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平成２４年第３回（３月）大玉村議会臨時会会議録

第１日 平成２４年３月２９日（木曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 鈴 木 康 広 ２番 押 山 義 則 ３番 武 田 悦 子

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

７番 佐 藤 誠 一 ８番 遠 藤 文 一 ９番 佐 原 吉 太 郎

１０番 須 藤 軍 蔵 １１番 遠 藤 義 夫 １２番 佐 藤 悟

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

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 農 政 課 長 鈴 木 幸 一

住民生活課長 菊 地 平 一 郎 健康福祉課長 武 田 孝 一

教育総務課長 武 田 伸 一 生涯学習課長 舘 下 憲 一

４．本会議案件は次のとおりである。

会議録署名議員の指名

会期の決定

諸般の報告

議案の上程

提案理由の説明

議案審議

質疑・討論・採決

議案第３１号 平成２３年度大玉村一般会計補正予算について

５．本会の書記は次のとおりである。

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

○議長（佐藤 悟） おはようございます。

平成２４年第３回３月臨時会が招集されましたところ、出席ご苦労さまでございま

す。

ただいまの出席議員は、１２名全員であります。定足数に達しておりますので、平

成２４年第３回大玉村議会臨時会を開会いたします。

なお、住民生活課長菊地平一郎君より、欠席する旨の届出がありましたので、ご報

告申し上げます。（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） これより本日の会議を開きます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、１１番遠藤義夫

君、１番鈴木康広君を指名いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。６番。

○議会運営委員長（佐々木市夫） おはようございます。

本臨時会の会期等について、去る３月２３日、午後１時３０分より第１委員会室に

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

て、以下ご報告を申し上げます。

委員会は、議長出席の下、全委員出席、更に当局から企画財政課長の出席を求め、

提出議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程等について、次のように決定をいた

しました。

本臨時会に提出されます事件は、村長提出の議案１件で、その内容は、補正予算１

件であります。

よって、会期につきましては、本日１日間と決定いたしました。なお、審議日程に

つきましては、本日３月２９日 本会議、議案の上程、提案理由の説明、議案審議と

いう日程で行います。

以上のように委員会として全委員一致をもって決定いたしましたので、なにとぞご

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

お願いします。

○議長（佐藤 悟） お諮りいたします。

会期日程については、ただいま議会運営委員会委員長の報告とおり決するにご異議

ございませんか。
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（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、会期日程については、議会運営委員会委員長の報告とおり決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第３、諸般の報告を行います。

諸般の報告につきましては、配付いたしました報告書のとおりでありますので、配

付をもって報告に代えさせていただきます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第３１号を上程いたします。

事務局職員に議案を朗読させます。事務局。

○議会事務局職員（国分郁雄） 別紙議案書により朗読。

○議長（佐藤 悟） 事務局職員の朗読が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５、村長より提案理由の説明を求めます。村長。

