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平成２４年第６回大玉村議会定例会会議録

第６日 平成２４年９月１２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

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

７番 佐 藤 誠 一 ８番 遠 藤 文 一 ９番 佐 原 吉 太 郎

１０番 須 藤 軍 蔵 １１番 遠 藤 義 夫 １２番 佐 藤 悟

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

な し

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

教 育 長 押 山 利 一 総 務 課 長 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 広

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４９号）
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本

日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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。

８番遠藤文一君より通告ありました「森林除染の見解について」ほか３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９月定例議会における一般

質問を行います。

はじめに、森林の除染について伺います。私が通告してある質問事項、だいたい昨

日の質問者に答弁されているようでございますが、森林除染について、２～３伺いた

いと思います。まず、大玉村の森林面積でありますが、国有林、民有林、村有林、財

産区林それぞれ何ヘクタールなのか、それについて伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

ちょっと何ヘクタールという数字ありませんが、７９平方キロメートルのうち、森

林面積が５７.５％。うち国有林野が４２.５％、残り１２％が民有林という比率にな

ってございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 大玉村では既に除染計画改定、第１版を昨年１２月７日に作成され

ております。だが、環境省のホームページの除染実施計画策定済み市町村の中には、

８月１０日現在で表示されてません。県のホームページになりますと、除染計画策定

済となっておりますが、除染計画と除染実施計画とは別なのか。別だとすればどのよ

うに違う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（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

除染計画と実施計画は変わるものではございませんが、今、８月１０日付のホーム

ページということでありますけれども、環境省とるる調整してきまして、細かい文言

で非常にどっちがサボタージュしているか分からないような状況になっていますが、

９月５日付で環境大臣の認可をいただいたから、正式なものとして発行するというこ

とでございます。９月５日付で環境大臣のお墨付きをいただいたということでご理解

いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。
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○８番（遠藤文一） であるとすれば、問題はないかというふうには思いますが、放射線

量が０.２３マイクロシーベルト以上の地域として、汚染状況重点調査地域というふ

うに指定されており、それらを実施計画に基づいたものでなければ実施するのは容易

じゃないのかなというふうに思ってございました。今の話ですと、実施計画、単なる

除染計画であっても、大臣の認可を得ていると。ですから、大丈夫だということでご

ざいますが、ただ、私が気になりますのは、大玉全域と、大玉村の除染計画は大玉全

域ということでございましたが、大玉全域の実質調査、実質実態を把握したうえでの

大玉全域と言うならともかくも、森林除染については、全く測定した線量等々につい

て公表されていない。ですから、大玉村全域を除染するんだと言うのであれば、その

大玉全域の要するに森林を含めた測定結果があるとすれば、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） 全域と申しますと、いろんなメッシュがありますけれども、

現時点では航空モニタリング調査を採用して実施計画の承認をいただいているという

ことでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 環境省でリンクくださいというのは、要するに汚染重点調査地域と

して指定を受けた市町村の全域が除染実施計画を定める区域になるとは限らない。こ

れに留意してくださいと、こういうことなんですよね。要するにそれは、実施測定を

した結果、０.２３マイクロシーベルト以下は実施しないんだと。だから、それを明

確にするということであれば、当然、測定したうえで、大玉はこの地域を森林も含め

た除染しますよというふうなことにならないと、これからいくら環境大臣が認可した

と言っても、後々容易じゃないんじゃないかなというふうに思っております。ですか

ら、森林除染をいつから実施するかはともかくも、するに当たっては、きちっとした

数字を把握したうえで実施計画を策定してしかるべきというふうに思っておりますが、

まず、その実際測定した数字に基づいた実施計画を作っていくというお考えで現在、

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） お答えしたいと思います。

昨日も一定程度答弁しておりますけれども、放射性物質の測定については、どこを

空間線量をやるのか、それから、あるいは汚染の具合、汚れの具合をやるのかいろい

ろあると思います。これまでも森林の汚染状況については、各行政区を定点にして、

遠藤ヶ滝も含めて調査しております。場所的には２５点、それから神社境内について

は１６点、これについてはベクレルカウンター、ベルトール社製のものを使ってやっ

ています。そもそもこの森林除染に対する考え方ですよね。空間線量が住宅みたいに

何マイクロシーベルトあるからやると、あるいはやらないということではなくて、森

林が人の健康や生活環境へどのように影響しているか、これによって判断するんだと

いうことなんですね。森林除染のフローについてもご存じだと思いますが、住宅と近

隣の森林に関しては、一般の公衆の被曝を低減すると。当然だと思うんですね。そう
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いう観点でやると。０.２３はもうクリアしている。ただ、安達太良山の頂上から７９

平方キロ全部表土を剥ぐのかというと、そうではないんですね。住民等が日常的に入

る森林の場合には、入林による一般公衆の被曝を低減するということがあるし、それ

から実際に選択する場合においてもフローが示されておりまして、例えばこの住宅等

の近隣に位置する森林、これ以外について、住民が日常的に森林に入るような状態が

ある場合には、入林による被曝の懸念があるかないかということが前提になるわけで

すね。それで、あれば、落葉樹の除去をやっていくんだというようなフローが、これ

は林野庁の技術的な指針で示されているんですけども、あると。そのやった結果です

ね、更に低減する必要があるのかどうかという判断のうえで、次の枝葉の除去もやる

んだというようなフローが示されているんですね。しかし、実際に全村的な除染をや

るということではあるけれども、現時点では国においても、推奨できるような放射性

物質対策の手法は確立されていないということなんですね。だから、除染計画は定ま

りましたが、今後、具体的な手法については、それぞれ詰めていかなければならない

と。昨日も答弁ありましたが、森林除染範囲の拡大、例えば既に新聞でも公表になっ

ておりますけれども、レクリエーション施設であるとか、そういうところについては、

面的に除染をしていこうという考えが示されておりますけれども、それも含めて、今

度政府の方から森林除染に対する考え方が具体的に示されるであろうと。しかし、ど

こまで期待できるかは、現時点では不明だというような答弁になっていたかと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今後、除染実施計画を策定するに当たっても、実態を把握しなけれ

ばそれも作成できないと。作成しなければ、要求、要望もできないということでござ

いますので、まず、事実・実態の確認をきちっとしていただきたいなというふうに思

います。そこで、本村で要するに０.２３マイクロシーベルトを超えるような場所、

要するに大玉の全村を除染するということであることは、０.２３以上であるという

ふうに読み替えられると思うんですよね。だから、すべてを対象としている。ですか

ら、すべてが０.２３というふうな理解、解釈していい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） お答えいたします。

０.２３は超えていますけれども、それが直接人の健康に影響があるかどうかとい

うのは、別問題だということになりますから、先ほどのような住宅等の近隣の森林に

ついては、もう既にやっているとおりですけれども、それ以外の森林については、入

林によって被曝が問題になるから、低減する必要があるかどうかというのは今後、調

査する必要があると思います。ただ、現時点で先ほど申し上げましたように、一定程

度汚れの程度は住宅近隣での調査はやっていると。しかし、それは放射線量の調査で

はないので、直接放射線量がそれによってどれだけ影響するか。住宅等の１１区、１６

区等で実際に除染の経験がございますけれども、その中ではかなり低減していると。

しかし、０.２３には追いついていないというのが実態ですから、今後、道路等を含



- 81 -

めて、あるいはもっと広範な森林をやる必要があるということは、場所によっては必

要があるというふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 私あの生活圏内の除染について考えは今、持って質問しているわけ

ではないので、あくまでも森林なんです。要するに今、課長が言ったように、０.２３

はどこも超えているというようなことで、全村を除染対象にしているんだということ

でございますが、８月２４日時点で岳温泉・大玉線、あの辺の標高のところ、まあ標

高でどうのこうのよりも、そういう場所で０.２などという場所もあるわけ。とする

と、かなり低いところもあるのかなと。それを全村的に除染するんだと言ったときに、

実施計画立ててやった、ところがあちこち測ってみた、ところが低かった。じゃ大玉

の全村除染するんだという、その実施計画はなんだったというようなことになっては、

これは大変なのかなというふうに思っております。また、なんでそんなに高いんだと

いうようなところも当然あるわけなんですね。だから、森林除染を質問している。だ

から、その森林除染をどこまでが人体に影響するから、ここまでは絶対除染しなけれ

ばならないんだぞというような数字は確たるものはないかもしれないけれど、県の計

画についても、そこの辺はなんしゃ構わず０.２３以下にするんだというような今の

考え方なのかなというふうに思っているの。ですから、大玉村においても、０.２３

は当然、それ以下にするんだという目標を持っていなければならないかと思いますが、

それ以下のところもあるというところをきちっと確認してやってもらいたいなという

ふうに思いますが、それらについてもう１回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） ０.２３というは長期的な目標なんですね。現在、進めて

いる除染については、昨日もお答えいたしましたが、昨年の８月、それから来年の８

月、この２年間で子どもとかの生活空間においては緊急だから１年間で５０％以下を

目指すと。あとそのほかについては６０％減少なんですね。０.２３ではないんです。

その６０％の低減の中で、４０％は物理的減衰、つまり放射性物質の自然崩壊による

放射線量の低減が入っていると。それから２０％が何といいますか、いわゆる除染で

すよね。これによって達成して、２年間で去年の８月末、９月初めから６０％下げま

しょうということですから、０.２３という数字だけが一人歩きすると、実態に即さ

ない計画になってしまう。村の計画についても、２５年の８月末で２３年の８月末時

点の６割軽減を目指そうというのが数字的には入っています。ですから、０.２３と

いうことではないんですね。０.２３は、２０ミリ以下は市町村がやるということで、

１ミリ以下を追加被曝線量ですから、自然界からの放射性の影響以外の今回の影響を

１ミリ以下に抑えるという長期的な目標の中で、当面の２か年を重点期間として、現

在の放射線量を６割下げようというところが目標なんですね。だから、そこのところ

を踏まえて、対応していくということです。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 森林の除染を実施することについては、昨日答弁ありましたように、
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きちんとガイドラインのようなものが１９日、示されるというふうなことでございま

した。そこで、生活圏や農地の除染と並行して森林除染を実施していくというような

考えなのか、あるいは生活圏や農地の除染が終了した段階から森林の除染をしていく

んだという考えなのか、現在の村長の考えについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 現時点におけるガイドラインに沿っての除染ね、これは課長から今、

答弁したとおりであります。これで良いのか、良くないべと。問題は、将来的に健康

をやっぱり主に考えなくちゃならない。健康にこれ影響ないのか。空間線量というの

はあてになってならないようなものなんです。０.２３とかと言ってもね、空間線量

測れば役場のところだいたい０.２５ですから、これで心配ないということになるの。

アットホームのところは０.１５ですから、２３以下だから心配ないなと。東部ふれ

あいセンター、これは０.３くらいだから、これはちっとオーバーしているから、こ

れは心配ないなということになるの。ところが、実際一方では内部被曝という視点か

ら考えれば、これは１００ベクレルを超えたものは、米でも野菜でも、食べることで

きないでしょう。だから、昨日言ったように、森林を調査してみると、半減、１３７

というようなものセシウムね、こういうものが５,０００ベクレルを超えているとこ

ろもあるんだぞと、３,０００ベクレル超えているところもあるんだぞと、あるいは

２,０００ベクレル超えているところもあるんだぞと。これ雨降った風吹いたと言え

ば、すぐそばに野菜作っておくべ、そこさそれ落ちるべと。結局白菜だとか結球のキ

ャベツのようなものは、一定の期間のうちに何回雨、風にさらされるか分からない。

食べるときには、これ１枚、１枚はがして洗うわけではない。そしたらば、作るなと

いうわけにはいかないし、１玉食べるのに測るわけにもいかないでしょう。だから、

そういう田舎の状況なんだから、いぐねというようなものは、これはよくきめ細かに

生活圏域にあるものは調べて、そして、ただ空間線量だけでなくて、そういう現実的

な内部的なことにつながることなんだから、この認識をしなければだめだべというこ

とをまず、県がその認識に立てと。そして、私も実は先月の８日に、環境省の問題は

ガイドライン決めるところが環境省なんだよね。南川事務次官に迫ったんです。それ

は、内部被曝の関係だから、こっちは関係ないみたいなこと言ったから、何語ってん

だと、現実にそういうことなんだぞと、それ知らずに食べたら内部被曝につながっぺ

と、このまま置いていいはずあっかと、これ南川事務次官にやったんだ、東京で。だ

から、黙りましたがね。だから、そういうことだから、今、我々が迫っているのは、

そんな簡単な空間線量うんぬんではないぞと、森林はそういう影響あるんだぞと。だ

から、よく調査をしてくれないか。我々が調査したものが、絶対だとは言いませんよ

と。調査をしてくれ。調査をして、現実にそういうふうに食べ物に影響するんだから

なと。影響するんだったらば、そこさ作るなということに言わなくちゃならない。だ

から、とにかく森林の除染は必要あり、そして、今の内部被曝につながるんだと。だ

から、そこのところをよく調査をして、そして、何千ベクレル以上は、これはやっぱ

り皆伐しなくちゃならないとか、間伐しなくちゃならないと、あるいは枝打ちしなけ
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ればならないとか、きめ細かにやらなければ健康は守れないんじゃないかと。それを

