政方針等についてということでございまして、なんと言っても大切なことは、これ

はやっぱり大玉村の品格、これは決して忘れてはならないなと。これを根底に据えて

いかなくちゃならない。それの表れというものはなんだというと、やっぱりこれは村

民憲章ですね。それから村民の歌に込められている。

それから、第２点目には大きく言いますと、自治体を形成していくためには、後で

も申し上げますが、定住人口、これはやっぱり絶対必要不可欠なことである。

第３点には、健全財政の確立。こういうことを基本といたしまして、このなんとい
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いましても今回、大変な東日本大震災、この原発事故災、これの克服、復興に向けて、

２４年度を復興元年、こういう位置づけで村民の暮らしなり、次代を担う子どもたち

の健康と命を守るため、生活空間の線量低減化、これを最重要施策として取り組んで

いく必要があるなというふうに思っております。また、復興計画における重点施策と

いうことでの基本目標でありますが、１つには、徹底的な除染の推進、それから健康

不安の払拭。これ具体的に言いますと、モニタリングとか健康管理とか心のケアの問

題。３点目には、災害に強い村づくり、インフラの強化、充実、具体的になおかつ申

し上げますと、橋梁等、こういうものの事業化とか、それから避難道路、こういうこ

とを想定しての整備、上下水道の耐震化、それから避難所の整備、充実、備蓄の倉庫、

こういう関係ですね。それから、再生可能エネルギーの調査、検討、これはすぐ今日

計画したから来年というわけにはいきませんけれども、これはきちっとやはり着手を

し、検討していかなければならない。そして、なおかつ大玉産品の安全管理と生産、

加工一体に行う農商工連携による６次化産業、こういうことを目指していく必要があ

るなというふうに考えております。そして、先ほどもふれました。自治体の最低必要

不可欠、これを形成していくためには、定住人口増加のための各施策、民間活力によ

る住宅の供給への支援、それから企業等の立地による雇用の場の確保、少子化対策、

子育て支援、福祉教育の充実、こういうことをしっかりとやっていかなければならな

いなと。なおかつ義務教育施設、耐震改修の最終年度としての大玉中と大山小体育館

の耐震改修、これを完成をいたしたい。あと詳細には、施政方針の中でもふれさせて

いただきましたが、よくご覧になっていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 丁寧にありがとうございました。重点施策を何点かお示しいただき

ました。改めて予算配分について伺ってまいりたいと思います。今年度２３年度の補

正に引き続きまして、先ほど伺いましたが災害対策、除染のための予算が大枠を占め

るのは当然でありますが、そんな状況の中で様々な分野に村民の安心、安全な暮らし

を守る施策のための予算配分、この仕分けは大変なものがあるなと実感として感じて

おります。今回、改めて新年度当たりまして、予算配分の各款目別、項目別の割合に

ついて、私のこれまでの５年間の議員活動を通じましての感想で検証してみたいと思

います。この新年度、議会費の割合が多少なりとも下がりまして、村民の負託に応え

る形になりましたが、改めて民生費の歳出の部分、ここ４年ほど特に高い割合を示し

ております。全体的な見方なんでありますが、この傾向、これどういった事由なのか、

改めて伺いたいと思います。子育て支援が充実していると理解すべきなのか、また、

今後もこういった状況が続くのか。これ正しいことなのか伺います。更に、教育費に

ついて先ほども伺いました。かなりのウエイトを占めております。耐震工事のことも

ありまして、各施設の耐震化が済むまではやむを得ない状況なんでありますが、今後

の推移、見通しをお示しいただきたいと思います。民生費と教育費の割合、ここ５年

間の割合を見ますと、大変数字が、パーセントで上がっております。それぞれの事情

なり理由を伺います。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） それぞれ今、お話しがございましたが、こういう自治体の目標はい

ったい何だと。自治体のなすべき目標は、住民の福祉と向上に努めるということが最

大の目標なんですね。そういうことを考えれば、やはり住民の幸せなり、そして、先

ほど言ったように、自治体として成り立っていくためには、定住人口というものをこ

れはきちっと自治体の継続できる、そういうものを確立していかなくちゃならない。

そういう施策を展開をしてきたつもりでありまして、そういう面では民生費の伸びと、

こういうふうなことは、子育て支援をはじめ、そのような観点に立って伸びているの

は、これは当然のことであるなというふうに考えております。それから、教育費につ

きましても、これはいろんな事業等もかなり行ってきておりますので、これらの伸び

ということも、これは当然であるというふうに思っております。今後でありますが、

今後もこのような傾向、ハードよりはソフト面というものは大切であろうと思うんで

す。自治体の果たすべき役割というものは、安全確保をしなければなりません。教育

の施設のようなものの安全確保をしなくちゃなりませんけれども、しかし、内容的に

ソフト面、ソフト面では本当のやっぱり住民の充実感、幸せ感、こういうものをやっ

ぱり追求していく必要があるなというふうに思っております。なお、予算配分の具体

的にはどういう考え方で進めてきたかということを申し上げますと、要するに歳入歳

出の予算事項別明細、これ今いろいろとお話しがありましたが、詳細については事項

明細書、これをよくご覧になっていただきたいと思います。予算編成においての予算

額をあらかじめ配分するような、そういう方式は取っておりません。要するに各所管

においての必要見込み額、それから充当の財源、根拠、成果目標について検討、積算

をいただき、最終的に財政担当、予算要求書として提出をしていただくという、そう

いう経過を経ております。なお、各所管においては、要求書を提出の時点、村長によ

る査定終了後において、所管する委員会とか協議会等へ報告をさせていただくという

ようなことで、最終的には私が査定をして決定をさせていただく。例年予算要求時点

において、歳入歳出間において歳出超過が、これは国も県もどこも同じでありますが、

こういう歳出超過になります。そういう状況の中で、先ほど申し上げました。いった

い今、大玉村で何を優先にしなければならないのか、こういう視点において、当初予

算どおりの予算とならない場合もありますが、最終的な決定予算によって最大の効果

を上げるようにということで、こうして今回も当初予算を提案をさせていただいてお

る。こういうことであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。この民生費、教育費が高い割合を示す分、

農林水産業費、土木費にしわ寄せが来るのは当然でありますが、その中身についてち

ょっと伺ってみたいと思います。先ほどからも何度かお話しありました。住宅増、住

民増施策など、大玉村の将来を見据えた施策としては理解するものでありますが、新

住民のための環境づくりになんとなく重点が置かれて、これまで大玉村民としてしっ

かり義務を果たしてこられた地域とか、地域の住民に対しての配慮がおろそかになっ
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ていないか、私は危惧しております。これまでも何度か一般質問でも申し上げてまい

りました。いまだに緊急車両も入れない地域は、大型車の進入ができない、ままなら

ない団地など、そういった地域の環境整備も併せて早めに対応できないものでしょう

か。そういう何というのか住民の不満が少し私に聞こえてまいります。すべてに満足

させろとは申し上げませんが、公正、公平な村政が村長のモットーと思っております。

地域的に偏っているとまでは申し上げませんが、ご配慮願えればと思うんであります

が、そのあたりどういうふうに考えていらっしゃるのか、改めて村長に伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 大玉村の全体的な発展ということで、それぞれ考えて先ほども申し

上げたようなことで執行してきておるつもりであります。農林水産業費のようなもの

も、決してそれぞれの生産団体なり、いろんな支援策については、他市町村の近接等

に負けない支援をしているつもりであります。また、道路関係等についても、これは

全部を緊急自動車が入れるかと言いますと、３３０キロありますから、村道ね。これ

はなかなかそういうふうにはいきませんが、これは相当大玉の改良率関係、舗装率は

進めておるつもりであります。そういうことで、決して偏見的な偏りのような村政執

行かというと、そういうことではない。むしろ道路などはよそから来ると、大玉の道

路は立派だとこう私は褒められておりますので、ただ３３０キロありますからね。３３０

キロの中には、まだ村道にはなっているけれども、いろんな都合でそこ車の通れない

ようなところもあるんです。それは、今回も予算に計上しておりますが、そういうこ

とで、その辺の実態をよくひとつ見極めていただきたいなと。また、もちろん今後も

そういうことで、これは均衡の取れた村政進展策を講じていくのは当然のことである

と、そのように考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございます。少し苦言のような形になりましたが、その

辺は意見でありますので、お許しください。少し話はそれるんでありますが、先ほど

もちょっと絡みました住宅増施策、これに併せて地域のコミュニティ構築も是非考慮

願いたいと思っております。復興事業、除染活動でも施政方針の中でも述べられてお

りますが、地域のまとまりというのが、活動の柱であります。この前の青年議会の中

でも、コミュニティの必要性を訴えられておられました。せっかくの施策で人口増、

人口維持ができても、地域のバランスが壊れて住みにくい地域などあってはなりませ

ん。施政方針の中に、互いに地域住民としてのつながりを持ち続け、地域全体で支え

合い、助け合える持続可能な村づくりの実現と言っておられます。具体的な取り組み、

何か工夫はあるのか、この際伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 定住人口増加対策というのは、増までは極端にいかなくともね、少

なくとも今の人口を維持していくという、これは必要不可欠である自治体としてはね。

だから、そういう努力を最大にしていかなければならないと思うんです。ただ、新住

民がなかなか既存住民となじめない。また、住民になりきれない。そういう点は、こ
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れやっぱり否定できないと思います。そういうことについては、ありとあらゆる手法

を講じて大玉村の住民だという意識の関与、こういうことについて最大努力をしてい

かなければならないなと。当然のことながら地域というものは、一人では生きていく

ことはできません。支え合って生きていくという、こういうことを普及徹底をこれは

していく必要があるなと、そのように考えておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 是非地域のコミュニティなんかの方策を立てていただきたいと思い

ます。

次に、農林水産業費、農政にかかる内容についてちょっと伺います。農業が基幹産

業と村長常々言っておられます。何をもって基幹産業と言い切れるのか、私なりには

ちょっと理解に苦しむことがあります。この度の原発災からの復興にいずれの自治体

も農業の復興に暗中模索といった状況の中から活路を見いだそうと必死であります。

村長からも特産品とか農産物への付加価値を考えるとか、先ほども話ありました６次

産業化などを口にされますが、今の大玉村の現状というのは、私の思う限り全くの無

策ではないでしょうか。私どもも村長に考えろとは言っておりませんが、行政がやれ

ること限界もあるのも承知しております。しかし、今のように、なんかというと補助

金に頼る分配政策、それでなくて私も何度か一般質問で申し上げておりますが、成長

政策を真剣に模索していただけないものでしょうか。私としては、今回の予算配分の

中身で、それらの方針が盛り込まれていないのが残念と思っております。多少新年度

では、農商工連携による復興活性化事業として新旧の予算配分がされておられるよう

ですが、大玉村は農政にかかる組織、様々ございます。是非行政がリードして、勉強

会とか研究会などを通じて方向付けを願いたいと思っております。名実ともに基幹産

業と言える農業の充実を願っておるんであります。改めて行政として考えておられる

こと、今回の予算配分の中身でもありますが、そのあたりお聞かせ願いたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 大玉村の基幹産業は、農業。これは全く変わりありません。これは

自治体にも限度があるんだよね。現実的にはやっぱり国政の大きな位置づけにありま

す。国政の位置づけにこれは左右されます。したがって、自治体としては限度があり

ますが、どんなことがあっても、収入の面で低いとかどうのこうの言っても、大玉村

はこれだけの広い水田はじめ畑地を持っておるわけでございますから、これは基幹産

業を位置づけをしていくことには間違いない。これがやっぱり大玉村の品格の１つで

あると、絶対これは崩してはならないと思うんです。しかし、現実的には収入の面は

どうなんだと。残念ながら、これはやはり平成３年ころに２万円以上していた米が、

今、これはずうっと下がって１万３,０００円～１万４,０００円であると。こういう

ことになりますと、水田を中心としてやってきたこの大玉村というのは大きく農業所

得は低下になっている。これはやっぱり自治体の努力ではどうしようもないところが

あるんだね。だけれども、そういう中にあって、どう結局基幹産業という位置づけを
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政策的に取り組みをしていくか。そこで、今回６次化と、農業の６次化ということを

真剣に考えていこうじゃないかと。要するに１次産業生産、それから２次産業の加工、

そして、３次産業の結局販売・流通、こういうことで６次化産業というものを真剣に

取り組んでいこうではないかということで、今回、そういう拠点たる位置づけのもと

に予算等にも計上してございますが、土地の取得の問題、あるいはそれに付随したこ

れからまたいろいろとそれに関係する予算措置関係、これをおいおいと議会等の審議

をしていただきたいと思っておりますが、そういうことで基幹産業の位置づけには間

違いないと。そこで、もう少し行政がリーダーシップということでございますが、こ

れはやっぱりなんと言いましても、大きな国政にかかる問題が非常に大きいので、そ

ういう中でこれはやることには限度があって、今言ったそういう中でのやっぱり６次

化というのは、１つの新しい取り組みの目であるなと。その辺を理解していただきた

いと思うし、また、やっぱり議員の皆さん方にもいろんな面で基幹産業としての大玉

村、こういうことについてのやっぱり発想、こうしたことを提言をいただければ有り

難いなというふうに思っておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。とにかく大玉村として自立できる産業振

興、自立できる農業、それを考えた施策を今後とも願ってまいります。

次に、歳出における一般会計、特別会計に占める人件費の総額を伺いたいと思いま

す。大玉村の職員、つかみたいのは、村民１人当たりの負担はいくらになるのかとい

うことなんでありますが、まず、当初端的に伺います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ２番議員さんにお答え申し上げます。

人件費の関係でございます。一般会計、特別会計６会計ございます。それぞれ職員

等が配置されております。それらの全体の金額が約９億４,１００万円という総額で

ございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。これ臨時雇用とか委託事業なども含めた

内容でございますか。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） この人件費の算定は、地方自治法に基づきまして、臨時等につ

いてはすべて入ってございません。ただし、外国人の青年派遣とか、そういった共済

費等関係、そういったものを要するに一般の人件費と言われる部分に分類されるもの

に限るものでございます。当然、議員の皆様、特別職、職員、その他一部子ども手当

等も含めての総金額でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） これ端的に計算しますと、村民１人当たり１０万円を超える負担に

なります。この負担額というのは、妥当なのかということを聞きたいんであります。

例えば議員の報酬なども、村民１人当たり４,４００とか、その辺の負担になってお
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ります。そのことも含めてなんでありますが、このごろのマスコミの話の中で、大阪

市の橋下市長の言動で、職員の給与の占める割合がクローズアップされております。

施政方針の中でも、村長から適確な行政水準の確保と言っておられます。我々議会も

検討すべき内容なんでありますが、改めて妥当性、また他町村との違いなど、理解さ

れておられましたらお伺いいたしたいんであります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、大阪のいろいろテレビでも報道されておりましてね、大阪はも

ともとあそこは高いんです。あそことか名古屋とか、豊田市とかというのはね。地方

自治体は国家公務員よりはるかに高いんです。そういうところなもんですから、これ

はやっぱり１つの話題になっておるわけであります。しからば、先ほど総務課長のほ

うから人件費のこと話がございました。その額は、高いのか低いのか、これは大玉村

は高からず低からず、中通りにいる。こういうことであります。それとまた、この際

に申し上げておきますが、通常の企業と言うまでもなく、こういう自治体というのは、

全く違うんだわね。これはあのね企業ならば、ここで生産を上げて、そして、上げる

ことによって会社の方の給与のほうに跳ね返る、会社の方の資本のほうに整備すると

かということになります。自治体はもともとこれ学校教育関係、耐震で何億かけてや

っているんです。そこから今すぐ収入上がるとかというと、これ上がらないんですよ。

それから、子育てやっています。幼稚園とか保育所とか、これに何十人という職員お

ります。しかし、今、次代を担う大切な子どものためにということで、自治体の責任

を果たしているんです。今、これ収入上がらないんです。だから、そういうふうに全

く民間とは違うという性格があるんですよ。だから、そういう中で自治体という目標

というのは、住民と福祉向上にあるんだよと、そういうことで、さらばといってじゃ

必要以上に財政を圧迫して、他のほうを結局予算を振り向けることができない。道路

の整備もできない。こういうことでは、これはまたバランスに欠けるわけであります

から、その辺の調和、調整を考えながら、おのずと自治体というものは、人件費その

ものが企業で言えば、これは事業費なんだよと。人件費そのものが、事業費なんだ。

そこからすぐ生産上がるものではないんだよ。この辺はよく理解をしていただきたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） それぞれ自治体の違いによって町の運営そのもので違っていると思

います。それぞれ町でやっている事業で収益の上がっている市町村もありますし、そ

れは一概には言えないと思います。ただ、現実に大阪市より大玉村、これたぶん高い

と思います、その負担額というのは。大体似たり寄ったりかなと思っています。ちな

みに横浜は５万５,０００円ぐらいですね。横浜と大阪の違いというのは、特に私も

見当はつかないんでありますが、その辺ただ先ほども申し上げました議会の村民１人

当たり４,４００円、これも妥当なのかと。我々も議会でも検討しなきゃならない内

容なんであるかと思っております。ただ、結局最近、村の職員のこれから今年度何人

採用されるかも分かりませんが、そういう形でもただ数字見ますと、１人減っている



-47-

ような予算案になっております。その辺のことも関連をしまして、ちょっと気になり

ましたから伺いました。

次に、歳入のことでちょっと伺います。震災などの影響などで、税収の落ち込み大

変予想されております。この自主財源について、新年度予算でのおおよその額という

か、その額と歳入に占める割合、これ成果報告で占めされる内容の数字で結構なので、

端的にお示し願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

平成２４年度の一般会計における自主財源としましては、村税、それから分担金及

び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入、これら

を総称して自主財源というような形で分類しております。２４年度の一般会計におい

ては、この自主財源総額１３億７,９７９万１,０００円であります。全体で２８.１

％ということになっております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ２８.１％、この数字は財政運営上、何を物語っているのか知りた

いんでありますが、大玉村の財政状況を語るうえで、この状況、この数字の中に見え

るものなのか、それが何なのか。復興に対して様々な条例など制定されまして、復興

プランとして展開される状況の中にありますが、交付税の見通しとか、また、自治体

としての工夫なんかも問われることなんでありますが、結論として２８.１％、この

ことを踏まえまして割合ですね、何パーセントまで許容できると村長お考えなのか、

この際伺いたいんです。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは今申し上げた数字は、２４年度のことで２８.１％と。２３

年度の当初予算ベースでは３８％なんですね。これは年度の予算編成によって変わっ

てくるんです。だから、ここで１０％違うんだ、２３年度と２４年度ではね。ここで

いいたいことは、要するに日本の税制の仕組みが、こういうふうに交付税方式に頼る

ようにできているんですよ。これはなぜかというと、これ一番良いのは、一時だいぶ

話題になったんです。今は極端に言えば３分の２がこれ国税なんです。３分の１が、

地方税なんです。そして、３分の１は、国家の当時関係に必要な経費なの。３分の１

をこれ地方にこれ交付税の形で、分かりやすく言えば大枠でそういうふうになってい

る。だから、私たちが要望しているのは、分権、分権と言っているんだから、税制の

仕組みを変えてほしい。５対５にしてくれませんかと。だいぶ本気になったった時代

あるんだけどね。ところが、それ立ち消えてしまいました。だから、交付税がもらわ

なければ村はやっていかないべ、市はやっていかんにべと、こう言いますが、もとも

とは大玉の場合私の試算では、これは交付税以上国税を納めていると思うんです。例

えば消費税考えてみてください。それから、あと自動車の取得税とか考えてみてくだ

さい。これ一時還付になってきますがね。もろもろの国税関係は、例えば法人所得税

とか所得税とか、これは交付税以上納めているんです。だから、これを私明らかにし
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てくれませんかと税務署長に言ったことあるんだけども、これは公表しないことにな

っているということで、大体は計算すれば、少なくとももらう交付税よりは納めてい

る国税のほうが多いんです。だから、税制の仕組み、これを地方がさも交付税もらわ

なければやっていかれないようなことでなくて、５対５というふうに、そういうふう

なことを、いっぺんにはいかないからね。本当は国で必要な分だけをこれは国税取れ

ばいいんですよ。あと地方は地方で、結局必要な県を中心に税制を変えてもらえれば

一番良いんですよ。そういうことにはいかないので、これはやっぱり明治維新の幕藩

体制を国家統一するために、強力な要するに統一の関係で引かれてきたやつも今日も

こうやって続いている１４２年経っても。だから、その辺のことで考えて、交付税と

か自主財源率とかということにあまり力点を置きますと、これは論点が変わってくる

わけなんだよね。だから、その辺を根本的なことをよく分かっていただいて、そして、

この自治体運営というものをしていかくなくちゃならないんだということであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。私の５年間の議員生活の中で、

成果報告の過去の数字の中からそれぞれ当初私が１８年度３５％でありました。その

後４０％、３７.８％、３８.５％と、大体３８％、２２年度がやたら少ないんですが、

今年度２８％、昨年とか今年度は復興予算とか除染対策などで別枠としてとらえるべ

きなのかと考えてはおるんですが、昨年の議運の研修地の議会議長が、うちは３割自

治ですと、自嘲気味に話しておられたのが大変気になりましたので、地方自治体の抱

える立場とか問題は同様なんでありますが、自主財源高める工夫とかなんか必要なの

かなと、そういう観点から質問いたしました。改めて勉強になりました。ありがとう

ございました。

大玉村復興計画と整合性という問題で次に伺います。パブリックコメントを実施中、

これ大玉村復興計画。もろもろ施策を掲げておられますが、一言で内容を読みますと、

結論として持続可能な社会構造とか社会経済の確立と私なりに思っております。具体

的な施策、それを行政が適確な構想力の下に示すことが、この復興プランなのかなと

思っております。先ほどからも伺いました。農商工一体となった産業振興とか、再生

可能エネルギーですか、また、自治体につなぐ自然環境の確保、伝統文化の継承とか、

しいて言えば地産地消とか、エネルギーの中でもあると思いますが、地域資源とか生

物資源の活用、何度かふれておりますが地域コミュニティ確立するための行政の優れ

た統治能力と言いますか、そういうものが大事なのではないかと思っております。そ

れぞれ新年度の予算の中にも盛り込まれた部分もありますが、私はこれらの考え、こ

れらの施策、偏らないで同時進行でやるべきと私は考えております。そのうえで伺い

たいんでありますが、せっかくの復興計画であります。国も県も復興庁のような担当

課を設けました。我が村も、こういうもの専門に当たるような復興局のような、そう

いう担当課を設けるべきではないかと考えるんでありますが、そのような考えはあり

ましょうか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） まず、一番最後の国に復興庁を設けました。そういう類するような

ものをこれ専門部署として、今の除染対策班みたいにね、その必要性があるのではな

いかということでございますが、これは今後の状況、これらを本格的に出発させるこ

とについて、現在は村の振興計画関係、こうしたことの部署は職務分掌規程では企画

のほうが担当することになっておりますから、企画財政課で所管しておるわけであり

ますが、今度の具体的にずうっとやっていくことについて、何かそういう原発対策班

のようなものが必要なのではないかどうとかというのは、これ全体職員の中でのそう

いう部署の位置づけになりますから、なかなか難しい面があります。そうしたことは

事業の内容等によって考えていかなければならないなというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。国が示している様々な復興のための施策、

これどうしても浜通り地方に重点が置かれるんじゃないかと、大玉村のような中通り

地方、結局枠外、取り残されるような恐れがあります。この計画をしっかりと事業展

開されますこと、機構改革をしてでも目標達成をしていただきたいと思います。願っ

ておきます。

最後に、この項目の中で施政方針について何点か伺います。今もふれましたが、復

興庁のワンストップ機能が確実にと、うたっております。機能強化を求めるとありま

すが、これ対応する我が村もワンストップ機能に対応できる機構改革をしてでも目標

の達成のために確立してほしいと、私の願いなんであります。今、それなりに答弁が

ありましたので、これは結構でございます。

次に、正確な行政情報などを提供するための方策、これあるんですが、これ具体的

な内容をちょっとお示しください。

それから３つ目、保育所入所のことで、広域入所いう話ありました。これシステム

の説明を伺いたいんでありますが。

それから、幼稚園の３年保育の調査研究とあります。これ実現性、これからの施設

の対応、計画内容考えていることがありましたら伺っておきます。

それから、この項目の最後に、学校支援地域本部の設定をするとあるんですが、こ

れ具体的内容をお示しください。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ２番議員さんにお答えいたします。

私の方のたぶん施政方針の総務課の業務の重点事業の最後に書いてございました正

確な情報行政等の提供のための方策の検討という内容かと存じ上げます。これらにつ

いては、過去２回、武田悦子議員のほうから広報の重要性を指摘をされまして、現在、

１２月から取り組んでおりまして、すべて住んでいる方、住民にせめて広報がまずす

べてできないかということで、現在、実態調査を踏まえまして現在、組等に入ってい

ない方が約４００戸くらいあるものですから、その実態がつかめましたので、現在、

アンケートを実施しておりますので、それらをその結果に基づいて、実際、それらの

皆さんの意見を聞きながら情報の伝達に万全を期したいという考えでございます。



-50-

以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。

保育所の広域入所のシステムということですが、広域入所の取扱いについては従来

もありましたが、今回の震災、原発災の影響で、長期に及ぶ自主避難等をされている

方が、他県において保育所の入所の必要が生じた場合に、それらについて保育の実施

責任は現在は市町村にありますので、相手方自治体ですね、避難先自治体の保育所に

入所する場合に、本村において規定をしないと入れないと。つまり避難先、受け入れ

先の自治体がＯＫであれば、こちらの方でそれを許可すると。それは委託契約とか協

定というふうな格好になりますけれども、保育料金の徴収については本村が行って、

必要な経費について相手先自治体に費用を支払うと、そういうふうなシステムになっ

ております。いずれにしても、今回、福島県内ではほとんどの自治体で広域避難がさ

れております。そういった皆さん方が長期に及ぶ場合に、仕事を確保される障害にな

っているということで、広域入所を進めていかなければならないということで、本村

においても要綱を改正しまして、広域入所を可能にしていくということでございます。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

まず、幼稚園の３年保育については、先ほど議員さんご指摘のそういう問題につい

て、２４年度中に検討会を開いて、どういうふうに進めるかの方針を定めたいという

ことで、その中で種々検討してまいりたいというふうに考えております。実現の方向

に向けて検討していきたいというふうには、現在、考えております。

それから、学校支援地域本部については、今現在も設置されておりますので、２４

年度も設置して学校を支援するという意味でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 分かりました。改めて本部の設定とありましたので伺いました。