○村長（浅和定次） ご苦労さまでございます。

本日、第３回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方には何かと

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

本臨時会における提出議案は、補正予算案１件であります。

２ページに進んでください。それでは議案第３１号、平成２３年度大玉村一般会計

補正予算について申し上げます。

今回の補正は、学校施設耐震改修事業等が国の２３年度第３補正予算での実施が内

定したことや、農業関係除染対策費等の所要見込み、天候不順等による繰越明許費の

設定など、緊急性、重要性に配慮した編成をしたものであり、既定の予算に２億

３,８０１万９,０００円を追加し、予算の総額を５２億７,３１６万６,０００円とす

るものであります。

また、補正予算第２条の地方債補正、第３条の繰越明許費の補正については、３ペ

ージから４ページに記載のとおりであります。１２ページ、総務費の災害対策費は、

１,３７２万９,０００円の補正計上、これは水田や果樹除染作業委託料の所要見込額

の計上と、天候不順等による牧草地汚染の減額補正によるものであります。保育所費、

保育料の減等に伴う財源調整であります。衛生費、予防費についても同様に財源調整、

清掃総務費は、広域行政組合で実施する災害等廃棄物処理事業に係る村負担金３７万

７,０００円の計上。農業振興費は、事業の確定等により３９６万２,０００円の減額

補正となったものであります。１２ページから１４ページにかけての消防費、常備消

防費は安達地方広域行政組合消防費負担金１,６８０万円の計上、これは消防緊急デ

ジタル無線施設整備事業の共通波工事において、広域行政組合で予算化されていた緊

急防災、減災事業債１億７,２７０万円が震災復興特別交付税で措置され、構成市村

に配分されたこととなったための補正計上であります。教育費の目４、耐震改修事業

費は、大山小学校、大玉中学校の体育館の改修・改築事業費３億８,９２８万円の計
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上、これは、文科省の平成２３年度第３次補正予算の内定を受け、補助金の嵩上げや

地方債の交付税措置など、財政上での優遇措置等も勘案し、今補正に計上したもので

あります。目６の教育施設災害復旧費は、村民プールの天井、外壁及び暖房設備等の

復旧事業費１,５００万円の計上。予備費は、６７９万５,０００円の補正計上であり

ます。

続きまして、歳入８ページであります。地方交付税は、放射性物質吸収抑制対策や

村民プール災害復旧事業の補助裏相当分と、広域行政組合に係る震災復興特別交付税

３,０９０万３,０００円の計上であります。分担金及び負担金の民生費負担金は、保

育料の補正減３７５万９,０００円の計上。国庫支出金の民生費国庫補助金は３３万

４,０００円の補正減。教育費国庫補助金は、大山小学校、大玉中学校体育館の改修

及び改築に係る補助金１億１,４１８万２,０００円の計上であります。災害復旧費国

庫補助金４０４万２,０００円は、村民プールの災害復旧事業費補助金の計上。総務

費補助金は、水田や果樹、牧草地除染に係る補助金１,３７２万７,０００円と、放射

性物質吸収抑制対策交付金８５２万７,０００円の計上であります。民生費県補助金

は、保育料等減免事業費４８万６,０００円の計上であります。衛生費県補助金２２

万６,０００円は、災害廃棄物処理基金事業として交付され、同額を広域行政組合清

掃費負担金として支出するものであります。農林水産業費県補助金は、事業費の確定

等による補正減１９８万１,０００円の計上。８ページから１０ページにかけての繰

入金の庁舎建設基金繰入金は、３,０００万円の計上、これは、両学校体育館の耐震

改修等に伴う環境改善工事等に充当するための繰替運用であります。地域福祉基金繰

入金は、補正減１,０００万円の計上。教育債は、学校体育館の改修・改築事業に充

てるため、緊急防災・減災事業債として２億５,２００万円の借入を補正計上したも

のであります。

以上、一般会計補正予算についてご説明申し上げました。よろしくお願いをいたし

ます。

○議長（佐藤 悟） 以上で提案理由の説明が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第３１号「平成２３年度の大玉村一般会計補正予算

について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） ２ページの歳入についてでありますが、ただいま説明ありましたよ

うに、第３次補正の確定によるものというような説明でございますが、この中に確定

のもの、あるいは歳入の中で今回補正された中で確定されている歳入、あるいは見込

額というふうなものはどれなの、それぞれお示しいただきたいと思います。

それから、４ページでそれぞれ繰越明許費でこれを補正されております。これ事業

者がこれらに対応するにはかなり大変だなというふうに思っておりますが、その辺の

事業者がどこまで対応してくれるというふうな認識されているのか、それについても

伺いたいと思います。
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１３ページの一番上の災害対策費であります。ここで水田除染作業と、委託料なん

