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平成２４年第１０回大玉村議会定例会会議録

第５日 平成２４年１２月１１日（火曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 鈴 木 康 広 ２番 押 山 義 則 ３番 武 田 悦 子

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

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
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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） なお、本日、傍聴に渡辺敬太郎さんほか１名の方がお見えになって

おりますので、ご報告申し上げます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、一般質問を行います。

２番押山義則君より通告ありました２５年度予算編成についてほか１件の質問を許

します。２番。

○２番（押山義則） おはようございます。２番押山義則であります。議長の許可をいた

だきましたので、２４年１２月議会の一般質問を行います。

まず最初に、２５年度予算編成について伺います。２４年度も余すところ４か月足

らずとなりまして、時節柄２５年度、新年度の予算編成をテーマに伺ってまいります。

今、国政は選挙戦さなか、福島県の復興もままならぬ状況にある中、全く国の方向も

示せない、ますます混迷が深まる状況、そのような状態にあります。新年度の国の予

算は、いったいだれが示すのか、社会不安が広がる一方であります。そのような社会

状況の中にありますが、大玉村は今年度１２月補正を含めますと７９億４,０００万

以上のかつてない規模の歳入歳出額となっております。除染対応が大きな事由であり

ますが、新年度においても同様除染問題が大きなウエートを占めるのは必然と考えて

おります。まず、そのあたりを含めました新年度予算の編成方針、基本方針を村長に

伺いたいと思います。特に新年度は、村長の改選期にもあたりますので、そのことと

予算編成は村長として特にどのようにとらえておられるのか、存念がありましたら併

せて伺わせてください。お願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ２５年度の予算編成にあたっての基本方針ということでございます

が、なんといいましても大きな骨はあります。

骨はなんだといいますと、第４次総合振興計画、それから復興計画に定めた基本理

念に基づき、住民の健康、安心安全な村づくり、そして持続可能で活力ある社会経済

の再生を図ることを大きな目標に掲げております。２５年度において、まずやらなけ

ればならないことは、徹底した除染の実施です。健康不安払拭のための措置、ブラン

ドイメージの低下や風評被害対策など、原発後に起因する対策を積極的に推進してい

く。併せて、健康・福祉・医療の支援策や教育環境の充実、住宅誘導策などによる定
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住人口増加対策についても、従来どおり、あるいは従来以上に増して推進をしていき

たい。また、再生可能エネルギー利用推進の村宣言、今回議案として提言をいたして

おります。大玉村の意思として決定をさせていただきたい、そのようなことで、太陽

光、今調査にかけておりますが、小水力発電、バイオマス等、こういう再生可能エネ

ルギーの着手と検討なども積極的に展開していきたいなというふうに思っております。

改選期にあたってうんぬんということでありますが、任にあたっては、これはあく

までも任にあたってのこれはやはり責任を全うする、そういう考え方であります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。

大玉村は、これまで農業を基幹産業ととらえて村の方向性を図ってきたと考えてお

ります。この度の原発事故、これは農業への影響、なんとも図りがたく、村長先ほど

おっしゃいましたが、風評被害もありまして、かつてない危機的状況、前途多難とい

わざるを得ないと思っております。我が村の農業の将来性、後継者問題も含めまして、

新たな方向性の模索、検討の必要性が重要と考えております。これまでも様々な分野

から農業施策については図られてまいりました。しかし、今の状況で、これまでの考

えで果たしていいのか、根本的に見直して将来の大玉村の農業の発展を位置づけられ

る起死回生の策、そんなものを考えられないのかと思っております。もちろん、国の

施策の方向性によるところは大きいんでありますが、浜通りの自治体ほどの危機感は

持っているとは言えませんが、状況的にはさほど変わらない認識を持って予算編成に

あたって欲しいということであります。施策の大きな方向転換とか、農業依存からの

脱却、これは難しい言葉でありますが、農業経営体質の改善など、どの自治体も苦慮

する中でありますが、大玉村は決して取り残されないような、そういう改めて大玉村

における農業の位置づけ、これ村長はどういうふうに考えていらっしゃるか、まず伺

います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 原発事故による農業の影響、これはいうまでもありません。

大打撃を受けております。しからばどうするか。農業をあきらめていいのか。そう

でない。このような状況下の中で、これを転機にして、いかに結局新たな芽を出して

いくか。こういう考え方が前向きであるし、その絶対そのような考え方は不可欠であ

るというふうに思っております。生き抜いていく、そのためには、やはり従来どおり

でいいのかというと、そうではない。その一つには、やっぱり作物の選定と、これも

やっぱり識者の意見等も十分踏まえなければならない。あるいは、また経営の形態、

あるいは、また産物の有り様、そういう意味で、要するに六次化産業、こういうもの

を積極的に進めていきたい、これ一例であります。やろうと思えば、できると思いま

す。例えば、そばのようなもの、今どんどん、どんどんカップラーメンのようなもの

があります。こういうものをセシウム等のあまり取り込まない、こういうもので、そ

ういうものが要するに生産をして、かつまた自前で確保して販売につなぐというよう

なことはできないのか。これは、やってやれないことはないと思うんですね。これは、
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今検討委員会で検討しておりますが、一例の一例でありますけれども、そういうやっ