よくやってくれないとだめだぞということを迫っているわけ。それが、今度１９日と

いうことで、７日の日におれに畠農林水産部長は示されると。それによって、また、

その結果によって対応しましょうと。そういうことで今、どういうのが出てくるのか

といるんだけれどもね。これは今、事務方の段階ではなくて、私のほうでそういうこ

とで迫っている経過がある。だから、６日に行ったのも副知事、こういうことなんだ

からなと。だから、県がまず、よく認識しなければだめだぞと。大玉の除染マップで

こうなってっぺと、そういうことで話をしてきたから、それで恐らく下りたんだと思

うんだな、農林水産部長のほうに。それで、１９日うんぬんということに私に連絡が

あったと。だから、恐らくは満足なことなどとは、やっちゃくなくているわけだから、

これ１９日に出てきたらば、それによってまた、同じようなことで、なにをやってい

るんだと、よく調査してくれないかと。これ見てみろ、木ノ下さ野菜作ってあっぺと、

雨降れば下に落ちてくっぺと、風吹けば、これも落ちてきてるんだべと。そういうこ

となんだから、これは森林は生活圏域に密着したところは、最低これやらないとだめ

だよと。それも、やり方が地域によって違うんだよね。大玉は、なんだこんな離れて

いるところが、なんでこういうふうに数値が高いんだというところもある。だから、

きめ細かに調べて、そうしてやっぱり段階ごとに除染の方法があるんだわね、そうい

うものをちゃんと示してくれと。だから、これはこれからそういうことをやっぱり我

々は要望していかなくちゃならない。そうでないと、住民に健康は守れないよと。気

がついてみたときには、たちどころに出てきたらこれどうしようもない。だから、現

在のガイドラインでは、これはとてもじゃないけれども、森林なんて除染しなくとも

良くなってしまう。そだことでは、現実的に済まされないんだよと。やっぱり食べ物

と関係でよく考えなくちゃならないんだよね。まあそういうことだということを現時

点における取り組みの状況、今後のやっぱり運動展開、除染の必要性あり、こういう

ことをやっぱり申し上げておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番議員、あとありませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 今、村長の答弁、それは分かりました。そこで、１９日ですか、ガ

イドラインみたいなものを示されるであろうということでありますが、確定したこと

はその後になろうかと思いますが、ただ、今の時点で生活圏、住宅とか、道路とかの

除染と並行して森林除染もやっていく考えなのか、あるいは住宅とか道路等々を終わ

った時点で、今度は森林の除染に入っていくんだというふうに考えているのか、その

辺を今の考えでお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ先ほど現時点におけるガイドライン基づいて今、進めておりま

すから、だから、住宅から２０メーターと、それから枝打ち関係は５メーターとかと

ね、それから落葉はさらうとか、こういう現時点のガイドラインに基づいて進めてお

りますよというのは、先程来から課長のほうから答弁したとおりであります。現在は、

やっぱりそれで進めておりますし、進めざるを得ない。ただ、これからはそれで満足
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できるものではないよということをこれからの問題として昨日との関係もありますか

ら、私が今、話したということであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） どうもちょっと話が合わないんだけど、要するに村長は森林除染も、

これは避けて通れないと、こういうことでございますから、今やっている住宅の除染

とか道路の除染やっていますよね、それと並行して大玉村は森林も一緒にやっていく

んだということなのか、その住宅とか生活圏の除染を終わってから森林除染に入るん

だということなのか、その点を聞いております。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） それ言っているんだけどね。あの現在のガイドラインに基づいて、

住宅の除染と森林も併せて、先ほど課長から何回も答弁しているようにやっておりま

すよと。現在も進めているの、これはね。多面的な道路とかなんかも進めているんで

す。ただ、それで満足できるものではないんだと、これ大切なことだから、だから、

森林の関係の除染について、より一歩二歩、これはやらなくちゃだめなんだよという

ことで私が話しているわけね。だから今、並行して進めているんですよ、現在のガイ

ドライン、今度は分かりました。はい、そういうことです。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、環境大臣が指定する指定廃棄物の定義とその廃棄物について

ちょっと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） 今回の放射性廃棄物については、ちょっと今、資料なくて

個別には申し上げられませんが、焼却灰等についてはキロ８,０００ベクレルという

ことで指定廃棄物にな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） 先日の除染推進会議で資料をいただきました。その中で８,０００

ベクレルを超えているものについて、どこまで把握しているのか、その資料に基づい

てお答え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） お答えいたします。

今現在、私のほうで持っているデータ、資料の中では焼却灰以外にはありません。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） おれの見た数字が間違っているとしたら、後で訂正してください。

この間の資料の中で、８,０００ベクレルを超えたもので、孟宗竹で１万６,５００ベ

クレルというふうになっておったようなんですが、それから杉チップで９,０５０ベ

クレル、玉小プールの西側の苔、土砂付きで２３万３,０００ベクレル、違う、だっ

た。というふうに見たわけでございます。要するに何を言いたいかというと、指定廃

棄物は放射濃度が８,０００ベクレル／キログラムを超える特措法に基づき、環境大

臣が指定する廃棄物ですと。これは国が責任をもって処理することになっていますと



- 85 -

いうことで、これは一般とか産廃の焼却灰、あるいは上水道の破水度、下水汚泥、農

業集落排水汚泥、農林業系産物等々でございます。ですから、私の言っているのは、

その８,０００ベクレルを超えるものが、大玉村でも推進協議会で示されたおれの言

った数字が間違いないとすれば、そういうことがあると。もう１つは、吉丸の沢の泥

を乾燥して測ったところが、１万６,３９７.０３ベクレルでしたキログラムで。要す

るに大玉村内にもそういう国が責任を持って処理するような物があるということは、

事実なんですよ。だから、私は直接関わったのは、その１万６,３９７.０３の沢の泥

ですが、それ以外について課長は持っていると思いますが、そういうことであるわけ

なんです。だから、今言ったこの間の資料以外で、そういう８,０００ベクレル以上

の場所、あるいは物、どこにどういふうにあるか、そういうデータを持っているとす

れば、お示し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） 部分的にしか持っておりません。それで、国が管理するの

はそのとおりでございますが、国が管理するまでの間は、例えば清掃センターの焼却

灰ですね、これについては、今、広域行政組合の方で管理すると。同じことで部分的

に高いところありますけれども、全部の表土をすべて測るわけにはいきません。竹に

ついても付いています。したがって、除染作業を通じてこれも燃やすという行為に、

今、そういう処理の方法を取っているんですね。それで、行政組合の中では、それら

については東和グリーンヒルで別途保管をして、国が最終的に処理するということに

なっていますから、例えばプールの苔１キログラムに換算すれば、２３万ベクレルあ

った部分もあります。しかし、それらについては既に処理して仮置きをしていると。

最終的にこれは中間貯蔵施設として最終処分ということになりますから、現実に今、

国が処理をしているというふうになっていても、現実は処分場がないわけですから、

これは今までの手法で対応していくしかないということでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 課長、ちょっと確認したいんですが、今まで孟宗竹、杉チップ等々、

焼却してしまったということですよね。だから、焼却できるものについては８,０００

ベクレル以上であっても、これは問題ないと。要するに処理場で焼却できるというふ

うな認識なのか、それ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（武田孝一） ８,０００ベクレル超えていても、以下でも焼却できるも

のは焼却するということです。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 森林除染を言うなら、まず、事実実態をきちっと把握しておくべき

であろうというふうに思っております。調査結果に基づき、それをどのようにすべき

か。主体性をもってやっぱり要望していくべきではないのかなというふうに思ってい

ます。ですから、指針やガイドラインは、もうおれたちの生活を守るためにはこうし

なきゃならないんだと、自らガイドラインを作るぐらいの覚悟でやってもらいたいな
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というふうに思っております。昨日の答弁ですと、補助とか支援なんてとんでもない

という言葉に本当に満足したところでございますが、森林除染は避けて通れないとい

う認識も確認しました。そこで、優先順位を付けても合理的に森林除染を実施できる

ように、まず、森林自体の放射線量じゃだめだというなら、当然そのベクレルできち

っと測って、基礎データをきちっと調査しておく必要があろうかというふうに思いま

す。これは大変かもしれませんが、そういうデータに基づいて要求、要望して、それ

を除染を実施させるというふうな、やっぱり村自体も努力しなければならないという

ふうに思ってございますが、まず、調査測定をきちっとすることを求めたいと思いま

すが、村長いかがでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ昨日からも、また先ほども申し上げたとおり、私たちが素人だ

けども、測ってこういうことなんだよと。だから、必要性ありということに考えてい

るんだと。だから、しっかりと森林の除染はしなくちゃならないんだという認識をま

ず、するためには、調査をしてくれと。国そのものが調査をして、そして、なるほど

なということで必要性ありということになってもらわないと困るんだぞと。初めから

やりたくないから調査もしないということちゃあっかと。おれら素人なのに測ったっ

て、こうなっているんだべと。これ内部被曝につながるんだべと、先ほども言ったけ

どね。これ野放しにしておいて良いのかということで私迫っているわけですから。だ

から調査をしてくれと、こう今、言っているわけね。だから、どういうことにこれ１９

日は出てくるかね、ただね、やっちゃくないというのが初めにあるようですから、ま

あこれあまり期待はできないので、また、その答えによっては今言ったような方法で

ね、これはやっぱり強く国に迫っていく。そうでないと、住み良い環境にはならない

し、だんだん気の利いた人は調査をして、これは危ないと言えばね、福島県これ突出

して転出、転入より転出多くなっているんだわね。昨日あたりのこれテレビでも新聞

でも出てましたが、どんどんいなくなってしまうぞと言ったんだ。ちょっと県しっか

りしろと言っているわけなんだよね。だから、県どころか大玉だってやっぱりだてに

８万円と４０万円もらう、そういう支払わなくちゃならない地域なんだということを

これやっぱり認識をしなくちゃならないと思うんだよね。まあそういうことで、今後

も必要性ありということで、これはしっかりと迫っていきます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 言葉を返すようですが、国やれ、県やれと言ったって、おいそれと

やるとは思えないんですね。だから、やっぱり村民を守るという観点からすれば、村

できちっと測って実態はこうなんだと、こんなこと良いわけないべと、それから要求、

要望していくんだったら話が早いんじゃないの。だから、まず、それを要求します。

そして、測った結果、空間線量がなんぼ以上だったらだめよとか、ベクレルでなんぼ

以上だったらだめだというのは全く分かりません。医学的なそういう根拠があれば、

そこの場所については立ち入り禁止とか、あるいはここは危険だから入らないでくだ

さいとか、そういう場所もきちっと確定できると思うんですよ。だから、これは村民
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それぞれ被曝しないためにも、やはり村が率先して事実実態を把握して、そして、そ

ういうふうなことをきちっとやっぱり村民に知らしめてしかるべきだというふうに思

うので、まず、ひとつ事実、実態の調査、これ国だの県待ってられないと、だから、

大玉村でやるんだというぐらいでひとつやっていただきたいなと思います。だから、

それは例えば狭いほど良いかもしれないけど、例えば１キロメッシュでもしょうがな

いと、あるいは２キロメッシュでも良いと、とにかく事実、実態をきちっと把握して、

それをもし危険なところがあるとすれば、村民にそれを知らしめるということでやっ

ていただきたいなというふうに思いますが、村長の考えいかがでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ最後はガイドラインに載せてもらわないとお金が来ないんだよ