ですが、これどういうふうな委託契約されているのか、内容について。例えば基準単

価がこうですよというようなことがあるのか、あるいは１団地としていくらというふ

うな委託の契約なのか、その辺について伺いたいと思います。

それから、果樹除染作業でございますが、委託契約書に基づいてやっておるようで

ございますが、それらは、銀杏も同じような契約内容で委託されているのか、それに

ついて伺いたいと思います。

それから、牧草地除染ですが、これ天候不順の関係でこういうふうな説明でござい

ましたが、天候が回復し次第、これ相当の事業がやれるというような内容であるのか

どうか、それについても伺いたいと思います。

それから、１５ページでございますが、今ほど安達広域行政組合の補正増について

説明されましたが、もう少し分かるようにちょっと説明いただきたいなというふうに

思います。

それから、中ほどの大玉中学校の体育館の環境改善工事費、これはどういうふうに

なる内容なのか、もうちょっと詳しくお知らせいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

まず、２ページの歳入歳出予算補正の確定、それから見込み等についてであります

が、この中で確定されているのは、地方交付税の震災復興特別交付税交付金３,０９０

万３,０００円、これについては内示を受けております。そのほかにつきましては、

それぞれ繰越明許費とした事業として計上されている部分がありますので、まだ確定

というふうには至っておりません。見込みという形で今回計上させていただきました。

それから、４ページの繰越明許費の補正でありますが、大変な天候の不順、あるい

は部品の調達が間に合わないというような事業も中にはございます。これらの事業に

ついても、鋭意調査をしながら、業者との連絡を取りながら繰り越しをしたものにつ

いては２４年度内に事業の完成を見るというような形で現在調整をしておるところで

あります。

１５ページのほうの安達地方広域行政組合の消防費負担金関係でありますが、安達

地方広域行政組合では、平成２３年度の繰越事業として消防救急デジタル無線施設整

備事業というような形で去る２月の定例議会で広域のほうで議決されたところであり

ます。その事業費としましては、デジタル無線の共通波、無線には共通波と活動波と

両方の無線があるわけでありますが、２３年度繰り越しとしては、共通波の部分につ

いて工事をしたいというような予算でありました。予算規模が全体で３億１,５００

万円程度の予算規模の中、共通波工事が２億５,７００万円ということで繰り越しの

手続をとったものであります。その２億５,７００万円の内訳としましては、８,５８６

万円が国庫補助金、残りの１億７,１７０万円が緊急防災減災事業というような起債

というような形で広域行政組合自身が起債を行うというような予算でありました。そ

の後、国のほうの施策の中で緊急防災減災事業については、震災復興特別交付税で措
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置するというようなことになりました。特別交付税については、安達地方広域行政組

合では受け入れができませんので、構成市村にそれぞれ特別交付税として配分をして、

各市村から逆に今度負担金として広域行政組合に戻すという分で、大玉村の分が

１,６８０万円といいような形で交付されたものであります。以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに１３ページの関係で、まず、水田除染の関係で

ございますが、水田除染の委託内容につきましては、それぞれ設計書等を作りまして、

今回実施していく１１区、１６区の面積約９２ヘクタールですが、それに例えば土壌

改良資材のゼオライトでしたら、面積に応じて何袋必要か、それぞれの単価等を掛け

まして算出し、それぞれまた作業のロータリー耕なり反転耕の面積等で単価を経まし

て、それぞれ出た総額でＪＡと委託契約をしている内容でございます。

続きまして、果樹ですが、果樹の除染につきましては、銀杏生産組合と直売所に出

荷している果樹部会の方々にそれぞれ果樹の除染をお願いしているところですが、そ

れぞれいわゆる機械の借上料とか、作業の人夫賃等については同額で委託している内

容でございます。

続きまして、牧草の除染でございますが、牧草地については、２３年度については

ちょっと天候不順の関係でなかなか実施できないということで減額したところでござ

いますが、新年度では農地関係の除染事業の事業費を計上しておりますので、新年度

でいわゆる牧草地、畜産農家等の意向を調査しながら実施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） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ８番議員さんにお答え申し上げます。