次に、防災対策についてといったテーマで伺います。千年に一度と言われる大震災

に見舞われました。そしてまた、ここ１０年くらいの間に７割とか５割とかという率

で再び危険があると、そういう報道もあります。国会でも聞き慣れない言葉なんであ

りますが、国土強靱化への対応といった内容で議論されております。住民の安心、安

全を確保するのが自治体の責務ととらえております。そのうえで国土ならぬ村土強靱

化への取り組みということで、ソフト面、ハード面それぞれ伺います。内容としては

交通網の確保とか、それから橋梁の耐震と強化、それから三ツ森ため池などを筆頭に

したため池の保全、建物の耐震化、それからこの前の災害でも問題ありました電源の

確保、特に対策本部とか避難施設などの発電装置の充実とか、それから水道施設の耐

震化、それから備蓄倉庫の充実など、様々なインフラ整備の強化と、また、対策本部

の整備強化、それから消防体制の充実、もう１つ最後に、県外市町村との防災協定、

それぞれ村土強靱化への必要性を感じるのでありますが、それぞれの分野での対応の

考えをお聞かせ願います。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど私が施政方針の中で一部ふれた部分もありますが、今の質問

の中の一番最後の他市町村の防災協定うんぬん、これは今年度の前半に協定をいたし

たいというふうに考えております。２市町村なり、３市町村、これはやっぱりいろい

ろな方角的な問題もありますので、共々に私も口をかけているようなところもござい

ます。今年の前半には協定を結びたいと、このように考えております。

あと前段関係のもろもろの関係等につきましては、担当のほうから答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。

先ほど議員さんの方からもございましたけれども、ハード面についての整備、これ

につきましては、学校施設の耐震工事と、それから備蓄倉庫の建設、あるいは備蓄資

材、食料品の確保などを進めております。また、ライフラインの整備、それから太陽

光発電、それと蓄電池による電源の確保というようなことを計画して、それを進めて

まいりたいというふうに思っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 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。

ため池の保全に関しましてですが、ため池の保全に関しましては、今回、地震にお

きまして３か所のため池被災を受けております。それぞれ三ツ森ため池につきまして

は、今回の復旧に関しまして、堤体にそれぞれ盛土を施しまして、現在までの強度よ

りも更に増すというような中身になっているところでございます。また、堂前ため池

につきましても、長年の浸食によりまして堤体がかなりえぐられていた。そこに大型

ブロックをあてがって補強していたというような状況の中で、今回の災害復旧の中で

きちっと堤体を築き直すというようなことで、それぞれため池の保全、全土の管理を

進めていきたいというふうに考えております。また、建物の耐震化でございますが、

平成１９年より国、県の補助をいただきまして、耐震診断を実施してございます。こ

れにつきましては、５８年以前の建物というものが対象となっておりますが、加えて

現在まで実績はございませんけども、国の耐震化改修支援事業、こういったものを今

までも広報等を通じて周知をしておりましたが、更に周知を図りながら耐震化を進め

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） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。

水道施設の耐震化の関係でございますけれども、２４年度の当初予算書のほうにも

計上させていただいておりますけども、まず、水道管の中でも約１０キロ残っており

ます石綿セメント管、この石綿セメント管の更新を行うために２４年度当初予算の中

で測量設計業務、約１０キロございます石綿管の全体の測量設計を行いまして、今後

の事業計画に反映するために、そういった測量をまず実施をさせていただきたいと思

っております。その後、国、県と事業についての協議をしまして、順次計画的な入れ

替えをさせていただきたいというふうに思っております。以上でございます。
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○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） それぞれありがとうございました。自然に対して人間は誠に非力で

あります。備えあれば憂いなしと申します。防災に対しての基礎的知識をしっかり確

立して、自治体としてやれること、できる限りの対応をお願いしておきます。

次の質問に入ります。原発災、除染への取り組みについてという内容で伺います。

本格的な除染計画がスタートいたしまして、それぞれ住宅の除染とか水田への対応を

予算化されまして着々と進行しているものと考えておりますが、今回は特に地域内に

おける山林、いわゆるいぐねなどの取扱いに、このことについて的を絞って伺います。

まず、これらの状況について、状況把握と村当局対策本部の考えている対応について、

改めて伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。

いぐねの除染への取り組みということでございますけれども、村では除染計画に基

づきまして、地域内の宅地、あるいは事業所の敷地の面積除染を進めているところで

ございますが、まず、大玉村の１１区からということで、比較的線量の高い地区から

除染を進めるということで、現在、２月２０日と２１日に住民説明会を開催しており

ます。それとまた、今月中には大玉の１６区、あるいは１２区の説明会を開催する予

定であります。また、今月３日でございましたけれども、村の事業者に除染作業に参

加するための説明会を開催したというようなことで、３月２４日には除染作業の技術

講習会、これを開催する予定であります。いぐねにつきましては、宅地からおおむね

２０メートルの範囲の落ち葉等の撤去、それから枝等の剪定というようなことで、住

宅から２０メーター程度という中で面的除染を行いたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） もろもろ説明はありましたが、実際、いぐねについて、どういう取

扱いするのか。今の２０メーター枝打ちということを伺いました。現実に汚染されて

いるいぐね、枝打ちぐらいで済むとお考えなのでしょうか、その点まず改めて伺いた

いんでありますが。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 山林の除染等については、方針等あるわけなんですけれ

ども、いぐねの除染について、住宅地の周りについては、２０メーター程度の落ち葉

を除去する、あるいは汚染された土砂を除去するというようなことで、一定の効果が

あるというふうな結果も出ております。やっぱり状況によっていろいろあるというこ

とでございますので、その現場現場によって対応、これも変えていかなくちゃならな

い部分もあろうかと思いますけれども、２０メーター範囲を除染することによって、

一定の効果が得られるというような結果は出ております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 山林関係については、現在でできる指針のね、これは民家から２０
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メーター、それも枝打ち、それから下をよく葉っぱをさらう、こういう程度なんだよ

ね。そしたら、これはいぐねをこの森林をやらなければ、最終的にはこれは０.２３

にはならないんです。これ朝日新聞に出ておって、要するに今の葉っぱに針葉樹林で

す。どのくらいの放射性物質があるかというと、３８％あるというんだね。それから、

今の下の落ち葉、ここには３３％あるというんです。それから、下の土には１７％あ

るというんです。これは私も、それも大玉の山林を調査したということでね、これい

つどこの山林をやったんだかということをこれから聞きたいと思って、昨日これ初め

て私、分かったんですがね。だから、３８％、３３％、１７％これあるということな

んですから、したがって、これはやっぱり最終的には奥山は別として、要するに民家

が、人が居住しているところの森林は、これは相当根こそぎということにいかない部

分、枝打ちをするとか、下をグリッとさらうとかね。しからば、その枝打ちした枝を

どこに持っていくんだと、こういうこれを仮置きに持っていくことになったらば、大

変なこれは場所が必要なんですね。だから、森林の除染については、私もこれ要望し

ているんですが、これをやらないと下がりませんよと、絵に描いたぼた餅だよ０.２３

は。その森林についてのこれは指針をしっかりと出していただきたい。そして、併せ

て問題は、結局枝打ちでも切ったものをどこにどうすればいいんだと。こういうこと

を打ち出さなくて、ただ０.２３目指せということでは、これは勝手だべということ

で、今、話をしているので、具体的な森林の除染の指針はまだ出ていないんです。先

ほど課長が言った程度なんです。これでは下がらないんです。だから、これからこれ

は大きく輪を広げて、運動を展開をしていく必要があるなと。もちろんそういうもの

に対する費用、それから賠償の問題、これも伴ってくるわけでありますから、なかな

かこういうものを含めると相当の金額になるなというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 私も村長の言われるとおり、なにか矛盾というものを感じておりま

した。住民の安心、安全のため、子どもたちのため、どちらかというと一番最初に優

先すべき除染じゃないかと思っております。県の指導などで０.２３など、とてもじ

ゃないか達成できないとそう思っております。是非その辺を検討願いたいと思います。

この山林除染というもの地域の中で、どっちかというと今、生活環境の中で百害あっ

て一理なしというような状況に置かれております。更に放射能汚染でも目の仇にされ

ているのがいぐねなんであります。結論としては、地域の安心、安全を確保するのに

は、どうしてもこのいぐねの除去、しいて言えば伐採まで考えないと、これ住民のた

めの安心、安全は、私は確保できないと思っております。私事であれなんですが、私

の地域の神社に玉井神社があるんです。そこに大変大きな森があります。実際、あの

森のおかげであの周辺１０軒ないし２０軒は花粉のこともありますが、日陰で気の毒

な状態になっております。ところが、何度か伐採とかなんかの話もあるんですが、な

かなか予算的なものもありまして、実現できないでおります。大変杉林花粉のことも

あり、目の仇にされてありますが、この除染事業の中の除染作業の一環で撤去できれ

ばな、処理できないものかなと考えておりましたので、改めてその点質問申し上げま
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した。

最後の質問に入ります。雇用について伺いたいと思います。議会の中で議論するテ

ーマではないんでないかもしれませんが、失業が生活苦、生活格差を生み出して、延

いては生活保護とか自殺の増加、そんなものに結びつき、最終的には税収の落ち込み

に至ると、それらのことを踏まえまして、大玉村の実情ですか、これ改めて確認して、

なんか手立てを講じることはできないものかと考えて質問申し上げる次第でございま

す。今の国会でも社会保障と税の一体化といったテーマで雇用と社会保障の相関関係

を議論されているところでありますが、改めて大玉村の村民の就労率、これ農業との

関わりもあってはっきりした数字は出ないのかもしれませんが、それと失業者の実態

把握と今、我が国の労働環境の中で最も問題となっております正規雇用と非正規雇用

のこの実態、割合でありますが、それらの実情、大玉村の実情をどう理解されておら

れるのか、まず、伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

大玉村としての統計資料はございません。県内、あるいは二本松管内での資料とい

うことになりますけども、雇用情勢については、幾分持ち直しの動きはあるというこ

とでありますが、依然として厳しい状況である。昨年度の有効求人倍率が二本松管内

で０.４６でありました。今年の１月末では０.６９というような数字になっておりま

す。これがリーマンショック後の数値ですと０.２５というような数値もございまし

た。そういう意味で若干持ち直しの動きはあるということでございます。それから、

就労率につきましても、東北の完全失業率が４.６％程度ということでございますの

で、逆に言えば９５％ちょっとぐらいが就労というようなことでとらえても良いのか

なというふうに考えております。そういう意味で失業者等についても、２００名前後

ぐらいは平均的な自治体であれば、単純に算式を掛けますと、その程度の数字は発生

しているのかなというふうに思っております。

それから、正規雇用、臨時雇用については、現在、ハローワークの集計の中では正

式な集計はございませんが、臨時雇用の方がやや多いと、正規雇用に比べて多いとい

うような実態であるそうであります。これにつきましては、官公庁の緊急雇用、これ

らについてかなりの人数が安達管内でも緊急雇用があると。それから、建設業の事業

増加、これらについてどうしても臨時雇用、非正規雇用が多いというふうな状況であ

るそうであります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 例えば１点だけお伺いしたいんですが、臨時雇用とかなんか村でも

臨時雇用しておりますが、そういうものの年齢的なものとかなんかというのは掌握し

ておられますか。今回あたりの新卒でも、福島県内でも１００％はいっていない。ま

してや貧困率でありますか、これは難しい問題なのかもしれませんが、今や日本の国

民の５分の１が貧困世帯、年収２００万円にも満たないような世帯がいっぱいいる。

そういう実態、村の中でどういうふうにとらえていらっしゃるか、その辺をちょっと
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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します。

安達管内における高卒新規採用については、１月末時点でほぼ１００％に近い数字

というふうに聞いております。

それから、臨時雇用における平均年齢については、やはり４５歳から５５歳ぐらい

の間の方が割合多いというふうに聞いております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 貧困率については、難しい問題ですから結構でございます。改めて

近隣地域内の企業の実態について伺いたいんでありますが、最近耳にしている話なん

でありますが、近隣にあるソニーさんの事業所が一部業務の海外移転が図られている

ような情報があるんでありますが、これ地域内の企業の実態どう把握されておられる

のか。大玉村からもソニーに行っていらっしゃる方だいぶいるんじゃないかと思うん

ですが、ただ、例えばそういう意味で業務移転がなされたら、その影響の度合などつ

かんでおられましたら伺っておきます。また、環境産業、これ大変疲弊している状況

と言われております。安達太良ゴルフ場も自己破産とか、大玉ＴＡＩＧＡゴルフ場も

福島空港のソウル便いまだに就航されず、お先真っ暗というような状況であります。

こういった社会状況とか経済状況の中で、行政が何ができるのか私も検討つかないん

でありますが、これ何もできないのか。何かできる方法はあるのか、実態把握ととも

に伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

ソニー本宮にある工場でありますけども、これについては郡山が本社、あと本宮、

それから宮城県の多賀城、栃木、この辺が一体としてソニーの一グループとしての工

場を結成しておると聞いております。昨年度本宮に新棟ができたのは、多賀城を整理

して本宮に持ってきたと。今回、新聞報道等でありましたことがらについては、栃木

工場の製造ラインを海外に持っていくというふうな話を聞いております。ただ、本宮

工場におきましても、一部配置転換とか、そういうものの動きはあるようでございま

すが、今回のものについては栃木工場の整理縮小が主たるものだというふうに聞いて

おります。そのほか雇用関係の対策どういうものがあるかということでは、行政とし

ましては補償融資制度の充実とか、あるいは復興資金の保証料の助成とか、村内事業

者かなりの利用率ありますが、そういうほうでの行政の支援は、現在も継続して実施

しております。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、課長からそれぞれ答弁あったとおりでありますが、私も実はこ

の高校卒ねどういう状況か心配しておったんです。もっとも地元であります本宮高校

の就職状況、３月１日現在に校長から確認をしたわけでありますが、就職その時点で

決まらない方が１人です。あとは進学関係については、国公立はその後に発表という
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ことなものですから、国公立の関係の進学関係は、これは私立の関係は決まっている

既に。国公立が決まらないと、そういう状況で。それも歯止めはかけてあるので、こ

れは１００％進学されると。だから、思ったより、それで県内、県外とどういうふう

な割合ですかと聞いたらば、県外は４人しかいないんですね。あとは全部地元なんで

す。だから、思ったより地元に雇用の場かあったんだなと。その中には大玉の企業に

も就職した方がいるということでありますから、そういうことで少しずつはこの地元

関係も、まあソニーのようなところありますが、少しずつはやっぱり頑張ってきてい

るのかなと、そういう感じを受けておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 大変難しい実態のつかめない雇用対策なんでありますが、改めて大

玉村として何ができるのか。これまでも農地再生とか、そういう実績は少々ございま

すが、また、村長からはここのところ木質バイオマス発電などによる雇用創出の話な

ども伺っておるんでありますが、現実的に早急に何ができるのか。企業誘致もなかな

かままならない社会状況の中にありまして、働く場所の確保、特に村民の働く場所の

確保は、我が村として最も考えなければならないことだと思っております。そこで改

めて提案なんでありますが、この度の原発災、これたぶん関連条例の中でも出てくる

と思うんですが、森林再生のための事業など、これ早速に取り入れることできないも

のなんでしょうか。村長もこの度の仮置き場の設定の際に、山の現実見られたと思い

ます。財産区などで扱っております県行造林の実態、これ国策で県行造林ということ

で県、国の事業なんでありますが、実態は誠にだらしない状況じゃないかと思ってお

ります。我々玉井財産区の財産でもあるんですが、結局山は死んでいると言っても言

い過ぎでないような状況とか実態なんであります。松くい虫にはやられ、立ち枯れも

あり、実際、下刈りも一切していない。現実玉井財産区だけでも１８０ヘクタールの

県行造林、これ専用地ありますが、それぞれ県に預けているわけですが、全く手入れ

もしていないんです。そういう悲しい状況にあります。この際、そういうことも含め

ましてなんでありますが、特別立法の下に展開される事業などを利用しての除染を伴

った大玉村の森林再生のための事業の創出、これよその自治体に先駆けて実施する考

えはできないのか、その辺を改めて伺っていきたいんですが。結局村の自然を守って

いく、そして、放射能汚染からの再生を図っていくという観点から質問申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 最終的には森林をやらなければ線量は下がらない。これははっきり

しています。ごく高いところの森林については、これはいろいろ問題があると思いま

す。中通りの森林をこれを燃やした場合に、いったい空気中に飛散するのかどうか、

煙でね。これは、今、バグフィルターでもってね空気中に飛散しない方法が燃やせる

んですね。だから、私は復興再生協議会で話をさせていただいておるのは、福島県は

全基廃炉ということでいるわけだわね。そうすると、今度は代わるべきエネルギーの

供給県ということになるためには、再生可能エネルギー、そういうやっぱり特色を持

っていく必要があるのではないですか。その中でいろいろ水力とか太陽光とか、それ
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から風力とかいろいろあるけれども、森が出番だということで待っているんじゃない

ですか、いよいよおれが出番だということで。福島県は広大なる面積、全国３番の県

土の面積でありますし、森林面積もこれ７３％だかあるわけでありますから、森の出

番だって待っているんじゃないですか。だから、単なる除染ということで、先ほど言

ったように枝打ちした根こそぎ切った、どこに持っていく。だから、そういうことを

考えると、これはなんとかただ燃やすんでなくして、これを結局燃やして、そして効

率性の高いペレット状にとかして、そして、発電を考えたらいかがですか。そういう

ことを前向きに国の方で考えていただけませんか復興の中で。そこには木を切る方も

いれば、運搬する人もいれば、チップにする人もいれば、それから今度は発電の方で

雇用の結びつく方もいると、そういうことで山がよみがえるんじゃないですかと。だ

から、そういうことでひとつ木質を中心としたバイテク発電、これを考えてくれませ

んか。これ岡山県だかの真庭市の製材所ね、今のバークね、これを結局処理するのに

年間１億円かかっておった。これを景気の方があまり良くなくなって、そして、これ

を結局燃やして、何か電気を起こすかということで電気を起こしたんだすね。そして、

自分の社の電気を全部賄って、なおかつ今度はペレットの方に手を出して、今、韓国

にどんどんペレット売っているんですね。これは真庭市のだからそういう実例がＮＨ

Ｋでもって全国版で放映されたわけでありますから、だから、現実にそういうふうに

してやっているところあるんだから、これそういうことを考えてくれませんか。たく

さんの雇用が生み出せて、山が本来の姿になるんじゃないんですかと、これ提言して

いるんです。だから、是非大玉もね森林面積大変な面積あるしね。山は荒れ放題です

から。県行造林なんて言ったってね結局なんの手入れもしない。だから、ご覧のとお

り細々と結局ただ息づいているというだけなんだわね。こういうことで、これらをや

っぱり利活用これからは真剣に考えていく必要があると思うんです。そういうことを

これからやっぱり強くみんなで住民力として、この復興の住民力として、やっぱりこ

れは盛り上げていく必要があると思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 村長の大変心強い意見ありがとうございました。是非その方向でお

願いしたいと思います。雇用のことでちょっと１点だけ気になる点伺いたいんであり

ますが、最近のニュースの中で、２５年度国家公務員の採用を抑えるという話ありま

した。我が大玉村は今年度職員の実数を見ますと、１名減っているようでございます

が、大玉村としては、そういう将来の職員の採用とかなんかについてどういう考えを

しておられるのか。私は、野田さんがなんかうれしそうな顔をして言っているのは間

違いだと思っています。若い人を採用しないで、年配の人は天下りでおく、それは現

実は分かりませんが、結局我が村も強いて言えばそういうことにならないように警鐘

の意味でお伺いしているのでありますが、１点お願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 村の関係については、定数の定員管理計画に基づいて、着実にやっ

ています。何年か前にお示しをしましたが、それに基づいて着実に職員はそういうふ
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うなことで推移をいたしております。今言ったように極端に途切れるようなことがあ

りますと、行政の継続性というのを考えなくちゃならない。だから、その辺も十分考

えております。一方では定員の管理計画も実現しなくちゃなりません。そしてまた、

膨大なる行政需要に応えていかなくちゃならない。そこに知恵が必要なんだわね。国

の場合の例えばうんぬんというのはどういう考えだか分かりませんが、例えば村のよ

うな場合は、人材活用という視点で、一旦は一線を引いて、そして、その能力とそれ

から手腕ね、こういうものを安い金で、そして、発揮してもらいましょうというのが

村の考え。国あたりは違うんです。下れば高くなるんだから、渡れば高くなるんだか

ら、その辺をやっぱり勘違いをしてもらっては困るなと、そういうことなんだという

ことを理解していただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） よく理解しております。いろいろお伺い申し上げました。私、今回

のテーマそのものは、東北の民俗学者柳田国男の言葉で、「美しい村などはじめから

あったわけではない。美しく暮らそうとする村民がいて、美しい村は生まれる。」こ

れ私の大好きな言葉なんであります。安達太良山に抱かれた豊かな自然と幸せを大切

にする村づくり、第３次総合振興計画の基本目標でありました。生活環境の整備とか、

産業の振興、それらのため、改めて今後とも行政としてしっかりと研究していただく

ことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございまし

た。

○議長（佐藤 悟） 以上で２番押山義則君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は１１時３０分といたします。

（午前１１時１５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ９番佐原吉太郎君より通告ありました「国の借金約１,０００兆円、

今後、国を建て直すために、地方自治体も国民の目線で財政再建に取り組み、また、

戦後地方自治体６０年経過し、金属疲労し、制度そのものを変えない限り借金が減る

どころか増えるだけである。」の質問を許します。９番。

○９番（佐原吉太郎） 議長の許可を得たので、通告しておりました１件についてお尋ね

したいと存じます。

まず、本題に入る前に一言述べさせていただきたいと存じます。

まず、東日本の大震災による、更には津波が福島県に襲い、更にはまた、福島県に

おいては原発という福島県全体が汚染され、今なお被害が続いております。また、世

界を見れば、ギリシャの経済破綻があり、ヨーロッパ全体が経済的に先行き不透明で

あります。そういう中で、国内においては消費税１０％という重税をかけようとして

いる。国民にとっては、受け入れられない状況にあります。まず、重税をやる前に、
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国会議員自らが身を切ること、更には無駄を削減することが国民の理解を得ると、そ

のように思っているところであります。そういう観念について、１点目について通告

しておりました件について、行いたいと思います。

我が村も自立して６年有余になるわけでありますが、先ほど申しましたとおり、１,０００

兆円の借金があり、我が村においても５７億円有余の借金があり、決して裕福とは言

えない。そういう地方自治体も村民の目線からすれば、矢祭町のように行政改革、更

には財政再建、徹底して行うことが大事であると。特にトップに立つものが、身を切

って全国に矢祭町のような手法で大玉から発信していただければですね、国の借金も

地方の借金も改善できるのではないか。自治体のトップがぬるま湯につかっているよ

うなことでは、この借金から抜け出すことはできない。そういう時代の流れを的確に

とらえて、矢祭町の行った徹底した削減と議員の日当制を導入したわけですね矢祭町

は。そういうことを新たにやっぱり今後、考えるべきではないかと。そういうことを

やることによってですね、孫、曾孫に付けを回さないことであると思っている１人で

ありまして、この点について村長にお答えを願いたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 言うまでもなく、今回の施政方針の中でも申し上げました。東日本

大震災、また、それに伴っての原発事故災ということで、これ大変状況で、今年度の

この予算にも除染をはじめもろもろの執行ということで計上させていただいておりま

す。そういう実態を踏まえれば、これは我々も身を切るという、私もそういう考えは

共有をいたしております。しかし、現実に私がずば抜けてトップがとこういうふうな

ことになって、それが果たして良いのかなと。これはいろんな影響度がございます。

これは議員の皆さん方にも当然影響していきます。そういうことを総合的に判断して、

これは決めなければならないなと。また、我々の首長の仲間の問題もあるんです。１

人では良い仕事はできません。私も過去にいろんな県の会長もやってきました。また、

現在も会長職にあるのもあります。いろんな協力し合って、そして運動するわけであ

りますから、仲間から自分だけがよい子になったからみたいでは、これは協力しても

らえなければ仕事はできなくなるんです。だから、矢祭がどうのこうの、それは参考

にはなると思います。しかし、即今、私が、あるいは大玉の議会がというようなこと

については、それぞれ１０％削減をしておるわけでありますが、またそれ以上国もい

ろいろと今、検討しておるようでございますから、こうした動向を踏まえて、やっぱ

り歩調を合わせてやるということが、一番結果的には良い仕事ができるのではないか

なと。言うなれば格好いいところを見せて、気がついてみたらば協力してくれる方か

いない。私は過去に見ているんです。いろんなお付き合いで大変格好が良いんだが、

しかし、どっこい協力していただけるかというと、さっぱり協力していただけないよ

うな方も見てきているんです。だから、そういうことを考えて、総合的な判断で、こ

れはしかるべきときに９番議員に言われたからどうのこうのではありません。しかる

べきときに私の判断でこれは方向付けをしたいなというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ９番。
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○９番（佐原吉太郎） お答えいただきましたが、まず、地方公務員から長になり、財政

