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平成２４年第４回大玉村議会定例会会議録

第４日 平成２４年６月２２日（金曜日）

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 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。

９番 佐 原 吉 太 郎

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 遠 藤 勇 雄

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 舘 下 憲 一

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 武 田 孝 一

健康福祉課長 菊 地 平一郎 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 菅 野 昭 裕

兼 出 納 室 長
農 業 委 員 会

生涯学習課長 作 田 純 一 本 多 保 夫
事 務 局 長

アットホーム
中 沢 武 志

おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

一般質問

議案審議

質疑・討論・採決（議案第３２号～第４２号）

委員会付託事件（請願・陳情）の委員長審査報告

閉会中の継続調査申し出について
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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、９番佐原吉太郎君より欠席届がありましたが、そのほか１

１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、傍聴に伊藤栄子さんほか３０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あります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、一般質問を行います。

４番菊地利勝君より通告ありました震災、原子力災害対策についての質問を許しま

す。４番。

○４番（菊地利勝） おはようございます。議長の許可を得ましたので、先に通告してお

きました震災並びに原子力災害対策について質問したいと思います。よろしくお願い

したいと思います。

まず、今期の一般質問につきましては、同僚議員もほとんど震災、あるいは原子力

災害についての質問でございますけれども、私もほとんど内容同じのようでございま

すけれども、自分なりに勉強しまして質問したいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

まず、線量低減化対策についてお伺いしたいと思います。農地、特に水田の除染作

業については、放射線の高い地区の一部ということで、３月下旬より大玉１６区、そ

して１１区と事前調査に始まり、４月下旬と約１か月間で９３.９ヘクタールの水田

除染作業終了と伺っておりますけれども、天候、あるいはほ場条件により、作業工程

の変更もあったと思いますけれども、各測定値、分析結果はどうであったのか。それ

に伴って今後の除染作業の方向付け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） ４番議員さんの質問にお答えいたします。

まず、水田関係の測定値の結果でございますが、１１区、１６区水田除染作業時に、

いわゆる放射線量の測定、１０アール当たり１点でございますが、地上１センチと地

上１メートルということで、現在まだ集計作業は終了していませんが、現時点での集

計の平均値を申し上げますと、地上１センチで作業前で１.１２、作業後で１.０８、

地上１メートルで作業前が１.０６、作業後が０.９８、これ現時点での１００数十か

所の平均値でございますが、現在までの集計の平均の数値でございます。

続きまして、土壌の分析関係、土壌の放射性物質濃度の測定にあたりましては、１

ヘクタールに１点、これも作業前後に測定しております。そういう中で、放射線量の
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濃度分析についてはＪＡが外部に委託しているという関係で、まだ７～８割程度の測

定を終えたところということで、全部は終了しておりませんが、現時点での集計で作

業前後のいわゆる放射性物質の減少の割合を見ると、平均で約１０％程度が減少して

いるということで、これらのいわゆる放射性物質につきましては、水田のプラウ、耕

盤を壊さないようにということで、できるだけ作業、田植え作業に支障がないように

ということで、結果、大幅な減少ではない約１０％程度の減少が見られたということ

で、現時点での数値の報告をいただいています。

また、今後の除染の作業の方向付けでございますが、現在、牧草については約２３０

ヘクタール、ＪＡに委託して畜産農家がオペレートにあたるということで進んでおり

ます。また、畑につきましては、現在実施ほ場について調査をして今後進めるという

ことで進んでおるところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 全般的な説明というか、ありがとうございました。

何点かお聞きしたいと思います。私も、実は作業に若干携わったものなんですけれ

ども、その中においてゼオライト、あるいは土壌改良剤の散布できなかったとか、で

きたところとか等々あるんですけれども、その耕作者については、その後の作業、こ

れどうするんだと、来年度どうするんだとか、秋作業どうするんだとかいう、いろん

な問題点があると思うんですけれども、現時点で村当局の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） ２４年産の作付け後の今後の除染の水田の関係という質問でご

ざいますが、これらにつきましては、２４年産の作付けされた、いわゆる収穫された

米については、現在全量保有米を含めた全量検査を行うということで、ベルトコンベ

ア式の測定器を導入して収穫後全量測るという形で進めております。そういった検査

結果も踏まえて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） ４番。

○４番（菊地利勝） 各ほ場の検査によって検討すると、当然、先般、大玉広報等にも載

りましたけれども、水田土壌マップのような測定値を発表し、今後水田管理に利用で

きるようにするのが当然だと思いますけれども、先ほど言ったような各ほ場ごとの数

字等々も公表する用意があるか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ４番議員さんの土壌マップの公表の関係でございますが、既に

２月から３月にかけて行った７０数点の水田の土壌の結果については、大玉広報等で

公表済みでございます。今回の除染作業の結果については、いわゆる土壌の診断につ

いては、１ヘクタール２か所ということでございますが、これらも集計結果が出次第

公表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） ４番。

○４番（菊地利勝） 先般、講習会でもありましたように、１枚１枚のほ場の分析結果な

ど、耕作者に分かるようにしていただきたいなと思っております。
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更に、作業の中で保全管理の水田、特に保全管理ですから水田の状況、ほ場の状況、

だいぶ悪いんですけれども、今年もやらないところあるようですけれども、今後水田

除染について、どのような方向付けをしていくか、この点をお伺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） ４番議員さんに今後の水田の除染の方向付けでございますが、

先ほども答弁申し上げましたが、今年度の収穫された米については全量検査するとい

うことでございますので、そういった検査結果を踏まえながら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） ４番。

○４番（菊地利勝） この中において本年度、２３年度米においては特別隔離対策という

ことで、我々農家にとっては途中から、なんだと、自家保有米とか縁故米の対応にだ

いぶ苦慮しておりますけれども、この対応について今年は１００ベクレルですか、そ

れ以上、特に大山地区についてはＪＡさん等々を通して、このような対策をしたよう

ですけれども、本年度もこれが出た場合、現段階でどのような、やはり今年と同じよ

うな特別隔離対策を行うか、現段階で行政サイドの考え等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） ４番議員さんにお答えします。

２４年産米の特別隔離対策については、特に現時点では国、県等から示されており

ませんが、先ほど申し上げました全量検査の中で、一定基準は１００ベクレルでござ

いますが、ベルコンで測定した数値が５０なり７０、まだはっきり示されておりませ

んが、５０か７０ぐらいの数値が示されると思いますが、一定の数値を超えたものに

ついてはゲルマニウム測定器で測定するという形で、当然１００ベクレルを超えたも

のは流通しないという形で測定を進めるということで、県等より通知がなされている

ところでございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 前後しますけども、先ほどの水田除染作業にかかわる作業料金です

けども、全体的な工事費、あるいは１０アール当たり現段階で平均幾らかかったか、

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） ４番議員さんにお答えします。

水田の除染の経費でございますが、契約時には約１０アール当たり８万円、１ヘク

タール８０万ということで契約しましたが、その後いわゆる工事が終了しまして最終

的な出来高等の変更契約を結ぶような今後進めますが、最終的な変更契約まで現在事

務処理が農協のほうで進んでないということで、現時点では当初の契約した数字で、

その後最終的に変更契約を結ぶという事務手続きでなります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 当初の予算の１０アール当たり８万ということで、これは今後、全

村的に何年かかるかあれですけど、何年を目安にこの予算でやっていく、除染作業を
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行っていく考えが、予定が、計画があるか、お伺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） ４番議員さんの今後の除染の内容でございますが、水田関係に

つきましては、先ほど申し上げましたように、全量検査の検査結果を踏まえて今検討

をしてまいりたいと思います。

また、牧草については、現時点では今年度２３０ヘクタールを実施するということ

で進めておりますが、いわゆる二本松地区から入り作の関係でグリーン牧場、約５０

ヘクタールありますが、これについては今年単年度でできないということで、グリー

ン牧場のほうでは３か年計画を基に進めたいということで、村内の畜産農家の部分に

ついては極力今年度牧草地については終了したいとう考えでございます。畑につきま

しても、現在ほ場等を調べて調査を進めておりますが、そういった調査を進めながら、

いわゆるほ場、実施するほ場と、あと除染のガイドラインでできないところについて

は県等と協議しながら進めてまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 今回、水田に重きを置いてやりましたけれども、１６区、１１区等

々行っておりますので、随時行政区ごとにやるのかなと思いますけれども、スピーデ

ィな作業にて安心安全な米作りのための方策によって執行指導をお願いしたいと思い

ます。

次に、２番の面的除染事業ということで移りたいと思います。放射能物質汚染対処

法に基づく大玉村除染実施計画により、大玉１１区から住宅敷地内に関する面的除染

を開始したようですけれども、住民も不安の中で、いくらでも低減しようということ

で事業実施に協力しているようですけれども、進捗状況について問題がないか、昨日

も同僚議員、だいぶ伺っておりますけれども、私なりにお伺いしたいと思いますので、

よろしく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（武田孝一） ４番議員さんにお答えいたします。

進捗状況について問題ないかということでございますけれども、そもそも愛宕地区

先行でやりましたが、どのくらいの１軒にかかるかという想定がなかなかできないで

おりました。足場のスピードとか、実際にやってきた中では、だいぶ足場の仮設撤去

についても、愛宕地区でやったときから比べればずいぶん効率がいいなと。それから、

各請負業者においても、２班を同時に入れるとか、そういう作業体制といいますか、

そういうものも整ってきて、最初の想定からすれば進捗は良いのかなというのが印象

でございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 当初予定どおり、ほぼいってるということで、２～３、ちょうど私

も１１区、大山字馬尽ということで住まいしてますので、まだ私の家までは除染作業

入っておりませんけれども、今月末か来月に入りますと、業者さんのほうから説明あ

りましたけれども、いろいろ地元ですので苦情ではないんですけれども、こうしたら
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いいんではないかということをいろいろ聞いていましたので、ここで質問したいと思

います。

昨日も質問に出たようですけれども、除染作業、いろんな業者さん、１１区に入っ

ているようですけれども、作業の方法とかやり方、あるいは作業員の動き等々、あそ

この業者はこうだよとか、もう少しうちのは丁寧にやらないのかなとか、いろいろこ

ういう比べるわけではないんですけれども、部落内は、組内は同じ業者が入っており

ますけれども、そういう業者の請負による作業体系による放射能の影響等々は考えら

れないか、そこら辺を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（武田孝一） ４番さんにお答えします。

作業員の安全管理については、積算線量計については村のほうで代表者に貸し出し

しておりまして、被曝管理をすると。当然、マスクとか、あとで衣類に放射性物質が

ついた場合の安全管理については、きちんと指導していると。現時点での放射線量か

らすれば、作業員の被曝については特別問題になるような数字にはなってないという

ことでございます。ただ、安全管理という面は放射線問題ばかりじゃありませんので、

作業上の安全管理については、十分労基署なんかもだいぶ点検といいますか、巡回に

来ているということで、各事業者においても高所作業における安全というのはむしろ

放射線防護以上に神経を使っていただく、そういう必要があろうかと思っております。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） ありがとうございます。

１つだけ提案ですけれども、作業終了後、あるいは集合前とか、作業中の行動につ

いて、行政サイドで点検というか、そういうことを行っているか。あと、更に特に私

たちの地域においては用水路と排水路が一緒になっていまして、たまたま流したら用

水路に行ったと、そういう点が一部ありましたけれども、そういう場合の指導をもし

あったら指導していただきたいと思いますけれども、そういう意味でも行政サイドで

の作業中の点検討必要かなと思いますけれども、今後、あるいは格敷地内に放射能を

保管しておくとなると、それぞれ保管方法において庭の敷地内、あるいはブルーシー

ト等々やっておくところがありますけれども、そういう指導も併せて業者終了後、各

々必要かなと思いますけれども、その点について担当課の考えを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（武田孝一） ４番議員さんにお答えいたします。

まず、用排兼用の水路における水の問題ですよね。これにつきましては、昨日もあ

りましたけれども、基本的には堰を造って上水を流すと。しかし、その上水でも油が

浮遊して、それが田んぼに流入したという事実がございました。そこで納屋とか、そ

れからゲヤですね、こういうところに置いてある機械、あるいは暖房用の油タンク、

こういったものからの油の漏れがあった場所があるということで、高圧洗浄機で屋根

とか犬走の除染ですよね、これをやる場合に、機械やタンクからこぼれた油等をあら

かじめ、やっぱりそこで高圧洗浄の前に拭き取るなりなんなりという対応を業者には
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指示してきたところでございます。

それから、巡回の問題ですけれども、いっぺんに２００数十戸発注して、業者も今

８工区で入っております。１６区も出ましたから、担当職員が毎日毎日巡回というの

は不可能ですが、現実には現場からかなり頻度高く最初のうちは電話といいますか、

やり方の問題とか、そういうことで問い合わせがあって、現場にはそういう問い合わ

せの関係で出て行って作業状況の確認等々をやってきているということでございます。

それから、敷地内の仮置きの問題ですね。これにつきましては、基本的に埋めると

いうことと、それから、埋めるスペースがない場合にはフレコンパクト、防水のフレ

コンパクトにおいて住宅地内の離れている場といいますか、生活空間であまり立ち寄

らない、そういうところに置くという方針でやってきていまして、これらについても、

終わってから業者どういう指導かというよりも、各それぞれの個人との関係できちん

と相談して場所を決めていくと。こういうことで、これについては相当業者も神経使

っていると思いますし、あと、なかなか難しいという場合にはどうするかという、こ

れは事前の説明会でもいろいろありましたけれども、ここはケースバイケースで、や

っぱり相談しながらやるという以外にないと、そんなふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 担当課長のほうから答弁ありましたように、そのような対応で、住

民にとってはやっぱりやった家を見ると、気分的にすっきりしたなとか、そういう精

神的な面もあると思うんですけれども、特に私たちの１１区のほうについては全面的

に協力するという形を取っておりますので、特に業者さんとの話し合いもスムーズに

いって、農家多いものですから、先ほどいいましたように片付けとか、そういうのは

積極的にやるとスムーズな運びでいくと思いますので、今後は順次行政区ごとにいく

と思いますので、そこら辺のことも併せて説明会によろしくお願いしたいと思います。

次に、大きい(2)の子育て、健康管理対策について移りたいと思います。県教育委

員会では、平成２４年度の指導研修も行ったということを伺っておりますけれども、

３月の定例会において教育長の答弁の中で、村独自の教育指導は難しいが、保護者へ

の線量情報などをできるだけ詳しくお知らせすることや、子どもたちへの講演も行っ

ていきたいと答弁をいただいておりますけれども、その後、３か月等々経って、まも

なく夏休みを迎えようとしておりますけれども、子どもたちへの夏休みを含めた心の

ケアというか、どのような過ごし方をするかということを指導しているか、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（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えをいたします。

子どもたちへの指導ということでございますけれども、定期的な線量の周知につき

ましては、今年度から月に１回、保護者向けの線量の周知ということで実施をしてご

ざいます。その中で、屋外の活動時間の制限を１時間延長する周知、更に、それに伴

う考え方、屋外制限時間を廃止することによって、この線量に対する危機感が失われ

てしまうんではないかと、そういったことも併せて周知をしてございます。更に、屋
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外での農作業体験ですとか、それからプールの使用に関しての考え方、こちらを定期