１５ページの学校施設耐震改修に要する経費の１５工事請負費、大玉中学校体育館

環境改善工事費１,５００万円でありますが、緞帳と暗幕でありまして、上の段の工

事費３億円の中には含まれていないものでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

２番。

○２番（押山義則） １点だけ伺います。

１３ページの環境保全型農業直接支払対策事業に要する経費の減額なんであります

が、当初の全体計画の概要と実績と今後の見通しについてお示しください。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、ページ１３ページの環境保全型農業直接支払

交付金の減額の関係でございますが、当初見込みでは補助金の金額では４４１万

７,０００円、見込み面積で１１２ヘクタール、６１件を予定していたところでござ

いますが、実績としまして金額ベースで４５万５,０００円、面積で１１.３６ヘクタ

ール、件数で４件ということで、この内容につきましては、いわゆる冬期湛水で６０

件、１１０町歩ほど当初では直接支払の交付申請がなされたわけでございますが、い

わゆる冬期湛水については、一定の要件がございまして、約２か月間湛水しなくちゃ
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ならないということで、担当のほうで２月下旬から３月にかけてそれぞれ１枚ほ場ご

との調査をしまして、いわゆる環境保全型事業については、年度、本年度からいわゆ

る始まった事業でございますので、農家に趣旨等を十分理解されなかった点もあった

かと思いますが、そういう関係で現地調査の結果、取り組む面積については１１.３６

ヘクタールの内容となったものでございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

５番。

○５番（鈴木宇一） １５ページの村民プール災害復旧工事費の１,５００万円なんです

が、村民プールは２～３年前にも天井の落下の危険性があるということで工事をやっ

た経過があると思うのですが、今回、どのようないわゆる災害に遭われて計上された

のか、その内容についてお知らせ願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。

村民プールの被害につきましては、天井のダクトと天井の材料が接している部分が

揺れにより隙間ができたということで、ダクト関係は全部で２６箇所あります。それ

から窓側にあるブレスが歪んでおりまして、これは地震による被害で歪んだものを交

換するということで、前回天井の揺れ止め工事をしまして、地震の際は天井は落ちる

ことなく無事だったということですが、天井材とブレスを固定することが技術的には

できないということで、その隙間が震災の際にできたと。今回の補修については、そ

のダクトをすべて取り払って天井材できれいにして、別な部分に換気扇とそれから温

風を入れる吹き出し口を付けるということですので、今回のこの予算の計上になった

ものでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

６番。

○６番（佐々木市夫） ２点ほどお伺いしたいと思います。

１２から１３ページの災害対策費に関してであります。１つは、先程来の質問で、

ＪＡとの委託関係、当初は当然のことながら面積とかいろんな要件で算出しましたけ

れども、今回、ちょっと理由でちょっと増額という形、その理由については改めてお

伺いしたいと思います。

もう１つは、村長さんにこれ要望事項がございます。水田除染に関する土壌調査の

件であります。過日、２４年３月２１日に、みちのく安達ではそういう関係者は集め

ていろんな作業の打ち合わせをやったようであります。私も出席させていただきまし

た。その中で事前に土壌調査をするわけです。基本的には１町歩に当たり１か所です

ので、９２町歩であれば約９２か所という形の土壌調査、基本的にはベクレル調査だ

けです。終わってから第３期、また同じようなことで土壌調査をするようであります。

直接的には当時集まったＪＡとか、普及所の先生、来れなかったんで、みちのく担当

者には要望はお願いしておきました。農政課長にも直接伝えておきました。せっかく

土壌を取って線量調査をするんであれば、それだけでなくて、この際はやはり土壌分
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析した調査もしてほしいということであります。土壌分析調査は、１０町歩に１か所