ね。だから今、迫っている段階です。最終的にこれだめだということになれば、これ

はやっぱり専門家の知識も仰いでね、これ以上例えばこういうことのところについて

は、場合によってはやっぱり村独自でも、これはやっぱり住民を健康を優先するとい

う考え方で、それもやっぱりあり得る。しかし、今の段階については、やっぱりガイ

ドラインに載せることをこれ大玉だけで頑張ってもね、これ皆境界がないんですから

これ、大玉だけやったって、これ風が吹いてくればバアッと入って来てしまう。やっ

ぱりこれは全域をやらないとだめなんだよ、汚染地域を。だから、そういうことで今、

これやっぱり大きく国政の重要、一番はこの今のところ環境省がどういう考えをして

いるのか、住み良い環境を作るための環境省でなくちゃならないんだが、まあこれを

財務省の出先機関みたいな考え方もってね、なるだけ認めないと。森林全体は、汚染

の影響少ないと。必要性は薄いと、こういうことで新聞に出したから、今度は何語っ

ているんだということで我々やったわけだ。そして、ようやくちっとは本当は８月の

末に出るわけだったんだよ。これちょっとあれになったもんだから、今度はこれ１９

日にずれ込んだ。それも恐らくどうなるか、最終的にはやっぱり何回も言うようだけ

れども、村独自にも最低必要限、ここはこうしなければならないということについて

は、独自でもやっぱりやらなくちゃならないというふうには、最終的には考えており

ます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 森林除染については、やはり事実、実態に基づいたしっかりした対

応をまず、お願いして、この件についての質問を終わります。

次に、東日本大震災と原子力発電所の爆発事故に対処された本村の記録の進捗状況

について伺います。３月の答弁では、図説大玉でかなりの分量で編さんするとのこと

でありましたが、確かに記録されました。しかし、それはそれとしても、３月の時点

では、今後、全庁的な連携の体制とか、時系列的に各課の応援をいただきながら、そ

れぞれ企画調整会等を設置しながら、今後、まとめていきたいというふうに考えてご

ざいますとの答弁をいただきました。そこで、その編さん体制、内容の進捗状況につ

いて伺います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。
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○総務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。

現在の進捗状況でありますが、体制については庁議の各課長等を中心に企画調整委

員会も兼ねております。現在の状況でありますが、関係各課から現在、記録を収集、

取りまとめ中でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 先日、議会で相馬地方の被災状況を視察した際、相馬市災害対策本

部の第２回の中間報告をいただきました。災害は確かに大きかったから、そういうこ

とになっているのかと思いますが、やはり災害の大小を問わず、やるべきことはやっ

ぱりやって当然であろうというふうに思っております。本村においても、特に原子力

発電所の爆発事故に関連した詳細な対応、測定されたデータなど、明確に事実、実態

の記録を記憶の明確なうちに作成されるように求めたいと思いますが、スピードアッ

プした編さんを求めますが、いかがでしょう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） 進捗状況関係については、先ほど課長の方から答弁のとおりであり

ますが、これ現在も進行中なんです。新たな問題が出てくるんです。これ、進めてい

くうちに。こういうのも記録にとどめなくちゃならない。したがって、現在も進行中

でありますから、概要については図説大玉の歴史に載せました。そして、今、質問さ

れたことについては、これはそれぞれの所管するところがそれぞれ対応しているんだ

よね。なおかつ現在、そういう実態を踏まえて、これ改めてもらうところは改め直し

てなどと、そういう運動も展開中なの。この結果がどう出てくるのかという、進行中

なんだよね。だから、これは急ぎに中間的なことは、例えば半年とか１年くらいで中

間の報告できる。最終的なことということになってくると、これはやっぱりかなりの

スパンで、これはやっぱり報告がかなりのページになるのではないかなと。こと詳細

に出来事は歴史の事実として、これはやっぱり残しておく必要がある。そうしないと、

後でいろんなことが病気がどうとかこうとか、１５年後、２０年後出てきたときに、

どういうその当時取り組みをしてきたのか、執行はどういう取り組みをしてきたんだ

と、議会はどうだったと問われる部分があるわけなんです。だから、そのときにこう

いうことでやっぱりやってきたったんだなということは事実、実態の取り組みとして、

これは後世に残しておかなくちゃならない大切なこれはやっぱり資料になるわけです

から、そういう意味であまり急がずにしっかりと今、進行中という段階でありますか

らまとめたいと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） とにかくきちっと時間がかかったとしても、まとめていただきたい

と要望しておきたいと思います。

次に、自然環境の利活用と保護について伺います。今年の成人祭や昨年の成人祭で

作成したビデオを見ても、村民が大玉村の良いところは何ですかと問われると、水が

良いとか、水がおいしい、空気が良い、自然が良い、安達太良山がある、米がおいし

い、人が良いなどなどでありました。何と言っても自然環境の良さがつい口に出てし
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まうようであります。つまり、大玉村のセールスポイントの１つだろうというふうに

思っていますが、村長は大玉村の自然環境をどのように見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） 大玉村はいつも自慢していたのは日本一の米、緑が豊かだと、空気

も良い、水も良い、土も良い、要するにそういうやっぱり恵まれた自然環境の中にい

たんだわね。したがって、これを今、大切なことはこういうことになりましたので、

いかにこれをやっぱり去年の３月１１日以前に近づいていくか、これは短期間ででき

ないね。ある程度の長いスパンで、だけれども、その長いスパンの中で短期間にやら

ないと効果がないというのもあるんだわね。一定の期間にやっぱりやらなくちゃなら

ないという、そういうことのものをよく整理整頓して、そして、この誇れる自然環境

にやっぱりよみがえらせるということが大切であろうというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） あまり大げさに考えてもらわなくて結構なんですが、さっと考えて

いただきたい。要するに多くの村民も認める自然環境の良さ、これをやっぱり活かさ

ない手はないというふうには思っております。今、こんな時期にこんな状況にと思わ

れているかもしれませんが、放射能や除染は、今後、長い付き合いになると思ってお

ります。ですから、除染、除染ばかりではいられないというふうに思っております。

その次、少し前を見て、些細なことでもやっぱり何かやっていく必要があるのかな

というふうに思っております。２４年度も定住人口増加対策を重点事務事業と位置づ

けしておりますが、交流人口増加対策も、それに勝るとも劣らない重要課題と認識し

ておりますが、村長の見解を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 定住人口増加対策、これは昨日も話したとおり、重要施策としてこ

れはやっぱり位置づけをして取り組んでいく必要がある。それから、交流人口と言い

ますか、こういうこともやっぱりお互いに持ち味を生かして深めていく必要がある。

そういう意味で災害協定ね、北塩原とか、あるいは山形県の小国とか、そしてあとこ

の間は美浦村と茨城町と、要するに４町村と災害応援協定を締結いたしました。共通

点がありますので、これらをやっぱり１つの骨にして、更に人、物、交流、文化の交

流とこういうことに結びつけていきたい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） 村民の言う自然環境でありますが、自然環境と言ってもいろいろあ

ろうかと思いますが、例えば村長の思い当たる活かせるものとか、活かしたいものと

して、どんなものが上げられるかちょっと村長の活かしたいようなものについて伺い

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これはやはり環境をよみがえらせるということが第一ですね。事故

を踏まえざるを得ない。この事故はやっぱり無視して自然環境を活かすということは、



- 90 -

考えられない。ということを考えれば、やっぱり再生可能エネルギーということで自

然環境を活かす。水を活かすことだね。それから、除染をせんがための木質バイオマ

ス発電、これをこれからやっぱり積極的に進めていく必要がある。それから、だいぶ

これはね各家庭の最近の新しい家は全部太陽光のパネル上がっているんだよね。これ

補助対象ですから、私のところに挙がってきて決済するんです。ああだいぶ順調に増

えているなと思っているの。それから、最近は民間ねかなりのキロワット関係を玉井

地区でありますが、あるところに太陽光のこれは企業でありますけれども、やりたい

という計画をしているようでありますから、やっぱり太陽だね。これらのことをこう

いう沢のようなところの地区もあるわけだけれども、大玉はだいたい平場は太陽は全

部照りますからね、この自然の今言ったようなものを特にこういうことになるならば、

ピンチをやっぱりチャンスに活かしていく、そういう資源の利活用、自然資源の利活

用策、そういうことによってより環境が活かせた、そして、それが環境との共生、こ

ういう村づくりにこれ展開をしていくことになるなと、そんなことを考えておるとこ

ろであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 昨日の質問、そして答弁についてもそういうふうに言われておりま

した。村長の考え方については、それなりに理解しておるつもりであります。ですか

ら、それプラスというふうなつもりで参考までに申し上げたいのでありますが、１０

年ほど前になる話なんですが、安達太良を知る会の方々のメンバーが先頭に立って、

前ケ岳に登山道と言いますか、ルートを作成して４０人ほど連れて行ってもらったん

ですね。当時天候も良かったせいもあって、みんな、いやいやと言って、もうすばら

しい、すばらしいで帰ってきたわけですよ。そのときの話ですと、とにかくすばらし

かったと。きれいだったと。でも、みんなにこれ教えて、源に行ったらどうかと、こ

のすばらしさをみんなにも多くの人に体感してもらうと、みんな多くの人に行っても

らおうという話はならなかったんですよ。なぜかと思ったら、要するに人がどんどん

入っていけば自然が破壊される、ごみも散らかっぺと、そんなことはだめだと。だか

ら、早い話がきれいなそういうすばらしい光景、それは我々だけでというような感じ

なんですよね。そうではないだろうというふうに思いますが、やはり自然環境を守る

ためには、それもありかなと、こういうふうになっちゃうんですよね。でも、やっぱ

り良さというものは、村民が認める安達太良の良さというものは、やっぱりみんなに

味わってもらっても良いんじゃないかなと、体感してもらって良いんじゃないかなと。

とすれば、多少なりとも自然破壊につながる部分もあっかもしれないけど、これはや

むを得ないんじゃないのかなというふうに思いますが、村長はそういう場合は、自然

保護を最優先するんだと言うのか、あるいは例えばそういう場合には、じゃ多少なり

とも目をつぶるようなことがあっても、村民が、あるいは安達太良を見てすばらしい

なという人がいれば、そういう人のために多少なりともじゃ自然破壊もやむを得ない

んじゃないかというような判断に立てるのか、それらについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） そういう質問の観点から言えば、積極的に登山道を整備して、例え

ば前ケ岳に登る登山道を整備すっぺとかね、あるいは和尚山にも行けるようにすっぺ

とか、そういうことは私はやらないほうが良いと思っているんです。自然に現在のま

ま興味あって、いや見て良いなと行ってみたいなということであれば、たかだか１,７００

メーターですから、道路をわざわざ整備しなくたって、そういう興味のある方は行っ

ていただければ良いと思うんです。登山道を整備してどうのこうのなどとやる必要は

ない。ただ、既存の登山道と称するようなところは、一応これはそれぞれの図面にも

載っているんだよね。そういうところについては、最低必要限大玉村の区域内につい

ては、これはやっぱり図面に載っているところくらいは、やはり先人からのやっぱり

そこは登山道ですから、最低必要限のこれはやっぱり整備は、下刈りするとかなんか

くらいのことはやる。新たにということは考えていない。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今の話を聞いたら、おれ質問するかと思ったんだけど、やめざるを

得ないような状況になっちゃいました。そこでやめちゃったら、おれの原稿ここボツ

になっちゃうからやめられないんですが、要するに今、安達太良山、いや大玉村で安

達太良山あってすばらしいべと言っても、登山というのはみんな岳温泉からつつっと

行っちゃう。昔でしたら確か不動橋あたりからありましたよね、登山道ね。当時でし

たら大玉から登って、じゃ大玉から下山するかということもあった。今はそれはない。

ですから、安達太良良いな、良いな、すばらしいんだ、すばらしいんだと言っても、

登山する人はみんな岳温泉から行っちゃって、大玉村では素通りと。それはないだろ

うと、私は言いたいんですよ。どうせ行くんだったら、じゃ大玉から登ってみると。

だって、大玉村から登山道ないべと。いやちゃんと登る程度の道路はあるんだから大

丈夫だと。これだけの目印あるんだから大丈夫だというようなことをすれば、大玉村

から登って大玉村に下山する、これだって良いんじゃないのかと私は言いたいんです。

だから、自然破壊につながるような、その自動車道をばんばん造ってなどというつも

りはございませんが、やはり大玉から登って大玉に下りてきて、そして、良かったら

途中に回って感想を聞かしていってくれないかぐらいの、やっぱりそういうことがあ

っても良いんじゃないかなというふうに思って今、質問したところでございます。

○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。

大玉村からも安達太良への登山口があります。これは表登山道と言いまして、毎年

秋と春と年２回、観光協会において登山道の整備をしております。春の山開きについ

ても、そこにペナントを置いて、そこで登山者にペナントを持っていっていただくと

いうような形での整備、それからそういうサービスを行っているところであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） はい、そういうようなサービスの結果、そこから登山する人が毎年