的にお知らせをするというふうなことで行っているところでございます。

以上であります。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） ありがとうございます。

そこで、１つだけ、子どもたちに積算線量計というんですか、詳しいのは分からな

いんですけれども、それ先ほど、去年ですか、着けてもらっていろんな数字的な報告

等を伺っていますが、現在、この積算線量計についてはどのような、子どもたちに関

してですけれども、対応をしてるか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（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えをいたします。

２４年度積算線量計につきましては、現在のところ貸し出しはしてございません。

希望という形でも行っておりませんので、今後必要があれば貸し出しを行っていきた

いというふうに考えてございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 昨年度までで、今年の４月１日ですか、４月１日から貸し出しをし

ない、希望者については貸し出しをすると、それに至った経緯をちょっと伺いたいと

思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えをいたします。

昨年度につきましては、９月、１２月、３月ということで３回の積算線量計の貸し

出しを行ったところでございます。今年度、現在のところ実施しておりませんが、定

期的な実施ということで、これから線量計の貸し出しについて取り組んでまいりたい

というふうに考えてございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 現場等々で検討して、子どもたちの安全ということで積算計につい

てはよろしくお願いしたいと思います。

次に、県民健康調査票というんですか、各世帯主に配布されたと思うんですけれど

も、それ、私も送付したんですけれども、その後、送り先がちょっと忘れましたけれ

ども、返答とかないんですけれども、この状況について担当課のほうで県民健康管理

調査票についての説明をお願いしたい、使用方法とか等々、分かる範囲でお願いした

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えいたします。

県民健康管理の調査については、現在、２１％程度の回収率ということもあります

けれども、まだ、その処理についてはなかなか進んでいないというような状況でござ

いますので、その結果が送られているというのが避難区域、浜通りを中心にしたとこ

ろが先行されているということでございますので、処理自体が現在まだなかなか追い
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ついていないというような状況でございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） なんとなくまどろっこしいんですけれども、２１％ですか、なかな

か、県民に対する啓蒙とか、あるいはいろんな状況でこういう回収率かなと思います

けれども、この件に関しては県の状況などもありますので、現況を伺っておきます。

次に、大きい２番ということで、内部被曝検査実施、検査状況、あるいは今後の検

査、希望を取って３０歳までは行ったという昨日伺っておりますけれども、今後、そ

の後の大人というか、３０歳も大人ですけれども、住民にどのような形で検査をして

いくか、あるいは今回で状況を見るとか、そういう現在の状況をお伺いしたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ４番議員さんにお答えいたします。

内部被曝検査の現在の状況でございますけれども、大玉村におきましては、５月、

６月末までの予定で、現在内部被曝検査を実施しております。対象者につきましては、

先ほどお話しありましたように、小学生から３０歳までというようなことで実施して

おりますが、２,０８４人の対象者に対しまして、６月１４日現在、１,２３０人が実

施済みでございます。実施率にして現時点、６月１４日時点で５９％ということでご

ざいますが、小学生につきましては、ほとんど１００％近い数字の受診率でございま

すけれども、一般の方、大人については、今の段階では５０％程度というような状況

にあります。

これからの考え方ということでございますが、県のほうにおいても、まだ詳細、今

後の詳細については、まだはっきりしていないというようなことでございますので、

今回実施後、次の検査がいつになるかというようなめどは今のところ立っていないと

いうような状況でございます。また、検査の考え方につきましては、大玉村では３０

歳まで行いましたけれども、他市町村においては１８歳までということでございます

ので、大玉村においては特別の年齢的には３０歳まで実施できたというようなことで

ございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） とりあえず、子育て、健康管理についてはそのような状況で、子ど

もたち、あるいは３０歳までは内部被曝検査を行ったと。今後、状況を見ながらとい

うことで、住民の要望がありましたら、それなりに対応するようによろしくお願いし

たいと思います。

次に、(3)の特産物奨励と６次産業の推進対策についてお伺いしたいと思います。

これにつきましては、大玉村の振興計画でも農林産品の安定生産、あるいは特産物の

奨励ということで計画している中で、今般、新聞等々に報道されましたけれども、福

大の地域ブランドの戦略研究所と契約ということに至っておりますけれども、その経

過についてお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。
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○企画財政課長（武田正男） ４番議員さんにお答えいたします。

契約等につきましては、本年度の当初予算のほうにも計上してあります。農商工連

携による地域の復興再生を図るんだというような形での６次化産業の推進ということ

であります。今回のこの福島大学地域ブランド戦略研究所との契約につきましては、

農商工連携による６次化産業の実践というような形での企画立案、それから青写真を

作るための組織、これ仮称でありますが、企画委員会、これらの活動に対する調査及

び助言、指導、講演会による講師、その他必要と認める事項という形で、福島大学経

営経済学類の西川教授との間で契約を締結したところであります。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 福大の研究所と契約したという確認をしました。

この研究所の実例というか、ここに至ったそれなりの研究所の前例とかあると思う

んですけれども、その点、分かる範囲でお聞か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） ４番議員さんにお答えします。

西川教授につきましては、長い間、６次化産業関係の研究をテーマとして実際にい

ろんな活動をしておられます。具体的には、道の駅の東和コンサル、それから最近で

はＪＡ田村の関係の特産品の戦略、それから現在では白河市とのそういうような形で

のコンサル業務を行っていると。併せて大玉村においても、今回できる農商工連携に

よる拠点の構築につきましては、いろんな各界各層の意見を聞く必要があると、その

中でやはり専門家の意見というのは重要であろうということで、是非ということで今

回、福島大学とのこういうふうな連携というような形になった次第であります。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 研究所の実例については伺いました。

そこで、先ほどの答弁の中にも、委員会を立ち上げると。こういう委員会というと、

充て職というか、そういう形で行っているようですけれども、この件に関しては、や

はり公募とか、いろんな意味で実働部隊というか、そういう形で立ち上げた方がいい

かなと思いますけれども、その点につきまして村長のご意見を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、担当課長から、経営、それから考え方等については申し上げた

とおりであります。今後、これらを生かしていくと、地権者の意見等を十分に参酌を

して、しからば大玉村にそれが現実的に実現をすることについてはどうなんだという

ことについてプロジェクトチーム、こういうものを立ち上げたいということは昨日も

申し上げました。そのメンバーでありますが、メンバーについては、各団体の長とか

どうとかという、そういう構成で、これは多いわけでありますけれども、こうしたこ

とは一種特性がありますので、そういう視点に立って人選をいたしたいと、このよう

に考えております。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 村長の答弁をいただきましたので、特に実働部隊ということでよろ
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しくお願いしたいと思います。

次に、最後の防災対策について移りたいと思います。ここに書いておきましたけれ

ども、情報難民にならないように防災無線の充実ということで、ここに書きましたの

は、今回の震災、あるいはその前もありましたけれども、なかなか大玉広報の無線が

聞き取りにくいという話を伺っておりまして、補正によって機種をそれぞれ更新して

いるようですけれども、過去にも私も一般質問で、無線のあれですか、アナログから

デジタル化とか、これについては予算もなかなか必要になるので無理だと、いろいろ

あると思いますけれども、ここに書いておきましたように、内容についてちょっと現

場的に確認したら、まだやっていませんよと伺いましたので、あえて一般質問に挙げ

ましたけれども、聞き取りにくかった場合、今回の震災もそうですけれども、電話回

線、黒電話というか有線は聞いたと。携帯無線については、なかなか通じなかったと、

こういう点がありますので、是非放送内容の確認ということで、電話サービス、テレ

フォンサービスいろいろあると思うんですけれども、こういうことができないかお伺

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（武田孝一） ４番議員さんにお答えしたいと思います。

放送内容の確認についての自動での電話の再放送といいますか、できないことでは

ありません。しかし、現在の無線システムといいますか、機器、それからシステム自

体も古くて新たな業務をやるとトラブルの原因になりかねないということがあります。

それで、自動でやるか、あるいはアナログで直接かけていただければ、かけるという

行為自体は同じなので、そのような対応をしていきたいということで、今現在は自動

での再放送サービスはやっておりません。問題はそういう確かに情報難民というよう

なご指摘があるように、聞きづらい、聞き漏らしたということがケースとしては出て

きてます。先ほど申し上げましたとおり、機器もシステムも古くて新たな業務に対応

できないということもありますので、今回の東日本大震災を受けて、これから防災計

画の見直しが当然必要になってきております。重要情報の伝達手段について十分に、

やっぱり検討しなければならない時期になってきているということで、村としては全

村光ケーブルの利用が可能になってございまして、これらの新しい通信媒体を活用し

た情報伝達の仕組みについて検討に着手していきたいと。その間に関しては、なんと

かアナログ対応といいますか、電話で問い合わせていただければ、それで対応してい

きたいと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） ありがとうございました。

この放送の内容等等については、同僚議員のほうから時間帯を統一したらどうかと

いうことで、大変、例えば７時ころとか９時ころ、９時ころはないですけれども、７

時ころはあるんで、大変そういう意味ではちゃんと情報がいくのかなと思います。課

長のほうからアナログ対応、電話等々で受けると。特に夜間ですね、７時ころ定期放

送等々、職員いる、いないは別として、日曜とか祭日とかの放送においては、なかな
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か職員も対応できないかなと思いますので、そこら辺を十分検討いただきまして、新

しい機種が入るまでは住民サービスということに徹底して、よろしくお願いしたいと

思います。

次に、今回の一般質問の中には書いておきませんでしたけれども、防災対策という

ことで昨日の全員協議会において、災害協定締結について担当職員より説明いただき

ましたけれども、今回、防災対策ということで一般質問を出しておきましたので、そ

の中において締結に至った経緯などを村長に伺って、この質問を終わりたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 災害というのは、どういう内容で、いつやってくるか分かりません。

今回が良い事例でありました。また、新潟の中越地震、ああいうことで全村避難と

いうようなこともあります。そういうことを踏まえますと、自治体間のこういう災害

時に備えて、お互いに協力し合う、こういうところが必要だなと。つくづく今回、双

葉地方なんていうのは住民がバラバラだった。方向もみんな個々の選択、こういうこ

とであってはならない。そういうことで、実は７月２日に北塩原、これは安達太良山

を境にして東西になる県内、そして、あとは県外、北のほうにということを考えてお

りましたので、これはどうなるか、今は事務的には進めておりますが、山形県のほう

に考えております。それから南のほうにもということで、これは茨城県のほうに考え

ております。とりあえず３月の定例会で、今年度の前半には固めたいと、こういうふ

うに約束をしておりましたので、今いったようなことで３か所程度自治体間の災害協

定を締結をいたしたいなと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） ありがとうございました。

昨日も担当課長のほうから説明受けておりますけれども、防災協定に基づいて、い

ろんな意味で住民の交流が図れるように進んでいただければ幸いだと思います。

以上で一般質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で４番菊地利勝君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

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

（午前１０時４３分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ８番遠藤文一君より通告ありました放射能、放射線の現状と今後の

対応についてほか１件の質問を許します。８番。

○８番（遠藤文一） ８番遠藤文一です。これより平成２４年６月定例議会における一般

質問を行います。

昨年３月来、非常に放射能には悩まされてきました。既に１５か月が過ぎようとし
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ておりますが、いまだに、その対応に振り回され、放射能問題が片付かないと何も手

につかない心境であります。しかし、万が一地球上で同じような事故が起きた場合や、

二度と同じ過ちを繰り返さないためにも、そして東電や国にきっちり清算させるため

にも過去のあらゆるデータを整理し、現状についてもより多くの情報を基に実態を明

確に把握し、記録し、今後についてもより多くの識者などの意見を取り入れ、限りな

く正確に予測を立て、それに対処していく必要があろうと思いますが、まず村長は、

これらについてどのような見解を持っているか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今お話しされたように、全く怒り心頭といいますか、誇りとする空

気、水、土、こういうものを汚された。どうしてくれるんだというような気持ちでお

るわけでありまして、今までも、今質問者が話されたようなことで、国なり東電なり

にいろいろと折衝交渉をしてまいりました。これからも一層こうした具体的な見地に

よって、それらを土台としてしっかりと請求するべきものは請求をすると、そして、

改めていただくところは改めていただく、こういう姿勢で強く接してまいりたいと、

このように決意をいたしておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、村内の空間放射線量の推移と今後の見通しについて、住民生

活課所管の範囲内で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（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。

村内の放射線量の推移ということでございますが、昨年の１０月２８日以降、定点

で実施しているところから、ご報告申し上げますが、特に観測地点も途中から変わっ

ていますので、１０月２８日、それから６月に至っても同じく箇所というのはそうあ

るわけではありませんが、東部地区、代表事例として申し上げたいと思います。東部

ふれあいセンターの線量を比較しますと、昨年の１０月２８日に０.９３２マイクロ

シーベルト毎時あったものが、今年の６月、先週末でございますけれども、０.３２

マイクロシーベルト／ｈということで、ここの数字だけでは約６６％の減少、３分の

１程度に減少したということでございます。それから、アットホームおおたまでござ

いますが、１０月２８日では０.３３８マイクロシーベルト／ｈであったものが、６

月には０.１４９まで線量が低下しています。この時点では、５６％程度の低減とい

うふうになります。そのほかについてもこのような傾向にありますが、３月から観測

地点が変わっておりますけれども、３月から６月までの３か月を見ると、低減率はず

うっと低いと、１０％程度の低減にとどまっているということでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この低減している状況については、単なる半減期の関係の低減とい

うふうに見ておられるのか、あるいはそれ以外の何か原因があって、要因があってと

いうふうな見通しなのか、それについても伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。
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○住民生活課長（武田孝一） 昨年の４月の時点で、村のアドバイザーも引き受けていた

だいている日本大学の野口先生の資料によれば、１年間での減少率はセシウム１３４

の自然崩壊による低減が２割程度というふうに言われてました。したがいまして、今

回を見ると、それの倍近い数字、あるいは３倍近い低減になっていること、このこと

を考えると、自然的な条件も加味されていると。先週、講演やりました獨協大学の木

村先生、あるいはほかの先生方の見解も合わせると、昨年度の大雪というのは非常に

大きな効果を発揮しているということで、台風とか冬の雪、こういったものが環境放

射線量を低減させている一つの要因であるというふうにも考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 空間線量も徐々に下がっているというふうな状況の中でありますが、

まだ除染も手付かず、そのままのところもあろうかと思います。そういう状況の中で、

今でもホットスポットと言われるような所が存在するのかどうか、どのように確認さ

れている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（武田孝一） ８番さんにお答えします。

今でもホットスポットと呼ばれるようなところがあるかということですけれども、

例えば福島市の渡利地区だとか、伊達市のどこどこだとか、こういう広い範囲でのホ

ットスポットというのは大玉の中にはないというふうに思っています。ただ、総体的

に東部地区とか、そういったところは村内からいえば、全体からいえば線量が高い。

ここをホットスポットと呼ぶかどうかというのはいろいろあると思いますが、福島市

のような、ある一定のところをホットスポットというふうに呼ぶとすれば、村内には

ないのではないか。ただ、いろんな場所に、線量が特別に高いという、そういう場所

がある。住宅であれば、雨樋の縦樋と雨樋がぶつかるところは非常に高いというとこ

ろとか、それから低地ですね、低い土地、それから、いぐねを大きく持っている神社

周辺とか、そういう場所については総体的に他の場所から比べれば線量が高い。それ

をホットスポットといえば、それはそういうふうにも言えるのではないかというふう

に思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、その線量計の利用状況について伺います。現在、住民生活課