やる予定のようであります。そうしますと９０町歩であれば９か所のみだけでなくて、

せっかく土取るわけですから、ＪＡみちのく安達は予算がないからという言葉が出て

きました。これは村長さんのお力でなんか県を動かすなり、農業センターを動かすな

り、何とかやはりあとに残るデータですので、事前に調査した結果と、それから終わ

ってどうなったか、これはやはり最低限必要なことかなと思う一人でありますので、

村長さんの考えをお伺いしながら要望したいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

後段の土壌の調査関係でありますが、放射性物質については、現在これ間近に公表

する予定でありますが、７２か所はやっておるんです。それで、こういう状況なんだ

よということで、ある程度住民の皆さん方に身近なるところのベクレルはこれは分か

るはずであります。それ以外の土壌そのものの調査うんぬんというのは、これはまた

別の視点でこれも必要でありますから、今当面放射性物質、これ重点的に取り組みを

したいと。あと総合的な土壌そのものの力のほどのうんぬん、これはまた別の視点で

調査をしていくということは必要であるなというふうに認識をいたしております。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ６番議員さんに、ページ１３ページの水田作業委託料、水田除

染作業委託料の増額の関係で思いますが、１月の補正におきましては、水田の除染の

委託料としまして４,５１５万円を計上したところでございますが、その後、安達管

内の関係機関等々と協議を重ね、いわゆる増額になった主な内容としましては、何点

ほどかあるんですけれども、１点としましてゼオライトの単価の増額分並びに当初は

プラウ耕、ロータリー耕で計画しましたが、その後反転耕、整地耕、均平耕を行うと

いうことで、この総額分、あと散布料金の増額分、あと土壌改良資材の追加分という

ことで、そういった内容で今回４,６７０万７,０００円を増額するものでございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ６番。

○６番（佐々木市夫） 分かりました。あと村長さんにもう一度確認方お願いしたいと思

います。先ほど申しましたとおり、基本的には一般質問で申しましたけれども、この

土壌調査、大玉村全域のあらゆる角度からやる必要あったのかなということは反省と

してあります。でも、今となってはそういう時点ではないので、今回の場合、せっか

くの土壌の反転耕で放射能を閉じ込めるための土壌を採取するわけです。ですので、

せっかくその土がそれだけであとポッと投げられちゃってはもったいないという話で

す。ですので、順次これからあとでもう１回質問しますけども、順次これから村中を

そういう方法でやっていくということであればなおさら事前の調査は必要かなと。そ

のことを結果的に踏まえてやった結果、これは何のことない、その結果がいい結果に

出るということであれば我々全然危惧はしてません。可能性としてその土壌を反転耕

するために、あるいはゼオライトを多量投入するために、残念ながら今までの我々の
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先祖が築いてきた農地が、ややもすれば、もしかしたらいろんな問題が出てくるかも

しれない。そういう危惧されるという面から、せめてやはり事前の調査なり、その後

どうなった。これはもう少し細かく、そのときを選ばずして、もう先行投資してやる

べきかなという観点から申し上げておきますので、農協とすれば土は投げないで取っ

ておくということであります。ですので、せっかく掘った採取の土を更に除染後また

土を採取するわけですから、それを捨ててしまわないで、線量だけ調査して捨ててし

まわないでやはり生かす方法を考えてほしいということでありますので、改めて村長

さんの考えをお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 総合的な土壌力というのはやはり調べておく必要がありますね。先

ほど申し上げたように、今とっそく必要なことは、やはり放射性物質をいかに掌握す

るか、それに対応した作付けをするか、これがやはり急務であります。あと総合的な

土壌力というものについては、これはよくそれぞれの村でこれ直接できるわけでもあ

りませんから、そういうことができるのかどうか、それを残して置いてできるのかど

うか、こういうことについては研究をさせていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 質疑ございませんか。