毎年どんどんどん増えていくんだと。だから、やはりやっているかいがあるんだよと

いうような来年は報告をいただきたいなというふうに思ってございます。
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次に、自然環境の保護についての見解を伺います。先ほど申し上げた自然環境と言

ってもいろいろかと思いますが、ほんの一部について伺いたいと思います。要するに

大玉の飲料水も近い将来的に１００メートル前後深井戸にすべきじゃないかなという

ふうに思う観点から質問でありますが、現在、深井戸水源地、また、有望な調査済の

水源地になりえる地域とのかかわりでどの程度の範囲、どの程度の山林面積を保護、

管理すべきというふうに思われるのか伺いたいのであります。法４３条で水源の汚濁

防止のための要請をすることができるということでもありますので、大玉の水源地に

ついての保護管理するためには、これだけの面積が必要だから、ここは何らかの手を

打ちたいというふうに思っているなら、それらについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 幸いにして大玉村は水源地は、全部安達太良の水に恵みを受けてい

るんですね。杉田川河川に水源地が２つあります。それから、赤不動の北側に岩の割

れ目からモクモク出てた、そこのところに第４水源があります。それから、あとこち

らの小高倉ですか、これに第５水源があるということでありますから、下のほうは杉

田川が要するにそれの通し水ということになっていると思いますけども、上の２つに

ついては、その上の開発とか、そういうことは特に国有林関係、あるいは村の土地関

係等については、そういうことは厳重に保安していくということでありますから、そ

ういう面については、これは水という面に恵まれているなというふうに思っておりま

す。下のほうが、もしこれからだんだん枯渇とかいろいろ影響があるようになれば、

山手のほうにまた有望なところがあるんです。そういうところは調査してございます

から、そこにまた求めれば、これは大玉村はまだまだ水の供給関係は安心して、しか

も、それもある程度のボーリングでもって１００メーターも下ろすか下ろさないかで

相当の水を確保できる。私が担当課長のときに自噴したところがあるんです。だから、

そういうことで、その沿線関係にもありますから、それはやっぱり必要以上に上のほ

うは開発はできませんから、そういう面ではやっぱりまたさせてはならない、そうい

うことで大玉は大変水源地と称するところに恵まれているなというふうに考えており

ます。将来ともにやっぱりこれは保全していかなくちゃならないというふうに思って

おります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ただいま答弁いただきましたが、水源地の保護という観点からの施

策十分に実施していただきたいなというふうにお願いをしておきたいと思います。

次に、河川の水環境について伺います。河川と言われないような堀なども含めて、

村が独自に管理しなければならない村内の総延長どのように把握しているのか伺いた

いと思います。村で管理しなければならないような場所。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これねちょっと手元に今、資料ないね。これ適当なことを言うと、

あんときああ言ったべということになるからね。だから、一応これね具体的に通告あ

れば調べてくるんですが、ちょっと河川の延長ね、水路というとね土地改良区関係で
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すから、あの用排水の延長は土地改良区でちゃんと掌握しているんです。ただいまち

ょっと手元にないからね。あとそれ以外の１級河川、これは県管理になりますからね、

百日とか杉田川とか、それから安達太良川とか、それから長瀬川、これは１級河川な

んだよね。それ以外のは中河川になるんだよね。これが俗に言う村の河川なんだよ。

だから、これもちょっと今、手元に、今度そういうときにはちょっと通告してくださ

い。そうすると、資料をちゃんと準備してきますから。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今、答弁ありましたように、村が維持管理するような河川もあると

いうことでございますが、水利権や漁業権はないですよね。やっぱり自治体が管理す

るその河川に漁業権や水利権があるとすれば、それに合った、それを考慮したような

維持管理法もあろうかというふうに思います。基本的に漁業権や水利権は、地方自治

体があったほうが良いのかなというふうに思っておりますが、漁業権、水利権あるな

しについて、村長どのように考えられるか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 水利権については、これは手続をとらなくとも慣行水利権というの

は、法的に位置づけした水利権と同じ権限を持っているんです。慣行水利権ね、あと

漁業権とかというのは内水面漁業権ね、こういうのは、今、任意でもってここは阿武

隈川水系のそういう組合が登録をして、そして、そこに阿武隈川水系の漁業権を持っ

ているんだよね。だから、勝手に百日川で釣りとかなんかすると、たまにやっぱり監

視員が来て注意されるという、そういう実態で、これはまあそういうことで、自治体

がそれを持つというと、その辺とのやっぱり権利を持っている人たちとの調整を図ら

なくちゃならない。この自治体がこれね、だいたいは漁業権のようなものはあまり必

要ない。内水面のね。これは任意団体に任せておけば良いんじゃないかなと。あと水

利権の問題、これは慣行水利権で事足りるんじゃないかなと思っております。ただ１

点、気になるところはあります。よく調べなきゃならないなと思うんです。思わぬと

ころに明治時代のどさくさのときに、そういうのをがっさりと全く知らないところで

権利獲得しているところの企業があるんだよね。言うなれば東京電力が、猪苗代湖の

８割の水利権を持っているようなところ、これは地元の自治体とどうだこうだなどと

経過あるかというと、さっぱり経過がない。厳然と現在、これは水利権至る所に持っ

ておるわけです。だから、全部これは発電所あるでしょう、東京電力の。だから、大

玉もちょっとやっぱり調べてみなくちゃならないと思うんです。しかし、あったとし

ても、その水質を汚泥したり、それからその水系に元のまま流すということになれば、

慣行水利権は、これはやっぱり一定の期間使わなかったとかうんぬんということにな

れば、慣行水利権はこれは裁判をぶって負けないと思っているんです、私はね。だか

ら、やっぱりその辺は全部慣行水利権で大丈夫だと、１００％村長そう言ったなどと

いうことになると、これ誤解を招くと困りますから、そういうこともありますよと。

だけれども、慣行水利権はあったとしても負けないと、私はそういうふうに認識して

いるんですね。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そういうことであれば、多少安心したところもありますので、まず、

大丈夫だと言われるように対処していただきたいなというふうに思っております。

次に、村の特産品開発の進捗状況について伺います。定例会の開会初日の行政報告

の中で報告いただきました。もう１回現在までの経過、あるいは何をどのように見え

てきたのか、今までの経過からしてどんなものが見えてきたというか、予測されると

いうか、何かつかむものがあったとすれば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。

特産品の開発をも含めた農商工連携による６次産業化ということで組織を立ち上げ

ました。去る７月に企画委員会というような形で現在の直売所、それからその西隣に

土地を求める予定地、これらを含めてどういうことができるかということで、現在ま

で３回ほどの委員会を開いております。この委員については、農業経営者関係から２

名、それから直売所関連の方から２名、商工業のほうから２名、それから福島県の農

業普及所特産品担当の県職員を１名、それから村外者ということで経営の面からプラ

ントの大玉店長という形の８名の企画委員会で構成しております。更に、福島大学の

地域戦略ブランド研究所の所長西川教授をアドバイザーに迎えて、現在、進めており

ます。この中身でありますけれども、大玉の再生復興のために新たな地域づくり、新

たな仕事づくりということで、現在進めております。この新田地内の現在の直売所も

含めて新しく買い求める土地に、どういう施設が必要なのか。加工施設が必要なのか、

それとも農家レストラン的なものがほしいのか、販売の面積の床面積の増が必要なの

か、そういうことの検討、更には生産から加工、付加価値を付けて、それを販売する

と。どういうものを販売するか、どういう作物を作れば良いのか、そういうものも検

討しております。それから一体となった組織、この組織をどうするか。今までの組織

でよいのか、新たな組織、運営形態が必要なのかどうなのか、これらについて、現在

まで研修を先進地の事例とか、研修を重ねてまいっております。その結果、ポイント

と言いますか、そういうものについては、まず、大玉村の特徴を出すんだということ

に尽きるかと思います。そして、目指す方向性はどうするんだと、会社はどうするん

だと、そういうこと。それから是非このプロジェクトには女性の力が必要なんだと、

これらをキーワードとしまして母体をどうするか、どういう組織化が必要なのか、そ

して観光、その他との連携がどういうふうな形でできるか、こういう形で現在まで話

あっておる段階であります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） まだ話し合いの段階ということであろうかと思いますので、確たる

方向づけというものはできないかもしれませんが、ただ考えるに、組織内で要するに

一体的な生産加工販売を一体的にやるのか、あるいは個々それぞれが生産加工販売を

やって、それを持ち込むというふうな基本的にその辺はまだ結論出ているか出ていな

いか分かりませんが、非常に気になるところでありますので、もし、方向づけがその
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辺あるとすれば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。

今、ご指摘の質問については、委員会の中でもいろいろ話出ました。当初の方の話

では、こういうものも加工したい、こういうものも加工したい、こういう加工施設が

必要だと、そういうような話がいっぱい出ました。ただ、研修地を見ると、山形の産

直アグリ行きますと、加工施設ありますけども、ほとんどないんですね。ほとんど外

注に出すとかそういうもので、本当に必要なものの加工施設しか置かない。そういう

ふうな形でやらないと、将来的な経営がなかなかうまくいかない。そういうのも実際

に見学してきました。それらを見学して、あっ、こういう方法もあるんだなと、そう

いうような形で、実際にそこで集中して作るのか、実際に自分たちで、漬物なんかと

いうのは、特別それぞれの家庭に漬物がありますから、かえって漬物みたいなのは自

分の家で作って、そして、そこに出したほうが良いんじゃないかとか、そういうふう

な形でいろんな形であそこで集中的にやるよりは、分散型で、それで目玉になるもの

については、あそこで加工するというような形が良いのかなというような形で、現在、

委員会の中では、そういう声も出ておるような状況であります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法との関連について伺

いたいと思います。どこまで何を期待しての取り組みなのか伺いたいのでありますが、

要するに身の丈にあった程度の範囲の取り組みというふうに基本的に考えているのか、

あるいは株式会社農林企業推奨産業化支援機構法や農林漁業者等による林漁業者の６

次産業化の促進に関する法律等に基づいた特産品特産品開発というふうに考えて、今、

進んでいるのか、その辺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します。

株式会社農林漁業成長産業化支援機構、私もちょっと勉強させていただきました。

これについては、我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針、行動計画に基づい

て創設された法律ということで、６次産業化に取り組む事業者への成長資本の提供や

経営支援などを行うためのファンドを官民出資により農林業者や加工、流通業者など

の合弁企業に出資貸し付けを行うということとされております。また、この要件を満

たすのには、総合化事業計画を作成して、農水大臣の認定が必要だということであり

ますので、ここまでの規模ということについてはなかなか難しいだろうというふうに

は考えております。ただ、今回のこの一連のプロジェクトの中で、例えば特産品に限

ってはこういう補助があるよとか、施設の整備についてはこういう補助があるよとい

うような、それぞれのそういう補助制度のメニューをそれぞれ今後、その制度につい

ての調査研究も含めて対応してまいりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今までの直売所程度なら費用対効果の面からしても、村民にはある
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程度理解いただけるものというふうに思っております。このための再投資を考えると、

中途半端は許されないのではないかというふうに思うところから伺いたいんですが、

村民も納得していただけるような仕上がりとするんだというふうに決意をもってやっ

ているとは思いますが、そこまで期待して良いのかどうか、もう一度伺いたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 現在、６次化の企画委員の方もかなり責任重いなというふ

うな形で現在、委員会を開いております。今後、どういう形で例えば株式会社が良い

のか、それとも今のような形態が良いのか、その運営形態、管理方法、これらも含め

て、やはり今までよりももう少し村民の方に納得いくような説明ができるような会社

と言いますか、そういう組織にはしていきたいと。これからまた、福大の先生等の講

演会も予定しております。そういう中でいろいろ村民の方にも知っていただきながら、

いろいろ応援、支援をしていただければ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） 一般質問で、質問、答弁で終わっているような問題ではないと思う

んですよね。議会と執行者が、やはり常に意見を出し合ってやっていくべきものかな

というふうに思っております。ですから、とりあえず一般質問しましたが、今後それ

ぞれ議論しあって、より良いものというふうにお願いしたいところでございます。私

自身も議決した身でありますので、責任は認識しているつもりであります。質問もし

ますし提言もします。ですから、村民の納得いくような結果が得られますよう要望し

て一般質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で８番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午前１１時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３３分）

◇ ◇ ◇

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時３３分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２，議案第４９号「平成２３年度大玉村一般会計歳入歳出決

算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） それでは、伺いたいと思います。

まず、決算書の１０３ページから質問いたします。地方債の残高、これ一般会計の

み３７億７,０００万でございますけれども、特別会計、これありますけれども、特

別会計との合計、更には、安達地方についての繰出金もありますので、それらのすべ
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てのいわゆる借金は幾らあるのか、まずお尋ねします。