改革積極的に身を切って成し遂げようとする長は少ないのではないか。まず、議会側

から出た長とか、民間から出た長が財政再建のために取り組んでいるという、そうい

う現状であります。なぜ地方公務員出身の長はできないのか、徹底した改革をですよ。

それらは今、報道関係でもいろいろ議論になっているところでありまして、改革の発

想の転換がなぜできないのか。しかも、村長はこのように総務所管の重点事業の中に、

３きょう、３徹、３改革、発想のその気になって事を成すを柱に積極的に意識改革に

即し、真に地方分権にふさわしい職員を育成する。職員はみんなそれぞれ公務に対し

てやっていると思うんですよ。まず、自らが、長がこれらをやっぱりやらない限りは、

今の自治体がもう勤続しているというのは、今、国も国民も町民もみんなそのように

思っているんですよ。そういう中で自分だけがぬくぬくとこの今全体で大変な災害あ

った中で、やはり自ら身を切ってこういう所信表明で言われた、こういったことをや

っぱり村民の目線で先を見据えて行動して、積極的に地域づくりに貢献できる、した

い。口先では誰でも言えるんですよね。やはりそれを実行に移さなくちゃ、やはり国

民の目線に立っていないと言わざるを得ないのであります。そういうことをまず、議

員も村長も自らが身を切ってやはりやらない限りは、そして、村民の立場に立ってお

らないと思うんですよ、第一。自分本来の判断に終始しているからにほかならないと。

このことは、村民にとって大変残念で辛いことであります。それらを矢祭町のように、

議会も町民も一丸となって痛みを分かち合い町づくりをし、そして、矢祭町が全国に

先駆けて行政改革、財政再建に取り組んだんだと。しかも、長の月給も３７％を削減

しているんですよ、いまだに。私、昨日、一昨日かな矢祭町に電話しました。それを

継続すると。それが自立というものです。責任なんですよ、長の。ほかの市町村の意

向を聞かなければだめだとか、そんなのは言い訳なんですよ、はっきり言うとね。現

にやっているところがあるんじゃないですか、矢祭町は。しかも決してそれは村民一

丸となってやったことは、すばらしいことですよ。それをやはり、これから実際にや

っていければ、これほどの借金を地方自治体は今、皆大変なんですよ。後からどんど

ん出てきますが、私、関連してね。そういうことで、やはり痛みを分かち合って、そ

して、この大災害を乗り切るという、それをちゃんと示さなくちゃだめですよ。単な

るいやああでもないこうでもないと言ったって、それは１０％やってますよ、後から

出てきますが。そういうことを含め、やはり矢祭のように村民のためにやはり着手す

べき。そして、議員も村長もまず、原点に戻って考えるときではないのか、こう思っ

ている１人でありまして、まず、報酬制度にあぐらをかいているわけにはいかない。

是非ともこれからは、日当制にすることが、財政再建につながる。そしてですね、や

ればこそ地方自治体全体、全国こういう自治体がそういうものに踏み切った場合は、

これは画期的なやはり今までの行政のありようでなく、やはりこれを国をこれから再

生するんだと、このままではもう沈没するんだということが、もう目の前にあるわけ

ですよ。そういうことは、やはり村長が人より優秀な方であればこそ私は言うんです

よ。これをここで小さな村から発信して、そして、こういうものを導入することは、
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国民にとってすばらしいことですよ。今、それぞれ先ほどちょっとふれましたが２番

さんも、橋本市長が今、いろんなやってますね。ああいうことは非常に高く評価され

つつ、やはり国民の目というものを的確にとらえて、やはりそれが財政再建のために

国の立て直しのためになろうとすれば、これはやはり是非とも村長に成し遂げていた

だければ有り難いなと。しかも、矢祭町はそれで今、どういう状況ですかと、議員様

もと言ったら。何もそれで納得しているんだと。もちろんみんなが同意した中でやっ

たんですから、ただ、これが各自治体に波及しないことは、非常に残念なことだと言

ってました、ある議員さんはね。そういうことをですね、現実、福島県で、しかも、

あの小さい矢祭町で、それを実行したと、根本町長が。この勇気をたたえるべきだと

私は思っている。勇気とほかの市町村だって、そういうことを全く別の問題ですよ。

自分で首長がやるという決断をすれば、浅和村長であれば、そういうものを提案すれ

ばすぐできますよ。私も賛成し、みんな同士でありますからそれで良いとなれば、や

はり村民の目線というものがあるわけですから、そういうものをバックにしながら、

見方にしながら、やはりこういうものを達成することが、やはり村民にためになると、

私はそのように思っている１人でありまして、再度この件についてお答えを願いたい

と存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 大変耳障りの良いようなことを長々と話をされましたが、これは私、

先ほど言いました。情勢を踏まえて、単独に私がやれば、本当に村のためになるのか、

決してそうは私は思っていないんです。その辺は９番議員と私の考え方の違いね。９

番議員に言われたから、はいやりますなどという気はさらさらないんです。これは、

私はやっぱり総合判断をさせていただくということであります。

それでは、議長、ここで反問しますから、よろしいですか。反問。

○議長（佐藤 悟） はい、村長。

○村長（浅和定次） 私、反問させていただきますが、矢祭町の今、議員が日当制という

ようなことを言いました。そこで大玉村議員について、実現の見通しがあるかどうか、

これをまず、お聞かせを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） 今、村長にお答えいただきましたが、あっ、おれがお答えしなく

てならないんだな。そういうことでね、村長が今、言われたことは、やはり行政長で

あるね、私はそれ全体多数じゃないですから野党の１人でありますから、まあそう私

は思っております。そういうことでね、これを議員にまとめるとか、まとめて村長に

言うとかいうんじゃなく、村長自らがこれを提案すればすぐできるんですよ。ただ、

それは議員の顔色を見ながらやったんではだめですよ。成すか成らないは別ですよ。

そういうことで、村長がそういうことで取り組んでいただければ有り難いなと私は思

っているんですよ。やるやらないは首長の考え方ですよ。私１人でできるわけないで

しょう。と同時に、だから、できない場合も、例えばこういうことがなしてできない

場合にも、やはり自らが自立という選択した以上は、私は先ほど言ったけど、首長は、
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今現在の矢祭町の首長は３７％やっているんですよ。自立という責任を持って。周囲

がやっても、やはり私はこうやって村民に対して財政再建に取り組むんだと。それの

姿勢をちゃんと表しているんじゃないですか。それを言っているんですよ。あなたが

できるかできないか、私はそれは今、議員様に協議会の中で言ったって、村長のほう

に向かってだめだと思いますよ。だから、村長自らが、そういうものを提案してくだ

さい。するかしないか、私のほうから聞きたいですよ。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私が反問したのは、矢祭町の議員は、日当制というようなことに踏

み切って、首長も３７％というような今、お話しがございました。したがって、これ

はやっぱり議会というのは、両輪ですからね。長の立場と議会の立場というのは、こ

れは両輪なんです。議決機関というのはね。したがって、村長がその気になって提案

すれば良いと。提案をして、私は日当制は決して議員として良い仕事ができるとは考

えていないんです。その辺は、９番議員と私のこれは考え方が違うんです。だから、

提案するつもりはありません。提案してもこれは９番議員は賛成するかもしれません。

議会はご承知のように議決をしなくちゃならない。だから、そういうことを総合的に

判断して、私が９番議員から言われたからどうのこうのでなくて、国の運営とか今の

そういう震災の状況を踏まえて、しかるべきときに総合的に判断をして、そうしてこ

れは私がしかるべき提案すべきものは提案するよと、こう言っているわけであります。

したがって、もう一度言いますが、総合的判断というのは、そういう意味なんですよ。

それでは、日当制の実現の９番議員は、見通しがあるかどうか答えていただきたいと

思います。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） いや、あるかどうかと聞かれても困るんですよ。私は首長に対し

て、提案してもらえるかもらえないかを言っているんですよ。これは、なにはともあ

れ、村長は都合の悪いことは、さらば私１つ申し上げる。その点は、恐らくだめでし

ょうと私は思っています。思っていても、やっぱりこういう時代の流れというものが

ある。

○議長（佐藤 悟） 議長から申し上げます。

村長の質問に対して答弁してください。

○９番（佐原吉太郎） だから答弁したんですよ、今。何を言っているんですか、あんた。

何を理解しているの議長は。冗談じゃないですよ。

○議長（佐藤 悟） だけど、はっきりと村長が言っているんだから質問しているんだか

ら、それに対して答弁してください。

○９番（佐原吉太郎） あなたは中立でなくちゃならない立場でありながら何を言ってい

るんですか。

○議長（佐藤 悟） それは中立はそうです。

○９番（佐原吉太郎） だからなんでそうなことを言うんですか。

○議長（佐藤 悟） 続けてやってください。
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○９番（佐原吉太郎） 当たり前だべ、そんなこと、何を言っているんですか。まあなに

はともあれそういうことで、今、村長さんが言ったことに対して、今、お答えしまし

た。と同時に、さらばそれは可能性がないと、ないとすれば、３７％というね、現実

やっているんですよね、これ矢祭町は。と同時に、あちこちやっている人ありますよ、

２０％、３０％、もちろん二本松もやっているようであります。そういう中にありな

がら、首長、これ後から出てくるから今から言ったってしょうがないけれども、２点

目でやる予定なんですが、それはまあ後で置きまして、まず、３７％というカットな

されているわけですね、今の町長が。根本さんの次になられた方がね。そういうこと

で、じゃこっちはできなくとも、報酬のほうはどうなんですか、村長、３７％という

ひとつお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私が反問しているのは、９番議員、私が反問しているのは、総合的

判断というのは、そういう意味なんです。矢祭は議員が日当制なんだと。だから、結

局長としてもそれなりにこれは判断して、執行のほうも議会の方も円満にいっている

わけですわね。だから、よそのほうは私はどうこう言っているんではないんです。私

の例えば大玉のこの議員を日当制に矢祭のようにして、私もまあ３７でも４０でも構

わない、そういうふうなことで議会と一体性の下に、私もそういうことであれば考え

られますよと。それでは、９番議員、言うは易く行い難しで、私の判断では大玉の議

員の報酬を私自身も日当制が良い仕事をできると思うかと、そうは思わないんです。

やはり報酬制でなければならない。なぜなら、日当でやる仕事ではないんです。これ

は年間を通して議員としての責任を負っているわけなんです。だから、日当制よりも、

やはり報酬制がなじむ、そういうことで私は考えておりますから。だから、そういう

議員の皆さん方に日当制などという考えも持っておりませんし、やはりそういうもろ

もろの議会も長も考え方をやっぱりそういうところを総合して、最終的には自らも判

断しなくちゃなりませんよと、こういう意味で言っているわけですから。もう一度反

問しますが、この９番議員はそれほど話をするならば、大玉村の議会議員の報酬を日

当制ということについての考え方と、それから実現の見通し、これをお聞かせいただ

きたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 先程来、私は提案することやぶさかでないが、しかし、これはあ

くまでも首長という行政長に私は一般質問として、これやるかやらないかは、これね。

だから、そのとおりだ。だから、私反問してますよ。そういうことはできるかできな

いかは別として、

○議長（佐藤 悟） 議長から申し上げます。

村長の質問に対しての答弁でありますから、自分の考えを質問したものに対して答

弁をすると。

○９番（佐原吉太郎） はい、分かりました。じゃ、そういうことで矢祭町のような要す

るに手法を私は、今の段階では議員の理解を得ることはたぶんできないと思うんです
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よ。そういう中で、ただあくまでも私はしたいと、このようにすればやはり大玉村な

らず全国に波及することは、１つの財政再建だなと私はそう思って今日も質問にあた

っているわけであります。したがって、そういう方向で私は、できるとかできないと

かと言われても、ここで返答は私にはできないと思っております。そういうことです。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今の話を整理しますと、要するに９番議員は、日当制というような

ことは個人的には考えていると。しかし、議会の議決と言いますか、皆さんの了承を

得ることはできないということですね。ということであるならば、総合判断をして、

私が考える立場でありますから、私は、これはやはりもっと国なり県なり、そして、

今の議会の身近な議会の状況、こういうのを踏まえて私が判断をさせていただきます

よと。と言いますのは、これは大切なことで報酬審議会のこういう設置のところにう

たっているんです。議員報酬等の額について審議するため大玉村特別職報酬等審議会

を置くと、こういうことですから。だから、長というものは選挙公約とかなんかでは

ありますが、そうでない場合については、これは議員報酬等の額について審議するた

めと、これは長よりも先にうたっているんですよね。だから、議会のそういう状況、

実現の見通し、こういうことを踏まえて、長が自らに格好良くやりますと、我々の仲

間だとか、議会の皆さん方にも影響する、職員の影響する、選挙公約はこれは別です

よと。そういうことでやらないと、いや格好いいな、ちょっとじゃやってみっかなど

という簡単にはいかないんですよ。これをやっぱりこの機会によく話をしておきたい

と思います。

それでは、反問についてのきちっと議会の見通しのことについてはつかないという

ことを出ましたので、これで反問は終わります。

○議長（佐藤 悟） 村長の反問が終わりました。続きまして、質問を許します。９番。

○９番（佐原吉太郎） そういうことで、村長この件については、やはり私も村民の理解

を得ながら、やっぱりこういうものが良いか悪いかということを新たに私も考えなが

ら、この問題を前に進めてまいりたいと、このように思っている１人であります。そ

れも、やはり国の財政状況を見た場合のことで、私は常に将来というものを考えた場

合、これがやはり良いのではないか。いつまでもこういう状況の中が続くということ

は、非常に村民にとって不幸であるということを考えた場合、私はそういうことで今

日も一般質問を行ったわけでありまして、今後もそういうことを含めまして、村長に

も一歩でも二歩でもこの問題、もちろん進めていただければ有り難いなと、こう思っ

ている１人であります。

そういうことで、２点目でありますが、議員も村長も身を切り１０％削減やりまし

た。そして、村民の負託に応えたと。今後も財政再建に議員も村長も一歩も二歩も身

を切る必要があるのではないかと。これらについてお答え願いたいと思います。

◇ ◇ ◇

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

たします。
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（正 午）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ９番議員に対する答弁を求めます。村長。

○村長（浅和定次） 今朝ほど私の施政方針の中で、その気になってうんぬんということ

で、意欲のほどを示した村長だと。そういうことで、報酬削減できないということは

どういうことなんだというようなことで、一応休憩になったわけでございますが、今

朝ほども申し上げたとおりであります。いろいろ反問もいたしまして、９番議員の考

え方も確認をいたしました。そういう総合的な判断の下に、９番議員が発言されたか

ら、はい、報酬を削減します。その気はありません。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） お答えいただきましたが、村長自らが身を切って２０％、３０％

削減することによってこの復興、復旧のために少しでもお役に立つという気持ちがな

くては、トップに立つものとしての示しがつかないのではないかと、こう思っている

１人であります。我々議員が災害復旧のために少しでもお役に立ちたいと議員皆が一

丸となって団結して１０％削減したのであります、昨年ですね。それに対して、村長

自らが２０％、３０％削減するということは、一言も言っていない。ただ、我々に便

乗して１０％削減しただけではないかという、私はそのようにとらえておるところで

ありまして、やはり自らがこの復興、復旧のために、やはり我々議員と同時にやった

わけですが、自ら提案されたことはまあ一度か二度あったかどうか分からないけれど

も、私の知っている範囲ではないと。やはり我々やったから便乗するだけではね、や

はりトップに立つものの示しがつかないのではないかと、そういうことで村長にお尋

ねしているところでありまして、その点も含めてお答えを願いたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 反問。

○議長（佐藤 悟） 反問を認めます。

○村長（浅和定次） 今、９番議員が、村長は、便乗して削減した。そう今、発言しまし

たね。便乗してというのは、何を根拠にそのような発言をしたのか、明らかにしてい

ただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 私知っている範囲ですから、これはやはり自らが村長が、例えば

我々議員がこれみんな協議会の中で、この復興、復旧のためにやろうと。しかし、自

ら提案というかね、村長がじゃ私も議員がやったんだから２０％、３０％しましょう

ということでなく、同時に私はやったとそう理解しておるわけでありまして、そうい

うことも含めてね、私はそういうふうに私なりに理解したところでありまして、そう

いうことであります。

○村長（浅和定次） 議長、反問。
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○議長（佐藤 悟） 認めます。

○村長（浅和定次） 私の質問に対して納得いかない。私は自らの考え方で提案をさせて

いただきました。便乗ということは毛頭考えておりません。今の発言を撤回していた

だきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 私は撤回することは簡単ですよ。ただ、そういう自らが今までも

我々議員が、まあそういうことで私は申し上げただけで、やはりじゃ議員も１０％や

ったんだから、私それ以上にこの復興、復旧のためにやろうという気持ちがじゃあっ

たのかどうか、私から言わせるとそう言いたいですよ。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私が反問しているわけでございますから、便乗をしてというこの根

拠について明らかにしてくださいと、こう言っているんです。私は、自らの考え方で

私は提案したはずであります。便乗してというのは何を根拠に言うのか、その理由と

根拠を明らかにしてください。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） それはあえて私から申し上げる必要はありません。

○議長（佐藤 悟） それでは、反問に対する答弁にはなっていない。私のほうからやる

必要はありませんということは、答弁になっていないと思うんですがね。

○９番（佐原吉太郎） それは、村長の判断でやってください。どのようにも私なりにじ

ゃ受けますので、これで

○議長（佐藤 悟） いや、今の答弁が。

○９番（佐原吉太郎） 私それでやったんだから、それでだめだという理由と根拠を私に

言ってください。構わないよ、それは、罰を受けるなら受けますから。

○議長（佐藤 悟） それでは、今の村長がそうしてくださいというものに、私はそうい

うことはできませんというのは、答弁になっていないと思うんですがね、これ。

○９番（佐原吉太郎） 先ほど私言ったんですよね。自らというか、私は便乗したと思っ

ているんですよ。それだったら、最初に提案して、じゃ私は２０％か３０％と言った。

私は聞いた覚えないんですよね。ただ、たまたま議会中にそういうことで。

○議長（佐藤 悟） それは議長を通してやってください。

○９番（佐原吉太郎） それは、そのとおりです。はい、９番ね。そのとおりです。そう

いうことでお答えします。回答します。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ９番議員ね、冷静に考えてください。いやしくも、神聖なる議場に

おいて、議案として提案するときには、これは執行の責任者としてしっかりと踏まえ

て自分の責任の下に提案しているんですよ。便乗して削減したなどという気持ちはな

いんです。便乗してと言ったんじゃないですか。それは私の信義に反することなんで

す。そういう気持ちはないんだから、そう言うからには、何を根拠に言うんですか、

明らかにしてください。



-67-

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 村長はそうおっしゃりますが、私はそれに対してはなんと言うん

だべな、村長がね、前もって我々議会協議会の以前に、こういったことを私もやりま

すよと言うなら分かる。逆に言えば、村長がこういう時期だから、ひとつ皆さんどう

ですかと、逆に我々に提言しなくてならないんじゃないですか。それが、我々がやっ

た、もちろんこれは実行したわけですから、１０％。それに対して上積みするなら、

ああなるほどなということあるんだけど、上積みしないで、そのまま我々議員と同じ

くねやるということは、私は理由と根拠はこういうことですよ。

（「議長、動議」という声あり）

○議長（佐藤 悟） ６番。

○６番（佐々木市夫） 今の問題も私もドキッとしましたけども、先程来、佐原吉太郎氏

の一般質問の中でいろんな発言がありました。その中で２つほど私からすれば不適切

な発言があったかと思います。

１つは、自分だけがぬくぬくとという言葉がありました。もう１つ、報酬制度にあ

ぐらをかいていると、これは非常に不適切な言葉であります。要するに本人を侮辱し

た言葉になるんです。ですから、議会のこの立場で、今の便乗も全く同じですよ。こ

の議会で、このような言葉を使ってやること自体は、私からすれば議会の品位、議会

の品格を損ねるものでありますから、議長に提案します。これは今の問題をここでど

う決着するかはともかく、通常であれば懲罰とかなんかという文書ですけども、私は

そこまで考えていません。やはりこの議会の品格を保つために、私、議運の委員長で

ありますけども、議運の委員長預け、まず、議事録がしっかりとこれから先の質問も

含めて、この問題を議事録がしっかり出てから精査していただきながら、しかるべき

あれをしたいと考えますので、議長取り計らいをよろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） それでは、よく調査をしまして検討させていただきます。

○９番（佐原吉太郎） 議長、これは反論はできないの。そのままかい、これ。

○議長（佐藤 悟） 今、議長に言ったので、９番議員には関係ありませんから。何度も

言うようですが、今は議長に言ったわけですから、９番議員に言ったわけではないの

で、これは関係ありません。

次、質問あれば、９番議員。

○９番（佐原吉太郎） 何回もくどくなるようですが、やはりこういった非常時と言いま

すか、こういった時期だからこそ、私はあえて村長にこういうことはいかがなものか

と。やはり我々もやっているんだから、もっと一歩も二歩も前進してやはり示して、

みんなのためにやろうというね、１０％から２０％だって私はやりますよと、そうい

う声がね、やっぱり村民の声として出ているんですよね。そういうことから私はこう

いう発言をしていることであって、それをいろいろとまあ私も今言うあぐらをかいて

とか、そういうあぐらというのはちょっと。

○議長（佐藤 悟） ９番議員さん、今のがなは村長の反問に対する答弁ですか。

○９番（佐原吉太郎） いやいや続いているんだよ。これ別だよ。これに対して、今、こ
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のことはこのことで終わったんでしょう。私が今度は新たに村長に対して、

○議長（佐藤 悟） まだ終わっていないです。反問に対する答弁を。

○９番（佐原吉太郎） 反問の答弁だね、おれがしなきゃならないのね。大体整理したん

だと思ったんですよ。できないの、まだ。

○議長（佐藤 悟） 今、９番議員からあれきたんだから、それを今、受け付けてこうい

うことをやったんだということから、まだ答弁を半端になってます。

○８番（遠藤文一） 議運長が議長に言ったときに、議長はそれを分かりましたと、これ

から検討しますと。その後今度９番議員に質問あるなと言って、質問させた。

○議長（佐藤 悟） じゃ、どうぞ質問してください。（不規則発言あり）村長、反問終

わったんですか。（不規則発言あり）

○９番（佐原吉太郎） じゃ、分かりました。整理は分かった、分かった。だからね、先

程来、議長、質問しますよ、よろしいですか。

○議長（佐藤 悟） 答弁。

○９番（佐原吉太郎） なにはともあれ、そういうことで、私は言ったことに対してのや

はり要はですね、何回も言うようですが、私はやはり我々やったことに対してね、よ

り以上要するに上積みして削減するということになれば、我々も何も問題、ただ、同

じくやったから便乗という言葉を使ったわけで、それが例えば不適切だと言うんであ

れば、これはここで撤回しますよ。それでいいんでしょう。要は一つだと思うんだな。

なにはともあれ、またこれは続くからね。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 便乗ということについて、私はやはりそういう気持ちではないんで

す。提案するからには、自分の責任で提案しているんです。そういうことで、便乗と

いうものの理由と根拠を明らかにしてくださいと、こう話したんです。それを撤回す

るということでございますから、これで議長、反問は終わります。

○議長（佐藤 悟） 次の質問。９番。

○９番（佐原吉太郎） まあ、とにかく、それではこの件については、やはりこれから村

長もやはりより以上我々もやっていたんですから、痛み分かち合っているんですから、

やはりより以上、これに上積みしてやっぱりやるんだという姿勢を見せてこそ、やっ

ぱり先ほど私が言った３きょう、３徹、そういうことをこれうたいあげている、総務

所管の重点事業でね。そういうことからいけば、やはりこういったときだからこそ村

長は自らが、やっぱり一歩もの二歩も前進して、要するに報酬の削減を実行していた

だければ、より村民の期待が大きくなるんでないかと。また、やったなという首長と

しての責任、そうすると、職員ももちろん、ああ、村長はやっぱりこういう非常時に

やっぱりちゃんと応えたなという、そういうことが評価されるわけですよ。そういう

ことで、前向きに検討していただきたいと存じます。

次に移りたいと思います。３件目でありますが、議員年金が２３年６月に廃止にな

りました。これも合併によって議員の数が少なくなり、国も国会も年金を廃止せざる

を得なかったと。すべて自治体ですね。地方も同じである。財政上、続けることが困
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難な状況であるということであります。これもやはり時代の流れであろうと思います。

最近、そういうことで群馬県の安中市の岡田市長が、この終わったんだから、我々デ

ータいろいろもらいましたが、それぞれ村長も運営長も議員もそれぞれ、議員はもち

ろん廃止になっても、１２６万円ですか、１人当たり、これが住民の血税から払って

いるわけですね、依然として。実際はこれはもう終わったんだから、この必要性とい

うか、計上する必要がないのではないかということで、今言う岡田市長が廃止と言い

ますか、その予算計上をしないんだという、この間テレビなどでずいぶん報道されて

おりました。これは法律にどうかということは私は詳しくは分からないが、しかも、

この市長が議会議長までやった方、そして、市長になられた方です。そういう方が報

道関係者にお答えしたことは、終わったんだから積んだだけのもの払うなら結構だけ

ども、終わったものをなぜそれ以上払うんだと。で、計上しないんだと、そういう話

でございました。そういうことも含めて、村長が、まあこれは分からないですよ。今

はどういう状況になっているか。今から１週間前ですか、それで報道されました。非

常に国民の今、関心が高い時期であります。こういう予算について、少しでも削減し

ようという、この勇気あるこの安中市の岡田市長ですね、なかなかこれ言えないんで

すよね。法的根拠とかなんかない限りはね、今言ったすぐああだこうだと言われるわ

けだ、ちょっと余計なことをしゃっべるとね。そういうことを含めて、しかも、市長

になられた方が廃止というか、この予算を計上しない。あの時点では、マスコミに対

して、そういうことを言っていました。それに対して、村長はどのような考えでおら

れるか。今後、こういう年金問題についてですよ、ひとつお答え願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 議員年金の関係については、大変平成の大合併によって、要するに

支える議員の頭数が少なくなってしまった。そういう大きな変革があったわけですが、

たまたま群馬県の市長のうんぬん、こういうことも私も報道で分かっております。こ

の是非論はこれはいろいろあると思いますが、これはやっぱり大枠は、１つの今の世

の中の仕組み、流れ、こういうものに従っていかないと、結果的には独り立ちはでき

ないんです。だから、先ほども言ったように、私がよい子になって、果たして周りの

首長仲間とかなんかそういうこととか、それからあと職員に対する関係、いろいろ考

えると、だから総合的に判断するんですよというのは、そういう意味なんです。９番

議員に言われましたから、はい、そうですかなどということは、これは私はそういう

意味で決してないよ、ありませんということを言っているのね。ただ、今のこの年金

の関係については、これはいろいろと制度改正のことがあって、いろいろ負担の問題

があります。これらは担当の事務の方が詳しいと思いますから、担当課長の方から答

弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 今、村長のと答弁のとおりでございますので、事実の関係でも

う少しちょっと詳しい話ということになりますと、今、安中市長が言っておりますの

は、新年度予算、一般会計予算で、国が今回決めたそのものについては、自治体の負
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担増が当然公共地方団体で予算措置をしますので、そういう周知が全くないと。ない

ままに一方的に決めたと。実際は年金を受け取る方は議員さんの立場ですから、議会

側で予算の増額をしなさいと。だから、予算の編成はしませんと、こういうふうなや

りとりのようです。それを受けて今度は市議会、市でございますので、市議会の議会

議員共済会、これ東京が事務局だそうですが、今度は逆に安中市をそれはおかしいと、

法律で決められたんだから、逆に１１年度の負担金も約１億円ほどあるそうです。そ

ういったものを逆に支払いを求めて東京地裁に提訴をしていると、そういうことなの

で、今、村長からお話しがありましたように、どういう推移がこれからいくか分かり

ませんけれども、ただ、現実的には昨年、うちのほうの予算を見ますと、議会のほう

は３,５００万円ほどですね、今年１,５００万円ですから、今回の法律の改正で制度

的には給付そのものがなくなったわけではありません。現在、議会事務局のほうで算

定はしていますが、それぞれの１２年以上の在職した議員の皆さんについては、今ま

での廃止前の退職年金か、あるいは今まで納めた掛金の８割の退職一時金をいずれか

選択できる制度になってますので、そちらのほうがだいぶ多いと聞いておりますので、

当然、当分その分は地方自治体として負担をせざるを得ないということで、現実的に

は予算は議会には現実的には去年と比べて下がってますけども、その負担する割合は

かなり大きくなっているというのが実態のようであります。結論を申し上げますと、

先ほど村長が申しましたように、この推移を見てみないと良いか悪いかについては判

断できないということであります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 私は、その今、説明ございましたが、ただね、やっぱりそういう