８番。

○８番（遠藤文一） 保育料の減額補正やってました。先ほどの答弁ですと、それぞれ減

免措置の関係でそうなりましたと、こういうことでございましたが、県の関係、ある

いは村独自の条例の関係で減免したのか、あるいはこれは経営の関係、あるいは法律

の関係で減免したからこうなりましたと、だから一般財源で補ったんですと、こうい

うことなのか、その辺をもう少し詳しく説明いただきたいというふうに思います。

それから、除染のことでございますので、これ果樹、それぞれ委託してやったと。

もうやったんだから、もうそれでいいんだという話ではないのかなというふうに思っ

てます。いつだったか、もう１週間ぐらいになりましたが、新聞に出ておったのは、

果樹の高圧洗浄の効果について評価してないような報道もございました。また、屋根

の高圧洗浄、これについてはやらないほうがいいんじゃないかなというようなことも

載っておりましたですね。水田に対しても、要するに今まで言われていた１割、１０

％、移行係数が１０％だとすれば、かなり大玉村の中でも米に出てきてもいいはずと。

しかしながら、いまだに出てないということは、移行係数がやはりもともと低かった

のかなというふうには思っておりますが、もうやったからいいんだと、例えば果樹な

ら果樹、やったからいいんだと。反転したからそれでいいんだというんじゃねえと思

うんですよね。だから、その次の段階として何を考えているか。例えば果樹ならもう

高圧洗浄をやってもあまり効果がないんだよというような話もある。しかし、出ない

ようにするのには何があるか。出たらそうするかと、どこまでそれを今考えているか

どうか。田んぼに対してもそれだけの移行係数が間違っていたとすれば、出ないだろ

うというふうに安心するか。また出ないように今考えているのはこれだというのは今

まで説明ありました。しかしながら、土壌調査した結果、かなり高いところもあるそ
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うです。だとすればそれは、じゃ、一袋一袋だいたい測ればそれでいいんだで済むか。

あるいはその前に村として何かやろうとする考えがあるかどうか、それらについて伺

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ８番さんに保育料の関係でお答えいたしたいと思います。

歳入関係でありますけれども、８ページ、９ページの関係ですけれども、まず今回

の減免についてはどこの規定かということでありますが、これは国の通知に基づくも

ので、今回９ページの県支出金の民生費県補助金４８万６,０００円載っております

が、これについては計画的避難区域等から転入された方が保育所を利用した場合の保

育料については減免するというふうになっておりまして、全額補てんされたものであ

ります。こういったものの調整等々がありまして、最終的に保育料の確定について大

変遅れてしまったわけなんですが、そららを含めて今回分担金のほうについて補正減

させていただきましたが、震災関係、特に原発の避難関係での減免は１名分です。そ

の分については安心子ども基金から充当されるということで、県補助金として今回歳

入計上したわけでございます。ならせば１３４名の保育料算定の対象人数がございま

すが、４６名が保育料を従来どおり納めていただく人、それから震災対応で全く保育

料を徴収しないものが１人と、これは国の制度というふうにお考えください。それか

ら村単独での減免については、いわゆる２子目以降無料化措置をとっております。こ

れについて第２子目が５０人、それから第３子以降、これが３５名、合わせて８５名

と、こういうふうなことになっております。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに、１３ページの除染の関係でございますが、い

わゆる果樹、水田等におきましては、除染事業を進めておりますが、これらは国、県

が示しました基本方針、除染の基本方針に基づいて効果があるということで実施して

おる内容でございます。そういった中で本村についても水田、果樹等については、除

染事業を実施しまして、あとは県なり国でいわゆる検査態勢の充実ということで、特

に米については全量全袋検査を進めていくということで、果樹等についても現在は昨

年の例を見ますと、除染しないところについては実に大変高い放射能物質が検出され

たということもございますので、検査態勢を充実しまして、いわゆる安心安全な農産

物を消費者に提供していくということが大切かと思っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この今日の質疑でこういう質問はどうかと思いますが、とにかく４