管理のメーカー別保有台数と、その利用率、あるいは各区で利用している状況につい

て把握しているなら、それも併せ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（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

現在、環境放射線線量計、測定器は７１台ございます。これはホリバ製作所のラデ

ィＰＡ１０００という機種でございます。７１台のうち１６台が文科省でございまし

て、そのほかは村所有ということです。各行政区に貸し出ししている台数が３２台、

行政組合、組等に入ってない住民の方対象の貸し出し台数７台を確保して、そのほか

を一般貸し出しにも行っております。昨年の１２月２０日から先週６月１５日までの
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統計でございますが、一般貸出しとしては延べ１１４名に１３５台の測定器を貸し出

しを行っています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、放射線量の定点測定についてであります。あまり記憶になか

ったのでありますが、昨年７月の広報に載っております２８地点、８月の９７地点に

ついて現在もその定点を定期的に測定しているのかどうか伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番議員さんにお答え申し上げます。

現在、定点でやっているのは９７か所、定点でやってございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 現在９７地点でやっているというふうな答弁でしたよね。これは５

月の広報かな、それは定置式も含めて、そこまでなってないと思うんですよね。だか

ら、私は広報に出した測定結果だけが測定しているのかなと思ったから、かなりこれ

は少なくて、もう少なくとも部落ごととか、あるいは住宅の密集地だったら１００メ

ーター、２００メーターメッシュで定点を設定して測定すべきだというふうに思って

おりますが、現在も間違いなく９７地点測定していますね。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 今ちょっと正確に数、数えてますが、各行政区２か所から、

多いところでは７か所の観測地点を設けて、集落単位でですね、これらの実施はやっ

ているということでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 台数とか測定箇所を、なんで質問しているかと申しますと、これ機

種がいろいろあると比較検討する何ものもないわけ。同じ時間、同じ場所で同じ高さ

で測定しても必ずしも同じく出てこない。そして、それが一定の率合いで、その差が

あるとすれば、その率で補正できますが、それもまちまちであるということから、で

きるならば信用できる機種で、しかも多くの定点測定をし、しかも、今課長は９７地

点というとかなりの多い地点でありますが、住宅密集地なんかで申しますと、２００

メッシュぐらいがしかるべきかなと。なぜかというと、この間の講演にもありました

ように、感知するのが１００メーターだとすれば、１００メーター１００メーターで、

２００メーターメッシュだったらば当然全部把握できるんじゃないかなということか

らの提案であります。ですから、ここにおかれましては、安心して確たる数値を出し

てくれる測定器で、しかも定点測定を数多い箇所で実施しておくと。それをきちんと

記録に残しておきたいなということの質問でございます。

次に、健康福祉課所管の積算線量の状況について伺います。まず、昨年７月２７日

から９月２３日までのデータ以外で利用したその件数、時期と、子ども大人、それぞ

れの推定被曝線量、多い人はこのぐらいだった、少ない人はこのぐらいだったという

ような記録があるとすれば伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。
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○健康福祉課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

積算線量計の利用状況ということでございますけれども、２４年３月末現在で集計

しておりますので、それでお話しさせていただきたいと思いますが、乳幼児につきま

しては２２７名、小学生３３４名、中学生１０３名、妊婦２９名、その他一般３７名、

合計７３０人となっております。また、２４年の４、５月につきましては３７名、子

ども１０名、大人２７名ということでございます。それから、積算量の最大、最小で

ございますけれども、最大につきましては４.４３ミリシーベルト、最小につきまし

ては０.６８ミリシーベルトということになっております。平均で１.４９というよう

な数値になっております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 私ごとで恐縮ですが、１０月１１日から約１２２日間、あちこち飛び

ますが、それを推計して年間被曝線量どうなるかといったら、私の場合だと１.０５

ミリシーベルトという状況でございます。これ高いか低いかなんていう話になろうか

と思いますが、櫻井よしこさんとか東大の医学部の准教授中川恵一先生にいわせたら、

もうこれは、もう絶対安全の領域だと。私もそうかなとは思います。ただ、いろんな

情報がある中で、どうかなとは思いますが、このお二方については、もう２０ミリシ

ーベルトまでは大丈夫だと、年間。そういう方々だから当然、１.０５なんていうの

は完全に安全の領域だというふうなことになろうかと思います。要するに、これもや

はり、そういう機械的に測定した結果、安心を得られるという部分があろうかと思い

ます。ですから、線量計について現在どれだけの線量計あるかどうかということから、

そして村民にどれだけ利用してもらうかということもあろうかと思いますが、今、県

の事業でも、まだ１０分の１０の線量計の補助事業あると思うんですよね。今の保有

台数で少ないとすれば、それを利用して買い入れるなり、そして村民に安心を得るた

めだったらば、どうですかと。確かにこんなちっちゃいものでも毎日、毎日持って歩

くというのは、子どもだったら負担だろうし、なかなか面倒くさいとは思います。し

かしながら、やはり、そういうことを啓蒙していくことによって、村民の健康管理を

きちっとやるということの姿勢はやっぱり必要かなというふうに思いますので、今後

この積算線量計の取り扱いについて、まだまだ県も事業あるという中でのことであり

ますから、どう対応していくのか、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（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

積算線量計の今後の使用方法ということでございますけれども、学生、小学生、中

学生等につきましては、教育委員会を通じて定期の積算線量を測っていただく。一般

につきましても、できるだけ多くの皆さんに利用していただくというようなことで広

報等は行ってまいりたいと思いますが、今まで１週間程度というようなことで貸し出

しを行っておりますが、長期の貸し出しもさせていただいております。これにつきま

しては、各行政区にいらっしゃいます民生委員さんに積算線量計を持っていただきま

して、各行政区で状況を確認したいというようなことで、１か月単位で貸し出しを行
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っている。これらにつきましても拡大をしながら、行政区単位でどの程度の積算線量

かというような確認も今後行っていきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、教育委員会関係の放射線量の測定結果について伺います。

過去において逐一公表し、児童、父母も理解し、安心していたと思います。先月、

５月２１日の測定値を見ても、村内どこにいるよりも学校、幼稚園、保育所のほうが

安心して生活できる環境と見受けられましたが、測定器は日立アルカメディカル株式

会社製ＴＣＳ１７２Ｂを使用とあります。そこで一言いいたいのであります。１１月

まで村の定点測定をしたホリバ製作所製ラディＰＡ１０００で、９、１０、１１月ま

での測定値の変化は理解できる程度の増減でございました。１２月に日立製に変わっ

て測定した数値が、１１月との差、１４地点平均０.１４５７マイクロシーベルト／

ｈでありました。つまり、ホリバから日立に変わって日立になったら、０.１４５７

マイクロシーベルト／ｈ下がったのであります。どちらが正確だなどというつもりは

ありませんが、機種の変更により０.１４５７マイクロシーベルト／ｈも低い表示に

なっていることは当然理解してしかるべきだというふうに私は思っています。村長の

行政報告の中で、学校教育の慎重を期した対応の報告を聞きましたが、改めて測定数

値の事情を鑑みたうえで、学校施設内での生活に対する見解を伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。

機種の変更につきましては、住民生活課のほうと相談をし、より正確なものという

ことで導入をした経過がございます。先ほどご指摘ありましたように、機械によって

数値が変わってくるということでございますが、定期的に機械の数値についてはすり

あわせを行って、異常なものについては排除してきたという経過がございますが、や

はりメーカーによって若干の違いがあると。ですから、より正確なものを導入したと

いう結果、実際少し差があったという現状でございます。これは、これをこれからも

使い続けていきたいというふうに考えております。

それから、学校内での問題については、子どもたちは少なければ少ないほど良いと

いうことですので、時間制限を加えながら行っているということと、それから、昨年

度１年間、先生方に積算線量計を持っていただいて計測をした結果、子どもたちが学

校で過ごす場合には文科省が示している年間１ミリシーベルトを遙かに下回った数字

で出ておりますので、学校がいちばん安全だということについては変わりはないとい

うことですので、これからも不要な被曝は避けるということで学校のほうで過ごさせ

ていきたいというふうに考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、甲状腺超音波検査の実施状況と、その結果、今後の見通しに

ついて伺います。昨日の甲状腺超音波検査の実施については、６月末に県との協議に

より実施時期が決定しますとのことでありましたが、課長さん、秋以降になりますな

どと言われないようにしっかり協議していただきたいと。できるだけ早いほうがいい
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かなと思う観点から、しっかり協議していただきたい。秋以降ですなんて言われて、

そうですかなんて言わないで、もっと大玉村は早くしてくださいと、きちっと協議し

てくださることを、まずお願いしておきます。

それから、村民が自主的に実施した人がおったとすれば、どういう状況なのか。例

えば人数とか、その結果について把握しておったら、お尋ねしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

村民が自主的な検査を受けたかどうかというようなご質問でございますけれども、

私のほうに自主的に検査をしたというような情報は現在まで入っておりません。把握

していないのが現状でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この甲状腺の超音波検査については、県では１８歳以下のすべての

子どもを対象に継続的に甲状腺超音波検査を実施するようでありますが、村民の甲状

腺超音波検査の実施については、希望対象者を一度に実施する考えなのか、あるいは

何年ごとにやろうとしているのか、現在の考え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（菊地平一郎） お答えいたします。

県の実施計画によれば、２４年、２５年度で検査を一通り終えたい。２６年度以降

に２回目ないし行いたいというような計画でございますので、現在の検査状況推移を

見ながら、次期検査が行われるものというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、ホールボディカウンターの実施状況と、その結果についてと、

今後の実施スケジュールについて伺います。前の質問者が質問し答弁されました。私

は、年齢について上限がどこまでだかと把握してなかったんですが、前の答弁ですと

３０歳、大玉は３０歳、よそでは１８歳だけどと、こういうふうな話でございます。

その３０歳というのはどういうことなのか。端的に考えると、例えば２０年、３０年

後に影響が出てくるということであれば、例えば現在の４０歳の人が３０年後なら

７０、４０歳の人が２０年後だったら６０と、こういうことで、まだまだ余命のある

年齢でございます。だとすれば、３０歳というよりも、むしろ４０歳、５０歳だって

当然やってもしかるべきかなというふうに思うのでありますが、大玉村は３０歳、上

げたけど３０歳だったよという、その辺の根拠をきちっとご説明いただきたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

今回、県の基準では妊婦とか４歳から１８歳までの子どもが検査対象というような

中で、大玉村におきましては５月、６月の２か月間、この中で実施するというような

計画でございました。そういう中で、大玉村としては、できるだけ多くの皆さんに検

査を受けていただきたいということで検討いたしましたが、４０歳、３０歳以上を捨
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てたということではなくて、結局は物理的に検査日数、それから検査、一日で出来る

検査人員等を勘案しまして３０歳までが限度かなという中で実施させていただいたと

ころでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ということであるならば、今後当然４０歳以上の方々もそういう機

会があるということであると思いますので、そういう機会を是非つくって、もちろん

希望者にしかならざるを得ないけれども、そのような形でホールボディカウンターの

実施をまず求めておきたいと思います。

次に、水田の除染について提案しますので、村長の見解を伺いたいと思います。昨

年４月１８日付、農林水産省生産局長から、関係する県の農林水産部長や農政局長、

全中会長、全農会長あてに、東京電力福島第一原子力発電所の周辺圏での農作業の安

全性の確保等のための技術指導についてということで、適切な対応をお願いしますと

いう文書が送付されております。その中身の一部は、代かきに伴い、土壌中の放射性

物質が流出するなど、周辺環境に影響が及ぶ可能性があるから、代かきを行う際、以

下の点に注意することが必要です。１つ、代かきはできるだけ浅水で行い、強制落水

は行わないこと。（なるべく地下浸透で水を落とすこと）。２つ、やむを得ず強制落

水する場合でも、少なくとも数日間放置し、濁りが十分なくなってから行うこと。３

つ、田植え後においても、用水の掛け流しは極力行わないことという文書で、県もこ

れに右ならいしたというふうに思っております。つまり、水田の代かき後の濁り水を

落水すれば、放射性物質も一緒に流出することを証明しているというふうに私は思っ

ております。そこで、水田の代かきのとき、水田に水を入れます。その水と代かきを

終えたとき、排水して泥水を取り、５月２５日、村のガンマ線スペクトロメーターで

測定しました。結果、２か所とも入れた水は検出せず、排出した泥水は７３.５２ベ

クレル／㎏、５８.９９ベクレル／㎏が検出されたとの結果通知がありました。その

泥水に含まれた固形物は、１リットル当たり１５グラムでございました。当然、水田

土壌の放射性物資を測定していれば、もっとしっかりしたデータというふうな検査に

なったかとは思いますが、機器の不足で、そこは測定できなかったと。残念なところ

でありますが、そういうことがございます。また、５月３１日、飯舘村の山間部の水

田除染の実験状況が放映されました。つまり、高いところの水田を多分テレビで見た

のは田車で濁しておったと思うんですよ。そして、一番下の下に、その泥水を溜めて、

沈殿してから表土を取り除くという実験事例でありました。また、５月２２日の公民

館の講習、小山先生も、セシウムのフィルターがあるというようなことも話されてお

ります。また、６月１３日の講演でも、講師木村先生は、水を溜めておくとセシウム

を吸いやすいという、セシウムだけを吸着させるものが考案されているなどと、それ

を利用して川の流れの中とか水田を１枚つぶして天然の浄化槽を造ればというふうな

ことでもありました。そこで、これらの情報を総合して判断すれば、実施可能とする

条件もあろうと思います。しかしながら、実験的に水田の代かきをし、その濁り水を

別の水田で浄化するとするなら、その代をかいた水田から間違いなく放射性物質は流
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出します。木村先生も言っておりますし、村長も聞いておったと思います。今、休耕

田などを借りて実験することを提案しますが、村長の答弁をいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） なにもかも経験のないことを今取り組んでおります。今のような指

針も、これは現実的に可能なのかどうか。これは徹底は難しいんだよね。そういう中

で、少しでもやはり低減化を図っていく。そういう手法として、歩きながら考える、

やりながら考えるという面が出てくるんです。そういうことで、今言われたような、

そういうことも視野に入れて、いかに低減化を図ることができるのか。減反のような

ところをためると、こういうふうな。そして、上水をかけると、こういうふうなこと

もやっぱり一つの手法として考えていかなければならない。まだまだ、たくさんある

と思うんです。歩きながら、要するに、やりながら考えていく。そして、除染の効果

のある方法というものを見いだしていく、そういう考え方でおります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今、水田の除染の方法として天地替えというふうな形で、深くとも