あとは、成果報告書をお願いしたいと思います。成果報告書の３ページ、監査委員

も指摘しております、すみません、決算書の３ページからです。決算書の３ページ、

これ上段から村税についての不用額、それぞれ収入未済額について伺いたいと思いま

すけれども、これらについても相当監査委員は強く指摘をしておりますけれども、こ

れらについての数字は前後して０.５％くらいしか前年度伸びてないんだということ

でございますけれども、特に不納欠損額は、これこのまま不納ですから、そのまま欠

損ということで上がるんでしょうけれども、収入未済額についての今後について、こ

の村税、更には５ページの諸収入税の６８万２,０００円は、これ何だったのか、こ

の内容ですね。それをお示ししていただきたいと思います。

更には、２９ページをお願いしたいと思います。２９ページでは、財産貸付ですね、

これの収入未済額が３万ほどありますけれども、これもどういった理由だったのかお

示ししていただきたいと思います。

あと、３５ページの雑入、これ６２万８,０００円、これは雑入ですね。これにつ

いての収入未済額の内容について、どのような内容だったのかお示ししていただきた

いと思います。

あと、成果報告書をお願いしたいと思います。成果報告書の１ページ、２の世帯と

人口の中で、人口の増減について昨年度は△の６１人ですから、住宅の造成にもかか

わらず６１人の人口減が現在に示されておりますけれども、この理由ですね。どうし

てこのような人口減になったのか、その因果関係を含めてお願いしたいと思います。

あと３１ページ、３１ページには基金の残高がこのようにありますけれども、これ

は、よく調べますと基金については１０ほどあるんですけれども、この基金の残高の

全体の現在の、これは項目としては１、２、３、４、５、６きり上がっていませんけ

ど、１０区分の現在の総残高はどうなっているのか、お示ししていただきたいと思い

ます。

３８ページ、今年ほどは、昨年ですから除染関係の金額は上がってはおりませんけ

れども、除染に関する総体的な総額ですね、どの程度、これも地震も含めてなんです

けれども、地震だのは、これ道路が崩壊したとか、そういったこともありますし、原

発についてはいろいろ調査するとか浄水器の購入とかにかかっておりますので、それ

らについて平成２３年度では総額として幾らかかったのか、お願いしたいと思います。

４９ページ、ここでは、未納者ですね。未納になっている、先ほどもいっておりま

したけれども、未納についての原因は今どういうもので発生しているのか、伺いたい

と思います。

あとは１００ページ、１００ページの真ん中に、農業年金者に年金についてでござ

いますけれども、ここに待機者と７人ほどありますけれども、男女関係、どういった

人が農業年金制度に対する待機しているのか、説明願いたいと思います。

あと１２４ページ、商工についての１２４ページ、上段になりますけれども、工業

団地一時管理について、大玉第二工業団地の未分譲区画の販売促進ということでござ



- 98 -

いますけれども、未分譲地は今までの面積だと思いますけれども、今後どのような方

法で、また、いろいろな方法は使っておりますけれども、これ分譲しない限り、この

ような項目は毎年出てきますので、今、当局としてはどのような対応をしているのか

伺いたいと思います。

あと１５２ページ、ここではあまり触れたくないんですけれども、馬場桜について

触れたいと思います。馬場桜については、工事関係で２３万と、右に馬場桜保存会に

２５万で、合計で約４８万７,０００円ほどいっておりますけれども、馬場桜の現在

の生育状況、今後の方針として村としてはどのような方法を取るのか、伺っておきま

す。

あと、最後になります。１６５ページ、これの最後になりますけれども、債務負担

行為の土地関係なんでございますけれども、土地に対する買ったものの今後の利用状

況について、どのようなものになっているのか、また、どういうものを購入している

のか伺いたいと思います。

以上、これだけ今聞いておきます。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、企画財政課の所管いたしますものについ

てご答弁します。

まず、決算書１０３ページであります。１０３ページの地方債残高でありますが、

これらについて一般会計以外はどういう状況なんだというようなご質問だろうと思い

ます。１０３ページには、一般会計の残高が３７億７,８２９万６,０００円というふ

うな記載であります。そのほかに、農業集落排水事業の地方債残高につきましては、

それぞれ決算書等の後ろに表記はありますが、まとめてここで申しますと、９億８,１０９

万３,０００円であります。農集排については、９億８,１０９万３,０００円の残高

がございます。水道会計につきましては９億８,５５０万９,０００円であります。一

般会計、企業債会計合計しますと、５７億４,４８９万８,０００円であります。その

ほか、債務負担行為として本宮方部の給食センター、それから特別養護老人ホームあ

だたら荘、ぼたん荘、介護福祉専門学校、これらの債務負担行為合計しますと、残高

が６,８９６万６,０００円あります。更に、安達地方広域行政組合、安達地方広域行

政組合会計の残高総額が４９億５,０００万ほどあります。このうち大玉村にかかる

分については、２億２,６３２万ほどあります。これら一般会計、それから債務負担

行為、それから一部事務組合の合計を合わせますと６０億１,６４９万６,０００円ほ

どの地方債の残高となります。なお、提案理由等でもご説明申し上げているとおり、

一般会計３７億のうちの半数１８億程度については、地方交付税の代替財源というよ

うな形での表記であります。そういう形でご理解いただきたいと思います。

続きまして、決算書の５ページのほうをお開き願いたいと思います。収入未済額の

中の諸収入の中で雑入であります６８万２,０００円ほどございます。これらの内訳

について申し上げます。それぞれ過年度分の収入として、保育料３４万５,５００円、

教員住宅貸付料１６万２,０００円、スクールバス利用料６万９,０００円、幼稚園授
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業料７万６,０００円、預かり保育保育料２万９,５００円というような形でございま

す。

それから、２９ページ、決算書２９ページの収入未済額、財産収入の建物貸付収入

３万円の内訳でありますが、これらについては、教員住宅貸付の未納分でございます。

それから、決算書３５ページの雑入については、先ほど申し上げました６８万２,０００

円のほうの５ページと同様のものでございます。

それから、３１ページ、成果報告書の３１ページ、基金の積立て状況ということで

ございますが、これらにつきましては、執行成果報告書の１０２ページのほうをご覧

いただきたいと思います。決算書の３１ページでは、企画財政課所管の基金というこ

とでのみの掲載でございます。失礼しました。成果報告書の３１ページにつきまして

は、企画財政課所管からの基金積み立て、決算書のほうの１０２ページをご覧いただ

きたいと思います。決算書の１０２ページで、一般会計に属するそれぞれの基金の状

況について記載しておりますので、ここをご覧いただければというように思っており

ます。

それから、成果報告書の１２４ページ、工業団地維持管理事務事業の中での未分譲

地の関係でありますが、大玉第二工業団地には未分譲地が現在２万５,１６３平米ほ

どございます。２町５反ほどございます。２町５反ほど未分譲地としてあります。こ

れについては、富士ピーエスについて、富士ピーエスに全額貸し付けを行っておりま

す。その貸付額が年間８９７万９,５７７円、毎年８９０万の金額で未分譲地を富士

ピーエスに貸し付けておるところであります。これらについては、富士ピーエスに毎

年契約更新の際に買っていただけないでしょうかと、もう富士ピーエスの現在の工場

と一体となっておりますので富士ピーエスに買っていただくのがいちばんいいだろう

ということで、毎年交渉はしておりますが、会社の都合とか、いろいろな現在の経済

状況も踏まえて、今年もお貸し願いたいというような形で毎年お貸ししているところ

であります。今後については、富士ピーエスに買い取っていただくという形で更に努

力を重ねてまいりたいと思います。

執行成果１６５ページ、普通財産取得及び管理事務事業ということでありますが、

このものについては、築舘の築舘団地５区画を平成２２年度予算で取得いたしました。

２２年度から２３年度に繰越事業として取得したところであります。取得面積１,６０１

平米であります。この５区画に対しては、現在２３年度決算の中で１区画分譲したと

ころであります。２４年度について、現在契約済みが１区画、あと申し込みが、契約

直前のものが１区画ということで、残り２区画というような形になっております。以

後、ＰＲを重ねながら、残りの区画についても分譲していきたいというような形で現

在考えております。

以上であります。

○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。

決算書３ページ、いちばん上になります。村民税のそれぞれ不納欠損についてでご
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ざいますが、村民税は個人と法人がございまして、個人のほうが６名、法人のほう１

社が不納欠損の対象となっております。それから、固定資産税につきましては４名、

軽自動車につきましては１名ということで、不納欠損処理につきましては、ご存じの

とおり時効制度がございまして、５年が過ぎれば時効になるということでございます

が、その間にそれぞれ調査、停止処分等を行った場合には、更にこれは延期すること

ができるわけですが、処分停止の際にはもう既に財産がなかったり生活の困窮であっ

たり所在が不明であったりということでの停止になりますが、鋭意努力して調査して

いるわけでございますが、それが至らなかった場合に時期が経過した場合に不納欠損

処理となるということで、今回８２万１７０円が不納欠損の対象となっております。

それから、収入未済額でございますが、１５ページのほうにちょっと詳しく分類さ

れておりますが、個人の村民税のほうにそれぞれ現年分と滞納繰越分がございます。

これら合わせまして、村民税の場合は２１４名が収入未済の対象となっております。

それから、法人でございますが、法人は現年滞納繰越合わせまして９社、それから、

固定資産税につきましては、現年滞納繰越合わせまして３１３名が対象となっており

ます。それから、軽自動車につきましては、現年滞納繰越合わせまして５２名がそれ

ぞれ収入未済の対象の人数となっております。

不納欠損のほうでちょっと申し忘れましたが、軽自動車につきましては、これは１

台分でありまして、課税取り消しというような内容です。課税取り消しにつきまして

は、課税する前に軽自動車が、今回の場合は県外で登録が廃止されまして、福島県の

軽自動車協会のほうには連絡は来ていたんですが、村の課税する時期には軽自動車協

会のほうから連絡が来てなかったということで課税をしましたが、現実には年度以前

に廃車になっておりましたので、これは課税取り消しといって項目が不納欠損の項目

に上がりますが、課税取り消しということでご理解願いたいと思います。

それから、成果報告４９ページ、中段にございます未納者関係でございますが、そ

れぞれ督促等を出して対応をしているところでございますが、原因につきましては、

やはり今回の震災により職が離職したり、それから様々、収入が途絶えたりというこ

とで原因はもろもろあるわけですが、未納者にはそれぞれここに記載のとおり、国保

税がいちばんこの中では固定資産と国保がいちばん多いわけですが、それぞれ催告書

等を送って努力しているところでございますが、未納の原因については、収入がなか

なか思うようにいかないので納められないというのがいちばんの原因だと思います。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（本多保夫） ７番議員さんに、１００ページ、農業者年金につい

てお答えいたします。

待機者の７名でございますが、経常年金６０歳以上と老齢年金、６５歳になっても

らう老齢年金と２通りがございますが、このもらう権利が発生している方、これを待

機者といいますが、現在７名ほどございます。男女の内訳といたしましては、男性の

みの７人の待機ということになっております。以上であります。
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○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） お答えいたします。

まず、１ページの人口の増減△６１でございます。詳細につきましては５２ページ、

執行成果５２ページご覧いただければと思いますが、まず社会減、出生、死亡につい

ては、２５名の減、それから転出、転入の関係の、失礼しました。死亡、出生の自然

減が△の２５、それから、転入、転出等社会減が３４、その他２ということでござい

ます。前年度と比べると、前年度につきましては自然減が△の３ということでありま

したので、自然減においても２２名ほど前年度をオーバーしている。それから、転入、

転出関係の社会的減少につきましては、２２年度においては転入超過の１１４であり

ましたが、今回は転出超過ということで全体的に６１名減少という内容でございます。

それから、執行成果３９ページ、除染費用の総額ということでございますが、昨年

度、２３年度に決算におきましては、ここに３９ページから４０ページにかかる費用、

総額で３,２２５万６,４６９円というふうになっております。これらの中身につきま

しては、執行成果に詳しく記載のとおりでございますけれども、個人分、それから個

人分でやった除染費用、あるいは各区で取り組んだ線量低減化事業ですね、これらの

補助費等が１,５００万ほど１９で計上になっているとおりでごして、それらの総額

については３,２２５万６,４６９円ということでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ７番議員さんにお答えします。