今の現在の経済状況の中で、やはり制度的におかしいという、その発想ですね、公的

にこれは分からないよ。今、裁判ということでありますから、先のことは分からない

が、ただ、こういう異論を唱えるという、主張はそれなりの根拠があってたぶん言っ

たんだと思うんです。あと議会の議長も非常に困っているという話なんですね、これ。

要するに議会事務局なら事務局が、各々の議員のひとつ行政側にあれするわけですか

ら、計上していただきたいということで申し込むわけですから、それもまあ拒否とい

うかね、そういう形だと思うんですよね。そういうことが、これからの要するに時代

の流れを的確にとらえながら、これらをやっぱり１つでも２つでも潰していって、そ

して、国民の目線、そして今言うもちろん市民、町民ね、そういったやはり目線に立

った政治を行うということは、やはり大事であろうと思っております。そういう中で、

村長、これからもこういったことも的確にとらえながら、先のことは分かりませんが、

やはり村民の目線でやるということを常に考えながらひとつ行政執行に当たっていた

だきたいと思います。

あと４件目についてでありますが、各自治体の市長、村長については年金、更には

退職金の廃止については手付かずのまま推移している実態であります。要するに戦後

地方自治体も６０年を経過し、金属疲労し、制度そのものを変えない限り借金が増え

続ける。よって、村長自らが身を切って、この退職金の廃止について、国民の目線で、
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村民なら村民の目線で実行することが借金を減らして未来を明るくすると、そういう

我々は責任を負っているわけですね、議会も首長もね。そういうことからですね、小

さな大玉村から全国に発信していただいて、これらをそれは市町村長のいろいろ絡み

があるでしょう。しかし、これは地方の時代と言われる時代でありますから、分権で

ありますから、これは村長が提案すれば良い方になるかどうかそれは分からないが、

たぶんならないと思うんですね。これやった市町村もあるわけですから。そういうこ

とを含めて、これ総務課で調べてもらったんですが、村長が１年間に１６９万９,０００

円の要するにこれ血税を払っているわけですね。副村長１４８万８,０００円かな、

議員は先ほど言ったけど、そういうことで、やっぱりこれらを改善というか、削減と

いうか、停止することによって、廃止することによって、これ自治体あらゆる全国に

波及することによって財政再建が一歩でも二歩でも復興につながるんじゃないかと、

私はそういう気持ちから村長にお答えを願いたいのであります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ市町村長の退職金の問題ね、これは一存では決められるわけで

はないんですね。総合事務組合がありまして、これは５９市町村全市町村で総合事務

組合を結成しております。したがって、規約等の改正は、全構成市町村の結局議決が

必要なんですね。まあそういう仕組みになっておって、この今の制度が良いか悪いか

というのは、これはやっぱり時代の推移とともに検討するそれぞれの部署があります

から検討されると思います。これを一首長が提唱して、例えば削減しているとかとい

うのは、これは選挙に出るときに、例えば選挙公約で報酬を削減する。極端に分かり

やすく言えば半分にする。半分にするということになれば、それがベースで退職金の

計算になるんです。だから、やる場合だったら報酬の削減という方法でやっているの

であって、総合事務組合のこの規約そのものをこれを結局改正するのは、構成市町村

の議会の議決が必要ですよ。それを改めるということになりますと、これは良い仕事

をすることが一番ですから、良い仕事をするのが一番だと考えている。それにはやっ

ぱり１人ではだめで、やっぱり仲間もいなくちゃならない。仲間に協力してもらえな

いようなことではね、いくら良いこと言っているような言っても、これはだめなんで

す。だから、こういう制度になっていることは、構成市町村のそれぞれの議決要件で

ありますよと。したがって、これを私が提唱してどうこう、そういう気持ちはありま

せん。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） お答えいただきましたが、しかし、村長、そういうことだけど、

まあそのほうがなんと言うんだべな、言葉上は良いんだけどね。やっているじゃ市町

村の長もあるわけですよね。そうすると、村八分になるわけですよね、これ。村八分

になったからってね、なにも行政の働きが全くできなくなるのかというと、そうじゃ

ないんですよ。やっぱりそれ以上にやはりすばらしいことをやったと、これからこう

いう時代なんだと。今までやってきたことが、やっぱりそういった新たな展開、発想、

そういうものが逆に後押ししてくれるのが、現在の国民の目線から言えば、それが正
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しいんじゃないかなと思うんですよ。ぐるわ考えれば、それは当然仲間ですから、先

ほど言ったとおり、なんだ余計なことしておめと、こう言われるかもしれませんが、

しかし、国民のためとか市民のため、村民のためという、そういった感覚であれば、

誰も何も言わないんですよ。そういうことが今、求められているのではないかなと、

私はそう思う１人でありまして、再度この点についてお尋ねしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私が先ほど言ったことを９番議員はちょっと正確に理解していない

のではないかなと思うんです。市町村総合事務組合の規定上、先ほどそういうふうに

なっておりますよと。退職金うんぬんというようなことが、規定づけられております

よと。だから、総合事務組合のこれは構成市町村で議決事件ですから、そういうこと

を私は提唱する気はありませんと、これはね。ただ、削減この現実にやっているとこ

ろは、報酬が基盤になって、基礎になって、そして、退職金につながっていくんです。

だから、先ほど例で挙げて、例えば５０％報酬を削減すれば、退職金も自動的に５０

％になりますよ。私はそういう意味で話しているんであって、その総合事務組合の制

度そのものを提唱して、そういう仲間はずれみたいなことに私はやるつもりはないし、

また、あと報酬の削減は何回も今朝程来から言っておりますが、９番議員に言われま

したから、「はい、そうですか」という気持ちにはなれません。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） いくら言ったって、それは村長の考え方でありますから、私の考

え、村長の考えおのずと違いますね。村長も先ほど言いました。考え方もちろん違い

ますね。それだからこそ、これいいんです、議論の府ですから。やるやらないは首長

でありまして、私はやはり村民のバックがあって、やっぱりこういうことを求めてい

るんです。あとマスコミも今、それぞれ時代がどんどんどん変化していくんですよ。

そういう中で、そういうのを的確にとらえてやはりやるというのが、これからの時代

の国民の目線に立った政治のありようだと私は思っているんですよね。そういうこと

でひとつ村長もそういったことを踏まえながら、一歩でも二歩でも負託に応えるよう

にひとつお願いしたいと存じます。総合的にお答えいただきしたことについて、最後

になりましたが、東日本大震災のために復興、復旧において、自治体が我々議員もで

すね身を切って財政再建を行わない限り、復旧、復興は絶対にあり得ないと、そう思

っている１人でありまして、また、世界を見ても、これは大変なんですよね、ヨーロ

ッパも。そして、日本の企業も円高によって、多少は最近解消されたようであります

が、いずれにしても、大変な時代に入っていると。もう日本も破綻するんじゃないか

と、そう専門、経済大学の教授あたりが言っているわけですよね。そういうことであ

りますから、常に国民の目線で行政を行うことが、まず大事だと思っております。地

方も国も行政の仕組みを一つひとつですね、国も今、法律を改正しながら国民のため

に政治をどう進行させるかということでありまして、村長、人以上に優秀な方でござ

いますから、是非ともこういったものに踏み込んで、こうして歴史に残る村長になっ

ていただきたいなと。また、なれると確信を持っている１人であります。まあ首長の
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退職金も廃止にする、しない。これは本人の提案されるかされないか。また、そうい

うことでありまして、是非とも勇気ある行動を起こして、国民のため、村民のために

やっていただくことをお願いしながら、また、期待しながら一般質問を終わりたいと

存じます。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で９番佐原吉太郎君の一般質問を打ち切ります。

続きまして、３番武田悦子君より通告ありました「子ども・子育て新システムと幼

稚園３年教育について」ほか２件の質問を許します。３番。

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

ました３点について一般質問を行います。

このほど保育制度を大きく変えてしまう子ども・子育て新システムの最終案がまと

められ、現在、開会中の国会に法案が提出されようとしています。この新システムが

実施されることになれば、自治体が保育を保障する義務がなくなり、保育園探しは親

の責任でということになります。更には、保育の質の低下や費用の面での負担増など、

安心して子どもを預けることが困難なる事態が想定されます。また、新システムでは、

待機児童解消をうたい文句に幼稚園と保育所を一体化した総合こども園を新設すると

していますが、待機児童の８割を占める３歳児未満の子どもの受け入れを義務づけで

おらず、待機児童解消はかけ声倒れになるのではないかとも言われています。この待

機児童ですが、全国で８５万人いるとも言われており、大変な問題となっています。

大玉村では待機児童解消のため、幼稚園の預かり保育を行い、４歳以上の子どもたち

は幼稚園へ通園できるようにし、更にはの保育所を二度にわたって増築するなどの対

策を取ってきておりますが、それでも保育所は子どもたちでいっぱいです。村外の保

育所に預けている方もおられます。現在、村の幼稚園は２年保育を行っておりますが、

近年、３年保育の幼稚園が増えております。地域社会の中で、子どもたちが少なくな

っており、同じくらいの子どもたちと遊ぶ機会が減っている中、少しでも早く集団で

の生活を経験させたい。学びの面からもいろいろな経験を早い時期からと考えている

保護者の方も増えています。平成２４年度の村政執行基本方針の中で、幼稚園の３年

保育について調査研究を進めると明言されております。更には、午前中の質問に対し、

実現の方向に向けて検討をしたい、そのような答弁も聞かれました。この村内の幼稚

園が３年保育ということになれば、保育所に空きが生まれることになり、これまで預

けたくとも預けられなかった保護者にとってはうれしいことですし、待機児童解消に

もつながります。この幼稚園の３年保育について、現時点ではどのように考えていら

っしゃるのか、実現の方向に向けてというお答えはありましたが、それよりもう一歩

踏み込んだ答弁をお願いいたします。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ３番議員さんにお答え申し上げます。

新年度の中で早い前半で検討会を立ち上げて方向性を決めたいということで、それ

がコミュニティスクール委員会の方にも幼稚園の方も該当しますので、コミュニティ

スクール委員会にも諮って決めていきたいと、そういう方向を決めていきたいという
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ふうに考えております。早ければ２４年度の前半で方向性を決めて、２４年度の後半

にスケジュールをある程度確定できればいいなと。先ほど言いましたように、実現を

する方向でどういう問題があるか等々検討しながら進めてまいりたいというふうに考

えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。少しでも早く３年保育が実現できることを

要望いたします。

次に、原発事故後の健康管理事業について質問をいたします。福島県は原発事故に

よる影響を調べるために、県民健康調査として事故後の行動調査票をすべての県民に

送付いたしましたが、事故からかなり過ぎていたことや、どこで何をしていたのかな

ど、なかなか記入することが難しい調査票でもありました。提出率もかなり低いと言

われています。そこで、あのような書面での調査ではなく、具体的な健康診断を行い、

更には長期にわたって健康を管理していくことが必要ではないかと思います。私たち

は毎日放射線を浴びていること、これは事実です。そして、この放射線はすぐになく

なるものではありません。セシウム１３７は半減期が３０年、まだまだ先の話です。

健康に対する不安は子どもたちだけのものではなく、すべての人にとって不安がつき

まとっています。県知事は２月２日行われた２４年度当初予算の概要を発表する記者

会見で、県民の心身の健康を守るプロジェクトについてとし、子どもたち、そしてす

べての県民の健康を守ることが私の大きな責務と考えていると発言をいたしました。

これらについて具体的にはどのような形で行われるのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ３番議員さんにお答えいたします。

ただいま県議会の方で平成２４年度の県の予算が審議されていますが、２月２日の

知事の記者会見では、県民の心身の健康を守るプロジェクトとして６項目の事業が紹

介されています。その中で直接県民の健康に関する事業としては、県民の健康管理調

査事業、ペーパーの調査事業、県民の健康管理支援事業、それから被災者健康サポー

ト事業、母子の健康支援事業、学校給食モニタリング事業、これらについて説明がさ

れております。村としては、村民の健康を守る観点から県の事業が具体化され次第、

県の要綱等も踏まえて、それらに対応する事業を展開してまいりたいと、このように

考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。具体的に一般の健診の中においても、この

原発事故による健康への調査、このようなものも行われるのかどうかお聞きいたしま

す。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） 県民健康診査においては、１９歳から３９歳までの県民を

対象に実施するというふうになっております。健診の内容については、高齢者の医療

の確保に関する法律の第２０条に基づく特定健康診査の基本項目、これについては一
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般健康診査というふうに呼ばれておりますけれども、この検査を実施するというふう

になっています。健康診査の項目は、身長、体重、腹囲、血圧測定、尿検査、血液検

査、生化学検査が８項目というふうになっています。これらの検査は、当然県が責任

を負ってやりますけれども、村においては４０歳以上の従来の特定健診、それから人

間ドック、それらについて更に血液像等付加すべきかどうか検討しながら、今後、健

診の対応を進めていきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。次に、母子の健康管理のため、母乳の放射

性物質の検査の実施についてお尋ねをいたします。既に妊婦の内部被曝検査等が実施

されております。検査結果については、長期被曝についても健康に影響がないとの結

果だということではありますが、更なる安心を得るためには、でき得る検査を実施し

ていくことが大切だと思います。二本松市では、既に母乳検査が実施されています。

また、平成２４年度の福島県の予算でも、母乳検査費用の助成について提案されてい

るようですが、大玉村はこの母乳検査についてはどのように考えているのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ３番さんにお答えいたします。

先ほど県民の心身の健康を守るプロジェクトの中に、母子の健康支援事業というも

のがございまして、平成２４年度の福島県予算で、ただいま審議中だと思います。母

子の健康支援事業として母乳の放射性物質の検査費用の助成の予算が計上されており

まして、村としては、この県事業を活用していきたいというふうに考えています。県

では、希望者についてすべて助成するというふうな考えでありますが、これから予算

がとおり次第、県の要綱等が示されるものと考えています。どういうシステムでやる

のかは今後でありますが、対象者に対して個別周知しながら希望者については実施で

きるよう進めてまいりたいと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。次に、子どもリフレッシュ事業についてお

尋ねをいたします。内部被曝、外部被曝ともにまだまだ十分な警戒をしなればなりま

せんし、放射線の影響を心配し、子どもたちの外遊びの制限や外で遊ぶことに対し懸

念があり、親も子も非常に神経質になっています。後でも質問いたしますが、体を思

い切って動かさないことによる体力低下などの懸念もあります。放射線を気にせず、

思いっきり戸外で走り回る、これらの機会をつくることは大切です。そこで、平成２３

年度において、県の事業を活用して体験事業やリフレッシュ事業が行われたと思いま

すが、２３年度の実施状況はどのようなものであったのかお答えをいただきたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ３番議員さんにお答え申し上げます。

幼稚園におきましては、ユニセフの支援事業であります思いっきり外遊びプロジェ

クトという事業がございまして、県外においては那須の動物王国ですか、それから猪
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苗代の淡水魚館、それから会津、それから小学校におきましては、大山小学校のみの

今回は対応だったんですけども、低学年において裏磐梯方面、それから会津方面の方

に出かけております。玉井小学校と中学校におきましては、本事業の開始前に事業が

行事が終了したということで、残念ながら２３年度については利用することができな

かった状況でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたしす。

生涯学習課の方では、平成２３年度に福島の子どもを守る緊急プロジェクトという

ことで、「ふくしまっ子体験活動応援補助事業」を利用しまして、昨年の７月に小学

３年生を対象とした「生涯学習の事業わんぱく広場」という名前でございますが、宿

泊体験で１泊２日、７月２１、２２日に国立磐梯青少年交流の家で２５名の参加で行

っております。それから、２回、３回につきましては、「自然探偵団」という名称の

事業でございますが、９月と１２月それぞれ小学４、５、６年生を対象に９月には喜

多方市、それから１２月には福島県立博物館に日帰りでそれぞれ２７名の参加で行っ

ております。また、秋田県が行ってくれました児童生徒受入プログラムを活用しまし

て、２９名が秋田県仙北市に８月に５泊６日で宿泊体験を行い、心身のリフレッシュ

を図ることができました。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。後段でも質問項目として予定をしておりま

したが、関連をしておりますので、ここで質問をいたします。これらのリフレッシュ

事業、福島県も２４年度予算で昨年実施したものと同じリフレッシュ事業について引

き続き予算を計上しておりますが、村としてはどのように対応をしていくのでしょう

か。更には、県事業以外に村単独で実施するような考えがあるのかどうかを合わせて

お伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。

「ふくしまっ子体験活動事業」につきましては、平成２４年度も県の方で予算計上

しております。内容につきましては若干変更になるようですので、よく精査しながら

取り組みたいと考えております。また、村単独事業という今、ご質問ありましたが、

それについても内部で協議をして検討していきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ３番議員さんに既に決まっている平成２４年度の屋外活動につい

てお知らせいたしますが、安達太良高原スキー場、非常に放射線が低いと、雪の上だ

とほとんど問題ないというレベルを確認しておりますので、平成２４年度の来年の冬

ですね、小学校３～４年生と中学校１～２年生を対象とした１日でやるスキー教室を

計画をしております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。２４年度も子どもたちの体験活動をしっか
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りと支援をしていただきたい。希望する子どもたちすべての子どもたちが参加できる

ような活動にしていただければと思います。この放射線の問題は、被曝による直接的

な健康影響ばかりか、被曝を避ける行動そのものが健康に対する悪影響を及ぼしてい

ると思います。精神的負担はもとより、外遊びの制限などが、子どもたちに体力面で

の影響や免疫の低下で風邪などを引きやすくするなど、このような懸念があります。

そこで、児童生徒の体力の低下や風邪の罹患状況、骨折などのけがは増えていないの

か、学校休む児童、生徒は増えていないのかどうか、これらの状況について伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ３番議員さんにお答え申し上げます。

放射線の影響で外遊びができないということで、幼稚園につきましては病気、ケガ

等の数字的なものは、現在、準備しておりませんけれども、外で遊べなかったという

ことで風邪を引きやすいとか、それから転びやすいといった体力の低下が感じられる

ようになってきております。また、外で遊べないためのストレスがありまして、園舎

内を歩き回るなどの落ち着きのない様子などが見られております。また、小学校につ

きましては、体力テスト等の結果から見ますと、学年によっても違いますが、室内で

の運動でも養われやすい柔軟性とか敏捷性については維持されておりますけども、持

久力とか跳躍力、投てき力、それから走力については、外での活動が十分にできなか

ったということで、前年度を下回っているというような状況が見られます。病気やケ

ガ等については、小学生の場合は特に認められてはおりません。中学生につきまして

は、新体力テストの結果から見ますと、昨年度よりはむしろ向上しているような数値

の結果が出ております。中学校におきましては、部活動などの運動も確保されており

まして、体力的な低下は認められないという結果が出ているのではないかと思われま

す。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。今もお答えの中にありました、風邪を引き

やすい、ストレスがたまっている、このように子どもたちに様々な問題が起きており

ます。このマイナス面を補うことが必要ではないかと思います。これをやればすべて

解決する、このような万能薬はありませんが、今、大玉村が持っている資源を有効に

活用する。まずは、身近なものを利用していくことが大切ではないでしょうか。そこ

で、外遊びを控える分、室内での活動を思いきってできるようにプールを大いに活用

してはどうでしょうか。一般の方の利用も大切ではありますが、休みの日の午前中は

幼児や小学校児童にプールを開放する、このようなことができないでしょうか。もち

ろんプール利用を安全に楽しく行うためには、指導員の配置も必要です。指導員の配

置は、きずな事業などの活用を考えられないものかどうか質問をいたします。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ３番議員さんにお答えいたします。

まず、プールについては、平成２３年度屋内プールを使いましたので、時数どおり、

予定どおり使って、夏休みも無料券を発行して使っていただいたという状況です。平
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成２４年度については、予算にもありますが、大山小学校のプールは全部張り替えを

します。そして、除染をして、安全を確認をして、屋外の学校プールを使わせる予定

でおりますので、これについては従来どおりのびのびと使っていただけると。それで

足りなければ、村民プールはいつでも開放して使っていただけるというふうに考えて

おりますので、利活用をお願いしたいというふうに考えています。更に、屋外につい

ては、積算線量計とか今一部ですがやっているホールボディカウンターの数値を見る

と、学校にいるのが一番安全だということですので、屋外活動を１時間ずつ４月から

延ばす予定で今、通知を出しました、保護者のほうに。幼稚園が２時間、小学校が３

時間、中学校が４時間という屋外活動の制限を加えると。レベル的には制限を加える

必要のないレベルです、大玉の場合には。ただし、先生方も我々もそういう状況下に

子どもが置かれているということを忘れないためにも少ないほうが良いということも

踏まえて、念のため制限時間を設けて行っていくと。この時間が実質的にはあまり気

にしないで十二分に外で遊べる時間だろうというふうには考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。屋外活動の時間制限を１時間ずつ延ばすと、

そういうことでも十分に外遊びの機会が確保できるのかなという反面、なかなか外で

遊ばせることにまだまだ不安を持っている親御さんもたくさんいらっしゃることも事

実であります。郡山市では屋内遊び場、これをスーパーの空き店舗を活用して行って

おります。私も一度行ってみました。平日の午後でありましたが、子どもたちがいろ

いろな遊具でのびのびと遊んでいました。大玉村に同じようなものが必要なのかどう

か、これは疑問がありますが、子どもたちが体を使って遊べる場、これはやはりほし

いのではないかと思います。夏休み、冬休みなどの長期の休みのときには、体育館な

どを開放して、子どもたちの遊び場として提供してまいりましたが、そこでこれらの

事業をもう一歩進め、これらの遊び場として子どもたちが使える場所に遊具を設置す

る、これらの考えはいかがでしょうか。県でも屋内遊び場の確保を支援するとしてい

ます。例えば改善センターの体育館に壁面を利用した遊具を置く、総合福祉センター

さくらのゲートボール場も同じように活用する。どちらもゲートボールをはじめスポ

少など、様々なスポーツにも利用されていますが、床面を土ではなく人工芝のような

ものを敷けば様々なスポーツにも使うことができますし、子どもたちにとって自由に

遊べるこの場は、絶対に必要だと思います。そして、おもしろく遊ぶことも大切なこ

とです。これらについては、どう思われますか伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ３番さんに再度お答え申し上げます。

屋内の遊びについては今言われたように、郡山とか今度本宮にも大きなものを造る

と、そういうものは村で単独で設置するよりも、ちょっと足を伸ばすと使えるので、

土曜、日曜とか夕方親子で是非行って、そういう施設を使わせていただくというのが、

現実的かなというふうには考えています。とてもあれだけの大きなスペースを確保す

ることは難しいという問題と、それから今年は大玉中学校の体育館の建築があるので、



-79-

１年間、夏休みを通して村民体育館が使えないと、一般に。中学校体育館として使う

ということになりますので、大変時期的にはちょっとバッティングして悪い時期では

ありますが、ちょっと村民体育館そういう形で開放できないということなので、健康

福祉課のほうでも考えていますので、後で答弁いただきますが、若干の遊具を入れる

ような施設は考えているようですので。あと改善センターのことについては、人工芝

等を張り詰めた場合に、ゲートボールとか既存の使用に問題がないのかどうか。中学

校の野球とか、小学校のスポ少等についても屋外運動を制限している分、土の上での

運動がありますので、この辺も支障がないかどうか少し検討させていただきたいと思

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） ３番さんにお答えいたします。

県事業の関係、屋内遊び場の確保事業に関しては、具体的な構想というのはまだで

きておりませんけれども、とりあえず県の事業を受けて、遊具等の設置について、あ

るいは遊び場の運営について検討したいというふうに考えております。今、教育長か

らも答弁ありましたが、利用したいと思っていた施設が開放できないということとか

もありますので、さくらとか、あるいは包括支援センター、あるいは改善センターの

体育館等々について、どういうふうな可能性があるのか、教育委員会とよく相談して

いきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。是非早期に実現できることを要望いたしま

す。

この項目の最後の質問になります。野田首相は昨年１２月、さっさと原発事故の収

束を宣言しましたが、その後の事態を見れば、収束など何の根拠もないことは明らか

です。原子炉の中の様子は何も分かっていません。メルトスルーした燃料集合体が再

臨界を起こす可能性も極めてまれどころか、その危険性が依然としてあると思います。

そこで、万一を想定して、村民の避難対策も十分に構築しておく必要があります。現

在、この全村避難などについて、どのような対策を考えておられますか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今朝ほどの質問者にもお答えをいたしましたが、今年度の前半に防

災協定、こういう自治体３か所程度前半に締結したいなというふうに思っております。

何人かに私も心当たりありますし、話をかけた方もおりますので、これはやっぱりこ

れから必要だということでございますので、そういうことで全村避難とかということ

も、これは絶対大丈夫だというようなことは、こういう地域も絶対というのはないん

だなと、そんなことでもって大きくその辺の防災計画の見直しを行いたいと、このよ

うに考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 今、今年度の前半には防災協定を結ぶ、そのようなお話しございま

した。これらについて、具体的に相手先が決まっているのでしょうか。決まっている
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とすれば、具体的にお示しいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 話はしていることは事実ですが、私も首長同士でね。ただ、最初こ

ういうことはやっぱり事務のレベルで詰めて、そしてやるということになりますから、

だから、話は首長にはしておりますが、これから具体化していきたいというふうに思

っておりますから、前半にはやりたいということで、ひとつご理解いただきたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） まだ具体的には決定しないということでありますが、防災協定ばか

りではなく、姉妹都市、更には友好都市、これらの観点からも様々な交流を進めてい

くのも必要なのかなというふうに考えております。そして、このような場合に、どの

ような観点で相手先を見つけるかと、このことについてでありますが、大玉村と有形

無形の縁をたぐる、このことも１つの方法だと思います。村内には多くの事業所がご

ざいます。今回の震災においても、多大な義援金を寄せてくださった企業もございま

す。その企業にお骨折りをいただき、本社のある自治体と友好関係を築く橋渡しなど

できないか、これらも方法の１つと考えます。また、友好都市として子どもたちの交

流、リフレッシュ事業など、様々な関係づくりとしての展開できると思いますが、こ

れらの点から候補地、更には関係づくりについてどのように考えておられるのか伺い

ます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 災害協定、そういう視点で行政自治体がなじむわけでありますから、