３０センチというふうにやっております。私は疑問に思うのは、水稲、稲がいちばん

根の張りやすい部分にしっかとセシウムを置き換えるようなものだと。それを吸いや

すいところに持っていって吸わせねべという理論はとっても私には理解できないんで

すよ。むしろ私は濁り水で、そこから田んぼから濁り水を田んぼから出ることによっ

て、その田んぼは少なくなることはこれ数学的に明白なんですよ。だから、実験する

から、お膳立てするから、村長、その経費と資材出しませんか。要するに１枚の田ん

ぼを濁して、その濁り水を例えばセシウムの入ってない水を５トンでも１０トンでも

入れて、その分泥水等を流して別な田に入れて、その田で、この間もありました除染

効果としてもみ殻で除染できるとか、この先生が言ってるように、そのフィルターが

あるとか、セシウムを吸収するものがあるということであれば、これははるかに、そ

のセシウムをただその田んぼを上から下に移す作業よりは、はるかに効果的であると

私は素人でもそう思うんですよ。必ずその濁った水と一緒にセシウムは出ちゃうんだ

から、出たところは、それだけ少なくなることは間違いないです、これは。数学的に。

だから、これはとにかく来年の稲作に間に合うように、今年の休耕田なんかを利用し

て、やれるとかやれないとかあろうかと思います。でも、これは実験する価値がある

と思うんですよ。だから、村長、どうだい。経費と資材出さないかい。あとお膳立て

するから。ということで、村長、もう１回答弁いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど答弁したとおり、そういうことも視野に入れて前向きに考え

ていきますよということを私申し上げた。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、家庭菜園や自給野菜の除染について伺います。昨日の同じ質

問の答弁でも、方法も含め今後検討すると。やらないところがないようにしますとの

答弁でありました。やらなければならないという、その意思は十分伝わってきます。
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あとは優先順位であります。それを考えるとき、家庭菜園や自給野菜畑などは面積も

小さいだろうし、それにかかわる消費人数は多いというふうに思われます。ですから、

優先順位というならば最優先というふうに思っておりますが、家庭菜園や自給野菜畑

の土壌の放射能の測定、そして、それの線量の高いところからの除染、これを早急に

提案したいというふうに思いますが、村長の見解を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは昨日も担当課長のほうから話がございました。

現在のガイドラインで取り組みを今進めていると。しかし、プラウ耕等も入れない

と、そういう菜園的なもの、これもやらなければならない。やれる方法はどうなんだ

と。これをガイドラインの中で組み込むようにこれからきちっと要望等をしてまいり

たい。そして、全部除染をする、これが考え方であります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、農産物等放射性物質測定結果について伺います。結果につい

て、村のホームページや広報で見ておりますが、そのほかの手段で不特定多数の村民

に公表しているのかどうか伺います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。

放射能物質測定の結果でございますが、測定の結果につきましては、いわゆる１週

間ごとについてはホームページ、１か月単位については村の広報紙と、それぞれ測定

を依頼した方については郵送で結果を通知しているという、この３つの方法で公表し

ているところでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） それでは、干し柿とか昨年ですね、干し柿とか椎茸など、多くの検

体から高濃度のセシウムが検出されております。その結果に対しては、どのようにし

て村民に活かされた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） ８番議員さんにお答えします。

高い数値が検出されたそういうものの村民への周知でございますが、先ほど答弁申

し上げました手段で公表し、なおかつ、いわゆるその時々、季節ごとの野菜、また山

菜類等については問い合わせがうちのほうにたくさんございます。そういった中で、

直近の数字等については、電話あった、照会があったものについては、いわゆる直近

の数字はこのような数値が示されておりますということで、村民の方についてはお知

らせしているような状況でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これは、村で測った結果だから公表できないというふうなことでは

ないと思うんで、干し柿とか椎茸などは、かなりの点数が高い濃度で検出されている

と。当然これは防災無線などで注意してくださいと。どうしても食料としてやりたい

ならば、測定してから食してくださいと、そのぐらいのことをやってしかるべきだと
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いうふうに私は思っております。せっかくの記録であります。結果であります。これ

を村民のために生かさない手はない。やはり、これは職員の対応できちっとやっても

らいたいなというふうに思っております。

次に、放射性物質を測定する意義について伺いたいなというふうに思います。５月

１日、早いほうだと思い、コシアブラ、タラの芽、ワラビやゼンマイ、１キロずつビ

ニール袋に詰めて準備完了しました。そこで、これらを測定してみませんかと電話し

たら、申し込んでくださいと。今日、申し込めば１１日に持ってきてくださいと。こ

れも決まりですから、それはありだろうというふうには思いますよ。では、タラの芽

やコシアブラ、ゼンマイ、ワラビをだれか村で測定した人はおりますかと聞いたら、

検体がないので、まだ測定していませんという返事でした。そこで、誰も測ってない

のならば、みんなの参考になるかもしれないから測ったらどうですかと念を押したら、

では７日に持参してくださいと、こういうふうになりました。村のホームページの５

月２日付で、注意、タラの芽のシーズンを迎えました。タラの芽に関する発生状況な

どの情報がございましたら、福島県県北農林事務所又は大玉村役場へお知らせいただ

くとともに、モニタリングにご協力をお願いしますと書いてあるにもかかわらずであ

ります。しかし、このようになったのは、あくまでも大型連休であったこと、これは

認めます。しかし、山菜など採取して１０日も後になって結果分かっても誰にも役に

立ちません。なんにもならない情報なんですよ。広益性、公共性を鑑みて、今後は村

民の役に立つ測定理念の下に運用していただきたいというふうに私は思っております。

これに対して今後どのように対処されるか、やはりトップのご答弁をいただきたいと

思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 異論はございません。そのとおりに努力をするというのが当然であ

りますね。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、現在の放射能測定体制について伺います。現在、何台測定器

を保有しているのか、そのメーカー、機種について伺います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。

現在の放射能測定、食品関係の測定の機器でございますが、現在、村では６台所有

なり貸与も含めまして６台ございます。その内訳でございますが、ベルトールド社、

これはドイツ製でございますが、４台。アトムテック社、これはベラルーシ共和国の

製造でございますが、１台。ミリオン社、これはフランスでございますが、１台。合

計６台を保有なり貸与を受けて測定にあたっているところでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この線量計にも言えることなんですが、あてにならない、こういう

線量計、これのことじゃないですよ。あてにならない線量計とか測定器、なんぼあっ

たって意味ねえのよ。つきあわせたって全然どれが正確か、どれを信用していいか、
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どこを基点にするか、どこを基地にするかということが分からないのでは、何台あっ

たっておれは意味ないような気がするんですよ。でも、じゃあ、この中に、じゃあこ

れを基本にして測定していくべとなると、ベルトールド社だったら４台、あと２台は

どうするということ、なんでもいいからという人には、じゃあ測ってやるかと、その

くらいの話では、あったって意味ないっていうの。本当に村民が安心して、ああ、そ

うですかと納得できるやっぱり機種でやらなきゃおれは意味ないというふうに思って

ます。ですから、今後やるとすれば、ゲルマニウム半導体のような、あのぐらいのも

のでやるというふうな考えになってもらいたいなというふうに思うんですが、先日の

講演で木村先生は、その小山先生の話を実践するなら、これは必需品、当然準備すべ

き機器であろうというふうに思っています。だって、あの先生方だって事実実態はど

うなんだということをきちっと把握しなきゃ、その後の対応ができないというんだよ。

だから、これだけの農地のじゃあ土を測るかとか、畑の土を測って、じゃあ絶対安全

だなというような納得するまでにするためには、今後どれだけの検体を測っていかな

きゃ分からないような状況だろうというふうに思いますよ。そのとき、６台あります

けれども、これは証明書が出せない機器なんですから証明書は出しません。ただ目安

にしてくださいなんていう機器だけでは、おれは済まないと思うんですよ。これは今

年だけ、今だけ、今年だけの話じゃないんです。来年だって、再来年だって続くかも

しれません。ですから、そのゲルマニウム半導体の検査機の導入、これについて村長、

決めませんか。お答えいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） あるに越したことはないんだわね。しかし、今ある機種がこれは全

く当てはまらないような数字が出るかというと、そうではないんです。当たらずとも

遠からず、近似値は出てるんです。権威のあるものについては、これは県の農業試験

場とか、あるいはなおかつ千葉県とかの国のもの、そういうのはやっぱりモニタリン

グでこれはやります。しかし、あと、それぞれの市町村が今あるものが全くあてにな

らないかというと、そうではないんだね。一つの数字のぎりぎりでは、これは要危険

だということになれば、そういうことでもって指導して、そして、これは正式にモニ

タリングやったほうがいいなと、権威のあるところで測ったほうがいいなと、ゲルマ

ニウムのそういうものでやったほうがいいなと。あと、ぐっと数字が、もう多少の見

ても、まだまだこれは余裕あるなと、こういうものについては、やっぱり各市町村、

より多くやっぱりないと、それこそ今の間に合わないんです。そういう中で結局こう

いう機種を揃えていると。だから、そういう立派なゲルマニウムの国あたりの認証を

いただくような機械、あるに越したことありませんが、やっぱり今のものをより有効

に利活用すると。危ないものについては、正規にかける、これがやっぱり現時点での

現実性ということであるなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 現実性は認めます。少ない費用で効果を上げようとすれば、村長の

言うとおりだかもしれません。しかし、これは来年になって、やっぱり買ったほうが
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よかったなでは遅いんですよ。もう１年過ぎちゃっているんだから。これ、前から言

ってるんですよ。これあれば、きちっとそれこそ大玉村の農産物、大玉村の土地、大

玉村のここはこうです、証明書もできるようなきちっとした機種でやれば、それなり

アピールだってできます。自信持ってやれます。しかし、今の機種６台あったって、

証明書出せるんですか。大玉村の機械で測りました、だから大丈夫ですといって、も

しそれ以上に出ちゃったときに、いや大玉村で測って大丈夫だから出しましたと。通

るならそれはそれでいいですよ。そんなことあり得ない。そして、大玉村でこれは心

配だなというふうに思ったことを、じゃあ、どこかの公の機関でやるかといったら、

個人的に県でなんては全然見向きもしません。あとは、じゃあ民間の企業だとなると、

お金が必要です。だったら、やはりこれは原発の損害賠償の対象として、当然買い入

れてしかるべきだというふうに思っておりますので、考えが変わったら、そういうこ

とでひとつお願いしたいというふうに思っております。

次に、村の特産品開発について伺います。これについても何度か答弁されています。

ただ、新聞を見ますと、２４年度完成を目指しているというふうになっています。で

すから、期間的に大丈夫なのかどうかということと、私は厳しいのかなというふうに

思いますけれども、期間的にどうか、それについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

福島大学との業務委託の契約の終期が３月３１日ということでの２４年度という形

で今回のコンサル業務の契約、その後、引き続き必要があれば、２５年度、２６年度

につきましてもコンサル業務を継続していきたいというふうには考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 地域産業６次化というふうに名付けた事業も、県からの委託を受け

て福島県中小企業団体中央会も計画段階から各種支援をしておるというような状況で

ございます。これに対して、大玉村内の企業や農家で既にこれで実施しているという

ふうな情報があるとすれば、関係課長、ひとつご答弁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） ８番議員さんにお答えします。

中小企業関係でも６次化に取り組んでいるということで、話私どものほうも聞いて

おりますが、現在、村内で取り組みたいという意向を持っている方あおりますが、具

体的に進んでいないということでお聞きしております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今年度の一般会計予算、今現在、既に５６億１,３８４万円のかつ

てない規模となっております。後世にツケを回さない、残さない、健全財政を維持し、

スピード感を持って村政執行にあたられるよう強く求めて一般質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で８番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで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
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たします。（午前１１時５１分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第３２号「大玉村税条例の一部を改正する条例の専

決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。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、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第３、議案第３３号「平成２３年度大玉村一般会計補正予算の

専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） ２ページの関係で、歳出合計、歳入合計でありますが、５２億７,８１６

万６,０００円となってますが、５２億７,８１６万６,０００円の歳入のうち、既に

収入済額について、どのようになっているのかお尋ねします。

それから、１１ページでありますが、委託料１５０万円の大玉中学校体育館設計積

算業務委託料計上されておりましたが、これらについて初めて見る項目だなと思って

いますが、過去にこういうような形で予算計上された経過があるかどうか。なお、こ

れについて、どういうことでこのようになっているのか、それらについて伺いたいと

思います。

○議長（佐藤 悟） 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。

平成２３年度の予算総額が５２億円ということで、大変な金額だと思っております

が、５月３１日、出納閉鎖時点で補助金関係、それから収入関係総洗いをしました。

この中では、申請事業等についての収入未済はございません。なお、繰越明許事業費

が５２億円のうち７億８,０００万円程度が、２３年から２４年の方に移行します。

更に、２２年から２３年にも５億７,０００万円ほど逆に入って来ます。それらを合

わせますと、歳入でだいたい５１億円程度の予算規模、歳出では４８億円から４９億

円ほどの決算規模になるだろうという形であります。なお、一般財源等で補てんをし



- 90 -

ておりました除染事業、これらにかかる経費については、東京電力の方に２４年度に

おいて、賠償請求をするということであります。

それから、１１ページの耐震回収事業費の委託料１５０万円でありますが、この委

託料につきましては、支援機構の方に設計、積算の見直しということで委託をいたし

ました。これまでには、補助事業等について、こういう作業はしておりましたが、職

員の中で、こういう作業をしておりました。今回、３月におきましては、大山小学校

も同時期にあったということで、大山小学校の方については、職員の中で設計の見直

しをさせていただいた。大玉中についてはどうしても間に合わないということで、今

回、支援機構の方に委託の見直しをしたものであります。これにつきましては、国庫

補助事業におきます設計の積算については、県の設計単価を使いなさいと。そうしな

いと、後で会計検査委員ですか、そういう検査に当たった場合に、設計の根拠がない

というような形での指摘を受けるということで、これまでにも出てきた建築の図書に

ついて、もう一度県の単価を使っているか、あとは物価本による物価資料が適正に計

算されているか、見積額が妥当か、こういうものについて、第三者機関において、改

めて見直しを行うというような形であります。今後についても、国庫補助事業等につ

いては、こういう手法用い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） ８番。

○８番（遠藤文一） 国庫補助については、今後もこのように職員以外でやっていくとい

うふうなことでございますが、一番は自分がやるのが一番だと思うんですよ。よそに

委託をするということは、確かに職員以上の人間がいるであろうという観点からそう

いうふうにするかもしれませんが、一番は自前できちっと計算して、自分でやるのが

間違いのない話で、わざわざ委託をしていることはないと。そういう人がいないから

そういうことになるのか、それともそういう人をなぜきちっと雇えないのか。だから、

この設計業務委託１,５４８万円もこれ予算化しているんでしょう。そのうえにまた、

こういう予算を必要とするということはなにごとだと、私は言いたいの。だから、そ

れを今まで職員がやっていました。あるいは大山小学校、それは職員がやりましたと

いうようなことができるとすれば、今後だって当然自前でやってしかるべきだと思う

んですよ。一番信用できるんじゃないですか。それを委託することによって、なんで

そんなことをしなきゃならないのかと私非常に不思議なんですよ。だから、職員いな

かったら、そういう職員をきちっと雇うし、そして、自前で積算し直すならし直す、

それはそれでそれなりのことをしなきゃならないとすれば、それはしょうがない。し

かしながら、これは自前でやるような方向でやるべきではないかなと思うんですが、

村長どうだべ、これやりませんか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 自前でやるべきものはやると。限られた期間、そして、やらねばな