馬場桜につきましては、生育状況につきましては、今年の春、葉っぱの緑、それか

ら花の色とも以前に増して色が濃くなっており、生育状況につきましては良くなって

いるものと思われます。今後の方針につきましては、土壌改良など馬場桜保存検討委

員会の皆さんの意見をもとに、今後も保存に努めてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。

◇ ◇ ◇

○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。（午前１１時５９分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 引き続き、議案第４９号を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 引き続き質問したいと思います。

ページは申し上げませんが、先ほどスクールバス、給食費、教員住宅の滞納がして

いるというふうな指摘があったわけでございますけれども、それぞれ監査委員も、自

分らも成果報告として督促若しくは催促は何度となくしているというふうな状況であ

るというのは私も認めておりますけれども、やはり行政として、民間ほどしつこくは

してなくてもよいと思いますけれども、これスクールバス一つ取ってもタクシーなど
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では本当に金払わなくちゃ、もう警察に突き出すんだというくらいの手続きを取るん

ですよね。やっぱり、そういった甘い考えでなくて、やっぱり行政マンとしては、や

っぱりある程度の一定の線を引いて、もっと強く、これ督促なり催促をするべきでな

いかというふうに思うわけです。特にスクールバス、給食費については、子どもの責

任は全くございません。これは何が何といっても大人、親の責任だと思いますけれど

も、このような催促、督促について、どのような手順で、どのような方法でやってい

るのか再度お伺いしますし、教員住宅については、これはもう期限を何か月くらい決

めて、区切って退去してもらうんだというような制度があるのかないのか、伺ってお

きます。

新たな質問として、成果報告の５７ページだと思うんですけれども、県会や大きい

市では、監査委員が今次はこれ認定議会でございますので、監査委員がもう一方的に

報告して退席するんでなくて、議会中出席しているというふうに伺っておりますけれ

ども、我が村程度の５０億程度の予算の行政区の中で、これ監査委員、これ議会から

も出ておりますけれども、委員長、少なくても監査報告に対する質問も出るわけでご

ざいますので、特に村長にお伺いしますけれども、監査委員の議会への出席、冒頭の

初日だけでいいのか。議会中、認定の議決の間は監査委員の委員長のひな壇に上がる、

やっぱり私は上がっているべきだと思うんですけれども、その点、村長はどのような

考えになっているか、今までの慣例だから仕方ないということもありましょうけれど

も、私も前、指摘しておりましたけれども、監査委員長の議会の出席について伺いた

いと思います。

１２３ページ、１２３ページの中段の商業振興金の中の共通商品券について、ごく

最近、ＪＡのスタンドに行ったところ、ＪＡでのスタンドでの共通商品券については

何月何日をもって廃止いたしますというようなことを伺ったんですけれども、あれ、

農協のスタンドくらいで使わないと、もう使うところないんですよね。ある程度の商

店は閉めちゃったし、スタンドも閉めちゃったし、これ、どういった関係で農協と、

非常にこれ行政は、これ窓口来れば農協の職員がいて金融機関もあるわけでございま

すので、農協が一方的にこれ商品券の打ち切りを打ち出したのか、行政が、これ商工

会の話でございますけれども、行政がどんな形でこれ、それを受け入れたのか、どっ

ちの因果関係だったのか伺っておきます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 監査委員の関係の出席についてでありますが、市のようなところに

は、これは自治法上、一定の規模で常勤監査委員制度になっているんですよ。常勤ね。

こういう場合については、これは報告のみでなくして、常勤監査委員としての責任の

度合いが違うんですね。そういう関係で、一応その監査報告はするが、あと、その質

問等について受けるということで出席をしてないということで、そういうことでずう

っと、大体町村はそういうことできているというのが実態であります。ただ、その辺

についてどうなのか。更に詳しいこと等については、内部的によく調査をさせていた

だきたいと思います。
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○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。

決算書３５ページの雑入の部、過年度分のスクールバスの未納でございますけれど

も、スクールバスの未納につきましては、収入未済額６万９,０００円ということで

ございます。督促の方法については、文書、それから電話等によって行っております

が、今後とも更に督促に努めてまいりたいというふうに考えております。なお、指摘

のありました児童、園児の乗車の制限でありますが、これにつきましては遠距離の児

童の通学、それから幼稚園児の通園の安全確保、そういった観点から、乗車を継続し

ているということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。

以上であります。

追加で、失礼しました。給食費の未納につきましては、こちら雑入の収入未済額に

は計上されてございませんので、報告申し上げます。

○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。

教員住宅の未納であります。１６万２,０００円ほどに堆積しておりますが、未納

者は１人でございます。この未納者につきましては、現在でも毎月毎月呼び出しをし

たり、あるいは、朝晩、住宅に赴いて督促をしているところでありますが、なかなか

経済状況が厳しいと、あと障害もお持ちになっているというようなことでありますが、

誠意、担当のほうでは毎月毎月徴収に伺うなり、電話で呼び出しなりをして現在督促

に努めておるところであります。

それから、退去についての契約の中での退去状況については、記載されておりませ

ん。

それから、１２３ページ、執行成果の共通商品券の割増し発行事業でありますが、

ＪＡのほうから、かねてよりやめたいんだというような話がございました。これらに

ついて、大玉村の商工業の振興のために是非続けてくださいということで現在までや

っておりましたが、今般８月末をもってＪＡとして取り扱いをやめたいということで

あります。内容につきましては、ＪＡみちのく安達全体の中でやっているのは大玉管

内だけだということでの、みちのく安達全体の整合が取れないということが１つと、

これによっての手数料の納めなきゃならないとか、そういういろんな複雑な事務に経

費がかかると、こういうふうなことを理由にＪＡとしては８月いっぱいで共通商品券

のほうの発行についてやめたいというような申し出に基づいて、現在、商工会のほう

ではＪＡのほうが脱退するというようなことで進んでおります。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） 何点か伺います。

決算書のほうで、まず３ページ、歳入の中で村税の予算と収入済額でだいぶ、これ

うれしい誤算なんでしょうが、これほどの差が出るほど予測できなかった、これが増

えた理由、要因というか、それをまず知りたいんで、それをお願いします。

それから、６３ページの緊急雇用の中で、賃金の中で不用額２３９万なにがし出て
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います。これは目的からいうと緊急雇用、そういう形で、失業者に対しての予算だと

思いますので、不用額残すというのはいかがなものかなと、ちょっと理解に苦しむん

ですが、この辺どういう事情でこういうふうになったのか、まずお示しください。

それから、６９ページ、この中で農地再生事業ですね。この中でも不用額４４０万

の予算の中で不用額３３７万、これはどういう事情あれ、この差はちょっと大きすぎ

ると考えます。農地、このあれですね、決算の報告書の中でも利用状況とか何かにつ

いて指摘されておりますので、これだけの金があるんだったら、もっと対応できるん

ではないかと考えますが、その辺、これはできれば村長に伺います。細かいことであ

りますが、結局その方針だと思いますので。

それから、７３ページの中の道路新設改良費の委託料、これもだいぶ残額があるん

ですが、これはどういう事情でこれほど残ったのか、それも伺っておきます。これは

単純な疑問です。

それから、７５ページの中で報償費８０万、これは大体言っている意味は分かるん

ですが、この不用額、これはどういう条件で支出するのか、その辺ちょっと明確にし

ていただきたいと思います。結局、なぜ使われなかったということも。少し売買も成

立したんでないかと思っておりますので。

それから、こっちの成果報告書の中で、まず８４ページの火葬場事務事業の中で、

これだけの負担強いられているわけですが、火葬場の運営、時々葬祭業者とか一般の

方からもなんですが、火葬場の利用料がここは取られるんですね。業者を通してであ

りますが。郡山市とかなんかは、もうずうっとそこに住所地を構えている人は今は多

分無料になっています。郡山、福島とかは無料になっていますが、これ運営の中でそ

ういうことは考えられないのか、そういう疑問の声が村民の中からも挙がっています

ので、ひとつ検討を願います。

それから、１１９ページの中の有害この事業なんですが、これの事業費の４５万、

これのできれば内訳お示しください。

それから、１３２ページの被災地住宅修繕、９７件でこれだけで済みました。これ、

全体の被害の中の何パーセントほど、これだけ改良済みになったのか、それつかんで

おりましたらお示し願います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 農地の再生関係についてでありますが、これは私、日頃話をしてお

りまして、いろんな機会あるごとに、どれだけの見通しをつけて足りないのか、それ

から残るのか、そうしたことについて結局整理整頓をすると。減になるものもあれば

増になるものもある、これは、そのように指示をしておるわけでありますが、その辺

の事由があって、理由があって結果的にはこのようなことになったことだと思います

ので、事務的なこれは立場でありますから、担当課長のほうから答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ２番議員さんにお答え申し上げます。

決算書６８ページの農地再生費、残額３３７万４,０００円の件でありますけれど
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も、農地再生事業につきましては、ふるさと再生特別基金事業４名、あと村単の単独

事業で２名の予算をいただき、当初６名で始まりました。途中、５月２３日から震災

による緊急雇用特別基金事業で４名の方を採用するということで始まりました。とこ

ろが、実際に応募されたのは４名あったんですけれども、２名が辞退と。２名の方を

採用したんですけれども、浪江の方が２日で辞めて名古屋のほうに行ってしまったと

いうことで、緊急雇用の４名につきましては、最終的に１人だけが残りました。そう

いうこともありまして、村単事業で雇っていた方を緊急雇用のほうに、補助事業のほ

うに向けたということでありますので、そこで村単分は本来であれば要らなくなった

わけでありますけれども、事業については３月３１日まであるということもありまし

て、そのまま、事業終わっていませんでしたので、そのまま引き続き一般会計の村単

分の２名分いただいていたものは５月まで支払いをして、残った分をそのまま残して

おきました。今回、報告も行いましたとおり、１２名の方が延べ働いていただきまし

た。途中で９月には富岡の方が、働いた分は差し引かれると、補償から差し引かれる

ということで辞められました。そういうこともありまして、今度は企画財政課のほう

に道路関係で来られた方が１０月で終わるということがありまして、その方を１１月

からうちの方にきていただいたと、そういうふうなやりくりがありました。本来、一

般会計でいただいたものについては、その時点で減額とかいうことも考えられました

けれども、まだ事業が終わってなかったということもありまして最後に精算をさせて

いただきました。以上であります。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。

決算書３ページの村税関係の予算に対しての収入の増でございますが、大きな要因

としましては、成果報告書４６ページに記載しております納税義務者の関係でござい

ますが、給与所得者が前年に比べて４２名増えている。営業、農業とも若干減ってお

りますが、その他の所得が２７名増えているということで、合計しまして４０名ほど

納税義務者が増えているということでの増収。それから、農業所得の納税義務者は減

っているんですが、昨年原発事故の関係でＪＡの買取価格がだいぶ高い値段で東電の

ほうに買収請求ができるということでありましたので、そちらの申告のほうでの納税

が多かったということが大きな２つの要因かと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

まず、執行成果の、決算書でありますか、決算書の６３ページ、６２ページ、６３

ページの労働費の中の緊急雇用創出事業、確かに予算減額３,１００万に対して執行

２,１００万ということで、執行率６９.３％であります。この中身についてのいちば

んについては、先ほど農地再生室長が申し上げたとおりでございます。この緊急雇用

創出事業には、道路等の整備事業をする緊急雇用の創出、それから、未就職卒業者の

雇用事業、それから、ふるさと雇用再生特別基金事業、緊急雇用創出の震災対応、そ

れから、村単独というような形での今回雇用状況であります。当初１５人程度の雇用



- 106 -

を見込みまして予算を編成したわけでありますが、例えば道路等の環境整備について

は、４名の募集に対して２名しか集まらなかった。それから、未就職の卒業者の雇用

については、途中で新しい就職先が見つかったということで、途中からいなくなった

と。更には、当初は実際に１年間働ける日数について、すべて働ける日数ということ

で月曜日から金曜日の１年間というような形で積算をして予算編成なり補助金の申請

をしたわけでありますが、実際やってみると雨の日があったり、なかなか実際の計画

通りの雇用状況にはいかなかったと、そういうものも含めて人数の減であるとか天候

の状況、それから途中で別な就職先が見つかったと、そういうもろもろを含めまして、

今回執行率６９.３というような形になったものであります。途中で何回か雇用の周

知を回しましたが、途中採用というのはなかなか難しかったということであります。

それから、決算書の７５ページの宅地造成でありますが、２００万の予算に対して

執行９８万８,０００円ということであります。これについては、築舘団地の取得に

伴って工事請負ということで周りの環境の整備を、再造成をしたところであります。

この工事費が９８万８,０５０円、そのほか報償費については、ネットワーク会議、

宅建等の業者で個々の大玉村が取得した５区画について、そういう仲介斡旋があれば

斡旋料として仲介料として１区画２０万ということで４区画程度見込んでおりました

が、２３年度については仲介がなくて村のほうの独自で１区画販売したということで、

実績がゼロというふうなことを踏まえて、今回執行の用がなかったということで、執

行率の低下ということでご理解賜りたいと思います。

○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。

決算書７３ページの委託料、残金が４２５万６,１００円と、余り金が多いという

ご指摘でございます。これにつきましては、入海台線の工事が年度末ぎりぎりまでに

かかったために光ケーブルの移設、これにかかった費用を差し引いた残金を落とすタ

イミングが遅かったという内容でございます。なお、光ケーブルについては、執行成

果１２９ページのほうの表の中に書いてありますが、横堀平の拡幅で１３５万、あと

玉井の第一内で１７万という決算額になってございます。

あと、執行成果の１３２ページの被災住宅修繕９７件につきまして、罹災した住宅

の何パーセント程度復旧しているのかというご質問でございますが、私のほうでちょ

っと罹災証明の発行件数を把握してございませんので、この場でお答えできませんの

で申し訳ございません。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番さんに、執行成果８４ページの斎場の使用料の件で、