それを一歩二歩進めて、いろいろとお話しがありましたけれども、これを更に持ち味

を生かした自治体間の友好というようなことに結びつけていきたい。当然、せっかく

縁あって締結するわけでありますから、友好にやっぱりそういう深めていくようなこ

とというようなことにこれを計画をしていきたいな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） この長期にわたる低線量被曝が人間の体に与える影響は、よく分か

っていません。福島から避難した人、福島にとどまった人、どっちを選ぶことが正し

いことなのか、正解はないと思います。それでも、子どもを持つ親御さんにとって、

子どもを放射能から守りたいという気持ちは同じです。ここで子どもを育ていくため

に少しでも線量を下げたい。しかし、除染の見通しは遠い。子どもたちを守るために

どうすればよいのか分からない。このまま福島に暮らして、子どもたちを守りきれる

自信がない。このような話をあちこちから聞こえてきます。除染を進め、健康管理を

進め、安心して暮らすことのできる福島を取り戻すことが、行政としての、そして大

人としての責任だと思いますが、村長はどう考えますか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは今度の施政方針の中でも冒頭に申し上げました。なんと言い

ましても今、第一はやっぱり除染取り組み、それが最大の事業であると。今、おっし
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ゃられるように、安心して子どもを生み、育てることのできる地域、これがやっぱり

健康な地域ということに言えるわけでありますから、残念ながら今はそういう状態で

はない。だから、これはやっぱり村民挙げて取り組みを協力するんだと、こういうこ

とで理解と協力をお願いしたいなと。農地関係についても、水田関係取り組みをいた

します。また、今度また追っかけ追っかけ会議等を開いて、今度は技術的な、そうい

う講習会、この会議を近々開く予定になっております。暖かくなって４月、新年度早

々本格的に予算措置している。こうしたことに基づいて、除染取り組みを今年は一大

事業であるなと、そういうことで取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。最後の質問に入ります。

原子力教育についてお尋ねをいたします。国は毎年膨大な予算を投じて、原子力の

安全神話をすり込む教育を進めてきました。その結果は既に破綻しておりますが、今、

改めて原子力問題、放射能問題に対して、新たな教育が必要です。そのためには、こ

れまでの教育の中身、事故がどうして起きたのか、厳しい反省のうえに立って行われ

なければなりません。文科省は、既に副読本を作成しています。私もインターネット

からダウンロードし、目を通しましたが、過去の教育に対する反省など、微塵も感じ

られません。教育委員会は、新たな文科省の副読本をどのように評価していますか、

伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ３番議員さんにお答えいたします。

評価ということですが、これは小中学校の指導要領上から言うと、３０年ぶりに放

射線についての学習が正規の学習として取り上げられたと。ですから、この３０年間

国がやってきたのは、小中学校での教育には一切関知しないということです。これは

原子力の安全利用という面から国が個別に施設とか、資料を配ったりなんかしてきた

ということなので、学校としては取り組んではおりません。指導要領に３０年間なか

ったということです。今回、中学校３年生の理科に初めて３０年ぶりに放射線教育が

入ったということですので、本来は中学校３年生以外は学習する必要のないものです

が、文科省は今回の事故を受けて、全国の小中学校に対して副読本を作ったというこ

とですので、内容が全国の子どもたちに向けていますので、なぜ事故が起きたかとか、

事故の後にどういうふうに放射線が流れたかとかと、そういう事故に焦点を当てたよ

うな内容にはなっていない。内容的には、放射線とは何なのかということ。それから、

放射線にはどういう種類があって、どういうふうに利用されてきたのか、そして、ど

ういうふうに人体に影響するのか、ガンになる危険があるとか、放射線の性質とどう

いうものかということ、それからそこから身を守るためにはどうするのかというよう

な、総合的な観点で副読本は作られておりますので、教育課程上から言えば妥当な資

料かなというふうに感じております。問題は、先生方が十分に、この地域の先生方は

十分に現状を認識して、子どもたちに事故等の原因についても、副読本によらないで

きちっと教えていくということは大切だというふうに考えていますので、先生方の研
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修については、２４年度にも実施をしていくというふうに考えております。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 副読本は全国に向けてということではありますが、やはりこの福島

県で子どもたちに教えるというのであれば、放射線による健康への被害、エネルギー

と原発をどう考えるのか、原発で燃やされた燃料から生み出されるプルトニウムなど、

廃棄物はどう処理されるのか、最新の治験や放射線防護の正しい知識、一方的な国の

情報だけではなく、様々な情報を知らせる責任が行政にはあると思います。国任せで

ない独自の教材づくりもその１つだと思いますが、これらについてはどう考えますか

伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） 副読本のほかに福島県教委はそれを補うものとして、放射線等に

関する指導資料というものを独自に作っております。副読本にある教師用の教えとい

う、こういう観点で教えなさいという本があるんですが、そこで言っている以上にも

う少し一歩踏み込んで、今回の事故についての内容等について一歩踏み込んで教える

ような資料はできておりますので、こういうものも福島県独自のものですので、活用

しながらやっていきたいということと、時数の関係ですが、小学校１年生から中学３

年生まで、１年生は放射能で何ということしか習わないんですね。中学３年生になる

と、危険性とかなんかまでいくと。ですから、年間に放射線の学習に使える時間は２

～３時間なんです、各学年ごとに。ですから、これを毎週１時間とか国語、算数みた

いに教えるわけではないので、その学年、学年に応じて必要な放射線に対する教育を

していくということなので、全部教えることは時間的にできないと。ですから、その

少ない２～３時間を子どもたちの発達段階に応じてどう教え込んでいくかというのは、

先生方研修をしながらきっちりと教え込んでいただくと。これは校長等にもお願いを

して、時間を無駄にしないようにしていきたいと。独自の資料については専門性のあ

る話ですので、なかなか村の教育指導というのは、１年生にはこう教える、２年生に

はこう教えるというのはなかなか難しいかなと。それは、福島県で作った資料を活用

しながら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） ３番。

○３番（武田悦子） 今回の事故では原子力、放射線防護、放射線医学など、様々な研究

者が様々な発言をしています。ネットでも様々な情報が飛び交っております。中には

無責任な発言もあります。何が真実なのか、真実はたくさんあるのか、最低限の共通

性はどこにあるのか、１つの情報だけではなく、客観的な評価できる様々な教材を子

どもたちに提供する。そして、子どもたち自身が学んで、測って、確かめて、自分の

確信を得られるようにしていくことが求められると思いますが、この点についてはど

のように考えていらっしゃいますか伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。
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今言われたことは当然のことだというふうに考えています。偏ったいろんな１０人

がいれば１０人が違うことを言っているわけですね。安全だ安全だと言う人もいます

し、福島県民は今すぐにでも逃げなければいけないレベルだという極端なことを言っ

ている学者もおりますので、我々としては測定を続けながら、そういう情報をできる

だけ詳しく保護者にお知らせをし、そして、講演等も行いながら進めていきたいと。

今、指示しているのは、子どもたちに対する放射能の講演というか話を村内の有識者

の方がおられますのが、その方にお願いをして、３０分、４０分の時間ですが、子ど

もたちにも直接に語りかけていきたいと。昨年も中学生全部については、野口先生に

講演をしていただいて、放射線から身を守るためにということで、１時間ほど講演を

していただきましたので、そういう形で情報をきっちりと伝えながら、正しく理解し

て、そして正しく恐れて、そして正しく行動すると、この３つの理念で進んでまいり

たいというふうに考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 今回の事故を私たちは決して忘れてはなりません。あの事故から何

を学び、何を後世に伝えていくべきなのか、この観点からもしっかりとした教育をお

願いをいたしまして、私の一般質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で３番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休憩いたします。再開は午後３時０５分といたします。

（午後２時４８分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後３時０５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） １番鈴木康広君より通告ありました「大玉村の魅力ある村づくりと

住民生活の維持について」、ほか１件の質問を許します。１番。

○１番（鈴木康広） １番鈴木康広です。議長より発言の許可をいただきましたので、先

に通告しました大玉村の魅力ある村づくりと住民生活の維持について質問を行います。

魅力ある村づくりのための重点施策については、午前の２番議員の質問の中で、最

優先としては、生活空間の放射線量低下。民間活力導入によるパート等の住宅の提供

によっての定住人口の増加。子育て支援などの答弁がありました。それによって、住

民生活の向上の成果が速やかにあることを望みます。

続いて、村民の現在の生活を少なくとも現状よりも悪化しないように維持するため

の緊急かつ具体的な対策について伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 村民の生活維持のための対策について伺うということでございます

が、これはやっぱり緊急を要することは、これはやはり今の一大取り組みである除染

対策です。そして、除染対策と同時に、これらに対して仕事づくり、今、雇用関係、

そういう問題だいぶ低下しておりますから、こういう働き場というようなことに処し
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ていきたい。それから、生活維持のためということになれば、今言ったようなことと、

それからなんと言ったって大切なことは健康でありますからね、これもやっぱり除染

抜きにしては考えられない。あと今までやってきた定住人口、それから今の子育て関

係、こうしたこと等についても、実行あるしっかりした今回、施政方針で申し上げま

した。また、予算にも計上してあります。これをしっかりと実施をしてまいりたい、

そういうふうに考えております。

なお、第４次総合振興計画、こうしたことに基づいて大玉村というものをこれから

着々と進め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） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。続いて、村民がこの地で生活していくため

には、今、村長が言われたような安全な環境と経済的な基盤が必要だと考えます。そ

のための施策を大玉村で続けるためには、十分な財源的な裏付けが必要と考えます。

今後の短期的並びに長期的な税収の予測、固定資産などの固定的な税収等、住民税な

どの流動的な税収なども含めて今後の予測について伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 税収関係の予測ね、それとあと支出の問題ということでありますが、

税収は、今回も施政方針の中でいろいろと評価外とか震災によるところの要するにダ

ウンとか、こういうことで説明を申し上げました。そのとおりでありまして、しから

ばこれからはどうなんだということでございますが、急に税収の伸びというものは期

待できないなというふうに思っております。

それから、支出の関係でありますが、これは相当復興債関係ね、こういう関係でも

って基金等も今回結局造成しましたけれども、あと今後も当分そうした意味の交付税

関係ね、類するもの、こういうものについてはかなり東日本大震災、そして、原発事

故災、それと福島県が原発事故災になったための特措法、こういうものが今度法律が

立法化されまして、そういうものを有効にいかして税収の結局減額分をそういうもの

でもって一歩、二歩前進策に出ていく必要があるなと、そういうふうな取り組みを考

えております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 丁寧な答弁ありがとうございます。税収は村の重要な要件であり、

土地の利用価値や人口の増減、あと村民の経済状況にも依存する形であると思います。

今言ったように税収の不足分について、いろいろな手段等を用いて税収の不足を補う

形、施策の方を実施していただくことを望みます。

関連しまして、大震災後の住民の転出について、いったいどれくらいの人数が転出

しているか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） １番議員にお答えいたします。

転出数ですが、３月１１日以降２月末現在で２８０名になっております。

○議長（佐藤 悟） １番。
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○１番（鈴木康広） 今、２８０名という数字ということで、今、議場内にも２８０名と

いう数字について声が挙がったという、期せずして声が挙がりました。この数字が多

いのか少ないのかということについては、各自の考え方だと思うんですが、私もちょ

っと聞いた感じでは多いなという印象を持ちました。そういうような人口の減少を防

ぐためには、当然、魅力ある村づくりと経済的な施策が大玉村の今後の発展のために

は必要だと思います。長期的な視野からの施策と現在の状況に対しての対策、このこ

とについて（不規則発言あり）

続いて、農産物の風評被害にどのような対策を考えているかを伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 農産物の風評被害ね、これはなんと言いましても除染をしっかりや

っておりますよと。それからあとは、やはり出口でもってしっかりした検査をしてま

すよ。そういうことで市場に基準を超えるような、こういうものは出回るようなこと

は絶対防がなくちゃならない。こういうことでやっぱり信用回復。それとあと大玉の

農産品等は、安心して、これは食することができる。こういうやっぱりＰＲも大切だ

ね。あと個々具体的なこと等の取り組み関係、いろいろ計画がございますので、担当

課長の方から答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員にお答えいたします。

農産物の風評被害対策でございますが、ご承知のとおり、４月から現在の食品に関

する１キロ当たりのセシウムの暫定規制値５００ベクレルから１００ベクレルに変わ

るということで、基準が厳しくなれば風評被害払拭につながる可能性もありますが、

基準を下げても消費者が安心感を持たなければ、農業にとっては大変厳しい状況は打

開できないものと思っております。そういった中で、いわゆる国の段階で検査体制の

充実や不安を抱く消費者への説明、また、農家が安心して営農に取り組める万全な体

制が必要かと思います。そういった中で、国が的確な情報を発信しまして、現在、流

通している農産物は安全なものが流通していますよと。また、安心な農産物のＰＲ、

イベントや販促活動を地域全体で実施して、風評被害対策に進める必要があるかと思

われます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 私も風評被害というものは、間違った情報や情報の不足からくる不

安が原因だと思います。村のホームページやおおたま広報等で、村内の農産物の方の

放射性検査のデータについては公表されております。しかし、それで十分でしょうか。

年配の方にはネット情報を要するに取るためのパソコンの操作が苦手な方もいらっし

ゃいますし、直売所等で購入する観光客の方などについては、そこにちょうど来て、

今言ったようなおおたま広報は当然見ることができないと思います。と考えますと、

直売所などの検索の活用方法としては、簡易ベースのものを見やすい場所に置いてお

いて、購入などの判断の材料の１つにするなどというようなことも考えておりますが、

それについては検討はどうでしょうか。
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○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに食品の安全のための放射性検査の結果の公表関

係でございますが、昨年の１１月より農産物等の放射性物質の測定を行いまして、ま

た、依頼者については、その測定結果をお知らせし、１週間ごとの結果については村

ホームページ、そして、月ごとの結果については村広報紙に掲載して、皆さんに本村

で生産された農産物の安全性の確保のため、公表しているところでございます。今ほ

ど１番議員さんから話がありました、直売所に掲示してはどうかということで、現在、

村の広報紙で掲載しているものをこういう大玉村で測定結果についてはこういう数字

が公表するということについては可能かと思いますので、今後、検討してまいりたい

と思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 消費者サイドに立った放射能検査の結果の更なる活用などお願いし

て、この質問を終わります。

続きまして、地場産品の魅力を上げるための農業農産物の６次化について、商品購

入などについてのどういう方々をターゲット、要するに目的としているか。また、魅

力ある商品の企画開発のための手段、方法等について伺います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） 地場産品の関係でございますが、現在につきましても直売所等

で農産物をはじめ、本村で生産された農産物等を販売を行っておるわけでございます

が、今回、農業の６次化という時点で考えますと、農産物をただ販売するだけじゃな

く加工し、それをいわゆる農業の１次産業、２次産業、３次産業が連携して農業の６

次化を進める段階で農産物の加工品等については、今後、十分検討してまいりたいと

思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 大玉村の農産物が６次化によって、農業のみならず商業など、その

ような産業が活性化されることを期待しています。

魅力ある村づくりと住民生活の維持についての質問の最後として、大玉村の魅力を

広報の方法と範囲について、人口増加の目的の１つとして、若い世代に積極的にアピ

ールすべきではないかと思います。村内には新しいアパートや住宅団地などがあり、

その方法手段としてはおおたま広報などが考えられると思います。先ほど午前中の２

番議員の質問の答弁の中で、住宅団地等の今現在、広報等が取れていないということ

について、常にアンケート調査等が進んでいるという話がありました。今後、検討す

るという答弁がありましたが、実際にその必要性を判断しています。そういうような

実施に移すか、それに関してのスケジュール等があれば伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） １番議員さんにお答え申し上げます。

午前中の概要でありましたが、具体的に申し上げますと、３月２０日までに現在、

アンケートを実施中でございます。約４３０戸をターゲットにしましてアンケートを
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実施中です。まず、あなたの組に集落の組織でございますが、入っている、入ってい

ない、入っていない理由、存在を知らなかった、お金がかかるから、区費等の支払と

かなど、行事等の役務があるから、ごみ拾い等があるから入らないとか、そういった

具体的な理由もちょっと聞いております。更に現在、村の情報をどのような形で入手

をしていますかということで、村のホームページや公共施設等の情報コーナー、公民

館、アットホーム、プラント５等々入手方法が全くないと、そういったことも実態と

してお聞きをしたいと思います。あとは、あなたは、村からの情報が必要でしょうか

と。必要、必要ない。必要とされた方は具体的にどのような方法で、そういった情報

を希望されますかということで、郵送とか直接取りに行くとか、改めて今後、組に入

りたいとか、こういった内容を端的にまずお聞きをしまして、具体的にそれらの回答

に基づいて、もっと踏み込んだ具体的な方策を含めたアンケートも実施していきたい

と思っていますので、できれば年度の前半中には、何とかその辺の方策も意向を考え

ていきたいというふうに考えてございます。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 実際には大玉村という形で各行政区の方の組等に入ること、これは

当然望ましいこととは思います。ただ、今、それぞれの経済状況や家庭状況があると

なれば、なかなかそれについても一概には簡単には言えない。今言ったような情報を

集めることによって、より望ましい、要するに広報方法が確立することを願っており

ます。除染をはじめとしたいろいろな取り組みを村の総力を挙げてより望ましい未来

へと一歩一歩着実に進む大玉村を実現して、それを村外にアピールすることで、その

方法と効果が、近隣市町村にも波及して、ひいては福島の復興の起点となることを私

は強く望んでおります。

通告の２番目、大玉村の地域教育づくりと魅力ある教育について、最初に地域教育

力向上の目的とその具体策について伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） １番議員さんにお答え申し上げます。

地域教育力という定義でございますが、教育ビジョンの中でうたっている地域教育

力というのは、学校を支援する場合を特に指して言っていますが、これについてはよ

り多くの方にかかわっていただいて、地域力を高めて学校を支援していただきたいと。

そして、学校を校長以下の先生方にすべて任せるのではなくて、地域で一体となって

支援しながらコミュティスクールというような形で運営をしていきましょうというこ

とです。そのためには、地域力がないと、これは学校に例えばもの申したり、支援す

るということができませんので、そういうことが実現するような地域力を付けていた

だくということになりますが、その場合には具体策ということですが、今、教育フォ

ーラムをやったり、講演会をやったり、学校支援地域本部を作ったりということで、

多くの方に学校に関心をよせてもらうところから、まず、始めようと。玉井小学校に

ついては、平成２４年度に田植踊りを子どもたちに継承のためにやっていただくとい

うようなことも始まるということで、少しずつ地域との関係が構築されるということ
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で、そのようなものを具体策として検討していきたいと考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 未来を担う子どもたちが健全に成長する環境づくりと子どもたちが

目標を持って生きるような気概を持たせるためにはどうすればよいのか、今、本当に

真剣に考える必要があるかと思います。

続きまして、村内児童、生徒について、特に以前から住んでいたが、震災後に転出

してしまった人数と、その人たちが今現在、戻ってきているかということがあれば伺

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １番議員さんにお答え申し上げます。

震災以降、特に２学期以降、夏休みを契機としまして転出者がおりまして、現在、

小学生が１２名、中学生４名の１６名が県内及び県外に転出しております。県内につ

きましては、１名の方が会津若松市のほうに転出しておりまして、あと人数の詳細は

ちょっと準備しておりませんが、県外の１５名につきましては、北海道、宮城県、山

形県、埼玉県、兵庫県の方に現在、提出しているような状況でございます。現在のと

ころ戻ってくるというような情報がございませんで、２学期及び３学期になって、ま

た、転出する方も村内に目立っておりませんので、少し落ち着いたような状況かなと

考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） いろいろな状況から転出を余儀なくされた方々が、地元大玉に一日

も早く戻る日が来ることを願っています。

ここで改めて村長に伺います。魅力ある教育というものについて、いったいどのよ

うな感じを考えているでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 一口に言えば魅力ある教育ということであれば、これはこういうこ

とであれば、このまま成長すれば立派な大人の社会人として通用するなと。要するに

心身ともに健全なやっぱり子どもでしょう。これがやっぱりそれをいかに具体化、具

現化していくかと、これが魅力ある教育と、こういうことに思うんですね。もっと一

歩突っ込めれば、これはやっぱり知育、知識ね、それから健康、体育ですね。あとは

徳育ですよ。人間の精神です。知、徳、体、こういうバランスの取れた教育、これが

やっぱりしっかりとやっていくことによって、心身ともに健全な魅力ある子ども教育

ということになると思いますね。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。では、魅力ある教育の実現のための具体策

という形について、学校教育の分野のほうから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） １番議員さんに魅力ある教育の学校教育における具体策と

いうことでございますが、先ほど教育長も申し上げましたが、平成２３年度から実施
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しております教育ビジョンに基づきまして、コミュニティスクールを中心としました

地域に支えられた教育の推進、それからこれらの中身としましては、大玉学園により

ます幼稚園、小学校、中学校における一貫教育の推進ということで、平成２４年度に

主要科目の一貫カリキュラムを作成しまして、２５年度が実施したいという計画でお

ります。それから、村講師配置によります学力向上の推進。それから、ＥＬＴ配置に

よります小学校、中学校の英語教育の推進。それから特別支援教育の支援員配置によ

りまして、特別支援教育を充実させたいということでございます。それから、スクー

ルソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの活用によりまして、子ども、家庭へ

の支援をそれぞれ充実させたいということで、現在、進んでおります。主なものが以

上でございます。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 今、挙げていただいたように、大玉村においては、正に魅力ある教

育の実現のための方策を多数実施していると思います。

続いて、同じく具体策として生涯学習の分野について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） １番議員さんにお答え申し上げます。

生涯学習の分野につきましては、同じく教育ビジョンに基づきまして、みんなで支

え、みんなで育て、みんなが育つということを目指して、学校支援地域本部事業によ

ります学校支援ボランティアの派遣、それから放課後子ども教室の取り組み、ライフ

ステージに合わせた学習関係、ボランティア養成講座事業、小学生と老人クラブさん

の世代間交流推進事業などに取り組んでおります。また、健康面につきましては、ス

ポーツクラブやスポーツ少年団の支援、村政執行方針にも記載されておりましたが、

村民運動会、それから小学生水泳大会、安達太良健康マラソン大会等の取り組みをし

ております。それから、指定文化関係でございますが、指定文化財の活用や無形文化

財年中行事の伝承事業、それから安達太良ふるさとホールの利用、促進、文化の伝え

の事業の実施、最後になりますが、平成２４年度に子どもの読書活動の推進に関する

施策についての計画を策定し、読書活動も推進していきたいという考えでございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 私も学校とか、若しくは支援という形でボランティアを行いながら、

その一端を担っております。

質問の最後に、私の考えを述べさせていただきます。私は最も子どもたちに必要な

ものは、それは安心できる居場所ではないかと思います。自分がそこにいることが、

心から望まれている安心感が自己の存在意義の礎を作ると思っています。同じように

若者や私たちも家庭や地域、会組織において、力を発揮する場所があるからこそ、必

要とされることの充実感が意欲を見いだしていくと思います。今、目の前には大きな

問題が立ちはだかっています。だからこそ多くの人々に積極的に協力を求め、それぞ

れが自分のできる役割を担いながら、より望ましい状況をつくっていく。みんなが１
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つになって物事に当たっていく。これが必要だと思います。これですべての質問を終

わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で１番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで議長からお諮りいたします。

議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、７番佐藤誠一君より通告ありました「原子力災害について」

ほか１件の質問を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 議長の許可をもらいましたので、７番佐藤誠一が、これから２つの

質問をしたいと思いますので、当局には明確なるご回答をお願いしたいと思います。

昨年のちょうど今の時分、議会最終日だったんですけども、３・１１のあのような

大地震が起きまして、更には津波、更には原子力の水素爆発等がございまして、この

１年間、本当に原発、原発、放射能、放射能というような言葉が使われない日が一日

もなかったというふうに感じられる昨今でございました。その中で通告しておりまし

たとおり、原子力関係から質問に入りたいと思います。

我が村は、ご承知のように米を中心とした水田地帯の農村でありまして、一番気が

かりなのが、この米の作付けについてであります。国においても今月の３１日までは

暫定基準ということで５００ベクレルまでの基準だったんですけども、４月以降、基

準値として放射性物質の基準が１００ベクレル、食に関しては１００ベクレル以下と

いうふうな線引きをするわけでございますけれども、残念ながら旧大山村地内におい

て、２件の１００ベクレル以上を超える米が算出されたということでございますけれ

ども、これらについて正式な数値を当局にお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんにお答えいたします。

米の緊急調査の結果でございまして、先ほど７番議員さんからもありましたとおり、

旧大山村から１００ベクレルを超えたものが２件検出されたという、その数値という

ことでございますが、これらにつきましては最高値が新聞でも報道されておるとおり

１７７ベクレルでございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） あとの１件は、それ以下だったということでよろしいんですか。ち

なみに数字が分かっていれば教えていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんにお答えします。

もう１点でございますが、これにつきましては１３８だと記憶をしておりますが、
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その２点が検出されたものでございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございました。地域的には大体は把握しているん

ですけども、大山の方部的にはどのような方部だったのか、改めてお尋ねしたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんにお答えします。

今ほど旧大山村から２点の１００ベクレルを超える米が検出された地区ということ

でございますが、これにつきましては今回、除染を重点的に行う１１区、１６区の旧

大山村の東部地区からの米が１００ベクレルを超えたものが２点検出されたものでご

ざいます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） ちょっとこの件については最後の質問になりますけども、この新基

準値による１００ベクレル以上の地区においての今後の作付けについては、その除染

すれば良いというふうに理解して良いのか、再度お尋ねしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんにお答えします。

米の作付関係でございますが、今ほど旧大山村から２点の１００ベクレルを超える

米が検出されたということで、これにつきましては２月２８日、農水省から発表があ

りまして、２４年産稲の作付けに関する基本方針というのが示されたところでござい

ます。これによりますと、いわゆる新基準値が１００ベクレルになるということで、

３段階に農水省の方から発表されました。１つは、５００ベクレルを超えた地区と１００

ベクレルから５００ベクレルの間で点在的に検出された地域と、１００ベクレルから

５００ベクレルを超えた部分が限定的な地域、この３つの段階で発表されたわけでご

ざいますが、旧大山村におきましては、２３年産米の調査結果で１００ベクレルを超

過した米の発生が一部の農家に限定され、面的な広がりが見られないことから、１０

０ベクレルを超える米の発生が限定的な地域と判断されたわけでございます。そうい

った中で、米の作付けを行う場合は、いわゆる作付米の吸収抑制対策の実施というこ

とで、対象農家などの可能な限りの反転耕や水田の土壌条件に応じたカリ肥料や土壌

改良剤の投入、また、生産管理の徹底、米の放射性物質の調査などの生産管理計画を

提出して、これらを取り組むことにより大山地区が作付可能となったわけでございま

す。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） あと除染関係には、後ほど質問しますので、次の質問に移りたいと