らないというときには、こういうふうに支援機構のようなところにも頼む。これはや

っぱり考え方ですね。できないものをやれと言ったってこれは無理なんです。今回は、

やっぱり限られた期間で、そして、この期間内にこれだけの仕事をしなくちゃならん
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と。企財課長から今話あったように、そういうことで支援機構のほうにお願いすると

いうことでありますから、これはやっぱりそのときの事の業務の内容、それから期間

の問題、こういうことでやっぱり的確な判断をして、そして、事に間に合わせると、

これが第一義である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。２番。

○２番（押山義則） この１１ページの村民プールの災害復旧工事費３５０万円、この内

容についてちょっと伺いたいんでありますが。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ２番議員さんにお答えします。

工事の内容につきましては、先の補正予算でいただきました工事内容、既存ブレー

スの交換、プール室天井、機械室天井、壁の交換工事、それから外壁の補修、空調設

備に伴う電気設備の工事、有圧換気扇新設工事、暖房設備工事、制気口取り外し工事

ということで、工事内容は変わっていません。工事の単価、設計上がった後に、設計

で工事の単価が不足しているということで増額して計上し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。

（質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第３３号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第３４号「平成２４年度大玉村一般会計補正予算の

専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） ９ページ委託料、この委託料に含まれている作業について、手順良

く最初から最後までの作業内容について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに除染の業務の内容でございますが、まずはじめ
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に、除草作業でございます。除草作業、現在の牧草を除染、プラウ耕をかけるのに支

障のないように除草を行うというのが１番目でございます。その後、空間線量測定、

それは２番目。３番目には、土壌の放射性物質濃度の測定を行います。次に、４番目

としまして、放射性物質吸着剤の散布、これはゼオライトの散布でございます。続き

まして、５番目に反転耕でございます。プラウ耕を行います。６番目に、土壌成分分

析調査を行います。次に、７番目にサイド、いわゆるこれはプラウ耕で山になった部

分を平らにする。いわゆるバーチカルハローでやる部分が７番目でございます。続き

まして、８番目に堆肥、土壌改良剤、素肥の散布でございます。ここでいわゆる牧草

の生育を促すための堆肥とか化学肥料等の散布を行います。次に、９番目としまして、

ロータリー耕を行います。そして、１０番目に空間線量の測定、作業後の測定。１１

番目に、作業後の土壌の放射性物質濃度測定。最後に、牧草の種を播種鎮圧という工

程で除染作業を行うものでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 今、その行程について伺いましたが、この堆肥、化学肥料散布とい

うところで、ここでまたこの前の講演会の中で話を聞きましたケイ酸カリのような状

況のものの使用も考えていらっしゃるのでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに今回の飼料、土壌改良剤等でございますが、１

つとしては粒状のクド石灰、次に高度化成、ヨウリン、そして堆肥、この４種類でご

ざいます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 確認したいんですが、堆肥、それから化学肥料というふうな今、答

弁でしたが、堆肥については、村の堆肥を充てると、こういうことなのかどうか。あ

と播種した後に当然、転圧という作業もあるんですが、そこまで当然入ってくるとは

思いますが、確認しておきます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんにまず、堆肥の関係でございますが、堆肥につき

ましては、いわゆる各畜産農家が保有している一定の放射性濃度以下のやつを使用し、

また、不足分については堆肥センターの堆肥を使うということでございます。

次に、最後の播種の後、鎮圧でございますが、これはローラーによって、いわゆる

播種した後、ローラー等によって鎮圧するという工程も除染業務の中に入っておりま

す。以上です。

○議長（佐藤 悟） ６番。

○６番（佐々木市夫） 期間も限られて播種に間に合うような工程というようなことで、

いろいろ天候も含めて予想されるんですけど、その中の１つに、現場の声を聞きます

と、石がかなり出て反転耕が難しいという声も聞こえます。水田除草でもいろいろ実

績としてやった経過があって、反転耕から始まって、その場所によっては、最終的に

は深耕のロータリーやったとかいろいろ経過ありますけども、今回の牧草に関しても、
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そういうふうな柔軟なあれが認められるようなことをどのように考えておるか。また、

そういう働きかけをしているのかどうか、現時点で。それを併せてお伺いしたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ６番議員さんにいわゆる牧草地の除染で、石が多くて、いわゆ

るプラウ耕が困難な場合等でございますが、これは基本的にはプラウ耕で行いますが、

ただ、現実的には除染をして、いわゆる成長した牧草を測って、測ってからでないと

いわゆる牛に給与できないという部分がありますので、極端に浅い段階でやって、果

たしてそれの除染で播種した牧草が１００ベクレル以下になるかどうかという部分も

心配されますので、その辺についてはある程度ほ場の状況を勘案しながら、プラウ耕

でできない場合は、あまり石が多くてできない場合は違う方法で再度検討していくと

いうことも想定しております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 当初いろんな前段の説明の中では、約２２０町歩が牧草地の除染対

象というふうに言われております。まあ数字にはあまり変わりないと思うんですが、

今回、自主的に酪農の皆さんがやるということで、約７チームほど編成されたと思い

ますが、その残りについては、水田除染のチームに応援してほしいというようなこと

だと思います。当初我々も分からなかったんですが、まあ１００町歩くらいは来るの

かなと思っていたんですが、実際には５４町歩という数字でありました。そういう中

で、酪農家さんは朝晩大変乳搾りで忙しい、そういう中で面積をこなすということだ

ろうと思いますが、それはそれで結構なことだと思います。問題は、ほ場の環境と申

しますか、いわゆる区画の三角とか湿地とか、山間の狭隘のところとか、そういうバ

ランスの崩れたものをですね、それは応援者にお願いしますということだとちょっと

困るのかなと思うんですが、そういう懸念はないでしょうかね、まず、お尋ねしてお

きます。

○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いたします。

今回の除染の対象面積については約２３０ヘクタールということで、今ほど話あり

ました畜産関係、酪農家を中心として７班編成ができたということで、面積的にはそ

れらの班の中で、基本的に班の中の牧草地については、その班で実施していくという

ことで対応しておりますが、残り約５０ヘクタールについては、いわゆるそれらのグ

ループに属さない、いわゆる委託だけお願いしたい。高齢とか仕事がいわゆる機械等

がないというような状況で全面的に委託をしたいという方のほ場を水田でお世話にな

った方々にお願いしたいということですので、今ほど話ありました条件の悪いところ

ということではなくて、いわゆるいろいろな事情で全面的に牧草の除染を委託したい

という方々の部分でございますので、ご了解いただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。
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○５番（鈴木宇一） 今の説明で、そういうことならば信用せざるを得ないということで、

了解するわけでございます。

もう１点については、一般質問の中だったかと思いますが、岳山麓のほうでは３か

年を経過して除染をするんだというような答弁があったのかなと。聞き間違いじゃな

いのかなと私、その辺ですね。と申しますのは、いわゆる発注した行政側としては、

やっぱり速やかに終了してもらいたいというのが本音だろうと思いますね。３か年に

またがるということは、事務処理的にどんなふうになるのか。いわゆる支払いから終

了届け、完了からいろんな面でね。それはちょっと大変なことになってしまうなと思

うんですが、その辺についてご説明願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えいたします。

岳グリーン牧場の関係でございますが、あそこには約５３ヘクタールございまして、

それらのいわゆる岳グリーン牧場の組合であの牧草地を管理しているということで、

その方々については、ほかのほ場もあって、いわゆる大玉村分とその二本松分という

ことで全部できないという部分と、あと二本松管内については、いわゆる大玉の約５

倍程度の２,０００ヘクタール近くの牧草地があるということで、それは到底１か年

ではできないということで、二本松については３か年をめどに実施していきたいとい

う、そういう兼ね合いもございまして、いわゆる岳グリーン牧場の皆様方については、

大玉村の５３ヘクタールについては、ちょっと単年度では難しいと。３か年で実施し

たいということで進めておる内容でございます。（不規則発言あり）

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） 答弁漏れがありまして失礼しました。

事務処理の関係でございますが、今回の事業については、あくまでも属地主義とい

う形でございますので、いくら農家が二本松であっても、大玉村に牧草地があれば、

大玉村の補助事業で実施するということで、いわゆる属地主義の行政が補助金の交付

申請なり、それで実施していただくということで、事業内容についてはご存じのとお

り１０分の１０、対象事業については全部国、県を通して村に来て、それを委託する

という内容で、事務処理分については、その所属する行政が行うという内容で進めて

まいります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 内容については、今、課長のほうからお話のとおりでありますが、

この草地の除染については、全部でこれ厳格に言えば２５４ヘクタールくらいになる

んですね、グリーン牧場入れれば、これを基本的には全部今年中でやってくださいと、

私こうお願いしたんです。ただ、グリーン牧場は実質やれのは５人くらいしかいない

んだね。メンバーは２人くらいで７人くらいになっているけども、実質やれるのは５

人くらいしかいない。だから、二本松が今、課長から話あったように３年うんぬんと、

こういうことなので、そして、大玉から離れておりますからね。それは二本松方式と

いうことで、ある程度やむを得ないだろうと。それ以外平場、これは今年全部やって
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くださいと、強力に私お願いしたんです。そうでないと、やったところとやらないと

ころとあると、やらないところから出たなどというと、これは必ずその時点で、また、

自粛してくださいとかどうとかということになるんです。だから、やってくださいと。

これは強力に私のほうでお願いをして、平場は全部やってもらうことにしたんです。

ただ、グリーン牧場については、今、言ったように５人きりいない。だから、なんと

かここは３か年でお願いしたいんだと。二本松も今、課長から話あったように、そう

いうことだということなので、離れ地なもんだから、そういうことで、じゃ、しょう

がねえべということで、そういう経過があります。ということを加えておきたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第３４号の採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第３５号「大玉村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） 今回の改正の中に、資産割額が国民健康保険税及び後期高齢者、あ

と介護それぞれ３割が減額されているようでありますが、そして、そのほかは上がっ

ているということでございますが、国保運審等々の中での審議の内容について、どう

いう状況だったか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。

資産割の部分でそれぞれマイナスの数値が出たということで、審議会のほうに提案

する際に、今回は３年に一度の固定資産税の見直しということで、既にご承知のとお

り約３割近く下がっているということもありまして、この応能の割合で前年どおり７

％という数値を算定しますと、すべて資産割が上がってしまうということで、固定資

産税が下がっている中で、資産割が上がるというのは、やはり不公平感があるのでは
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ないかということで、運営協議会のほうに説明しまして、今年度は２％資産割を下げ

させてもらって、その分所得割のほうに数字は移行しておりますが、そのような形で

ご理解いただいた内容でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 添付資料のほうの按分率のほうの２枚目の裏のページに、収納予定

率というのこれ９２、９２、平成２４年と２３年度は９２となっている。前年対比は

１００％となっておりますけれども、これらについての指数はどのようにして決定し

たのか、伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ７番議員さんにお答えいたします。

収納予定率でございますが、前年度の収納率が９１.０１ということでございます。

９２％まで持っていきたいという考えで、ここを９２に設定させていただきました。

以上です。

○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。

よって、これより議案第３５号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第３６号「平成２３年度東日本大震災による被災者

に対する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正す

る条例について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） これもし前に答弁していたとすれば、私の記憶になかったことだか

らいいが、説明していなかったらお願いします。

まず、２条関係、これ該当する件数と金額的にどうなるか。それから３条、４条関

係、３条の１、２、３項それぞれ件数と金額的にどういうふうに現在、試算している

のか伺いたいと思います。
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○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。

第２条関係につきましては、２３年度分のもう既に終わった分にのみ適用するとい

うことで、今回の改正につきましては、当初２３年度単年度の適用で設定しましたが、

提案理由の説明にもあったとおり、国の国保のほうの減免の財源が確保されたという

ことで、国保のみを該当させるためにそれぞれ村民税、それから固定資産税にかかる

部分に２３年度と明記しまして、国保と分けてという条例で今回上程したものですの

で、特にその税の額の試算は、この村民税関係はしておりません。以上です。

○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。

よって、これより議案第３６号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第３７号「福島県後期高齢者医療広域連合規約の変

更について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 今回、外国人という文言が外れるそうでございますけれども、この

７５歳以上の外国人、村内に何人在住しているのか伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 外国人登録者の中の７５歳以上、ちょっと今、数字を持っ

ていません。後ほど調べてお答えしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）
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○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第３８号「平成２４年度大玉村一般会計補正予算に

ついて」を議題といたします。

質疑を許します。２番。

○２番（押山義則） １５ページの庁舎改修工事の管理業務委託料なんでありますが、こ

れ委託額の根拠を示していただきたいと思います。

それから、その下段の震災からの農商工業復興活性化に要する経費なんであります

が、これは委託内容の確認何度もしてきたわけでありますが、いまだに利活用という

のは、完全にまだ不確定な状態でこれ設計なんですが、どの辺までの範囲がこの委託

料というのか、そういうふうに入っているのか、もう一度詳細に説明願います。

それから、１７ページの中の米の全体放射性物質検査事業、これは村単独事業と伺

ったんでありますが、これの事業概要を改めて示していただきたいなと思います。台

数とか、どういう場所でどういうふうにやるんだかということも含めましてお願いし

ます。

それからもう１点、１７ページの災害弔慰金、これ金額決定の基準、定まっており

ましたら示していただきたいと思います。まず、そこまで伺います。

○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。

１５ページ、役場庁舎の改修に関する経費、今回、管理業務ということで２００万

円計上でありますが、当初予算で見ていた工事請負費のほぼ３％程度というような形

での管理業務の予算を計上したものであります。

それから、震災からの農商工業復興活性化に要する経費１,５００万円につきまし

ては、都市計画法に基づく開発許可の申請業務ということで、測量、造成のための設

計、予定建築物を踏まえたうえでの造成までの設計という段階での委託業務を現在、

考えております。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに１７ページの中ほどにあります米全袋放射性物

質検査事業の概要でございますが、これにつきましては２４年産の生産された福島県

の米をいわゆるベルトコンベア式の測定器で全袋検査するということで、県内におき

ましては１５０台を各行政別に割当て、生産量に応じて割当てしまして、本村につき

ましては、生産量に応じて２台がいわゆる補助事業で配分を受けたところでございま

す。今回の事業費につきましては、２台ではちょっと時間的になかなか、いわゆる全

袋検査にも日にちが要しますので、それらの日にちを短縮するため２台プラス１台分

を地域農業再生協議会に出資するということで、先ほど話しました２台分の補助事業

費については、村の地域農業再生協議会で直接補助金を受けて事業費に充てるという

ことで、今回の補正予算に計上したものは、村単独の１台分と、あとそれらにかかる
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いわゆる作業人夫賃を計上したところでございます。以上です。

失礼しました。いわゆるこの測定器を配置する場所でございますが、現在、調整中

でございますが、村の施設については、これらの設置する場所がございませんので、

ＪＡ関係の施設を今、基本的に進めるということで、まだ決定にはなっておりません

が、そういう状況で進めておるところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） お答えいたします。