月１日から基準が変わって大変に厳しくなるという中で、やはり大玉村内で生産され

たものが基準値以上のものが流通してしまったなどということは絶対許されないと思

っております。そこで今現在持っておるベクレルを測る機械ですと、１ベクレルまで

測れるかもしれませんが、そのぐらい測るのには２４時間とか何時間がかかるそうで

すよね。１点に。だから、それじゃ絶対もう間に合わないというような状況のようで

あります。ですから村長、どうだろうね、今のゲルマニウム半導体検査検出器、あれ
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１,５００万円とか２,０００万円とかというような話なんですが、これは今年に限っ

たことではないんだから、まず絶対そういうことは大玉から出してなんねということ

を考えれば、そういう機械でやはりそれぞれきちっと測って、直売所なりそのほかの

流通に乗せていくというようなことが必要かなというふうに思っておりますが、村長、

買ってみねかい、これ。もう今年ばかりの話でねえんだ。もう来年だってやはりそれ

できちっと測って、自分も当然そうだろうけれども、やはり人に対しても迷惑かけな

いような方法を取ってしかるべきだというふうに思っております。で、あの直売所に

置いたらなんていう話もありますが、やはりもっと正確にやるのにはやはり今の介護

支援センター、あそこにあったところのあのぐらいの部屋をもうちょっと外気を遮断

するような状況の中できちっと測って、そして能率させるというその村の姿勢があっ

てもいいかなと思うんですが、村長、どうでしょうか。やってみませんか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これはあるに越したことはないね。しかし、そういうお金をかけな

くても、今もだいたい近似値という数字はつかんでいるんです。今のものでもね。だ

から、なおかつ、より確実性というようなことを必要だということで、そういうもの

まで必要性があるのかどうか。これはちょっと、これはとにかくあまり考えていたん

では間に合わないということもあるし、考えないでやったんではこれやっぱりそれこ

そなじょったったんだと、十分今の目安の機械でも間にあったんだべということもあ

るし、ちょっと今、歩きながらいろいろやってますからね、そういう中で良く判断し

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

５番。

○５番（鈴木宇一） 除染について若干お尋ねしますが、今、村からの強い要望で除染や

っております。現在、２５名から３０名体制で農協で班を編成しましてやっておりま

すが、線量チームが４チーム、そしてゼオライト散布、そしてまた反転耕、反転耕を

終わって線量をまた検査、そしてロータリーかけてケイ酸カリまいてまたロータリー

かけて染量を測るという一連の工程があります。これはマニュアル化してますので、

途中でいろんなことをまたこうしろ、ああしろと言われると、現場が混乱しますので、

村からは最小限度の要望をしてもらいたい。村でやっていただくことは、私、お願い

なんですが、今、総力を挙げて１１区、１６区をやっております。それで路肩に軽ト

ラックを駐めたり、機械駐めたりする場合もあります。道路も汚さないように総力を

挙げてスコップとほうきで掃きながら、住民に迷惑がかからないようにやっておりま

す。しかしながら、それでも住民に迷惑がかかる場合もありますので、ひとつ村の防

災無線として住民の協力をお願いしますと、村民の協力をお願いしますと、是非とも

これをやっていただきたい。それをひとつ要望しておきます。まあ、村長の考えがあ

りましたら、どうぞお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 前の地域農政の再生うんぬん協議会で、いろいろ事務のレベルでは
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判断これ難しいということで、取り上げをしてから秋になんていう声もあったようで