思います。やはり農業関係においてですけども、昨年非常に畜産農家、特に牛を飼っ

ている肥育農家なり酪農家などが、草地の作付けはしたんですけども、自分で作った

牧草がもう１本もくれられなかったというふうな事情でございまして、現状も続いて

おります。また、近日の農業新聞等によりますと、もちろん福島県を含めて福島県、
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宮城県、岩手県では、来年度産、平成２４年度産の牧草の利用を自粛するということ

を声明しておりますけども、これらについては、どのような情報を当局は把握してい

るの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） ７番議員さんに牧草の利用関係でございますが、これは既に発

表されておりますが、牛用の飼料の放射性セシウムの暫定許容値が現在３００ベクレ

ルでございますが、４月から１００ベクレルに見直されます。そういった中で、収穫

済みの牧草の利用の可否については、県が牧草のモニタリング調査を行い、新基準値

を超えないかどうかについて地域ごとに判断することとなっております。そういった

中で、調査結果によって新基準値を上回る場合は、代替肥料の粗飼料の切り替え等の

指示がございます。そういった中で新基準値、いわゆる４月１日でございますが、こ

れらについては乳用牛については、３月１５日までには切り替えなさいよと。肥育牛

については３月末まで与えても良いという、こういう別々な取扱いになっております

が、こういった形で４月から新基準値が現在の３００から１００ベクレルに見直され

て、このような取扱いがなされるということで、通知が入っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） ある程度分かりましたけども、もうちょっと質問したいと思います。

福島県においては、新たに５つの市町村が新基準になって、当然、ベクレルが超える

ということで、郡山市、田村市、小野町、猪苗代町、更にはいわき市の５市町村が一

部の地域で上回るということで、全部で５９市町村のうち２５市町村がこの枠を超え

てしまうということになってしまうんですよ。そういったことで、ここに私記載して

おりましたけども、昨年、収穫したこの牧草がラッピングして山のように積まれて農

地に放置されておりますけども、これらの処理について、当局はどのように考えてい

るのか、まず、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） ７番議員さんに昨年の牧草の処理の関係でございますが、これ

につきましては、汚染された牧草、稲わら、堆肥の処理ということで、農業系汚染廃

棄物処理事業、これは国の内閣府の予備費からこういう事業を創設しまして、農家負

担なしにいわゆる全額この事業で賄うということで、本年度については大玉村につい

ても、１月の臨時議会で予算を計上をいたしまして、現在、畜産団体と協議いたしま

して、パイプハウスを設置して、その中に汚染の稲わら等を一時保管するということ

で、現在、畜産団体と協議を進めているところでございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 現在も畜産農家いろいろ戸数は減ってきているというふうに聞いて

おりますけども、このパイプハウスに入るですね総数のトン数は何トンくらいになる

のか、ちなみに伺っておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんにパイプハウスの総量でございますが、本年度に
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つきましては、いわゆる汚染系の稲わら、牧草、堆肥等について、単年度では処理で

きませんので、新年度、２４年度についても予算措置をしておりますが、今年度に実

施予定ものについては、いわゆる酪農農家の汚染の稲わら等を保管しようということ

で、それらの部分について、いわゆるパイプハウスの中にどのぐらいの収容可能か、

それによってパイプハウスについては、原則、その酪農家の農地等の部分に設置して、

各農家のいわゆる農地に保管するということで、現在、総量を把握しているところで

ございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 大体理解しているんですけども、これももしそのほかの汚染された

放射性物質のようにですね、仮置き場にセッティングする３年、それから中間貯蔵等

にこれ運びこまれるのか、込まれないのか、それについても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） ７番議員さんにお答えします。

今の汚染物のいわゆる仮置きで、その後、中間処理場に運ばれるのかということで、

あくまでも今回一時保管庫という形でパイプハウスなり、そういう形で設置しますの

で、何年か後には中間処理場に運ばれるものということで、あくまでも一時保管とい

う形で事業を進めております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） なるだけね、草のうちには０.５くらいのマイクロシーベルトであ

るそうですけども、ああいう凝縮しますと、すごく放射性が上がって、場合によって

は５マイクロシーベルトくらいまでの機械では振り切れてしまうというような実例も

ありますので、早期に、そのような処分をしていただけるようにお願いしたいと思い

ます。

それでは、次の質問に移りたいと思います。ちょっといろいろページ数もあります

けども、１０点ほど伺いたいと思います。大玉村復興計画(案)について、これは今年

の２月１６日付で大玉村が、大玉村復興計画(案)を定めて我々に配布したわけでござ

いますけれども、その中ではじめにというページでございますので１ページになりま

すけども、ちょうど大玉村は水素爆発した第一原発から６０キロの位置に位置してお

りますけども、アメリカ等の学者、ヨーロッパ等の学者に言っている範囲では、少な

くとも８０キロ以上離れなければならない。あとチェルノブイリ辺りではもう当然大

きい国でございますので、１００キロ以上離れたところに避難しているというふうな

話も伺っておりますけども、この大玉のこの６０キロ以内というのは、どのように判

断するのか、村長に伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） この６０キロというのは、まあこれ絶対安心ということであれば、

これは除染にこういう本気になって取り組みをしなくとも良いわけでありますから、

６０キロというのは、私はいろんな集まりで言っておるわけでございますけれども、

要するに８万円とか、支払う立場になれば４０万円とか支払うという、そういう地域
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に大玉はあるんだなと。だから、除染は全村挙げて本気になって、これはやっぱり理

解と協力をお願いしたいと、こういろんな会議で言っているんです。だから、これは

やっぱり私これから近々公表させていただきますが、思ったより水田の、あるいは畑

地もそうだけどね、土壌のベクレルが高いんです。だから、これからいろいろ組織の

皆さんたちに率直に話をして、協力をしてもらうということでありますけれども、や

っぱりそういう地域なんだなということ、だんだん分かってきている面があるんだよ

ね。だからやっぱり８０キロというのは、これはただ救われるのは、あそこの原発の

爆発したところというのは標高１５メーターぐらいなんだよね。大玉は役場のところ

は、大体２５５メーターなの。だから、ここに２３０メーターくらいの差があるとこ

とと、標高の差があると。それから、もう１つ阿武隈山系あるんだよね。だから、阿

武隈山系がまた高くなっておりますから、よほどの結局こちらに向かってくる風でも

吹かない限りは大丈夫かなとは思っておりましたが、実は今だから言いますけども、

テレビで爆発しているやつを見てね、１号機が３月１２日の３時３６分に爆発した。

そして、今度は追っかけて２号とか３号と行きましたわね、４号とか。これは、やっ

ぱり、これはなという感じはしたったね。これは場合によると、ちょっとこれはただ

事ではないなと、正直のところ、そのときは感じしました。だから、６０キロ一応避

難区域だとか、計画的避難区域とかということで、あと一部今度解除の宣言になって、

今、帰っているところも徐々に今できているような状況踏まえれば、まあ、ここで大

玉村はそう健康の関係からそんなに必要以上に心配をしなくとも良いんではないかな

と。とにかく専門家等のいろんな指導も受けている経過もあるわけですから、しかし、

土の汚れとか、それから森林の汚れとか、こういうことはもう間違いなく汚れている。

これはやっぱり全力投球でなるだけ早く除染取り組みをする。そうすれば、安心して

子どもも産めるし、育てることもできるなと、そういうことで今、そういう前向きの

考えになっております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。村長の総合的な答弁ですと、絶対に

安心できる地域ではないというふうな答弁でございましたけども、ひいてこれ相反す

るんですけども、富岡の仮設が横堀平にあるわけでございますけれども、そうした避

難してきたこの地域は、原発２０キロ以内の地域でございますので、当然避難してい

なくちゃならないということで来ているわけでございますけれども、こういった人の

心情はどのようになっているのか、誰に聞いて良いか分かりませんけども、どのよう

な気持ちでいるのかですね、ちょっと分かればお聞かせ願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 自治会もありますし、私もいろんな関係で率直に話もかけていただ

くし、私も話をさせていただいております。横堀平地区というのは、また特定地区み

たいになっておりまして、大量に土を動かしたものですから、あそこは線量が一番大

玉で低いんです。アットホームよりも低いんです。それは原因はなんだというと、大

面積を大量に土を結局、底土を上に反転した形になっております。だから、あのプレ
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ハブの中というのは、０.０なんぼの線量なんです。あと外でも０.１とか、大体中央

部関係は０.１とか、あるいは０.１５くらいなんですね。だから、大玉で一番低いと

ころはどこだというと、あの横堀平地区なんです。そういう面では、横堀平地区にい

る仮設の方々は、そういう視点では安心して生活をしていただいているなと。あと心

情は自分たちのふるさと、とてもじゃないけれども、率直にちょっと帰るのは難しい

などということを私にも言う方が何人かおりますから、だから、場所によってはそう

いう方もおりますので、大変な心情でやっぱり生活しているなと。避難生活というも

のは、本当に気の毒なものだなと、そういうふうに感じておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 住んでいるところが非常に放射性物質が低いということで、安心し

て聞いておりますけども、先ほどの前質問者によりますと、今にかけて転出者が２８０

名、学生においては小学生１２名、中学生４名が県外を含めた村外に転出している

というわけでございますけれども、本村からの国内避難というんですか、この数字が

２８０名としてとらえていいんだか、当局に伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 先ほどお答えしました２８０名というのは、全転出者と

いうことです。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） それでは、村内からも米沢なり会津あたりにも今現在、避難してい

るという人も、自主避難ですかしている人もいるそうでございますけども、当局では

何名ほどこのように自主避難しているのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

自主避難というような形で把握している人数とすれば、５０名程度ということにな

ります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。次に、２ページになりますけども、

計画の期間について伺いますけども、当初の計画では平成２４年度から２７年度の４

か年というふうにこの計画ではなっておりますけれども、それ以後については、どの

ように見直しもあるということでございますけれども、まずは４か年で実際、復興計

画がどの程度進む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） ７番議員さんにお答えいたします。

まず、この復興計画、先程来、村長申し上げておりますとおり、まず、除染を徹底

的にやるんだと。そのためには１０年というような計画もあるんでしょうけども、前

半の４年で徹底的に除染を主とする復興事業を推進していくと。その後のことについ

ては、国、県の現在いろんな復興施策未定の部分もあります。それらについては、そ

の４年後において改めて見直しなり弾力的な対応を図っていきたいというふうに考え
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ております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） いろいろ見直しもするというんですが、除染するについてはいろい

ろ放射性物質が出て、仮置き場も必要になってくると思いますけれども、残念ながら

今次議会に反対署名も挙がって、これ陳情書等挙がったわけでございますけれども、

村は今、この反対署名等の仮置き場の場所というのを玉井地区にはあるわけでござい

ますけれども、残念ながら大山地区には全然ないというようなことでございますけれ

ども、どのように今、とら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） 仮置き場関係について、理解なり協力をしていただきたいというこ

とお願いをしておるわけでありますが、それでも村の計画、自治体でもって計画を立

てる以前には、補助制度でもって区長さんを中心に５０万円の結局補助でもって取り

組みをしていただいた。これが守谷を入れて１７区あるわけでありますが、そのうち

の９つ区についてはやっていただいたと。そういうことで、そのところについてはそ

れなりに仮置きしてあるんです。だけれども、まだ８行政区の方はやっていない。し

かし、その後に今度は自治体取り組みという除染計画でもってやることになったとい

うことでありますから、そういうことになって、財産区のほうのところを一応村とし

て確保はさせていただきました。今までの取り組み関係でどのくらいのそういう汚染

土壌等が出るのかと、こういうのを考えると、これは玉井の財産区だけではなかなか

容易でないなと。だから、努めてやっぱりその地区地区にとにかく今年進めることに

ついては、もちろん玉井の財産区のほうにも入りますけれども、地区ごとにやっぱり

仮置き場は協力してもらわなくちゃならないなと。そして、１回で済めばいいんです

が、１回やって線量が下がらなければ、これは２回、３回とやっぱり手を打たなくち

ゃならない。そういうときに、これはやっぱり村で確保した財産区のほうに持ってい

くようにしなくちゃならないなと。だから、今年一斉にやることについては大量に出

るはずでありますから、これはやっぱり地区ごとにお願いをしないと、とてもじゃな

いけれども、あの財産区のところだけでは大変なこれ実質は１ヘクタールくらいであ

りますが、実質はやっぱり大きく穴を掘ったりできません。その都度その都度持って

いく穴を掘って、そして、そこで包んで土をかぶせると、こういう方式でやらざるを

得ないので、実質利用できるというのは、その半分程度の面積かなと考えておるんで

す。だから、比較的までいにやっていただいた道路の路肩の土とかなんかをずうっと

これを運んで、そして埋設したところ辺りの量を聞いてみますと、道路の場合は大体

キロ数でキロで８.３トンぐらい出ているんだね。だから、１０キロというと８３ト

ンになるんです。１００キロというと８３０トンになる計算になるんです。大玉村は

村道が３３０キロありますから、だから、公共の道路程度の路肩とか、そういう汚れ

は、これはやっぱり率先して第一にやらなくちゃならないなと。それと、重点地区の

１１、１６区の住宅等、こう考えているんです。だから、地区ごとに今日みんなやっ

ぱり理解して協力していただかないと、この事業は進まないんです。だから、お願い
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したいということなんでありますが、残念なことに結局は公共の土地を提供せざるを

得ないんです。個人の土地と言ったって無理ですから。これが、私のところにも反対

と。除染は分かると。しかし、そこに仮置きすることは、反対なんだと。こういうこ

とでありますと、進まなくなるんです。だから、さらばと言って、そういう地区をや

らないかと。やらないわけにはいかないんだねこれね。今言ったように、自治体が今

度計画の下に進める事業でありますから、そして、０.２３を目指すということはっ

きり打ち出しているんですから。それを取り組みをしなかったということで、先にい

って今度例えばこれが起因して健康がどうのこうのとなったときに、国はちゃんと数

字示してて、自治体の計画でやることになってっぺと。それをやってきたのかやらな

かったのかということになりますから、だから、こうなってからはとにかく全力を挙

げて、全住民でやっぱりこれは進めると、そういうふうにやっぱり理解してもらわな

くちゃならない。あとは結局中間貯蔵施設は４年は超えることはないということで、

はっきりとこれ細野大臣からも話をいただいておりますから。だから、これは中間貯

蔵に仮置きしたものは持っていくと。これは大玉のみならずよそもそうでありますか

ら、そういうことで、これはやっぱり今やるべきことは、線量のやっぱり高いうちに

なんぼでも下げると、なんぼでも早くやれば、早いだけ結局効果があると。それだけ

影響度が少なくなるわけですから線量が。そういうことでありますので、やっぱり住

民の皆さん方には、その辺をやっぱり議員の皆さん方にもお願いしたいんですが、よ

く理解と協力をしていただくように格別のご協力をお願いしたいなというふうに考え

ております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今、村長の言っている、答弁したことについては十分理解しており

ますけども、除染しなければならないと言う人ほど、迷惑な仮置き場は自分のそばに

置きたくないというのが心情なんですね。除染したいというような一番最初に手を挙

げた人が、自分の周りに持ってこられると、これは反対だと。もうどうしようもなく

なるくらい私の部落ですのであえて申し上げますけども、歯車が合わないんです。あ

んたは推進のメンバーに入ってっぺ、もちろん入ってますよと。その代わり自ら手を

挙げて入ってないと、立場上入っているんです。業務上入っているんです。それでも

ねあんたは賛成なんでしょうと。反対という理由はどこにありますかと、これ言いま

せんけども、反対という理由どこにあるのかなというふうに自分のところとしても、

今、非常に心情ね、思っているんですけども、やっぱり村長先頭に立って、やっぱり

仮置き場は絶対に必要でございますので、その点については要望として、やっぱり１

人でも２人でも説得できる人を説得してもらって、仮置き場を是非、やっぱり公共用

地になればお金もかかりませんし、やっぱりそれが第１策だと私も思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

次に、４ページでございますけれども、いろいろページ数もダブってきますので、

後で前後しながら下段になります。前質問者もやりましたが、今後この計画書の中に

も幼稚園と保育所が一元化するんだと。更にこれを言葉で総合保育などの方針がつい
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最近、政府で一応発表されたわけでございますけれども、やはり遊び場の関係、やっ

ぱり遊び場の関係、やっぱり室内ではどうしても外で遊ぶほど自由に遊べないもので

すから、前質問者も言ったように、やっぱり遊び場の確保について、当局にやっぱり

よそに行って良いんだというようなことだったんでございますけれども、やっぱりビ

ニールハウスでも何でもいいですから遊び場であれはそれでいいんですから、それに

ついてちょっと伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ７番議員さんにお答えいたします。

よそに行ってというのは、そういう大きな屋内施設、何億もかけるような施設につ

いてはそういうところに行っていただいて、村の中には小さな改善センターのホール

も、それからあと改善センターの体育館等も去年の夏、開放しておりますので、大玉

中学校使う村民体育館以外については、去年と同じように開放していきたいというふ

うに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） ６ページになりますけども、ここで風評被害についてなんですけど

も、今や大玉村も村長が言ったように、風評被害でなくて、やっぱり米も１００ベク

レル以上の残念ながら２か所も出たということで、風評被害でなくて実害を受けてい

るやっぱり地域だと私判断しているんですけども、この風評被害、風評被害という言

葉はやっぱり取り払って実害を受けた地域だと、言い換えてもっと強く言うなら、伊

達町のある地区、福島のある地区のように、５００ベクレル以上の非常の高い放射性

物質が出たところではございませんけれども、今後この４月１日以降の新基準になり

ますと、１００ベクレル以上はもう実害を受けた地域になるんです。そういったこと

で、この風評被害ということでなくて、このやっぱり原発はもう要らないと、廃炉に

向かって我々も大々的に宣言しているわけでございますけれども、それについて村長

どのような考えを持っているのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは風評被害の分もありますが、これはやっぱりそれ以上に実害

を受けています。これはもう論より証拠ということで、実害の地域であると。それか

ら、こういうの原発関係、脱原発ということで福島県も方針を打ち出しておりますか

ら、これはもうこういう危ないものはね、まして今、第二原発はいまだに何とか今回

難を逃れて形になってありますけれども、また、第一原発も燃料棒はこれそっくりし

て入っているわけですからね。使用済燃料もこれちゃんと格納容器のプールにあった

わけですから。なんかチラシなど見ると、初めて分かったんだが、１万６,３３０本

ぐらいあるんだね、第一と第二で。これは危ないんです。これ何事があれば大変なこ

とになるわけでありますから、それをそこにこうやって今のところ冷やしておくとい

うことでありますから、まあこういうものを今後のこれを最終廃炉にして、それをど

こにどう処理するかだね。大変なことだね、これ。まあ、そういう意味では脱原発で、

そういう危ないものはもう手を付けない、福島県から要らない。そういうことではこ
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れはもう県もそういう方針だし、私もそういう考え方でいろんな機会に話をさせてい

ただいております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 是非そのような本村も６０キロ圏内は、外国の学者等は完全に危険

地帯だというふうに言っておりますので、その点も含めて大々的にやっぱりもらう金

はもらうし、もう東電はいろいろな資産があって、２００数十か所も施設を持ってい

るという、そんなことも近日のマスコミ等でやりますので、国からばっかり金を出す

のでなくて、やっぱり東電はやっぱり自ら身を切って支払っていくものは支払っても

らうというふうな方針も村長先べんに立ってやってもらいたいと要望しておきたいと

思います。

この６ページの下段になりますけども、放射能の物質に汚染された農産物が優先し

て、今、有機農法だ低農薬農法だというふうなことを２～３年前まで大々的に宣言し

たほうが良いだろうというふうなことでございますけれども、この放射能に汚染され

たということで、有機農法や低農薬栽培の言葉が吹っ飛んでしまったんです。ある果

樹農家も、私も一応昨年の９月までエコ農家だったんですけども、エコマークこれや

っても放射能に汚染された福島県の果樹なんては食べられっかいと。ある農家は気持

ち的に贈物やったら、そっくり物が返されてしまったというふうな実例もあるわけで

ございますので、この点の有機、低農薬栽培の奨励や堆肥活用の促進など、人に環境

に優しい農業の振興を図りますという文言は消えてしまうと思うんですけども、この

当局においてこの文言ですね、これから復興していくんだという話の中では生きてお

りますけども、今、放射能も総理大臣だけが収束宣言やっただけで、今だって飛んで

いるか飛んでないかというと、雪降るとずーんと体育館の続かった放射線の測定器あ

りますけども、雪だの降ると０.７くらい上がるんですよ。昨日なんては０.３６くら

いに下がっておりますけども、このことについて当局はどのような判断をするのか伺

っておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは先べんを切ってより安心、安全ということで有機農法とか低

農薬農法というのは非常に脚光を浴びておったわけでありますが、これが今回の事故

でもって、今おっしゃられるようなそういうことになってしまった。しかし、中長期

的に考えれば、その目標を掲げていくということについては大切だと思うんです。今、

露地物でだめならば、ではしからばハウスということでもって、あまり空気線量に影

響のない、そういう中での例えば有機農法とか、あるいは低農薬農法とかと、こうい

うことでやっぱりその基本とすべき、それからあと目標とすべきことは失ってはなら

ないなと。ただ、栽培方法、手法、これは工夫を凝らしていく必要があるなと、この

ように考えておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 是非そのような方向に前向きに前進していただくことを要望してお

きたいと思います。
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次に、７ページに入ります。この枠内の下段になりますけども、企業への誘致につ

いて伺っておきます。上部上場されておりますある企業、企業名を出してもいいと思

いますけれども、郡山を拠点とするゼビオという会社が本社を移転するんだと。なぜ

移転するんだと言ったら、やっぱり放射能、この原発関係でやっぱり福島県ブランド

ではどうしようもないということで、いち早く群馬ないし東京に本社を移すというこ

とが報道されておりますけども、その中においても、本村では県の復興ビジョンでは、

医療ロボットの研究や創薬開発などの医療産業うんぬんということで、国や県に企業

誘致を呼び掛けていくんだということでございますけれども、これ今の私の前段の話

からすると、ちょっとこれ筋違いなことだと思うんですけども、今の時期にこういっ

た事態に企業が本当に来るのか来ないのか、どのように判断しているのか、まず、伺

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これまだ確定的ではありませんが、大玉村に今もそういう話があり

まして、かなりの面積をほしいということで、そういう話がありますし、今のところ

２件ほどそういう話があるんです。だから、これからの道筋で、それが確定というこ

とにはまだその段階ではありませんが、やっぱり場所柄かな。４号国道という、そう

いう場所柄だなと。地の利が生きているんだなと。したがって、やっぱり今、大切な

ことは雇用の場の確保でありますから、雇用対策ということで来る企業等については

行政の立場としても、努めてやっぱり来てくださるような、そういう誘導策といいま

すかね、こういうことを積極的に取り組みを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） ７番。

○７番（佐藤誠一） 是非そういう話があれば来るなということは言えませんので、是非

誘致に努めていただければというふうに思っています。

次に、１３ページの枠内の下段について何人か質問しておりますけども、私も私の

角度から大玉村地域新エネルギービジョンについて、その基本方針に基づき推進して

いくんだと。その中には堆肥やバイオ燃料の製造、活用技術などを生かすとともに、

水資源豊かな本村の特徴を生かした小水力発電、太陽光発電、木質系バイオマスの導

入について調査研究を進めていくということでございます。幸いなことに繰越明許に

なりますけども、中学校の体育館が新しくできれば、コカコーラの２,０００万円の

寄附によって太陽光についてはできるわけでございますけれども、この中身そのもの

について、太陽光以外にどういったものを今後、活用していくのか、当局に伺いたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

復興計画の目玉であります再生可能エネルギーについては、太陽光につきましても

避難所、蓄電設備を兼ねたような太陽光発電を５基程度考えております。それから、

小水力につきましては、かつて明治時代に大玉村にも水力発電所があったということ
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が言われております。それらの跡地も含めて大玉村の河川の中で小水力がどのぐらい

可能なのか、それらについて現在も調査を続行しております。これらの調査結果につ

いては、２４年度全般程度には出るものと思っております。

それから、木質系バイオマスについても、再三村長が申し上げております。除染等

も含めたような、そういう仕事づくりも含めたような木質系バイオマス導入について、

どのぐらいの形で導入ができるのか、費用対効果はどうなのか、その辺も含めて逐次

調査検討に入る計画であります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） やっぱり一番最適なのは、村の気象条件やその他の条件に一番合っ

たものが最大に良いんだろうと思いますので、ここもちょっと風の里などというくら

いに風も強いわけでございますけれども、風力発電についてはいろいろ調査したらだ

めだったということもありますけども、二股山なり布引辺りの山に行きますと、何基

もこれ今、風力発電等もできておりますので、ちょっと風の吹くところでございます

ので、その点も含めながら再度調査に入っていただければというふうに思っておりま

す。

最後になりますけども、１７ページの枠内、１１の地域ぐるみの子育て支援につい

て伺っておきます。我が村は福島県、全国にも先駆けて中学３年生までの医療費無料

化とか、今年の１０月からは高校３年での無料化等も図られるわけでございますけれ

ども、こういったことについても注目されている村でございますので、今後も続けて

いただければというふうに、続けていくと思いますけども、やはり一番心配なのは放

射能関係で、一番なりやすいのは甲状腺ガンだというふうに言われております。また

は骨に入る、セシウムやプルトニウムというふうな、その物質名でちょっとなるガン

は変わってくるそうでございますけれども、この妊婦、乳児等について、どのような

計らいをしているのか当局に伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） お答えいたします。

現在、内部被曝の影響による健康リスクに対する検査として、ホールボディカウン

ターによる内部被曝の検査を実施しております。行政報告でも申し上げましたが、１

月３０日から２月９日まで、それから２月２２、２３日の合わせて１１日間を実施い

たしまして、現時点での妊婦さん全員、それから４歳から６歳の未就学児については

すべて対象にしまして９５％程度受診しております。この段階における放射線の内部

被曝については、５０年間の積算の被曝線量は１ミリ未満という数字が出ておりまし

て、現時点では内部被曝の影響はないものというふうに考えております。今後につい

ては甲状腺検査、これは県において全１８歳未満について実施するということで、こ

れについてはこれからですね、今は警戒区域、計画的避難区域の子どもさん優先にや

っておりますけど、これらについては県事業としてまもなく実施されるだろうという

ふうに考えています。ホールボディカウンターについては、今後、小さい子どもさん

は座っていられないということで４歳以上というふうになっているんですけども、こ



-102-

れらについても引き続き４歳到達時の適当な時期に実施していくというふうに考えて

います。また、健康診査については、甲状腺検査については数年おき、３年とか、そ

ういう期間で繰り返し行われるということで、継続的な検査をやっていくというふう

になると思います。それから、１８歳以上については、先ほども答弁しましたが、３９

歳までについても、経年的に継続的に健康調査を実施するというふうになっておりま

すので、そういう形で、いずれにしても早期に見つけていく検査を継続的に行ってい

くということを基本にして進めていきたいというふうに思っています。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今の説明で十分わかりましたので、何がなんでもやっぱり原発にお