１７ページ、扶助費の中の災害弔慰金でございますが、金額については５００万円、

国２分の１、県４分の１、村４分の１となっております。（不規則発言あり）ありま

す。５００万円が基準です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ただいま説明ありました農商工業活性化の１,５００万円、これ開

発行為のことなんですが、この１,５００万円という数字、こんなにかかるものなん

でしょうかね。開発、測量はして登記までやって１,５００万円、これのちょっと内

訳示していただけませんか。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 現在、内訳は手持ちにありませんが、標準的な業務として

支援機構のほうにお願いして算出してきたのが１,５００万円。ただ、これが契約額

とイコールにはならないということで、ご了承願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） ２点ほどお伺いしますが、１４ページの災害対策関係についての

１つ、除染関係で大ざっぱにどのぐらいの事業でという中身について、大ざっぱで良

いからお知らせをいただきたいと思います。

それから、もう１点の同じで１６ページにわたる破砕機ですね、剪定の破砕の機械

の建設棟と言うんですか、これやっとこの棟がほしいということは固定式だというこ

とですね。固定式だけで実際、その自走式とかなんかというのはないわけなのかな、

そこら辺の作業の効率性とか、あるいはどの程度のものができるかなど等についても

大ざっぱにお知らせをいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １０番さんにお答えいたします。

１５ページの除染事業の委託料の関係でございますが、事業規模につきましては、

２００戸ほどというふうに考えております。

それから、１７ページの工事請負費の関係でございます。破砕機については備品購

入に計上されておりますけれども、予定としては中型１台、コンパクト３台というこ

とで予定しておりまして、その中型のものも自走式ではありますけれども、いずれに

しても作業を集中してやらなければならないということもありますので、コンパクト

のほうは軽トラックにも乗るんですね。中型になると今のコンバイン程度の大きさに

なってくるということもあって、これは固定して集中作業に当たるということで、動
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かすことは可能ですけども、作業場を設けてやったほうが効率が上がると。それから、

破砕機の音ですよね、これもあるので、条件次第では住宅の周りではできないという

ことも考えられるので、固定した場所で作業を進めようというのがこの１台分で、あ

との部分については様々なところで軽トラックにも乗せられるということなので、移

動式のもので使うというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 分かりました。この除染事業の委託で約２００戸分ということで

あれば、９月までに一応全体として５００戸が目標だと、２４年度、今までのお話で

３００なにがし発注したから、これ以上目標の事業は２４年度の分だと、こういう理

解でよろしいですか。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２４年度については、今回の補正でやる部分でだいたい限

界かなと。５００戸というのを２４年度の目標になっておりますけれども、５００戸

についてははるかに超えた水準で除染は進む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。７番。

○７番（佐藤誠一） １５ページのスポーツトラクターね、これさくらの室内ゲートボー

ル場に配置するんだということでございますけれども、いろいろ諸問題があって、子

どもの学童保育との関係でいろいろ使われるんだということでございますけれども、

今後、このトラクターはそこだけでなくて、村民グランウドないし学校の校庭ですか、

そういったものにも使用できるのか、そういった計画があるのか伺っておきます。

あと今の破砕機、これ私も果樹やっている関係で、今年度の果樹の剪定は原則とし

て保管しておきなさいというのが普及所の指導なんです。私も家１軒分くらい保管し

ておくんですけども、これらについてもこの除染関係に適用するのか。すればコンパ

クトにできるということで移動で、私何の資格もございませんけども、この除染に携

わる人間でなくとも使用可能なのか伺いたいと思います。

あと２１ページ、場所は示されなかったんですけども、この建築後退用地代ですね、

ここは番地どこなのかをお願いしたいと思います。

２３ページ、毎回、安達太良マラソンということで開かれておりますけれども、今

回、特別に８０万円体協に補助するんだということでございますけれども、こういっ

た今年度に限っても８０万円は、どういった意図でのマラソンに対する補助対象にな

るのか伺っておきます。以上、この点をお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

１５ページのスポーツトラクター、これについては総合福祉センターさくらのゲー

トボール場においての整地を目的として今回、購入するということでありますが、こ

のスポーツトラクターにナンバーを付けまして、道路を自走できるということであり

ますから、当然、村民グラウンド、大玉中、それから改善センター、各小学校等でも

十分利用ができるのではないか。また、そういう形で利用していただきたいというこ
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とでの今回の予算計上であります。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。

１７ページの破砕機の活用の関係ですが、当然、除染として果樹等の枝等にも残っ

ていると思います。まだ具体的にどう活用するか、入ってくる時期もまだ決まってま

せんので、これからですけども、当然そういったものにも活用して減容化する。保管

するにしても山となっているものではなかなか保管場所の確保も大変だろうと思いま

すので、是非活用していく方向で、これから計画を定めていきたいと、このように思

います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをいたします。

２１ページの建築後退用地の場所はどこかというご質問でございますが、仲ノ沢

７１番地地内でございます。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ７番議員さんにお答えします。

２３ページ、社会体育団体補助金の８０万円でございます。安達太良健康マラソン

につきましては、これまで小学生につきましても参加希望者ということで実施してお

りました。今年度、小学生学校の授業として全員参加ということで、記録会での全員

参加ということになりました。したがいまして、参加者数が増えることによって、今

までのストップウォッチ等では測りきれないということで、計測業務を委託してやる

ということで、その委託料としての８０万円でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） そのほかございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） １７ページの米全袋放射能関連についてお尋ねいたしますが、まあ

場所についてはまだ未定だという先ほどの説明ございました。この３台という中で、

１か所に３台を設置されるのか、分散して場所を３か所という考えておられるのか。

そしてまた、小計と申しますか、業者の米の検査も一部ではやるというようなことを

聞いておりますが、その辺の因果関係についてもご説明願いたいと思います。

それから２５ページ、農地等災害復旧工事関係の測量、農業施設災害復旧工事費、

測量が４２７万５,０００円、復旧工事が１,７２１万円、この実施設計業務委託料が

ちょっと工事費と比率化すると非常に高いような気がするんですね。１,７２１万円

に対して４２７万円、約２５％が設計委託料だということなんですが、普通はまあ７

％、１０％かなというふうに私は考えておったんですが、この辺の関係はどんなふう

にこのような数字になったんでしょうかね。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに１７ページの全袋検査の関係でございますが、

いわゆる場所と台数の関係でございますが、補助分２台と単独分１台ということで合

わせて３台でございますので、今までいろいろ打ち合わせをした中では、やはり１か

所に複数台を置いて効率的に運用したほうが良いんじゃないかということで、ただし、
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３台でございますので、１か所に３台置ければそれも可能かと思いますが、場所との

関係もありまして、３台１か所になるか、それとも２台、１台の２か所になるか、そ

の辺も含めて現在、検討中でございます。

また、小計の関係、いわゆる民間の集出荷業者の関係でございますが、これはＪＡ

は当然のこと、民間の集出荷業者がいわゆる集荷する米についても全袋検査を実施す

るということで、これは検査計画の中でいわゆるＪＡとか、あと民間の業者も含めた、

そういう検査計画を立てて、いわゆるこの地域で生産するものについては全部検査す

るという体制を進めるということでございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。

２５ページの農地の災害関係、工事費に比較して委託料が高いんでないかというご

指摘でございます。災害復旧に関しましては、それぞれ国庫補助をいただく時点で国

の査定官が参ります。現地調査については、だいたいおおむね１か所２０分程度とい

うことで、被害の状況については、すべていろいろな角度から写真を撮って、１枚の

図面に平面、断面写真を貼り付けて、こういう状況ですよというものの概要をまず説

明して、そこから今度設計の中身について、どういう手法を取ったか、そういったも

のを一切合切、いわゆる実施設計じゃなくて、その前の査定設計も含みます。また、

査定が通って、これで良いということになれば、当然カットの部分もあります。そう

いったことで、現地、若しくは朱入れの会場、こういったところに何度も足を運ばな

くてはならないということで、若干不足にならないようにオーバー枠には取っている

つもりでございますが、２５％ほどを計上させていただいています。なお、発注はま

だしていませんので、これから見積もりを取って発注するということになれば、これ

よりは安価になるのかなというふうに考えています。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。６番。

○６番（佐々木市夫） １７ページについて、先程来質問ありますけど、改めて私のほう

からも質問したいと思います。この米全袋の放射性物質の検査機、これ１台こういう

ふうな形で今回、補正で提出されました。今までの情報ですと、安達管内では７台ほ

しいという形でＪＡも含めて要望していた中で、先程来、農政課長が話したとおり、

全県下では１５０台の予算で４台しか補助の対象にならないというようなことで、当

然のことながら村長頑張って本宮市長と二本松市長、ＪＡも含めて５月２３日だと思

ったんですけども、陳情したと、国当局のほうに。で、翌日だか次の新聞情報で私か

らすると非常に良い感触で、これがなんか前向きに検討でなくて、なんか採択になっ

たような形のことに受け止めました。今回、補正で出てきたので残念だなと思います

けども、いずれにしても、これは先手必勝で村長早くやり、でも、実際それをあきら

めないで、まだちゃんともらうものはもらうんだぞという形の姿勢で今、それはそれ

として考えているのかどうか。でも、残念ながらこういう結果になったということで、

考えてこういうふうな予算提出になったのかがまず、１点です。

もう１つは、先程来の樹木の破砕の関係です。１台は、やや良いものの固定式で、



- 103 -

更に３台は移動式でコンパクトな感じ。私もいろいろそういう仕事の関係上、いろい

ろこのことについてはいろいろ前から関心はあるんですけども、果たしてこの３台、

１台で、これら今後予想されるいろんな需要に耐え得るのかどうか。一番心配は、こ

の機械によってはかなりこのくらいまでしかできないとか、いろいろ太さも含めてあ

るわけですので、処理能力と言ったほうが良いですか。ですので、その辺を勘案して、

当然、選定したんだと思いますけども、その辺のことの検討結果はどうだったのか。

更にまた、これはできていないんでしょうけど使用規程、運営管理規程というのはど

のように考えているのかも含めてお伺いしたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 米のこの全袋検査機ね、これ安達地方９台なんです。９台では足り

ない。二本松２台追加、本宮１台追加、大玉１台追加で４台追加になります。だから、

要するに１３台になりますね。これは強力に要望したんです。だいたい根本的に補助

というのは間違ってっぺと。責任主体は国策で進めた国だべと、それからあと東電の

企業責任だべと。それを補助でよこすとは何事だと、出発点が違うべと。まず、その

辺を改めてもらわないと、これから先々長いお付き合いをするに、我々これは全く納

得できない。これ強く迫って、今でもそういう気持ちでおりますから、これからもど

んどんやります。補助というその考え方ね、これが間違っている。これは損害賠償補

償金なんです。これ補償物件でなくてはならない。だから、それはこれからも強めて

いくと。認識が違うんだね。それと今回、肝心要の農家の皆さん方に秋に間に合わな

いのでは困る。これあんまり必要以上に迷惑をかけては困る。そういうことで、先ほ

ど言ったようにそれぞれの市、村で追加をして、そして、農家の皆さん方に応えよう

と。で、この金はどうするんだと、これは当然、先ほど言ったような考え方でありま

すから、これは相手があることだから１００％いくかどうか。とにかく今、農家の皆

さん方に先に対応しようと。あと遅れても運動は強力に推し進めて、この金はやっぱ

りもらうべと、そういう運動を強力に進めると、そういう考え方で今おります。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ６番議員さんにお答えいたします。

チッパーの件ですけれども、大きい中型の機械は約１７センチ程度のもの、それか

ら小型のコンパクトサイズのものは１２センチ程度のものまで破砕できると。運用規

程等々については、これから考えていきたいと思ってます。汎用性は高い機械なので、

ちょっと１時間、２時間などということではなくて、もっと短時間やっていただけれ

ば誰でも使えるということがありますが、それらの除染をどういうふうに進めるかと

いうことも含めて、これからいぐね等々、現在も作業ありますけれども、その除染の

やり方の問題も含めてですね、使い方も決めていきたいというふうに思ってます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 農地等の除染作業委託料、これ普通畑だと思いますが、この普通畑

に対する作業の委託内容について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。
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○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに農地等の除染事業で普通畑の委託の関係でござ

いますが、現在、実施するほ場については調査を行っているということで、数字がま

とまりましたら水田の除染作業と同様に、いわゆるＪＡさんにお願いをして委託契約

を結んで実施するということで進めるように今、事務手続を進めているところでござ

います。（不規則発言あり）失礼しました。面積については約１００ヘクタールほど

を想定しておりますが、作業内容としては、水田と同様にいわゆるゼオライトを散布

してプラウ耕ということで、最後には整地をして除染作業が終了ということで、水田

と同様な考えで現在、事業を進めております。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） ただいまの答弁内容なんですが、これこの金額すべて畑ということ

は伺ってなかったんですが、一部採草地の追加とかなんかに聞いていたんですが、そ

れは間違いだったんですか。これすべて畑ですか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。

１７ページの農地等除染作業委託料でございますが、１億５,５２０万円でござい

ますが、これらについては先ほど申し上げましたが、普通の畑の１００ヘクタール分

ということで、概算で８５万円を見込んでおりまして、８,５００万円、残りについ

ては合わせた残りの７,０２０万円については、牧草地、先ほどの専決予算の関係で

９０万円程度を見込みましたが、その後、いわゆる補助の申請とか県の除染内容等を

協議していく、至る段階で、いわゆる先ほどの肥料、土壌改良剤とか肥料の部分とか

堆肥の部分が、いわゆるある一定量の成分をもっていわゆる草地更新をしなさいよと

いうことで、事業費が当初予定した分よりも面積当たりの単価が高くなりましたので、

その分も合わせた１億５,５２０万円でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これ委託するんだから、予算書出しているんだから、例えば施肥も

入りますよと言っても、どういう施肥を、例えば１０アール当たりこのぐらいやりま

すよと、きちっとした数値があって、初めて例えば、おれならおれが、ああそうかと。

そういう内容で委託するのか。今度は結果的にＪＡとその作業者がどういう話し合い

になっても、とにかくその内容は絶対崩さないと、そのままやるということに理解で

きるわけよ。だから、例えば施肥も入ります、プラウ耕も入りますと、だから、牧草

地と同じですよと言っても違う部分もあるんだから、もうちょっと丁寧に一つひとつ

この作業の内容について説明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） ８番議員さんに畑の除染内容でございますが、牧草地と違いま

して、いわゆる肥料の成分等については、いわゆる除染の事業の内容には入っていな

いということで、いわゆる牧草の場合は草地更新分ということで、最後の化学肥料と

か堆肥とか、あと牧草の種代まで含んだ金額、いわゆる現在ある草地が使えないので、

草地を更新するという中身でございます。畑については、いわゆる放射性物質をプラ
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ウによって封じ込めるという内容でございますが、水田と同じような考え方でござい