ありますが、私これ強力に私のほうで指導したんです。無理してもやってくれないか

と、とことんやってくれないかと、そしてなんともできなかったのはやむを得ないと。

そうでなければ秋、ベクレル分かってますからね、出たときにやることをやって出た

のと、やらないでしまって出たのでは雲泥の差があるぞと、だから、これやってくれ

ないかと。田植え何と１週間、１０日遅れたっていいべということまで強く私の姿勢

でこれ指示したんです。昨日も別な会議でＪＡの組合長と一緒だったものだから、直

接私も話しました。受託するＪＡとして、そういう強い姿勢で私が話したはずだから、

報告あると思ったら、聞いてましたと。一生懸命やりますからと、私のほうからもよ

り応えるように指導しますからと、こう話を受けたわけでありますが、そういうこと

でありますから、大変苦労かけますけれども、今言ったようにやることについてはこ

れ短期間に限られてやるわけですから、だから、そのことについては住民の協力・啓

発、これは行政の視点で、あとはそれ以外やれることについては行政も一生懸命やり

ます。というふうに考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。

○６番（佐々木市夫） 最後の質問になります。

今ほども質問者ありましたけど、特に水田での除染関係、非常に難しいなと思って

ます。今、除染関係で学んでいるのはチェルノブイリ、例えば向こうも畑地ですから、

ほとんど水に関したそのあれはデータ出てなくあてにならない。過日、今月の３月１４

日、華の湯で１泊２日で全国の有機農業者の大会がありました。私もちょっと一日だ

け参加してまいりました。いろんな学者が来ていろんなデータ、県内の。特に伊達市

なんかも限りなく１筆調査してそういうデータを持っています。須賀川でもそういう

持ったりしています。いずれにしましても、その中で出てきた言葉、先程来質問あっ

たように、同じ田んぼでも村長さん、村内は非常に高い線量で頭悩ませていると思い

ますけど、同じ線量で、なおかつ、同じこの面積で隣の方はもしかして高い。隣は低

くない。この現象はなぜかという、これ自体、学者まだ解明できてません。ですから、

私が心配なのは、これから。今、除染、一所懸命頑張ってやってくれて、ある程度の

除染はできます。この次、山から水が流れてきます。水かけます。そのことがその会

場でもちょっと話題になりましたけれども、心配です。そういうことであれば、その

ときの会場にもいろんな学者、新潟から福島から、あちらこちら学者も来てましたけ

ども、そういう方を呼んでいただいて、やはり水田農業とその除染の問題、水の問題、

そう言うようなことを是非村でも開催していただきながら、早急にそのような対処を

一方でしていくと、決してそのそういうことは、移行係数は別々なんだから安心とい

うことを言っているわけじゃなくて、いろんな事例があって解明できない。でも我々

は率先してやはりそういうことを勉強していくべきであろうという視点であれば、そ

ういうことも含めて村長さんの考えをお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは０.２３を目指すということははっきりしております。その
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ためには多面的にやらなくちゃならないということなんです。今おっしゃるように、

これは部分的にやってもこれは地域全体は下がらないんです。だから、そういうこと

で、しからばいっぺんにやるかというと、いっぺんにできない。これはいろんな事業

量的にね。だから、やれるだけやはり頑張ってやれるところからやる。私たまたま今

度森林関係の除染推進協議会、県単位で立ち上げたんです。そこの私が新聞等にも出

ておったので、ご覧になった方もいると思いますが、私がその会長にさせていただき

ました。これいろいろやはりそういう県単位で除染関係を、今言ったように森林のよ

うなもの、これをやはりどうやっていくか。だから、とりあえず今やれるところから

最大の努力をしてやっていく。そして０.２３を目指す。そしてやはり安心して子ど

もを産める、育てることができる、これがやはり地域づくりの原点ですから、そうい

う地域環境をどう結局その近づけていくか、これが我々の行政の責務だなというふう

に認識しておりますから、そう言ってもいっぺんにはできないなと、だからやれると

ころからまあとにかく拡大していこうと。予算措置しておりますが、これからやはり

そんなそのあれでこの部分的にここだけやっぺとか、それはだめなんです、これは。

道路でもなんでも公共のような道路なら全部全面的にやれるところからやらないとだ

めなんです。そういうことで意気込みでおりますから、そういうことでひとつ議会の

ほうも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） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

これより議案第３１号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。、

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で今期臨時会に付議されました案件の審議は全部終了いたしま

した。

これをもって本日の会議を閉じ、平成２４年第３回大玉村議会臨時会を閉会いたし

ます。ご苦労さまでした。（午前１０時４５分）
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