少額であっても取ってないところもあるというようなことでの質問です。全体的に今

ちょっと斎場関係の決算書を持っていませんが、使用料については総費用の７％程度

になっているのではないかと思います。今後、周辺の自治体の調査もしながら、２５

年度の事業の説明を受ける予定になっております。そういう中で、ご指摘の点も踏ま

えて、含めて調査のうえ検討してみたいというふうに思います。
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○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、１１９ページ有害狩猟鳥獣捕獲隊編成事業に

かかる事業費４５万円の内容、明細でございますが、これは、捕獲隊員１５名に対し

お支払いしました委託料並びに報償費の額を記載したところでございます。

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。

いずれにしても、それぞれの不用額、これは決算になるとだいぶ出るんですが、や

っぱり事業費の足りない部門もあるんだと思います。結局、もう少し早めにこの数字

をつかんで、そういうところに充当するというような、そういう方策、考えるべきだ

と思いますが、村長はいかがでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） そのとおりであります。

○２番（押山義則） よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） それでは、決算審査意見書の中身もありますが、２３年度の決算内

容を見ますと、総額では２億９,０００万という黒字を計上したわけでございますが、

この中で、やはり自主財源の確保に努められたいというような監査委員の指摘がなさ

れております。いろいろと努力はしていると思うんですが、そのような、いわゆる財

源確保に向けて当局としてどのようにお考えなのか、お尋ねをしておきます。

また、次の４ページの中では、義務的経費がやはりかなりアップしているというこ

とでございます。その要因は扶助費の増加又は人件費の増加等ありますが、その中で

も人件費が約３,０００万ほど伸びております。この中身ですね。職員の採用かなと

は思いますが、伸びている要因についてのお尋ねをしておきたいと思います。

そういう中で、決算書の中身を見ますと、先程来それぞれの議員の皆さんがご指摘

されていますように、不納決算額、収入未済額それぞれ昨年より大幅に増加しており

ます。収入未済額においては、約７,７００万と年々増加の経過が伺われます。不納

欠損額におきましても、昨年度より約倍、４５万ほど伸びておりますが、いろいろな

要因があってこうなったんだと、こういう数字が先程来から示されておりますが、こ

の中で徴収委託員というものは現在何名なのか。２名だったのかなと思いますが、そ

ういう中で、努力はされておると思いますが、その辺についてもお伺いしておきたい

と思います。

決算書の４３ページですね、４２ページ、４３ページ、ふるさと創生事業の中の委

託料、やはりこれ１００万に対して５０万ということで、安くはあがったんだろうと

思いますが、執行率が半分だったということで、この辺についてお尋ねをしておきた

いと思います。

決算書の５２、５３に記載されております、いわゆる社会福祉総務費の中の扶助費

貸付金という項目がございますね。扶助費については６２９万４,０００円のところ
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を１１６万９,０００なにがしで、執行率が１８％、その下の貸付金８４０万に対し

て執行率０ということでございまして、不用額がそのまま上がっております。この要

因について、お尋ねしておきたいと思います。

７０、７１ページ、ここでも土木総務費の委託料が１０万です。これは執行率０な

んですが、存目で計上されているのかどうか、お尋ねをしておきます。

それから、９０、９１ページ、土木施設災害復旧費というのがございますね。この

委託費の２００万についても執行率０ということでございますから、これはどこを、

どのように計画なされたのができなかったのかどうか、この辺についてお尋ねをして

おきます。

成果報告書の中の最終のバランスシート、先ほどの質問もございました。人口動態

なんでございますが、私も、これちょっと気になっておったんですが、６１名ほど減

だということでございます。自然動態が２５人、いわゆる亡くなる人、赤ちゃん産ま

れる、その中での自然動態が２５人減、そして社会動態が３６人だということでござ

います。これは移転とか、そういう形だろうと思いますが、その辺の中身を詳しく申

されておりませんので、私は震災関連で、いわゆる避難されたのかなというふうに思

いますが、この辺をもう少し詳しくお知らせ願いたいと思います。

以上、とりあえずそれで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） ５番議員さんにお答えいたします。

平成２３年度の決算、２億９,０００万の黒字というような形にはなっております

が、２３年度の執行においては、かなり厳しい状況にありました。学校の耐震改修、

更には原発事故による線量低減化のための方策、それから震災の災害復旧、こういう

中で結果的には２.９億円の黒字ということにはなりましたが、年度の中では大変な

ものがあったということができます。地方税においては１.８％、自主財源の中で伸

びを示しましたが、何といっても２３年度については地方交付税、一時期１２億円台

まで下がった地方交付税が１４億円台まで回復してきたということが１つあります。

それから、震災復興特別交付税、これが１億９,０００万あったと。通常の特別交

付税も１億６,０００万ほどあったということで、なんとか２.９億円の黒字になった

のかなと。そういう交付税については自主財源じゃなくて依存財源というような形に

なりますので、結果的には決算の中において依存財源の割合が多くなったということ

が言えると思います。今後、いかに自主財源を延ばすかということになりますが、こ

れらについては、村長が常々申しております定住人口の増加、これに尽きるのではな

いかというふうに考えております。これによって、地方税、村税の確保、あるいは企

業の誘致、これらを推進することによって自主財源を着実に伸ばしていく施策が求め

られているのではないかというふうに考えております。

それから、４２ページ、４３ページにおけるふるさと創生関係の委託料１００万円

予算計上しておりました。この中身につきましては、市毛良枝さんを年間２回ないし

は３回呼ぼうということでの１００万円の計上でありました。２３年度においては、
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夏祭り１回だけということで５０万円を執行したということであります。なお、この

５０万執行しましたが、同額、市毛良枝さんの事務所のほうから震災のために使って

くださいということで５０万円の寄付をいただいております。２３年度の執行につい

ては、以上であります。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。

５３ページ、扶助費及び貸付金の不用残額ということでございますが、まず２０の

扶助費につきましては、東日本大震災の関連地に該当するのではというようなことで、

９月の補正予算で計上させていただきました。その中で、医師の意見書、あるいは確

認等の手続きの中で、３月の決算までに間に合わなかったということで、２４年度で

執行させていただいております。

また、貸付金、２１でございますが、これにつきましては災害援護資金の貸付金と

いうことで、これは６月補正で計上させていただきましたが、全壊、半壊に対する貸

付金ということで準備をいたしましたが、２３年度では申し込みがなかったというこ

とで執行残ということで残っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ５番議員さんに、不納欠損、収入未済関係の件につきまして、

不納欠損につきましては、法に基づいて、のっとって適正に処分をしているところで

ございますが、徴収委託員につきましては、現在１名お願いして、未納者と接触をし

ていただいて収納を向上しているところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをいたします。

決算書７１ページの土木総務費の委託料１０万円の不用額ということで、執行額が

０、これにつきましては、法定外公共物のデータ修正業務ということで毎年存目計上

しているものでございまして、２３年度中には、いわゆる修正分が発生しなかったと

いうことで不用額になったものでございます。

続いて、９１ページの土木施設災害復旧費、委託料２００万、執行額０ということ

で、不用額が２００万につきましては、土木施設災害復旧事業に関しまして災害査定

を受けて、実際に災害復旧工事に着手した後に、いわゆる数量の変更等で更に設計の

変更等必要になった場合に必要だということで計上しましたが、結果的に担当職員の

ほうでの変更で間に合ったというような中身で、災害復旧工事が１２月、１月、また

年度を繰り越して執行しているような状態で、その時点ではまだ不用額となっていな

かったものですから、補正等で減額をしなかったというような中身でございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ５番議員さんに、人口動態に関する質問にお答えしたいと

思います。

２２年、２３年度の人口動態につきましては、転出においては前年度比で１１４名
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ほど増えておりまして、転入は逆に３０人ほど減っていると。震災関連がどうかとい

うことですけれども、ここ転出の理由をお聞きしているわけではないので、届書にも

転出の理由は記載ございませんから、そうだというふうに言い切れる資料はございま

せん。ただ、５２ページご覧いただきたいんですけれども、転出届は２１２件でトー

タルで２８８人と、届出１件当たり１.３５人ということなので、家族単位で転出し

ているということも当然中にはあると思います。つまり、震災の関係で転出している

という方もいらっしゃると思います。あと、被災関係で特に乳幼児、あるいは学童の

転出に関しては、住所をこのままおいてということなので、そういうケースでは転出

はないと、あまりないというふうに考えています。ちょっと個別に中身分析できませ

んけれども、今までのような転入状況、住宅団地についても既に２３年度において済

んでいますので、必ずしも震災が原因だというのには言い切れないんではないかと。

ちょっと原因については詳細把握できないというのが現状です。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんに答弁漏れましたので、補足して説明します。

義務的経費の中での人件費の増、これが２２年度に比べて３.５％程度あったとい

う中身でございますけれども、職員の人数的には１名の増ということでございます。

そのほかの増加の要因としましては、２３年度、職員の震災対応に関する時間外手当、

これが数百万にのぼります。これだとか、それから、この人件費については共済組合

費とか退職手当組合、こういうものもございます。２３年度においては、議員共済負

担金、これらが一挙に一括分として計上されました。３,５００万ほど２３年度当初

に上がりました。こういうものも増加の要因ではないか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。５番。

○５番（鈴木宇一） ここで、いわゆる農地の利用率が書かれておりますが、利用農地が

４９.６％、保全管理２４.３、利用なしが２６.１、いわゆる半分なんですね。あと

は保全管理して何も作らない。そして、利用全く何もなしというのが２６.１％とい

うようになっていますが、これも監査委員指摘しております。いわゆる公費を使って、

せっかく農地に再生したものが、まだ何もやらないということになれば、これはすぐ

１年、２年でまた元通りになっちゃうという懸念されますね。ですから、この辺は、

いわゆる実施、いわゆる事業に入る前に、いわゆる地主との取り交わし、約束を、作

付けしますかと、しないならば、どなたかに貸しますかというような書き付けがあっ

て初めて取り組むべきだと思いますが、非常にこれ私も心配しましたので、その辺に

ついてどういう考えをお持ちなのか。そして、どういう対策を今後講じようとしてい

るのか、お尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ５番議員さんにお答え申し上げます。

今回の数字は、過去３年、あと今年の７月までの再生した面積であります。今回、

８月１６、１７日の２日間にわたり、今まで１０９か所、２４７筆の全調査をいたし

ました。調査時点での私たちが目で見た状況であります。牧草については、反転耕と
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か何かしてましたので、これについては今後また反転し終わりましたら牧草に戻すと