ますので、そういった化学肥料の土壌改良剤は入りますが、化学肥料等については想

定をしてないということで、詳しい事業の内容等については、これからの県のほうと

補助金の関係で内容を詰めて、また、技術的な面についても県と相談しながら決定を

したいという中身でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） そのほかに質疑ありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第３８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） ここで暫時休議いたします。再開は午後２時４５分といたします。

（午後２時３１分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 （午後２時４５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第９、議案第３９号「平成２４年度大玉村国民健康保険特別会

計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） 国保運営財政関係にかかわってお尋ねしますが、昨年からだと思

いますけれども、この予算書が今までですと、おおむね６月にいわゆる国保議会など

と言われて６月に本予算というような関係でございましたが、昨年からだったと思い

ますけれども、今までのおおよその状況を見て当初予算で予算化して、そして、６月

にはそれらになお精査して決めていくというようなことになったかと思いますが、住

民の負担軽減ということで、たぶん当初予算で４,０００万円ぐらいでしたかね、一

般会計から入ってこのぐらいになったというふうに私感じているんですけども、それ

らのお金の中身。

それから、基盤安定と言いますか、今後の国保運営の基金ですか、これ今回３,０００
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万円程度これを入れて安定化させるんだというようなことになっておりますけれども、

現時点でのこれらも含めて合わせた金額についてどのぐらいになっているのかお尋ね

をいたします。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １０番議員さんにお答えいたします。

６月につきましては、按分率を決めるということになりまして、給付のほうについ

ても所要の見込みの変更を行っております。全体的に医療費につきましては、２２、

２３年度ベースで約０.９％の増ということで、ほぼ横ばいの状態であるということ

から今回、健康保険税についてもほぼ給付費の水準と同じような０ベースの改定にな

ったところでございます。平成２３年度の決算につきましては、今後精査して９月と

いうふうになりますが、現時点で約６,３００万円程度の剰余金が見込まれておりま

す。これらの費用につきましては、国保税の軽減のために今回、２,８００万円程度

を更に繰越金を活用して、保険税の上昇を食い止めている。残りにつきましては

３,０００万円を基金に投入して、約５,３００万円基金の残高ができる予定になって

おります。この基金を今後、医療費の急増に対して、急増した場合には当然その基金

を取り崩ししながら充てていきたいというふうに考えておりますし、医療費が伸びな

い場合については、この基金については、なお、保険税の軽減等々にも十分対応でき

るのではないかというふうに思っております。また、予備費にも１,７００万円程度

繰越金を充当しておりますので、そうこう考えますと、今年度については十分計画と

おりの運営ができるのではないかというふうに見通しております。

○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、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第４０号「平成２３年度繰越明許事業大玉中学校

体育館耐震改修工事請負契約について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。



- 107 -

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１１、議案第４１号「平成２３年度繰越明許事業大山小学校

体育館耐震改修工事請負契約について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 工事の終了は１２月２２日までの予定なそうでございますけども、

工事に入る期間はいつか。夏休み等の休日を利用してやると思うんですけども、あと

こういった場合、体育館使われないんで、たぶん村民体育館を利用すると思うんです

けども、それらの送迎についてはどのようになっているのか伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ７番議員さんにお答えをいたします。

本工事の工期でございますが、議会議決の翌日ということになりますので、工期は

明日からというふうなことになります。

期間中の体育館でありますが、主に村民体育館を使用するということで考えてござ

いまして、送迎につきましては、スクールバスを運行するという計画を立ててござい

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） 大山小学校の体育館関係、かねてから補強ということで待っておっ

たわけでございますが、ようやく入札になったということで、約６,６９９万円計上

されたわけでございます。その中の工事関係についてでありますが、外部仕上表とい

うこの一覧の中で、屋根、⑤なんですが、改修カラー鉄板葺きということで、屋根を

全面的に葺き替えるのかどうか。と申しますのは、この大山小学校体育館については、

以前、新しく屋根を葺き替えた経過があると思うんです。それで、まだ月日が１０年

は経っていないのかなというふうに思うんですが、そういう中でまた再度これをやる

のかどうか。また、これをやらないで工事ができるものなのかどうかですね、その辺

についてお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） 体育館屋根でございますけれども、原状仕上げ、この改修

用カラー鉄板葺きとなってございます。今回行いますのは雪止めのバレーガード取付

ということで設計をいたしてございます。以上です。

○５番（鈴木宇一） 了解しました。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 議案第４０号についても、同じ指名業者を指名しました。大玉中学

校体育館については不調随契。しかし、同じ業者でこの小学校体育館については指名

競争入札が成立したと。同じような設計単価をもって設計していると思いますが、だ

とすれば、その不調で終わるなどということは考えにくい。片方が成立しているんだ

から。両方とも不成立で不調に終わったというなら、これは分かります。しかし、片

方はちゃんとできていると、指名競争でちゃんと契約になった。しかし、片方はでき
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なかったと。非常に私にすれば不思議でしょうがない。だから、この点について、な

ぜこのような結果に終わってしまったか、それらについて心当たりがあるとすれば、

お伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。

心当たりということですが、今の震災状況だというふうに考えておりますが、やは

り解体をして新築という大変工事量の多い１年がかりの工事というものが、なかなか

今、建設業者の負担になっているということで、工事の工期の問題と工事量の関係か

なというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１２、議案第４２号「土地の取得について」を議題といたし

ます。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） これについては、村長提案理由の説明のときに、利用目的について

るる話されました。その中でも太陽光の設置等も考慮している、考えているというふ

うなことでございましたが、それはやめていただきたいなというふうに思っておりま

す。もう太陽光の買入価格が４２円ということでありまして、確か以前４８円のころ

あったんじゃないかなと思うんですが、普通の家庭であっても、そのぐらいだったら

当然ペイするとか、逆に売り上げた金額が入ってくるというふうな状況だった。もち

ろんその太陽光にすることによって節電という、売電、売るということから節約する

ということになって、そういう結果になっているというようなこともあるんですが、

要するに４２円ならば、普通のそれぞれの個々の家庭でも何とかなるのかなというふ

うに思いますので、これは行政がやろうとするような事業ではないと。むしろ行政で

それをやろうとするならば、その金額を村民に補助金として出して、皆さんやってく

ださいと。４２円ですからそんなに損しないですよというようなことでやったほうが、

おれは良いのかなというふうに思いますので、この利用目的の中から太陽光発電を設

置したいというようなことはやめてもらったらなというふうに思っているんですが、

どうでしょうか、村長、こういうこと。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 数ある中で利活用の方法の中で、そういうことも考えられますよと
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いうことでありましてね、何もやるということは決めているわけではありません。こ

れから有効利活用策をやっぱり知恵を出してもらって、せっかく多額の金で買うわけ

ですから、また、場所も良いところだからね、そういうことで議会に提案をしている

わけでありますから、決めているわけではないんです。これからみんなに知恵を頂だ

いしたいと、そういう意味で話したんです。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 特に２か所買うわけでございますけれども、横堀平１５９番のほう

の面積について若干伺いたいと思いますけども、これについてはもちろん買うにあた

っては現地を確認して買うわけでございますけれども、かつて数十年前に、ここはも

う湿地帯で生きている馬が入っちゃって死んだ経緯があるということを現地の人に聞

いて、私も先日、ここにすごく詳しい人にも話をしたら、そうした湿地帯になってい

る中で、自然林、学習林、また、エネルギーとしては今、太陽光発電うんぬんという

ことも出ましたが、まあ水力発電等も検討しているんだということでございますので、

その辺の立地条件と今の状況ね、どのようになって本村にこのような金額で買うのか、

まず、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。

ここの国有林の取得については、国のほうで競売にかけたいというふうな話があり

ました。前にも村長申し上げているとおり、ここが民間に一括払い下げとか、そうい

うことになった場合には、大変憂慮される事態も想定される。そういうことで大玉村

に打診があったわけでありますが、その打診の中では、ここは展示林、あるいは学習

林として、昔から大玉村に生えている木、あるいはそういうふうな今後の大玉村憩い

の場的な、そういう形で保有できないかというような形での今回の活用であります。

更には、この南側を流れる百日川については、明治時代、電力会社があったと。そこ

で１００キロワット程度の電力を供給していたというようなこともございます。それ

らについても現在、再生可能エネルギーの中で実際、現在も可能かどうか。現在はこ

れから流量、流速の調査に入りたいということも考えております。山につきましても、

一部そういう山もそういうぬかる道もあろうかとは思いますが、全体的に南東方向に

この山が向いているということから、先程来、話がありましたような太陽光等のそう

いうことも可能性としては探れないかというような形で現在、使い方については、そ

ういう形で検討しておりますが、今回、前橋との協議が整ったということで、１４４

円というような金額で、最初の話があったときに比べると、もう半分まではいきませ

んけども、最初が２１０円というような形できましたが、現在、何とか協議の中で

１４０まで下げられるということでの中で今回、取得をするものであります。そうい

うことでご理解を賜りたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今、担当課長の説明をいただきまして、私も納得できるところは納

得しておりますけども、既にここから１キロも離れないところに、数年前に村民の森、
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いわゆるきずなの森等がありまして、既に森林公園はできているんですね。そういっ

たわけで１キロも離れない場所に自然林、また、学習林としてするという目的という

のは、ちょっとこれあと上にはフォレストパーク等もありますし、大玉村ではもう森

林公園だらけになってしまう恐れもありますので、そういった観点からやはり去年の

末から今年にかけて、ある民間人が１,２００万円の数字を出して買おうとしたんで

す。そうしたら、やっぱりここは払い下げの森林管理局でございますので、行政に払

い下げるというのが第一目的だったそうです。そういった関係で、こういう１,０５５

万円というような数字も出てきたんだろうと、こう私解釈しておりますけども、非常

に詳しい人の話では、ここも既に１月等にはある水力会社の関係者が民間同士で入っ

たわけでございますので、ここは非常に水力発電所に良い場所だということでござい

ますので、そういった方向をやっぱり１００％くらいそういった気持ちでこの土地を

買っていただかなければ、これさっき言ったように、大玉村では森林の公園だらけに

なってしまいますので、やっぱり目的がきちっとした中で買っていただくという条件

を付けなければ、私はこれ賛成できませんので、その点当局にもう一度お尋ねすると

ころであります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ今は、前にお話をしましたね。これは２３年で計画をしたった

んです。ところが事情によって２４年度でこれ買うようになったわけでありますが、

前のときにはそういうこのやっぱり大枠の計画は持っておりました。しかし、現時点

になると大きく様変わりしてます。下のところには仮設住宅でもって地形等も変わっ

ております。そういう状況で、今後のあそこの利活用というのは大きくやっぱり当初

に考えていたときと違う利活用策の位置づけをしていく必要があるなと。そういう一

体性の中で、今度この上の今回の提案している土地でありますから、当然やっぱりそ

ういうことも視野に入れて、あそこのところの土地の利活用というものを考えていか

なくちゃならない。その１つとしては、先ほど話がありましたように、前に発電所が

あったわけでありますから、だから一定の量はあそこは流れておりますので、そうい

うことでそういう発電所的なものが考えられないか。これ今度のチョウガクサイとい

うようなそういう組織とかね、それからあとそういうものも含めて福大の地域戦略関

係、こういうことなども追っかけていろいろ検討をしていただきたい。なおかつ、そ

ういう識者と言いますか、村内のプロジェクトチーム、こういう中で十分検討をして

いきたいなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今の村長の答弁、そのような方向に是非持っていきたいなというふ

うに思っております。先ほどからも何度もここに関わった人の名前は申し上げられま

せんけども、既にここを自分で取得したくて、最初は借りる目的であったんですけど

も、ミツバチを飼いたいということで、既にシルバー人材を作って３８万円の投資を

しているという話を聞いたんです。これはいったいどうなっているのか、行政にペロ

ッとやられちゃったなどという、その人の言葉ですので、ペロッとやられちゃったな
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どという話ごく最近聞いたわけでございますけれども、やはりそういった話も聞きな

がら、損害賠償などは出さないそうでございますけれども、やっぱり今後すぐにその

ような事業に取りかからない場合には、やっぱりある一定の投資した方にですね一時

貸すとか、そういった考えがあるのかない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） 今の話は、私初めて聞いたんですが、あそこの土地を求めるという

のは、もう数年前から前橋のほうには話をしてあります。どこかに競売するとか、売

るとかというときには、地元自治体に話をしてもらいたい。そういうことで来ており

ましたので、これはあの今の水芭蕉がどうのこうのというようなことについては、全

く今、初めて聞いた話で、そういうことは今回の前橋営林局のほうからはどうのこう

のというような話は受けておりませんから、全く純粋な国から村が買い取ると、こう

いうことに考えておりますから、その辺のその方に対する損害賠償どうのこうのとい

うのは、これは今、聞いた話でね考えておりません。

○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点ほど確認したくて質問させていただきます。

１点目は、私の聞き漏れだったらご勘弁願いたいと思います。今回その取得土地の

１か所が、横堀平の１５８番の２０、まあ小さな面積ですけども、これらを取得する

のに何か理由があったのかどうか。一緒に買わなければならない理由は何だったのか、

差し支えなければお願いしたいと思います。

あと今ほどの質問もありましたけども、買ったからどうなのという意味でなくて、

確かに有効利用すれば大きな財産とその利活用というのは大事な視点ですから、買う

こと自体に、取得すること自体にとやかく言う筋はありませんけれども、目的はやっ

ぱりしっかりして、それは当然のことであろうかと思います。ただ、現時点でいろい

ろと今までの経過からしますと、仮設住宅も含めて、ふれあい村民の森も含めて、か

なり村としての取得というのは実績がありますけども、今後、今の状態も含めて、そ

ういうふうなこのほかにそういう土地があるかどうか私確認ちょっとしてませんけど

も、そういう話が既に出ているのか出ていないのか、その辺をちょっと確認させてい

ただきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ以外に国有地関係話があるのかないのかと、これ以外は私が村

長になって話はしておりません。だいたいここを求めると求めるべきところは求める

ことになるなと考えております。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ６番議員さんにお答えいたします。

今回取得の中の１つ横堀平１５８番２０については、１６２.６６平米ということ

での取得であります。これについては、もう既に皿久保の交際組がここの土地を国か

ら借りて、山の神でありますとか稲荷様を祀っているということで、ここについても

国のほうから払い下げをしたいと。ただ、直接そういう民間の方に払い下げることは
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随意契約としてはできないということで、大玉村のほうで一旦引き取って、それを今

度は地元のほうにどうだろうかというような形で、契約書の中にも債務の継承、権利

の継承というような形で明記されております。大玉村が取得した後については、皿久

保交際組に対して、もう既に地縁団体も結成しております。そこに払い下げをする予

定であります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第４２号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１３、継続審査事件であります陳情第３号を議題といたしま

す。

これより付託した常任委員会の委員長から審査結果の報告を求めます。

１０番。

○産業厚生常任委員長（須藤軍蔵） 産業厚生常任委員会報告。

議長の命によりまして、産業厚生常任委員会の審査結果についてご報告いたします。

去る３月５日の本会議において、産業厚生常任委員会に付託され、閉会中の継続審

査となっておりました陳情の件について審議するため、６月１９日、午前１１時１０

分から第一委員会室において、１名欠席、更に付託事件に対する参考意見聴取のため、

企画財政課長、住民生活課長、健康福祉課長、生涯学習課長の出席を求め、委員会を

開催いたしました。

陳情第３号、「放射能汚染物仮置き場施設に大玉村村民グラウンドを使用すること

に反対する要望書」について、慎重審議の結果、採択すべきとの意見もありましたが、

採決の結果、不採択多数により不採択と決定をいたしました。

以上のとおり、産業厚生常任委員会に付託されました陳情についての審査結果を報

告いたします。

平成２４年６月２２日
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産業厚生常任委員会委員長 須 藤 軍 蔵