いては健康第一ということを前提にして、この復興元年、村長が言っておりますよう

に、平成２４年は復興元年の年でありますので、是非ともこれらのカリキュラムに従

って、住みよい村づくりにしていただければということを要望して、次の質問に入り

たいと思います。

若干時間の関係で早口になりますけども、質問したいと思います。以下、５点です

ので、よろしくお願いしたいと思います。

基本方針の中の４ページになりますけども、安達地方行政組合についてでございま

すけれども、この中で放射性物質が含まれている焼却灰等があるということでござい

ますけれども、今、どの程度焼却灰があるのか伺っておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

現在の焼却灰の量でございますが、３,１５４トンとなっております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今、どのような保管されて、今後どのようになるのか伺いたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

現在、東和クリーンヒルに一般の埋立物とは別に仮置きしているような状況でござ

いますけれども、国で基本的な方針示しております。そういう中では８,０００ベク

レル以下については、通常の廃棄物と同等の扱い。８,０００ベクレルを超えて１０

万ベクレル以下については、国で管理しますよということなんですけれども、既存の

管理型処分場で処理をしてくださいというような方針です。それから、１０万ベクレ

ルを超えるものについては、中間貯蔵施設等を国が管理するというような内容でござ

いますが、広域行政組合としては８,０００ベクレルを超えるものについては、すべ

て国が責任を持って処理していただきたいというような要望をしているところでござ

います。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今、心配しているのは、やっぱり福島県放射能に汚染されておりま

して、東京や今度神奈川県の知事も手を挙げましたけども、放射能に汚染されない瓦
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礫等は当然、我々も電気を使っているんだから焼却に協力しますというふうなこと言

われますけども、このやっかいな放射能に汚染されたものがあるだけで、これ 違和

感を感じる人もいるわけでございますので、その点についてどの程度の期間で処理を

していくのか再度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） 現在、国で中間貯蔵施設を４年を超えない程度で中間貯

蔵施設を造るというようなお話しでございますけれども、それらについて焼却灰につ

いても中間貯蔵施設に保管していただくような要望をしていくというようなことでご

ざいますので、４年を超えない程度というふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 是非そのような方向で国も出しておりますので、よろしくお願いい

たします。

次に、(2)の放射能関係について５ページになりますけども、放射性物質に汚染さ

れ、低減化を図るべき農地の面積を伺いますけども、先ほど東部地区だということで

ございますけれども、この面積についてどの程度あるの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） ７番議員さんに東部地区、今回実施します水田の除染事業の実

施面積でございますが、１１区、１６区合わせて約９２ヘクタールでございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どのような方法でやるかは大体分かっておりますけども、今、ゼオ

ライトやケイ酸カリ等を配ってやるんだという、反転をかけるんだということで伺っ

ておりますけども、ただ、ゼオライトやケイ酸カリ等はセシウムを吸着させるだけで、

ずうっとそのまま残ってしまうというような心配もありますけども、そのような方法

でやるんですか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに水田の除染の方法でございますが、国なり県で

示されました農地の除染の基本方針に基づきまして、ゼオライトを散布しましてプラ

ウ耕なりの反転をしまして、その後、カリを散布しましてロータリー耕で整地して進

めるということで、あくまでも土壌の表面の数センチにあるセシウム放射性物質をい

わゆる地中に反転して、農作物が作物に吸収されないようにするという除染事業の内

容でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） その方法で進めて安全か安全でないか分かりませんけども、是非や

っぱり国の基準に従ってやらなければ、国もそのような米の買い上げもしないという

ふうな農水大臣の意見もありますので、是非やっていただければと思います。

次に、(3)に入りますけども、建設課関係、ページ６ページに木造住宅耐震改修支

援事業の計画があるということでございますけれども、ここにうたっているように、

最高限度額１戸につきどのくらいなのか伺っておきます。
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○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。

補助金の交付最高限度額というご質問でございますが、耐震改修工事に要する費用

の３分の２以内、かつ６０万円以内の額となっております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） これ申し出方式なんですか、それともこの家は危ないということが

建設課等が判断した場合、実施されるのか伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） この事業につきましては、耐震診断とセットになってございま

す。該当する住宅に関しましては、昭和５６年５月３１日以前に建築されたものであ

って、耐震診断の結果、現在の耐震基準に合致しないものが補強するという形での該

当になるという中身でございます。なお、申請者については民間住宅の所有者であっ

て、補助金の申請をするということが必要になってございます。なお、補助の対象と

なる住宅に関してでございますが、所有者が自ら居住する専用又は併用住宅と。あと

は耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないもの、補助金の交付決定年度内に

耐震補強工事が完了するもの、村税を滞納していないことという要件がございます。

なお、補助の対象になるのが、耐震改修工事に要した費用ということになりますけど

も、例えば耐震性能の向上を目的として耐震基準が適合するように補強又は改修する

工事であります。例えば耐震診断をしまして、耐震設計をやります。その結果、場所

によってはヒウチの追加とか、筋交いの追加とか、あと土台と柱と梁、それらをつな

ぐ金物の追加、更には窓のところに壁を追加するといった壁量の追加、あとは屋根の

軽量化、そういったもろもろの手法を用いて耐震基準に適合するように改修する住宅

の改修が該当になるというようなことになってございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） これ単年度事業では当然済まないわけでございますけれども、どの

程度の年数を見ているのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 再度７番議員さんにお答えをいたします。

先ほども事業期間についてお話ししましたが、補助金の交付決定年度内に耐震補強

工事が完了するものということで、例えば４月に申請すれば翌年の３月までに完了す

るものというふうにお考えをいただきたいというふうに思います。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございました。次に、基本方針の７ページ関係に

伺いたいと思います。

農業排水事業の中で、村長も玉井第二については加入率が５３.６％ということで

ございますけれども、これ何度も質問しておりますけども、これ今後の状況、また、

どの程度推進に職員等が励んでいるのか伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。
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○上下水道課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。

玉井第二地区の農業集落排水事業の接続加入推進関係でございますけれども、これ

につきましては、今ほどお話しありました５３.６％ということで、前年に比べまし

て向上はしております。更に、昨年の４月以降、件数で１０件の増加、この内訳とし

ましては、一般住宅８件、事業所２件ということで増加はしておるところでございま

す。なお、接続推進につきましては、ご存じのとおり昨年の大震災によりまして、第

二地区のエリア内におきましても、かなりの住宅被害が出ておりました。例年１０月、

１１月にかけまして職員並びに玉井第２地区維持管理組合の役員の皆様方にご協力を

得まして、２週間程度をかけまして３００件程度の未接続世帯を訪問をさせていただ

いたところでございますけれども、昨年に限りましては、まだまだその時期、住宅の

補修並びに外構の補修が進まないままでございました。そういった状況を勘案しまし

て、昨年につきましては訪問は見合わせましょうということで判断をさせていただい

たところでございます。このために村の広報紙等を活用しまして、ＰＲ記事を掲載を

させていただいたところでございます。なお、今後でございますけれども、２４年度

につきましては、今現在、ブルーシートによります屋根の補修関係につきましては、

だいぶ少なくはなってきております。ただし、一時的にお話し聞きますと、雨漏りを

止めるために、まずは屋根だけ直したと。外装であったり内装につきましては、これ

からの補修をしていくんだというふうなお話しもございます。こういった住宅の修繕

の状況をその時点で勘案をさせていただきまして、推進の方法を検討をさせていただ

きたいというふうに思っております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） いろいろな事情もございまして、私もその中の１人でございますの

で、それは分かっておりますけども、やはりせっかく造った施設を利用しないわけに

はいきませんので、是非当局にもう一踏ん張りしていただけることを要望して、最後

の質問に移りたいと思います。

最後になりますけども、８ページ関係、この介護保険について、今次の補正の事案

にも挙がっております１１号議案について、来年度以降介護保険料が１７％ほど増加

するということでございまして、一番懸念されるのがやっぱり少なくもらっている年

金生活者にどのような影響を与えるのか、やっぱり心配なんですよ。もらっている人

は大体４０万円そこそこなんですよ。介護保険このように上がっておりますので、そ

の点の心配について、まず、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） ７番さんにお答えいたします。

この４,０００円というのは基準額でありまして、介護保険は１段階から６段階ま

でございます。４,０００円は標準と言われている４段階の保険料ということで、今

おっしゃられたように住民税非課税世帯８０万円以下の年金というような方について

は、基準でいけばその半分の２分の１になると、２,０００円ということになります。

１段階、２段階については標準額の０.５ということでありまして、それなりに低所
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得者に対する保険料は上がりますけれども、すべて４,０００円ということじゃなく

て２分の１という金額になると。あとこの４,０００円のすぐ下の段階は７５％とい

う水準になってきます。そういう所得段階に応じた課税ということで、４,０００円

はあくまでも標準４段階のものを基準として、前後に金額が変わってくるという内容

でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） それでちょっと裏返して質問しますけども、なんぼ１７％増えても、

ここの大玉村の基準としての４,０００円の増というのは、もうこの県北地方でも最

も低い水準で推移しているということでございますけれども、この最も低い水準で推

移している理由ですね、どういった因果関係になるのか、最後に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） ７番さんにお答えしたいと思います。

まず、１番大きな要因としては、認定率が県平均を大幅に下回っていると。現在、

２３年度においては、福島県の介護認定率は１７.５％になっています、６５歳以上

高齢者の。本村においては、それが１４.５７％という水準です。これが今後の推移

を見ましても、福島県の第５期介護保険事業計画の最終年度、平成２６年度における

認定率については１８.０％、これ福島県全体ですね。というふうに推計されており

まして、本村は１５.３５％、およそ３％弱でありますが、これだけの開きがあると。

これがやっぱり非常に大きいというふうに思います。同時に高齢化率についても、福

島県は２３年度で２５.２％でありますが、本村は２２.４％と。２６年度に至っても

２３.９％という推計ですから、高齢化率そのものも県平均を３％程度下回っている。

これがやっぱり本村の介護、いわゆる給付費がそれで抑えられるということで、大体

感触としては３年分ですね、事業計画１期分ぐらい後追い状態になっていると。これ

が保険料が県北地区、全県内でもやっぱり低いレベルになっているのではないかとい

うふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） ちなみに県北地方で一番行政面はいいですけども、どの程度になっ

ているのか、分かる範囲でいいですけども、教えて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） 今、各市町村で議会やっておりまして、まだ全県的にも公

表はされていないんですね。いろんな会議の中では、５,０００円を超えるところも

あると。全県的には４,０００円の後半になるだろうというふうに、会議等では報告

されております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 以上をもちまして私の質問を終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。

○議長（佐藤 悟） 以上で７番佐藤誠一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇
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○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後４時５５分といたします。

（午後４時４３分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後４時５５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ５番鈴木宇一君より通告ありました「東日本大震災と原発事故によ

る本村に関する影響について」の質問を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） ５番鈴木宇一であります。先に議長に通告しておきました一般質問

につき許可を得ましたので、これより質問に入りたいと思います。なお、午前、午後

と議員の皆様私と同じような質問多々ありまして、省略しますと私の質問なくなって

しまいますので、ひとつ重複する場面が多くありますが、答弁、当局の皆さんにはご

足労かけますが、なにとぞよろしくお願いしたいと思います。それでは、まず、質問

に入らせていただきます。

昨年、３月１１日のマグニチュード９.０という未曾有の大地震、そして大津波、

そしてまた原発事故と、あの悪夢から早１年になろうとしています。本村においても

過去の被害においては、全壊、半壊又は一部損壊を含めると７３６戸と大変な戸数に

のぼっております。また、そのうえ道路、河川、農地、上下水道、学校、公共施設と

あらゆる場面で甚大な被害を受けたことは、皆様既にご承知のとおりであります。そ

して、原発事故による目に見えない放射能の恐怖におびえ、私たちの生活は全く一変

したところであります。村民の健康の不安、子どもたちの健康を守るための学校現場、

または家庭の苦悩は大変なものでした。また、農家においても農地汚染により、米は

全く売れない。野菜、果物においても、甚大な被害を被ったわけでございます。商工

業の皆さんも売上が半減し、経営において大変苦労している現状だと思っております。

そして、原発事故から一向に収束の方向が全く見えない。こういう状況の中、このよ

うな中でまず村長にお伺いしますが、大変な１年を振り返って、今までの事業等いろ

いろとあったと思いますが、その感想と今後、問題が山積している今後の復興に向け

ての決意を是非伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） まもなく１年になんなんとしておるわけでありますが、どうしても

許せないなという心境がますます強くなってきておりますね。それはどういうことか

というと、民間の検証委員会、あるいはまた政府当時の検証委員会、畑村委員長ね、

そういう方々が、畑村委員長の昨年の１２月２６日、中間報告出されたんだよね。こ

ういうのの中身でも、津波の問題とか、それからあと原子力安全委員会の渡辺さん、

テレビでもこれ放映されました。当時の原子力安全委員会の立場としては、全面電源

喪失は考えられないとこう言ってきた。そしたら、これかしということ認めたんだね。

それから、安全保安院の当時の委員長寺坂、この方もなんだ１１日から１２日の１号

機爆発にかけての２５時間経っている。この間の官邸の動きあったんだね。こういう

ときの結局ことについて、安全チェックをする立場の委員長として何をやってきたん
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だと。私は素人だったものだからと。挙げればいろいろたくさんある。あと共同通信

社に前菅総理がインタビューに答えているような、そういう内容もある。これはやっ

ぱり許せないと。これは国家社会の大罪である。したがって、日本は法治国家であり

ますから、これはやっぱりしっかりとしかるべき責任者、これはやっぱりその責めを

負うべきである。そういう認識に国も、それから東電も、その認識をしっかりと踏ま

えて、こういう大罪を犯した大変な思いでいるわけでありますから、これらの賠償責

任と、これやっぱり果たしていただく必要がある。そういうことでいろいろの私も立

場にあったので言うべきことは言って、しかし、我が大玉村で成すべきことは何かと。

これはいくつかの取り組みの中で、国とか県等で指針がなかなか出てこないんだね。

だけれども、やっぱりこれは先行しないと、学校の子どもが安全に学校にやられるの

かと、こういう問題があったんだわね。それで、大玉だけというわけにもいきません

ので、安達地方歩調を合わせようということで教育長なり、それから教育委員会の幹

部職員等集まっていただいて、そして、安達郡方式で除染をして、そうして子どもの

安全に学校に行けるように、そういうやっぱり環境づくりをしっぺということで、そ

ういう先行してやってきたような、そういう取り組みもある。また、私もいろんな復

興再生協議会のメンバーでもありますので、いろいろと除染、先ほど畜産関係の稲わ

らとか、そういうものをこれは指針ではハウスは認めない。やっぱり仮置きだから、

そういう１つのあれに基づいて置かなくちゃならない。こういうのを復興庁の事務次

官に直接電話をして、そして、認めてもらうような、そういう経過もあり、それから

水田、こうしたこと等についても深耕だと、最初あくまでも３０センチのプラウ耕と、

ゼオライト使ってね。そういうことで、私もこの復興の再生メンバーとして、これは

除染すると言うことよりも、水田の崩壊になっぺということで私の方から強く言わせ

てもらいまして、これをかなりその地域地域によって砂利起こしたり、石を掘ったん

では、水田として崩壊になっぺと。まあこれはじゃその地域の条件によってプラウ耕

をかけるというふうな、こういうことを理解をしていただいてきたというようなこと

で、やっぱりつくづく反省してみるに、言わなくちゃだめだなと。言わなくちゃ話は

通じない。それもやっぱり理論的に実態を踏まえて、なるほど非現実的なものはだめ

だと、やっぱり現実を踏まえてこうあるべきだというようなことを理論的にやっぱり

しっかりともの申さなければ、今までもだめであったし、これからもやっぱりそうし

ていかなくちゃならないなと。そして、大切なことは、前もいろいろ質問者にも申し

上げましたが、自治体の除染計画というふうなことになれば、先に行ってある意味に

おいては、これ自治体の責任を課せられているんです。この責任はよく認識してピシ

ッとやらないと、大変これは取り返しのつかない、申し訳ないことを後世に残すよう

なことになる。そういう責任感を感じておりまして、特に今年、それから来年にかけ

てはね重要な、なるだけ早くということでありますから、これはやっぱり重要な重点

期間であるなとそういう認識をしておるわけでありまして、議会の皆様方にも特別の

何回も言うようでありますが、理解と協力をお願いをいたしたいと、このように考え

ておるところであります。
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○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） ありがとうございました。今、村長のお話によりますと、この除染

計画、自治体の重要な責任を持って臨むと、力強い言葉でございました。

農家の不安対策について伺います。昨年の秋、２３年産米については、県は各市町

村に対して旧自治体、いわゆる大字ごとに緊急産米検査をしました。それぞれ１点な

いし２点のサンプル検査をし、５００ベクレル以下であったため、県は直ちに米の安

全宣言を出したところです。しかし、その後、福島市渡利・大波地区や伊達小国です

か、そして、二本松地区の岩代・渋川と次々に５００ベクレル以上の米が続出したわ

けです。このことが連日、テレビ・新聞等で報道され、全国の消費者から、福島県産

は信用できないと、こういう気運になりまして、買い控えが続出したわけでございま

す。完全に福島県の農産物は孤立した状況に現在もなっております。そのうえこの４

月からは１００ベクレルに基準を下げると、こういう厚労省の発表もあり、ますます

販売が苦戦している現状ではあろうかと、このように思っております。そこで、昨年

１２月、県はこのことからもう一度２９市町村の旧１５１市町村を対象に全戸検査の

農家緊急調査に入ったわけでございますが、まず、本村関係調査結果について伺いま

す。先ほどの質問者にもありましたが、１００以上は２件、これはお聞きしましたの

で、結構でございます。以下、何戸検査して何件、１００ベクレル以下は何件あった

のか、ひとつお答え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番議員さんに米の緊急調査の結果でございますが、まず、村

全体で申し上げますと、農家戸数が６８１戸、そのうち検出せず、いわゆるＮＤでご

ざいますが、６５６点。１００ベクレル未満、これが２３点。１００ベクレルを超え

たものが２点。これ旧市町村別に申し上げますと、旧玉井村が４１４件、うち検出せ

ずが３９９でございます。１００未満が１５点でございます。旧大山村につきまして

は２６７戸でございまして、検出せずが２５７、１００ベクレル未満が８、１００を

超したものが２点、以上のような緊急調査の結果が報告されております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 調査結果が分かりました。この１００以上２件並びに１００以下２３

件と今申されました。特に大山地区が高い傾向にあろうかと思われます。この高い傾

向、いわゆる要因ですね。気候というか、地形に問題があるのか、または作業管理体

系形態ですか、こういうものに何らかの問題があったのか、その辺の分析お分かりい

ただければ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１００を超した地点が２点あるので、その分析

等でございますが、これらについては現在、国、県等で原因究明等の調査研究を進め

ているところでございますが、はっきりしたそれらのいわゆる調査結果が出されてお

りませんが、本村につきましては１００を超えた部分については、旧大山村の鳶地区、

いわゆる空間線量が高い地区ということでなされております。ただ、県よりこの調査
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結果が参りまして、いわゆる検出せず以外のいわゆる検出されたのが２５点あります

が、これらの調査結果をずうっと見ていきますと、いわゆる自然乾燥米、２５点のう

ち１８点が自然乾燥米でございます。機械乾燥が７点、あと２５点のうちもち米が８

点、うるち米が１７点という、こういう乾燥別、うるち、もち米の別で申し上げます

と、こういう結果の分類がなされますが、いわゆる総体的には報道されておりますと

おり、作土がいわゆる表面にあるので、それを吸ったのではないかという部分と、カ

リ成分が低いのではないかという部分といろいろ報道等ではなされておりますが、現

在、これらの調査については、国、県なりで進めているところでございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） もともと東部地区の土壌の高さ、はたまた乾燥、自然乾燥が若干高

い傾向であると。また、カリ不足のもちが高い傾向にあるという、今、ご説明でござ

いました。そうした中で、この旧自治体、大山地区ですね、この東部から旧大山地区

と申しますと南小屋まで、こう長くなっていますね。この部分がいわゆる重要な地帯

ということで、今回は１１区、１６区でありますが、今年、来年に向けてはこちらの

南小屋まで計画的に反転耕ないしカリ、ゼオライトでやるというような方向性を持っ

ていらっしゃるんでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに農地の除染関係のご質問にお答えしますが、い

わゆる作付に対していわゆる１１区、１６区については、反転耕なりの重点的な除染

を行ってということで進めるということでございますが、今後の除染計画につきまし

ては、村の除染計画に基づいて実施するところでございますが、その除染計画の中で

は地目、作付作目、土壌中の放射性セシウム濃度、周囲の環境や土壌条件、除染効果

等を考慮し、土地所有者や学識者からの意見を伺い実施するとなっておりますので、

これら１１区、１６区以外の農地の除染につきましては、今後のいわゆる関係機関な

どと十分協議し、進めてまいります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） １００ベクレル以上２件出たということで、国においてはその地域

においては販売を自粛しなさいという通達出ましたね。先ほど２～３日前の新聞には、

賠償価格は１万２,４００円だと、こういう数字も出ました。この大山地区に現在、

ＪＡに保管されている米の俵数とかはお分かりでしょうかね。その点、第１点だけま

ず、お尋ねいたします。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんにいわゆるこれ新聞等でも報道されておりますが、

農水省ではいわゆる１００ベクレルを超えた地区については、米の買い上げ、いわゆ

る隔離対策を進めることを検討していくということで、今ほど５番議員さんからもあ

りましたとおり、ＪＡで保管されているものについては、現在、数量等についてはう

ちのほうで把握しておりませんが、いわゆるこれら隔離対策の対象になるということ
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で、現在、農水省のほうで検討しているということで、はっきりした発表までにはな

っていない状況でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 今、うちの前も農協の倉庫あるんですが、昨年まででしたら２２年

度で申しますか、トラックが頻繁に出入りしておったんですね。大玉の米、大山も米

がうまいものですから非常に搬出が多くて頻繁に出ておったんですが、今年はトラッ

クが本当に見えないんです。相当の量が保管されてそのまま眠っているという状況か

と思います。そしてまた、自家保有米ですね、農家今、かなり多かれ少なかれ自家保

有米、縁故米というものをお持ちだと思っています。この米についても、販売を自粛

してくれということなんだろうと思いますが、ここが一番問題、ネックなんですね。

中にはもうお客様とお金をもらっているというお客さんもいるんです。どうするんだ

べなという、この前ご相談もあったわけですが。この辺の取扱いですね。これはＪＡ

も今、頭を痛めていると思うんですが、どういう方向になるんですかね、お分かりで

きる範囲内でひとつ。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに、いわゆる米の買い上げ対策の関係で、先ほど

申し上げましたとおり、１００ベクレルを超えた旧市町村単位で農政省で検討してい

るということで、今ほどありましたＪＡの倉庫等にいわゆる保管されているものにつ

いてはまあ対象になるということで、この買い上げ対策が報道された時点で私も県等

に問い合わせをいたしましたが、いわゆるＪＡの各倉庫に保管されているものプラス

いわゆる保有米等についても対象になるであろうという見解を示しているところでご

ざいます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 当然ながら鳥にくれたり牛にくれたりすることもできないというこ

とでしょうから、賠償、買い上げてもらうという形になろうかと思うんですね。保有

米という袋から農協の出荷袋に入れ替えて、またなおかつ検査を受けて、そして、賠

償対象にしてもらうという一連の流れかなと思っています。ただ、中にはお金２万円

もらっちゃったと。飯米高いんですね、やっぱりね、縁故米は。ところが２万円もら

ってたの１万２,０００円では赤字になってしまうんだと、こういう切実な願いもあ

るんですね。これだれ補償してくれるんだということなんですが、この辺については

分かりますかね、分からないですかね。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） 詳しくは賠償関係になると思いますが、この買い上げ対策の詳

細が新聞等で報道されておりますが、それによりますと、農水省が検討している買い

上げ方式は、１００ベクレルを超えた米が検出された地域を対象に１００ベクレル以

下を含め、全量を民間団体が買い取ると。その民間団体は、出荷代金相当額を農家に

支払ったうえで、東京電力に賠償請求するということで、こういう形で買い上げ制度

を検討しているということで、買い上げ単価については、一部新聞報道で報道されま
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したが、６０キロ当たり１万２,４００円で現在検討しているとことでございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 民間団体が買い上げるというのは承知してまして、それも１万２,４００

円だということですから、結局７,６００円についてはもうしょうがないなと、これ

は赤字で買うしかないんだろうということだと思いますが、非常にこういう残念な結

果なるんですね。それで、全量買い上げ、全量賠償、それも良かろうと思いますが、

これで一件落着というわけにはいかないんですね。なぜならば、大玉村は長年米作地

帯としてうまい米作りに命をかけてやってきたわけです。先程来も村長何回も申して

おります。自称日本一といわゆる唯一の特産品として大玉は米なんですよと。それが

一瞬にして汚染地帯という、このレッテルを貼られちゃったんですね。これは全く困

ったものです。これを信頼回復するのには、何年かかるのかなと。全く残念至極なん

だと、私は思っています。この辺について村長も同じ考えだと思いますが、どうでし

ょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） とんでないことをやらっちゃと思っているんです。昨日、大玉もと