いうことで、これは牧草という判定をいたしました。あと、菜種とか、菜種について

はもう刈り取っていますけれども、草生えている状態でありましたけれども、把握し

ているものについては作付けしたということです。保全管理というのは、うなってあ

るものとか、草を刈ってあるものということで、一応８月１６、１７ですから、春に

仮に刈り取って、収穫して作らなければ草も生えてしまう。次にうなってなければ分

からない。そういうふうな状況を保全管理と。草ぼうぼうのものもあります。でも、

１か月、２か月過ぎると草ぼうぼうなんですね。そういうものについては、今回適正

利用ということで文書を作りまして、行政報告にもありましたとおり１件１件家庭訪

問いたしまして、適正な利用をお願いしますということで歩きました。その時点で、

作っていたよとか、また、これから作りますとか、そういうふうなものを聞きながら

全調査をしようということでやっておりますので、もちろん今後適正に利用されるも

のと思います。先ほど言われた、前に確認をして再生に着手するべきだろうというこ

とで、基本的にはそのような形でやっております。今回、大名倉山の９反歩と５反歩、

２か所やっているんですけれども、これについては当初借りるという方があって、実

際に始まりましたけれども、出来上がってみたときに、きれいには出来上がったんで

すけれども、牧草で作るということでお願いして始まったんですが、結局もういいや

ということも、そういうようなこともあってできない。あと、ネギを作るということ

で９反歩の土地だったんですが、やっぱり私たちはかなり傾斜のあるものとかについ

ては土を動かしますので、石ころとか何かも多い。石ころ拾いをしてもネギの作付け

には不向きだということを最終的に決断されてしまったので、今そういうのも使い道

もないということで残っている部分もあります。私たちも今後、これから適正利用を

図るうえで、先ほど午前中にもありました村の、今後企画のほうで進めております村

の特産品とか、そういう農産物加工場を今後造る予定でありますので、それと併せて

村の振興作物、今まで菜種とか大豆、そば、ありました。そのほかの作物も今後導入

されるだろうということで、それらを期待をしながら今後進めて拡大を図っていきた

いと思いますので、よろしくお願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） ちょっと今担当のほうからお話しされたとおりでありますが、いち

ばんの原因は、既存農地も作付けしようとしたものが作付けしないような状況、そう

いうことでもって大きく、借りようと思った人も借りることをやめたと、これはやっ

ぱり原発事故の問題が大きく影響していますね。これは、もう再生したものは、それ

はちゃんと本来の農地として活用する。これはもう目的のとおりであります。そうい

う事故等の影響が大だなと。今後はやっぱり、そうしたものを克服しながら、こうし

た線量等をあまり気にしなくてもいい作物もあるんだね。例えば、そこにネギを大量

に作っています。大量にこれ作っているんですね。こういうようなことで、やっぱり

今後は知恵をやっぱり出していく必要が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。６番。
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○６番（佐々木市夫） 先程来いろいろの質疑がありますけれども、特に審査意見という

形の中から何点か、ちょっと確認したいと思います。

総括的には、それぞれの決算書、付属書類も含めて適正に管理されているというこ

とでありますから、それについてはもっともかなと思います。特に２点目の財産に関

する調書。以前にも私、質問したと思うんですけれども、財産台帳の計画的整備に努

められたいというようなことで、これは年次的な計画の中で着々と進んでおるんだな

と理解していたんですけれども、改めてお伺いしますけれども、これらの整備につい

ては、どのような計画で進捗しているのか、それらに伴う予算的なものはどうなって

いるのか、改めてお伺いしたいと思います。

更に、その基金の運用状況、決算書の１０２ページの基金との関連からも話しさせ

ていただきますけれども、これを見ますと、それぞれ基金の中で特に高齢者等肉用牛

飼育型、更には高齢者等肉用牛導入、これらの基金が片方はゼロ、片方はかなり減っ

てきていると。当時、老齢者の方々の生きがい対策、あるいは実用的なことで導入さ

れた基金かなと。更に、それなりの成果は十二分にあったのかなとうかがい知れます

けれども、このような状況がどうなっているのか、更に基金は今後どうするのか、改

めてお伺いしたいと思います。

あと、先ほど、ちょっと５番議員さんに漏れたと思いますけれども、不納欠損額、

更には未済額の徴収嘱託員、これ私、前にも質問した経過ありますけれども、現在何

名いるのか、１人だと思うんですけども、更に、その効果のほど。実際問題として、

その徴収の考え方は、そのような今のところ方法しかないのか。増員してやるとか、

その辺も含めてお伺いしたいと思います。

あと、２点ほど、成果報告書の中で１９ページ、２０ページに関連して、これ質問

させていただきたいと思います。以前、物議をかもし出しました区長さんの報酬も含

めた経費というような形です。改めまして、ここに７８２万出ております。これら報

酬だけでなくて、そのほかも含めてあるのか、その内容についてお伺いしたいと思い

ます。

更に、次のページについては、庁内のイントラネット、光ケーブルも整備して、更

にいろんなソフトウエアも充実した中で、庁内のＯＡ化がより促進しているというよ

うなことです。庁内は確かにそういうことなんですけども、目をひるがえってみます

と、村内も光ケーブルが随時入ってますけども、以前パソコンの普及率というような

ことを調査した経過で、ちょっと数字的にはちょっと記憶していませんけど、私が思

った以上には普及率は低いんだなということであれば、庁内と住民、区長さんとの仕

事にも関係しますけれども、今ペーパーレスの時代、それに向けて随時もっと普及促

進を図りながら、区長さんのいろんな活動のあれも楽にするようなことも含めてペー

パーレスも含めた、そういうふうな方向性があるのかどうか、その辺も併せてお伺い

したいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ６番議員さんにお答えいたします。
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財産台帳の整備については、毎年決算審査の中で整備が望まれるというようなご意

見を頂だいしておるところであります。財産台帳については、現在公会計システムへ

の移行ということで、貸借対照、そういうものの通常の公営企業的な会計に移すんだ

ということでの現在整備を図っておるところでありますが、財政担当、現在３名とい

うことで、２３年度においては震災関係の原発関係のいろんな書類関係の整備に追わ

れて、なかなかそこまで進まなかったということであります。公会計への移行がまも

なく来ますので、それまでにはなんとか財産台帳を計画的に整備していきたいと。で

きれば、予算化もしながらいろんな図面、正式な、そういうふうな絵地図とか配置図、

平面図、それらの図面についても順次整備していきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ６番議員さんにお答えします。

執行成果１８、１９ページの行政区長等に要した経費関係ですが、この７８４万な

にがしについては、行政区長のほかに区長代理、それから組長報酬、こういったもの

が含まれてこの金額になってございます。

次に、２０ページ、２１ページの中の光ケーブルの関係でございますが、現在、光

ケーブル村内の世帯については約９００戸が加入をしております。全体からいいます

と約４割ということでございまして、今後ともこの普及については推進してまいりた

いというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ６番議員さんに、１０２ページ、基金の関係でございますが、

基金の表の下から４段目、３段目に、まず高齢者のいわゆる牛の導入関係で、現在高

齢者等肉用牛飼育型事業導入基金、これは、従来、国、県、村で基金を造成して貸し

付けを行った基金でございますが、それが国については引き揚げると。また今般、県

についても引き揚げるという形で、下のほうの高齢者等肉用牛導入事業基金というこ

とで管理した内容でございますが、これらについては上の従来の基金については下に

移行してゼロになったということで、新たに導入した基金についても県等の残高を償

還しまして、残額の２９６万７,０００円については、村の資金のみが残ったという

ことでございますが、今後の、この資金については、ここ数年来いわゆる導入はなさ

れなかったという現状もございますが、今後の見通しについては、それらの動向を踏

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） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。

徴収嘱託員につきましては、現在１名の方にお願いしてやっているところでござい

ます。不納欠損額が２２年度に比べてだいぶ増えているということでございますが、

これに関しましては、それぞれ執行停止と事務手続きをしまして、それの件数と同じ

金額がそのまま不納欠損になるということではございませんので、それぞれの年度で

様々な事由により税金が納入できないというような方がおりまして、そういう方々が

それぞれ財産がなかったり収入がなかったりというような中で、停止処分を行いまし
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て、その後３年間経過しますと不納欠損の手続きを取らなくてはならないということ

で、地方税法１５条の第７に規定されておりますので、その条文により事務整理をし

ているところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 質疑ございませんか。９番。

○９番（佐原吉太郎） ３６ページでありますが、交際費についてちょっとお尋ねしたい

と存じます。一般管理費ですね。

これ８１万ですね。そして、不用額が９万２,５００円。努力されたことに対して

敬意を表したいと存じます。と同時に、私が昭和６３年に議員になったころは、約２００

万くらいかかったんですね、交際費というのは。その後、どんどんどんどんこれ国民

の目というものが厳しくなってきて、当然首長である方々も非常に減額に努力されて、

そして現在に至っていると私は理解しております。と同時に、監査委員は財政運営全

般についても適正で良好であると、こうしておりますが、実は村長にお聞きしたいの

は、本来であれば決算認定でございますので、我々にどういう費で使ったかというこ

とを提示されていただければ非常に分かりやすい。しかし、別な方法もあると。それ

は総務課でしょうが、そこに行って出せといえば、見せてくれといえば当然出すだろ

うが、本来であれば決算認定でございますので、やはり公金でございますので、やは

り我々がいちいち行って見るんじゃなく、こういう場において提示されていただけれ

ば有り難いと。今１つね。各市町村ですね、それぞれあるわけでありますが、そうい

う中で決算認定の場合、そういう使われた金額ですね、それを明細に出す市町村があ

るのかどうか。それも含めた中で知ってる範囲で結構ですからお答えをいただきたい

と存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 交際費の件でありますが、これは月々広報で公表しているんですね。

それから、あと今のホームページですか、こういうところでも公表しておりますから、

特別決算のときに、また二重にこうですよなんていうことまではしなくても、ご理解

いただけるのではないかなと。月々に項目ごとに、どういうところにどうだというこ

とで公表していますから、よくご覧になっていただきたいと思います。

それから、あとは、各市町村関係がどうなのかということでありますが、恐らく公

表はしていれば特別一覧表のようなものは決算書には出していないと思いますがね。

なお、その辺は他市町村のことでございますから、調べさせ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） その疑うわけじゃないですが、もちろん適正に使われていると思

っているんですね。だからね、そのホームページで見ればいいとかうんぬんじゃなく、

やっぱり実質どこで、もちろん、それはホームページでも分かるでしょうが、やはり

そういった領収書とか、そういうのがあるわけですね。そうすると、じかに見て、あ

あ、なるほどなと、じかに感じるものと、また、そういう形の中で出すのでは全くこ

れ違うわけですね。本来であれば、こういう時代でありますから、やっぱり明細書と
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いいますか、きちっと出して、やっぱりそれらを貴重なお金でございますから、村民

の税金でありますので、何回となく私が言っているんですが、そういうことができれ

ば、もちろんこれは適正に使われると思うんですが、なお一層不信感を招くようなこ

とでは困りますので、そういう形の中で議会に出していただいて、どうぞ見てくださ

いという提示のほうが、かえってベターかなと私は思うんで、お聞きしたのでありま

す。そういうことで、もう一度これから、開かれた時代でございますので、そういう

ものを含めた中で、ひとつ提示していただければ有り難いなということで、再度村長

にその辺をお聞きしたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど申し上げたように、こういう項目にこれだけの交際費という

ことを、月々の広報で公表しております。ご覧になっていただきたいと思います。

それから、交際費の性格というのは領収書はないんです。通常ないのが、これが交

際費なんです。例えば総会に行く。大会がある。ソフトボール大会とか、これ領収書

を発行しませんから、そういう何々総会がある、これはそこで領収書。相手によって

は領収書を準備してあるところもあります。例えば他市町村のような場合にうんぬん

というような、そういう場合は。あとは通常は村内の大会とか総会とかというのは、

領収書はこれは発行していないんです。これは、よそも同じです。だから、そういう

ことが交際費という内容なんだなということを、まずやっぱり、その辺はやっぱり理

解する必要があるなと思いますね。そんなことで、ひとつ、どういうところに、どう

いうふうに使っているのかというのは、広報などをよくご覧になっていただきたい。

なおかつ、ひとつ、よく見たいというときには領収書をどうとか、これどうだとかと

いうときには、担当によく聞いてみていただきたいと、見せていただきたいと思いま

すし、それから、あと月々そういうために定例監査、これ議会からも代表出ておるわ

けでありますから、その辺はどうなんだというのは監査委員がちゃんと目を通してい

るはずでありますから、それはよく聞いていただきたい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。税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ６番議員さんに答弁漏れがございましたので、大変申し訳ござ

いませんでした。

徴収員の効果でございますが、ここに手もとに細かい資料がございませんので数字

的なものは把握してございませんが、それぞれ滞納者と接触していただいて、納税の

ほうを徴収していただいて納税のほうを上げていただいているところでございます。

今後の考えでございますが、当然嘱託員の経費がかかるということでございますので、

今後納税状況等を検討しながら、人員を増やしたほうがいいのかどうか検討していき

たいと。今現在は税務課の職員全員で、それぞれ滞納者を割り振りまして、それぞれ

の徴収係だけでなく、そのほかの係もそれぞれ徴収のほう鋭意努力してやっていると

ころでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）
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○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。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４９号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定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、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○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。ご苦労さまでした。（午後２時３４分）