大玉村議会議長 佐 藤 悟 殿

以上であります。

○議長（佐藤 悟） 産業厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。

７番。

○７番（佐藤誠一） 発議者に質問したいと思います。

今、結論から言うと、不採択という結果が出たそうでございますけれども、この放

射能の汚染物質のこの仮置き場に村民グラウンドを使用することに反対する要望書に

不採択ということになりますと、今後とも昨日の村長等の答弁ですと、仮置き場はや

っぱり公共用地にするんだというようなことも何回も言われておりましたけれども、

ここはもちろん公共用地でございますので、そういったこれ意味も含まれての不採択

だったのか。これはあと３月５日に既に住民代表を含めて３１０人の陳情があがった

わけでございますので、そういった３１０人の声を踏みにじるような行為だと私思う

わけでございますので、そういった中で、これ３か月あったわけでございますので、

代表者を含めて委員会として、この方々のそういったどういった意義だったのかとい

うふうなことを委員会として聞き取り調査などをしたのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○産業厚生常任委員会委員長（須藤軍蔵） ７番議員さんの質問にお答えをいたします。

今、お話ありましたように、その後、継続審査ということで３か月近く経過したわ

けでありますが、この間、一定程度のそうしたお話も承る機会もありましたし、また、

委員会として様々な意見を十分に慎重審議した結果、そのような内容の結果になった

ところであります。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） まあ委員会としてこれ聞き取り調査をしたのかということでござい

ますが、委員会としては、私も知っている限りではしてないというふうに伺っており

ます。また、話はですね、今後、この間３か月あったわけでございますので、ある議

員２人が代表者の家に伺って個人的ではありますがというような言葉で、この考えを

こういった反対の考えを撤回してくれないかというような意図的な言葉もあったそう

でございますけれども、こういった事実があったのかなかったのか。また、賛成者と

して委員に何人いたのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○産業厚生常任委員会委員長（須藤軍蔵） ７番議員さんにお答えをいたします。

個人的なということでの意見を伺いに行ったというようなことはございます。ただ

し、そういう撤回してくれとか、そういう話は全く聞いておりませんし、ありません。

それから、この中身ではどうだったのかというお話でありますが、そういう採択す

べきという意見もございました。その中で採決した結果、不採択の方が多かったとい

うことでの不採択になったという報告でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。
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○２番（押山義則） 委員長に伺いたいんでありますが、裁定が不採択ということでなか

なか苦渋の判断なのかなとお察し申し上げますが、私の意見、結論から申し上げます

と、採択で良かったのではないかなと考えています。仮置き場の定義、その問題でも

ありますが、村民グラウンドということが、この陳情書の中には明記されておりまし

て、これから村民運動会なども行われるような場所に仮置き場を設ける、結論からし

てあり得ないし、住民の声をやっぱり行政に伝えていくのが我々の仕事とも考えてい

ますので、この前の不採択の裁定、何を根拠に判断されたのか、ちょっと理解に苦し

むんであります。公共用地ゆえになどということもありましたが、環境とか状況から

して無理が理由としてあるのではないかと考えております。継続審議、３月に決めら

れてからこの不採択に至る経緯の中で何をもって不採択というふうになったのか、そ

の根拠を改めてお伺いしたいんでありますが。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○産業厚生常任委員会委員長（須藤軍蔵） ２番議員さんにお答えをいたします。

継続審査の過程でのそうしたお話であります。何を根拠に不採択かと。本来ですと、

普通の場合、この中身十分に審議したよということのはっきり言って繰り返しで報告

になるんですけども、ことこの放射性物質の関係については、やはり一定程度お話を

することも必要かなということで、あえてその要件について端的に。

まず１つは、今、２番議員さんお尋ねのように、この要望書に沿っていろいろ難し

いことを考えないで、その要望、それに沿ってどうすべきかということを判断すべき

でないかと、こういう意見もございました。

そして、あともう１つは、このこれまでの継続審査の中でのそれぞれ整理をした中

で、まず１つは、村当局が大玉１３区とか１４区でそこを仮置き場にしようとしたよ

うなお話はあったかどうかは別として、村当局そのものがあそこに仮置き場を設置す

るということは、決めたことは一度もないというお話であります。これははっきり。

そういうことでありまして、したがって、今後、使う予定も今のところは、そうした

状況からない。これを確認しました。したがって、要望書の提出の皆様方が求める放

射性物質の汚染物の仮置き場に、大玉村民グラウンドを使用することそのものが反対

する要望についての使わないということがはっきりしているわけですから、当然、そ

のものが実際、要望が実現しているわけだ、使わないわけでありますから、だから、

置き場にしないでくださいという要望が、それは実現しているわけでありまして、し

たがって、あえて採択する意味はないということで不採択といたしました。以上であ

ります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） この陳情内容改めて一言一句読み返してみたんでありますが、住民

からの要望というのは、それなりに私どもにも理解できる内容だと私は考えておりま

す。ですから、それを不採択ということと、採択の意味のとらえ方にもよるんであり

ましょうが、やっぱり議会の立場として不採択というのは、ちょっと私疑問に感じる

んですが、採択でも良かったんじゃなかったでしょうか。改めてもう一度伺います。
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○議長（佐藤 悟） １０番。

○産業厚生常任委員会委員長（須藤軍蔵） ２番議員さんに改めてお答えをいたします。

私どももこの問題について、この陳情についての様々な角度からの検討をそれこそ

かなりの時間をかけてさせていただきました。非常にその心情、あるいはそうした要

望、こういうことについても当然審議をしましたし、更にはまた今後の大玉村の除染

を進めるうえでの対応、こうしたこと等々も含めながら、先ほど言ったように、まず、

ここを村としての仮置き場にはしないんだということが現時点ではっきりしているわ

けでありますから、この中身そのものが実際かなっているということでありまして、

それは採択という意味はないというふうに感じるところであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ただいまの委員長の説明でありますが、仮置き場の候補にも挙がっ

ていなかった。これ事実そう言えるでしょうか。私の耳なんかにも、例えばここに置

くんだとか何かという話は、過去に入って来た経緯があるんですが。私は、やっぱり

住民は、そういう状況から判断して、この陳情を始めたと思っているんでありますが、

その辺どういうふうに理解されておりますか。私の聞き間違いでしょうか。その辺を

改めて、委員長の答弁が全然そういう話はなかったということでありますので、それ

はちょっと間違いだと私は断言できるんであります。

（「議長、暫時休議」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 今、質疑しているんですから、質疑を半端にして休議ということは

あり得ません。質疑を許します。質疑中に休議ということはないんです。何もそれま

とまらないとか何とかでなく、今、いろいろ質疑しているわけだから、それを休議と

いうことは考えられない。１０番。

○産業厚生常任委員会委員長（須藤軍蔵） 再びお答えしますが、前回の３月の議会のと

きにも、これらのお話も実はありました。それらのあったということは、その仮置き

場にしっぺという話があったということでなくて、そういうお話が出ました。これ私、

そのときの議事録持っているんですね。ちゃんと住民生活課長、当時の話も、そうい

うことに対して、強引にそういうものをやるなどということは難しいことであって、

あるいは村としては当然そうしたところを中心にしなければならないと思っているけ

どもということで、そこに今、やるというようなことにはなっていないと。これは、

委員会としても確認した内容であります。この村として、村当局が仮置き場にあそこ

をするということはないんだと、そういうことを決めたことはないということを委員

会としては、確認をしております。

○議長（佐藤 悟） 質疑ございませんか。６番。

○６番（佐々木市夫） 休議という話を出てますけども、先にそれをどうするかでも良い

んですけども、まず、ちょっといいですか、正にこの今、除染がこの村では大変重要

課題だというのは、共通の認識かと思います。いろんな行政の課程があると思います。

例えばいち早く公共施設をやらなければ、特に子どもたちの学校関係の施設も含めて、

いろんな経過があります。ですが、私、一般質問でやりましたけど、ただ、そこは安
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全ありきと言うんでなくて、やはり基本的には、この陳情書が出ているという経過は、

今、話を聞いて唖然としましたけども、そこは予定地にないとかあるとか、そんなこ

とが私はちょっと不自然だと思います。なぜこれが出てきたのか。やっぱり結果も大

事ですけれども、やっぱりプロセスが一番大事なことなんだなと私は認識しています。

要するに丁寧な説明、誠意を持って、相手にどう納得してもらうか。こちらは大丈夫

なんだという姿勢でなくて、やはりいろんな形でやり方はあると思いますけども、こ

ちらの誠意があったのかどうか、ちょっと私は疑問です。ちょっと今、委員長からの

のに外れて大変申し訳ないんですけども、基本的にはそういうことですので、やはり

その委員会として、前回、３月に審議をして継続審議となれば、休会中でもいろんな

角度から調査して、やはり委員会として堂々とやっぱり当局も、あるいはまた当事者

も参考意見として聴取しながらやるべきなのかなと。そういう点からして、そういう

事実があったかどうか、まず、お伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○産業厚生常任委員会委員長（須藤軍蔵） ６番議員さんにお答えをいたします。

私も他委員会に所属していれば、当然、そういうことを質問したいなと思っている

くらいですね、委員長としては。そういうことをやったのかどうかということを問わ

れるのは当たり前でありますが、そういう一定の委員会としてと言われると、ちょっ

とやっていない、正直言ってやってこなかったということは事実です。そういう努力

は試みたことも事実であります。そしてまた、当局に対しても、誠意あるそうしたお

願いをしてほしいということについても、いろんな角度から私なりにも申し上げてき

たというふうに思っておるところであります。いろいろな意味で足りなかったかとい

う点についてはお詫びをするところであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「暫時休議」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 今、休議というようなことでございますが、休議に賛成の方、いや、

全員の気持ちを聞かなければならないから。これは、委員長報告をやっているんだか

ら、これはイエスかノーかということなんだから、そして、これ休議してまたやり直

したら良いべというのは、結局審議してやったら良いべと言うけども、委員長報告、

委員会でまとめて不採択というようなことで結論を出してきたわけだから、あと賛否

採るだけで良いと思うんですが、皆さんが休会しろ休会しろということだから、皆さ

んの意見を集約しないと休議するわけにはいきません。だから、休議することに賛成

者は、起立してください。

（起立多数）

○議長（佐藤 悟） それでは休議にします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 暫時休議いたします。再開は３時５０分といたします。

（午後３時２８分）

◇ ◇ ◇
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○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 （午後３時５５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 産業厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。

質疑ございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 先ほど不採択の理由として、当局が仮置き場にする予定がないとい

うことであるとのこと、それでいいですか。予定がないから不採択ということであり

ますが、それでよろしいですか。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○産業建設常任委員長（須藤軍蔵） そのような意見もあったということであります。

○議長（佐藤 悟） 質疑ございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 当局で、仮置き場にする予定がないから採択することはないという

ことでありますが、これは処理上はみなし採択で、既にそれを採択しなくたって採択

と同じような状況になっている。だから、この陳情・請願に対しては、みなし採択と

いうような中身であることは言うまでもない。ですから、私はそういう理解の下で、

採択に臨みたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

陳情第３号「放射能汚染物仮置き場施設に大玉村村民グラウンド使用するに反対す

る要望書」を採決いたします。この採決は起立によって行います。

この陳情に対する委員長の報告は不採択です。陳情第３号の議案に対しまして、採

択することに、採択ということは、要望者の要望事項に賛成ということでございます

から、よくわきまえてやってください。（不規則発言あり）いや、それは決まりでだ

めです。陳情第３号を採択することに賛成の方は、起立願います。

（起立多数）

○議長（佐藤 悟） 起立多数です。

したがって、陳情第３号は、採択することに決定いたしました。以上であります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１４、閉会中の継続調査申し出についてを議題といたします。

議会運営委員会委員長から会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りしました

申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りいたします。

議会運営委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定をいたしました。
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程配付）

ここで議長からお諮りいたします。

議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 配付漏れございませんか。（なし）

ただいまお手もとに配付いたしましたとおり、議員発議第２号「大飯原発再稼働に

反対する意見書について」及び「議員派遣の件について」が提出されました。

お諮りいたします。

議員発議第２号及び議員派遣の件について、議題にしたいと思います。これにご異

議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、議員発議第２号及び議員派遣の件について、それぞれ順番に日程に追加し、

追加日程第１、追加日程第２として議題とすることに決定をいたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、追加日程第１、議員発議第２号「大飯原発再稼働に反対する

意見書について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。２番。

○２番（押山義則） 議員発議第２号、大飯原発再稼働に反対する意見書について

地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書案を会議規則

第１４条第１項の規定により提出します。

平成２４年６月２２日

大玉村議会議長 佐藤悟 殿

提出者 大玉村議会議員 押山義則

賛成者 同 佐藤誠一

提出先 内閣総理大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣（原子力行政担当）

大飯原発再稼働に反対する意見書（案）

政府は関西電力大飯原発３号機、４号機の再稼働に同意した。

しかし、福島第一原発事故の原因究明について国会事故調査委員会で、いまだに事

故原因の究明がされていないこと。ストレステストで安全が確認されたと言っても、

コンピューターでのシミュレーションであって実際の検証ではなく、政府がとりあえ

ずやるべきとした３０項目の安全対策さえ取られていない。事故の際の免震事務棟や

放射能除去フィルター付きベントの設置、防波堤のかさあげなど未だ手つかずの状態

である。さらに、原発の近くに新たな活断層の存在が指摘され、地震・津波の学問的
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知見を根底から見直す必要にせまられていること、事故がおこった場合の放射能被害

の予測も住民避難計画も策定されておらず、原子力規制機関もないことなど、再稼働

は危険極まりないと言わざるを得ない。

原発は、いったん事故を起こせば制御できず取り返しのつかない事態となる。福島

第一原発事故から１年３ヶ月経過したにもかかわらず、避難者数は１６万人台で推移

し、過酷な避難生活を強いられ、除染も賠償も進まず、福島県民は先行きに展望がも

てない状況におかれている。

私たちは原発事故被害住民として、今回の事態を二度と繰り返さないために、大飯

原発の再稼働には強く反対するものである。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年６月２２日

福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟

以上であります。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第２号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 追加日程第２、「議員派遣の件について」を議題といたします。

お諮りいたします。

本件につきましては、お手もとに配付の議員派遣についてのとおり、決定すること

にご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本件は、お手もとに配布の「議員派遣の件について」のとおり、決定いた

しました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で今期定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたし

ました。

これをもって本日の会議を閉じ、平成２４年第４回大玉村議会定例会を閉会といた

します。ご苦労さまでございました。 （午後４時０６分）
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会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成２４年６月２２日

大玉村議会議長

大玉村議会議員

大玉村議会議員