ころどころの土壌のベクレルの調査したものをまだ残っているところあるのでまだ公

表はできないんですが、農政課長から私、見せてもらったんです。そしたら、やっぱ

り思っていたより皆ベクレルは高いんだよ、全村がね。特に東部地区は高いですが、

その中でも。こういうことになると、それともう１つは気になるなと思ったのは、セ

シウム１３７と１３４とこれ合計でなんぼと何千となるんだわね。この１３７のほう

が多いんだよ。とね、半減期はこれ３０年だからね。片方はこれ２年だけれども、１３４

は。これが１３７が多いというのは、ずうっと見ると多いんだよ。これはやっぱりと

んでもないことをしらっちゃなと思っているんです。なじょにしてくれるんだと。全

部作付けしたところは、去年うなっていますからね。これはやっぱり耕土分の土を一

番良いのは全部持っていって、別な土を全部持ってくれば良いんだけれども、こうい

うこと言ったってできっこないわね、現実的にはね。だから、セシウムの１３７は、

これは結局長いお付き合いをしていかざるを得ない。３０年ですから６０年経って２

分の１でしょ、９０年経って４分の１になるわけだね。そういうお付き合いをしなき

ゃないということだから、これは容赦勘弁ならないというのは、これ誇りとしている

土にしても、今言った緑にしても、森林これ誇りにしていたのが、これもだめになっ

ているわけですからね。今朝ほど言ったように３８の３３の１７、これ汚れているん

ですから。これも息の長い話。だから、これはやっぱりその辺の認識はしっかりとや

っぱり責任者にしてもらわなくちゃならないし、我々も声を挙げていかなくちゃなら

ないし、しかし、ここで住み続けていかなくちゃならないということになってくれば、

相当のこれはやっぱり発想の転換とか、そういうことでやっていかないと、これはな

らないなというふうに考えております。とにかくとんでもないことですね。

○議長（佐藤 悟） ５番。
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○５番（鈴木宇一） 非常に大変ですね。それで次に入りますが、農林水産省は先月２８

日、全袋検査条件に作付を容認したと、こう新聞大きく出ておりました。当然ながら

本村も先程来の答弁の中には作付けするという方針だと思いますが、もう一度その辺

についてご答弁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） ５番議員さんに２４年産米の作付の方針関係でございますが、

２月２８日、農水省で発表されまして、２４年産稲の作付に関する方針が出されまし

た。先ほどもご答弁申し上げましたが、旧大山村につきまして１００ベクレルを超え

る米が２点検出され、ただ、それが限定的であるため、１００ベクレルを超える米の

発生が限定的な地域ということで、大山地区については限定的な地域となされました

ので、作付を行う場合については、作付米の対象農家などの反転耕並びにカリや土壌

改良剤の投入、生産管理の徹底、放射性物質の調査などの生産管理計画を提出し、こ

れらを取り組むことによって、大山地区が作付が可能ということで、全面的に作付け

するということで、方針を示したものでございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 昨日のテレビでしたか、二本松で全袋検査のベルトコンベアのデモ

ンストレーションがありましたね。あれ東証一部上場の島津製作所ですか、精密機械

の、この機械だと思いますが、これを秋までには整備して県内１２０台というような

ことを言ってました。１台２,０００万円なそうですが、なんぼかかってもやっても

らうしかない、そういう考えでおりますが、先ほどの生産管理の徹底ということでご

ざいますが、この生産管理の徹底、いわゆる新聞等に出ておりますが、水田１区画ご

との収穫時期、乾燥方法、保管場所、飯米、縁故米も含めた全袋検査の実施内容など

を盛り込むということで、計画には除染や水田の１区画ごとと、こう書かれています

ね。これを農家が全部やるとなると大変だと思いますが、自治体の支援と申しますか、

そういう形はどのようになりますかね。これを全部農家にやって、提出しなさいとい

うことで認めるということになるのか、計画的には。どんな考えをお持ちでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに生産管理のいわゆる関係でございますが、これ

につきましては先ほども申し上げましたが、包装につきましては限定的な限られた農

家で１００ベクレルを超したということで、この生産管理の対象となるものについて

は、対象農家がいわゆる１００ベクレルを超した農家が生産管理の対象となっており

ます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 私、勘違いしていました。旧大山地区全地域じゃなくて、１００ベ

クレル超えた農家に対して、こういう指導するということですね。間違いないですね。

じゃ、次に入らさせていただきますが、今回、プラウ耕による反転耕により除染計

画をやるわけでございますが、１１区、１６区の戸数何戸ぐらい今回対象なのか。そ

してまた、同意書はどのぐらい今現在、もらっておられるのか、それについてお伺い
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いたします。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに除染関係の同意等でございますが、まず、対象

農家については１１０戸ほどでございます。現時点での同意の状況でございますが、

パーセントで申し上げますと、約９５％の農家からは同意を得てございます。残りに

ついては、現在、戸別訪問等個別に当たって協力を求め、事業を推進しているところ

でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 対象者１１０人の中で９５％という今、ご説明がありました。そう

しますと、もらわないのは６人か７人ぐらいかなと思いますが、また、今回は水田除

染だけじゃなくて、畜産の牧草地並びに果樹農家の樹皮の高圧洗浄の除染と、こちら

の方については１００％同意もらわれているんだろうと思いますが、その辺について

もお答え願います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに除染関係でまず果樹関係でございますが、果樹

につきましては、現在、いわゆる高圧洗浄とか粗皮削りとか、樹皮によっては粗皮削

りということで進めるということで、いわゆる果樹の生産組織２組織と契約を結びま

して、面積についてはやく７.７ヘクタールを実施するということで進んでおります。

また、農地のうち牧草地でございますが、牧草地についてはちょっと畜産団体と話し

た経過もございますが、いわゆるこの雪等の情勢によっては、また、作業機等の問題

もございまして、今年度の実施についてはちょっとなかなか実施できないような状況

でございまして、新年度に向けて、いわゆる単年度で全部いわゆる１００何十町歩の

牧草地を全部除染するというのは不可能でございますので、畜産農家とも話合いなが

ら、数年の計画のもとで牧草地の除染事業については進め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） この水田農家についてのなかなか迷っている方がおられるというこ

とでございますが、私もいろんな農家に聞くと、もううちの田んぼは石出るからだめ

なんだというご意見もありました。また、粘土質、非常に強い粘土で、耕盤３０セン

チもプラウかけたらば、もうあと田植えにならないんだというような意見も数多く聞

かれました。過日、二本松地区でいわゆるプラウ耕による実演会があったわけでござ

いますが、私も見てきました。大型機械、トラック、いわゆるセミクローラー、フル

クローラーですね。１３０馬力、１００馬力以上のクローラーでプラをかけるわけな

んですが、ものすごいですねあのゴムクローラーがスリップするんですね。タイヤ、

田んぼに溝ができちゃう。そういう中で大変苦労してやっているところ見てきました。

１５０人くらいの農家の皆さんが、いやこれは大変だなというような思いで見ていた

と思うんですが、私も大玉村地区においてもですね全く粘土質、そして、方や杉田川

地区は玉石の地区だと、こういうことでございまして、この地区を果たしてプラウに
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よって本当に除染閉じ込められるのかなという心配があるわけでございますが、その

点について当局はどんな思いで考えておられるかお尋ねします。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに水田の除染関係でございますが、今ほど話があ

りましたいわゆる安達管内杉田地区で除染の実演会がございました。今ほど話があり

ましたように、１３０馬力のセミクローラートラクターで、いわゆる杉田地区で実施

したのは３０センチのプラウ耕ですので、いわゆる１３０馬力のクローラーでやっと

３０センチのプラウ耕をしていたということで、現実的には、あれを３０センチのプ

ラウ耕をするとなかなか以後の作業が大変だということで、行政関係、ＪＡ関係並び

に農家の方々も実演を見ていたわけですが、農家の方々の声を聞くと、これはちょっ

とやってもらっては困るというような話を何人かに聞いたところでございます。本村

の水田の除染事業につきましては、１５センチなり１８センチの水田用のプラウを使

って実施するということでなっておりますので、いわゆる水田の耕盤を壊さないよう

な形で除染を行っていくということで事業をＪＡとも話を進めているところです。ま

た、これらの除染の実施前には、一度いわゆる実演会を開いて、それを農家の方々に

見ていただいて事業を進めるということでＪＡとも話しておりますのが、あまり３０

センチにこだわらないで、いわゆる水田用のプラウを使って、耕盤を壊さない形で除

染事業を進めるということで進めているところでございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） ３０センチやったらば、これは農家からも大変なことになるなと思

っております。今の話だと、その地域の実態に合わせたプラウのやり方でやるんだと

いうことでございます。私もそれで良いかなと思うんですが、国は何というかな、頑

固なんですね。やっぱり３０センチという基準、そういうところにゼオライトをちゃ

んと埋め込んでそうしなさいというような方針なんですが、そこはやっぱり地域の実

態を知らないんだ。やっぱりあの計画を立てたのはいわゆる環境省なんですね、除染

関係。本当に田んぼ知っているのは農水省なんですよ。それが全然通じていないんで

すよね。だから、こういう結果になるんだろうと私は思っているんですが。まあ次へ

入ります。

今年の冬は連日雪や雨で例年と全く違う今年の春なんですが、このプラウにしろ除

染作業にしろ、相当苦戦、苦慮されるなと思っております。それで除染作業に対する

ＪＡとの協議ですね、これは何回かやられていると思うんですが、現在、どのように

進んでいるか、まず、お尋ねしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに除染作業に対するＪＡとの協議関係でございま

すが、ＪＡの方でいわゆる作業班、オペレーター、いわゆる対応する作業機等を募集

しまして、１０数人程度のオペレーター等について進んでいるということで、それで

進めることになっておりますが、いかんせん、この雪等によってほ場の条件が悪いで

すので無理して今行うことではなくて、ある程度ほ場の条件を見ながら、いわゆる水
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田がある程度水分が乾いたような状態で進めるということにしておりますので、これ

らほ場条件等を見ながら、今後、作業を進めてまいります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 全くそのとおりなんですね。農協関係者に聞くと、３月中はちょっ

と無理なんじゃないかというような声も聞かれましたが、しかし、田植え時期に間に

合わさなくちゃいかんという、この限定された期間内があるんですね。４月半ばまで

にはこれ仕上げないと、もう代かき、田植え準備に入るということございますから、

全く期間がないなというふうに大変心配しておるんですが、その点で果たして９２町

歩やれるのかなという不安がつきまといます。また、技術面、先ほども話をしました

が、ほ場が柔いために、いわゆるブローカス、ブロードキャスターでゼオライトをま

く。で、プラウをかける。プラウをかけた後、ロータリーをかけて、ロータリーの後

もう１回ケイ酸カリを散布して、そしてまたロータリーをかけると。この一連の工程

が４段階、５段階あるんですね。ですから、プラウかけて終わりでないんですよね。

大変な作業が待ち構えているんです。それで、機械整備についてもこのセミクローラ

ー、フルクローラーというのはなかなか農家で高額な機械なものですから持ち合わせ

ないんですよね。この辺の準備、これもどうなのか、台数についてね、可能なのかど

うか。チーム編成については１５人ぐらいで来ているみたいですが、これでもどうし

ようもない。やはり農家の皆さん方の手助けも当然出てくるんだろうというふうに思

っておりますが、その辺についてお考えを伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに除染の体系と機械関係でございますが、いわゆ

る作業のお願いするオペレター等と人員等並びにそれらの農家の方々の所有の機械等、

いわゆるトラクター、通常のトラクターでなくて、できればクローラー式ですか、セ

ミクローラー式ということで、数台程度はオペレーター等の方が所有しているものを

借り上げながら実施していくということで、あくまでも先ほど申し上げましたが、ほ

場の条件、いわゆるこういうしけったときに無理してやるとかえって耕盤をいわゆる

壊す可能性がありますので、ほ場の条件、乾燥等を見ながら作業を進めてまいるとい

うことで打合せをしております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） そうですね、やりたいのは山々でも、何としてもこれは天候に左右

されますから、なんぼだだこねてもだめなんですね。もしもですよ、もしもこの反転

耕に除染作業ができなかったという場合は、これはどうなるのかなというふうな思い

なんですが。もし、できなかったら、間に合わなかったら、その辺は農家に対しての

通達と申しますか、周知、これはいつごろまでに判断なされるのか。また、プラウに

代わる最低限これだけはやりたいという方法がございました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） ５番議員さんにお答えします。
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１１区、１６区の約面積で申し上げますと９２町歩を作付け前にということで、現

時点では計画しておりますが、先ほども話がありましたように、このような降雪の状

況とか、いわゆるほ場の条件が悪いということで、この２４年産作付け前に、この１１

区、１６区が全部できるかというのは、現時点ではなかなか不明、難しい部分も多々

あるかと思っております。そういった中でＪＡとも打ち合わせしまして、いわゆる可

能な限りこの対象地区の除染を行って、ある一定の時期には作付もだんだん迫ってき

ておりますので、一定の時期にはそういう結論を出して、残りいわゆる対象地区で除

染ができなかったところについては、一定の本村で今回除染事業対象地区以外につい

てはケイ酸カリ等の配布を行っておりますので、そういういわゆる何もしないで作付

けするよりは、そういう形でということで話を進めておりますが、そういう時期も今

の時点ではなかなか時期が不明でございますが、一定の時期については、いわゆる全

部困難な時期については判断して、そういう状況を取らざるを得ないということも考

えております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 仮定の話で大変恐縮なんですが、そうしますというと、この最悪の

場合はケイ酸カリ散布において、作付を認めざるを得ないということなんですが、国

の方針とはまた代わってきちゃうんですね。国はプラウをかけて、ゼオライトをまい

てプラウをかけなさいと。そして、ケイ酸カリも入れなさいという方針なんですが、

その辺の国との調整、これは大丈夫なんでしょうかね、その辺についてもちょっと心

配なので、お伺いしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに除染対象地区１１区、１６区ができなかった場

合のケイ酸カリ関係の問題でございますが、これにつきましては、いわゆる９２町歩

以外の８００何町歩については、本村の水稲作付について、作付米にケイ酸カリを配

布して農家に散布していただくということで行っております。そういった形で、これ

らについてはいわゆる国の１０分の１０の事業がなじまないということで、除染事業

には残念ながらいかないという状況で現時点で進めておりますので、いわゆるケイ酸

カリのみの散布して作付する場合は、国の１０分の１０の除染事業には、現時点では

対象にならないということを考えております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） いろいろと問題が山積しているわけでございますが、２４年産米の

検査体制でございますが、先ほどお話しありましたように、島津製作のこのコンベア

を導入するということが新聞、テレビ等で報道されております。何とか秋までには間

に合ってほしいなと。そして、全袋検査体制に入ってもらいたいなと。そして、１本

たりとも高い放射能の米は出さないんだという方針になってほしいなと願うばかりで

ございます。また、私の考えもう１つ別な考えがあるんですが、実はこういう環境、

土壌の環境の中で無理して果たしてやるのがどうなのかなという感じもします。作付

けしないのも選択肢の１つの方法ではないかなというふうに思われます。やっぱりこ
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の土壌が不完全なところ無理してやっても、これは本当に閉じ込められるかというと、

大変問題が生じてくるんですよ。そうなって果たして作付けしても、秋に出てはもう

元も子もないんですね。もう信用がた落ちになってしまう。それよりは、私は今年１

年は秋までじっくり見つめて、天候をよく見ながら夏場にかけてしっかりとプラウを

やって３０センチ、そして、安全な安心感を持った米をこれをやっぱり消費者に、う

ちの村はこういう方法で完全にやってますよと、こういうふうなアピールをしていく

と、これが大事な要素なんじゃないかなというふうに考えるわけでございます。絶対

秋には大山地区、玉井地区からは出てはならないんだという考え方でございますが、

この件については、村長どうですか、村長のご意見を賜りたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） いろいろ考えました。我々も仲間とね。私自身も考えました。作付

けをして生産をして農業人なんですね。農業人の魂まで崩壊してはならないと。そう

いうことで、とにかく作付けはすると。去年も耕起して作付けしているんですから。

もう攪拌されちゃっているんですよ、セシウムはね、作付けする。そして、今度は出

口のほうで完全に検査体制を強化する。去年みたいにポツポツ出るようなことあって

はならない。そういうことで、この作付けをするということで、今までそういう考え

方で運動起こしてきました。これは私のみならず、皆よその首長も同じです。私もそ

ういう考え方で主張してきたんです。大玉の場合は、たまたま先程来の２か所うんぬ

んということ、それだけだったものですから、要するに３通りのうちの３通りのとこ

ろで、生産農家だけの生産管理うんぬんで、これは全体出荷できる。ただ、出口でも

ってしっかりとやってもらうと。そういうことで、やっぱり前向きな考え方は作付け

をし、生産させること。そして、先ほど課長から９２町歩、これが間に合うか間に合

わないかという問題あるんだわね。やっぱりこれは間に合うように、やっぱりそれは

徹底的に努力してもらうと。そして、あと３０センチということにはこだわらないで、

その地域の状況、そのところの状況判断で良いということでありますから、大体国で

は一応３０センチから、私も強く主張してきました。１８センチくらいとこう言って

いるんだけれども、そこのとにかく１８センチも掘れないところあるぞと。それはそ

のところの条件については、市町村の判断に任せろと、こう言ってきたんです。だか

らそういうことで、これはもう大丈夫なんです。あと今年の今度秋ね、あれやったら

ば、それまでにまた計画を立てて、今度刈り取りしたところを今度やっぱりプラウ耕

かけられるようなところは、先ほど言ったように全村出てますから、プラウ耕をやっ

ぱりね、１０分の１０にするのにはゼオライトとか、さもなければケイ酸カリ、あく

までも深耕という、プラウ耕をかけるということが絶対条件なんです。だから、そう

しないと除染の１０分の１０の対象にはならない。だけど、現実的にはケイ酸カリで

プラウ耕これからかけると言ったってね、これは８２４町歩できっこありませんから、

だから、これはケイ酸カリでなんぼでもセシウムの吸収の低減化を図る。そして、あ

と分かりますのでほ場、そういうところについて全部はできないまでにも、刈り取っ

た後、農家の方と話をして、そして、早い時期にやっぱりプラウ耕でなんぼでやっぱ
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り反転をすると。こういうことで来年に備えていくきりないなと。そういうことで、

今の提言ある作付けを今年しないで徹底してやるかと言ったって、現実的には大玉の

面積からして、これはそういうことで全面積を、全面積というと約１,０００ヘクタ

ールなんですね。９３０ヘクタールくらいになるんだよね。これをプラウ耕、じゃそ

れあるかというと、そういう機種もないんですよ。どうなんだと、ＪＡにも聞いたり、

それからそういう全国レベル、今の生産しているところに、そういう在庫ないのかと。

それは皆手を打ってやっと確保したんだと。こういうことなものだからね、やっぱり

作付をして、そして、あと今年の刈り取りした後、強いところについてはやっぱりよ

く話して、そして、やっぱり深耕関係でなんぼでも反転できるだけ反転していくと、

そういう決断をしたところなんだよね。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） はい、分かりました。次の質問に入ります。子どもの屋外活動制限

についてでございますが、この質問については先程来、前の議員さんがいろいろと質

問なされ、おおむね分かった次第でございます。幼稚園が、今度１時間ずつ増して２

時間、小学校３時間、中学校４時間ということでしょうかね。プールについても今年

は開放するということで、子どもを積極的に屋外で活動させるということだろうと思

います。運動会については、今年はどんな状況でしょうか、午前中でまた切り上げる

という方針でしょうか、ひとつお伺いします。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。

２３年度は午前中のみ実施をしましたが、２４年度についても、今の段階では午前

中のみになる可能性が高いと。粉じんの舞う風とかなんかのところでお昼を食べると

いうのは、やはり好ましくないということと、体育館の中で弁当を食べるのもという

ことですので、状況はそれほど変わっておりませんので、一応４時間の範囲内、午前

中の範囲内でというふうに現在は考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 安全を考えて今年も午前中ということだそうでございますが、お弁

当を食べる、外でというようなことですが、校庭については、もう既に除染なされて

いますよね。でね、やっぱりおじいちゃん、おばあちゃん孫のために弁当を食べるの

が楽しみなんでよね。これ午前中に切り上げるというのは、やっぱりお父さん、お母

さんも残念だと思いますよ。なんとか午後２時、３時までできないものかなと。除染

もせっかくしたところでございますから、もう一度検討願いたいなと思いますが、ど

うでしょうか。無理ならしょうがないけど、一応教育長。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

２月中に教育課程の編成がもう済んでおりますので、まだ、運動会を午後までやる

かどうかというのは私も明らかに聞いていないので確認をしたいと思います。ただ、

昨年の５月に中止した南達陸上については、南達地区で話し合いをして、午前中で終
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わるというふうに、ただ実施をするというふうに一歩前進ですので、運動会も同じよ

うなことになるのかなというふうに今、考えているところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） はい、既に決まっちゃっておるようでございますが、残念ですね。

屋内遊び場の確保の考え方についてお尋ねいたします。先程来、何回か質問者に答弁

されておりますが、考えたとしては改善センターの体育館ができるかどうか、または

ゲートボール場ですか、さくらのね、それができないか、遊具を入れてね。検討中だ

ということでございますが、なぜ私もこの質問をするかというとですね、新聞記事ま

たあれなんですが、郡山のこの小児科医、菊池信太郎さんという方が出しておるんで

すが、幼稚園、それから小学生の幼少時期は、積極的に体を動かさないと成長が止ま

ってしまうんだと、こういうふうに言っているんですね。案の定、１年間の体重測定

を調べたら、前年の４分の１だと、これ見てね私もショックなんですよ。体重が４分

の１しか増えないと、子どもがですよ。成長時期の子どもは、どんどん運動してどん

どん食べるというのが、心身ともに発達する一番の基本なんですよ。ですから、この

屋外運動場、これを絶対整備すべきだなという観点なんですよ。これについては、い

ろいろと知事も年頭所感で言っていますし、また、昨日、一昨日あたりのインタビュ

ーでも、屋内遊び場の整備をやるんだと積極的にと言ってますんですよね。全額補助

するんだと。そして、運営費についても全額補助するんだと。村は何も痛くないんで

すよ。問題は、場所だけ確保するということですよ。ですから、これはもう当然やっ

ていただきたい。で、場所がないならば、これ私の案ですが、時間がないからどんど

ん進めますが、４号線パイオニア跡地あるんですね。あの建物、これね企業になんと

かお願いできないかなと思っているんですね、村当局から。郡山のペップキッズは、

あれはヨークベニマルさんの倉庫、あれを改造したんです。なんと１日１,５００人

ですよ。もう既に５万人を突破しているんですよ。いわきにおいても、もう５万人突

破している。福島、今度本宮に造りますが、あそこね、パイオニア跡地にもうどでか

いの県内一ぐらいのを造ったらばですね、もうものすごい活性化になると思うんです

よ。農産物においても、商工会が店舗出しても、食堂出しても、そういうやっぱり小

さいことじゃなくて、でかいことをやっぱり構想を練ってもらいたいですね。今回は

チャンスだと思うんですよ。予算も全部出すと言っているんですから、どうでしょう

かもう一度教育長、考え直してください。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） あの教育委員会ですので、今、施設をいかに利用するかという観

点で踏み込むことはできるんですが、乳幼児まですべて村民のすべてを対象にしたと

いうふうになりますと、私の方でやるやらないという答弁は難しいので、これは検討

させていただくしかない、教育委員会としてはちょっと答弁しにくいです。以上です。

（不規則発言あり）

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） いろいろこれね、今のような発想もありますが、これいろいろ今、
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話題になっている建物なんだよね。だから、そういうことを考えますと、これはなか

なかちょうどしない面が出てきます。今の価格はこうだというけども、そういうこと

で果たしてどうなのかという、いろんな複雑な要素があるんです。だから、もったい

ないようなこれ気はしますけれども、なかなかあそこを手がけるのは難しいなという

感じがします。（不規則発言あり）この借りるのにもなかなかこれ大変です。あのま

ま利用できませんから。そういうことで今、話がいろいろあるものだから、ちょっと

やっぱりあそこは無理だね。だから、まあどうしてもということ、これは長いお付き

合いでどうしてもということになればいろいろ良い提言などをしていただいてじっく

りと考えさせて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） 遊び場の確保事業につきましては、補助率が３分の２なん

ですね。３分の１は持ち出しなんです。そういうことで、県に対して事業費の想定に

ついて紹介がありますので、手は挙げてございます。それで、屋内遊び場については

教育長もいろいろ既存の施設というようなお話しされていますが、さくらの学童保育

のいわゆるゲートボール場ですか、あれについては屋内の遊び場なんですね。ただ、

今、線量等も測っていますが、様々な学童以外の子どもたちもどういうふうにして屋

内の遊び場確保するのかということは考えていかなくちゃならないので、そういう点

では郡山なんかよりもずうっと早くから屋内の遊び場あると。ただ、機能的な問題で

十分かどうかということもあるので、今回、県の遊び場の確保事業を活用させていた

だいて、しかるべき場所を活用して、十分に運動していただければ良いのかなという

ふうに現時点では考えているというところでございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） より良い方向でひとつ善処してほしいなというふうに思っています。

次に入ります。先ほど文科省の損害賠償紛争審査会が示した県内２３市町村の住民

１５０万人を対象とした賠償指針があったわけですが、一方、残念ながら対象外にな

った市町村には、同一趣旨が示されることを望むわけでございますが、県民を分断す

るということは、到底許されるものではないと私も思っております。そこで、まず、

本村の対象者数何人おられるのか、県内、県外、避難者を含めてお願いしたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

３月１１日時点で住民登録のあった方、住民全員ということになります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 既にご承知のように、子どもについては４０万円、妊婦についても

４０万円、その他については１８歳以上については８万円ということを示されており

ますが、ここで東電に対して、この住民基本台帳からの名簿を提出するのかどうかで

すね。それとも東電に代わって代行するのか、その辺の手続ですね、これどんなふう

になっていますか。
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○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

３月５日、既に新聞等で報道になっていると思いますけれども、既に東京電力から

郵便で各対象者に直接郵送されているということで、１週間をめどに到着する予定と

いうことになっているわけなんですけれども、それらの情報につきましては、国の文

部科学大臣、それとあと経済産業大臣の連名によりまして、情報提供依頼ということ

で村にも来ております、そういう関係。それから、あるいは個人情報保護関係もある

わけですけれども、結論的には公益性とか住民の利益を守るというような観点から３

月１１日時点で住民登録のあった方については、県との協定の中で県に情報を提供し

たというようなことになっています。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 被災自治体の固定資産税の算定についてお願いします。

○税務課長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。

今回の被災によります固定資産税ですが、土地及び家屋について評価の見直しを行

います。具体的には総務省の通知にありますが、東日本大震災の地方公共団体におけ

る２４年度の固定資産評価替えについてという通知に基づいて評価替えを行いまして、

関連は特に原発関連でございますが、土地については一律評価額の１０％、家屋につ

いては一律３０％の下落を見込んでおります。更に、今年度は３年に一度の評価替え

の年度でありまして、先ほどの災害による下落に加えて、家屋等の下落を更に見込ん

でおりまして、当初予算にありますように、固定資産税については前年度比で約９,

０００万円の減額補正ということになってございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 以上で鈴木宇一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ散会

いたします。

（午後６時０３分）