ぱり発想の転換、これが必要であるなと。結論的に申し上げますと、大玉村はこのよ

うな影響を受けていることは重要な、これは重大な影響下にあるわけでありますが、

しかし、これを機に農業を基盤として、大切な農地を基盤として、より以上転機とし

て、今いったような一例を挙げましたけれども、農業振興策を図っていく必要がある

というふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。

農業については、次の農業再生事業の中でも、また改めて質問申し上げたいんです

が、ここで大玉村経済の浮揚策ということで一言伺っておきます。先日、大玉村商工

会の運営懇談会に出席して、村内の商工業者の皆さんと話し合う機会もありました。

現実、不謹慎な話ではありますが、除染作業での事業展開が一時的な景気浮揚と、そ

ういった状況で、将来性に関してはあまりうれしい話題はありませんでした。しかし

一部の若手からは、広域連携などによる本村の特性を最大限に生かした村づくりを目

標に掲げているなど、意欲ある姿勢には感心させられました。先ほどの質問とだいぶ

重なりますが、大玉村を取り巻く経済環境、これについて改めて村長はどのように考

えておられるか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 経済の環境、これは、やっぱり厳しいですね。総体的には大変厳し

い、これは、やっぱり事故等の影響は否定できない。

浮揚策については、話したとおり、非常に厳しい状況等にあります。ただし、除染

対策等により、建設業を中心に、これは一時的とはいいながら、短期間とはいいなが

ら、大変なこれは上昇傾向にあるというのが実態であります。しかし、製造業等にお

いては厳しい状況にあって、農林業についてもしかりであります。原発事故の影響が

大きな障害となっていることは、これは間違いないなというふうに考えております。

これらの対策、これはやっぱり、なんといいましても徹底した除染と風評対策に加え

て、先ほども触れましたが、六次化の推進や企業誘致、これは３社ほど保留になって

おります。企業立地の補助金これ３社ほど保留になっておりましたが、今回追加でも

って認められました。これらの計画によりますと、これは計画の雇用人員、約３社で

６０人くらいになるようでありますから、こういうことの実現によってかなり変わっ

てくる要素があるなと。あと、既に１社は既に前に決まっておりますから、これで企

業立地補助金は４社になります。そういうことで、大きく復興の一つのバネにしたい

なというふうに考えておるところであります。

それから、復興債への取り組み、これは総合的に先ほども申し上げましたが、農業

等のそういう位置づけ、こういうものにも創意を工夫を凝らして、今回のこういう状

況を転機にして、転機にしたところから新たな芽を出し伸ばしていく策を、これから

それぞれの知恵を頂だいしながら検討していきたい、こういうふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。
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○２番（押山義則） 心強い答弁でありました。是非その方向でがんばっていただきたい

と思います。

除染について、先ほど除染がまずいちばんだということでありましたので、ちょっ

と除染についても触れてみたいと思います。これは、後の質問者からもありますので、

私からは新年度で取り組む予定の除染事業内容について、ちょっと伺っておきます。

まず伺っておきたいことは、予定されている事業総額の予定。それから、住宅除染、

これ新年度では何世帯ほど予定か、それで進捗率はどのぐらいになるのか。それから、

田んぼとか畑の除染対応でありますが、これは残念ながら玉井地区からは基準値超過

のそういうことも起きてしましましたが、今年度実施されましたゼオライトとかカリ

ウムの支給はどのように考えておられるのか。住宅地近隣の森林への対応、これ様々

なかたちで問題になっておりますが、これはどのようなかたちで取り組む考えが、ま

ず予算化して取り組む考えがあるのかどうか、その点伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 前段のほうのもろもろ関係は、それぞれ担当課長から答弁をさせま

す。

森林関係については、これ県と私、森林除染推進協議会の会長でもありますし、ま

た、なおかつ県の森林林業緑化協会会長でもあるというような立場で、森林除染のガ

イドライン、これを現行の住宅から２０メーターは、これは除染としては効果が薄い。

それで、もっとこれは生活圏域への影響よく調査をして、私らは素人なりに調査した

資料は持っているが、権威はない。したがって、調査をして、そして、いかにどうい

う状況なのか、将来にわたって、いかに結局森林が影響を及ぼすのか、そういう観点

に立って、森林の除染の生活圏域を影響するところは除染の対象にしていただきたい。

ガイドラインを結局見直ししていただきたい、そういうふうに要望しております。実

は、森林の除染は不要だというような見解を出そうとしたんです、８月末に。それを、

とんでもないということで、我々が行って待ったをかけた。県も抱き込んで待ったを

かけました。そして、ようやく今度は障壁を越えて環境省だけでなくして、農林水産

省とか、あるいは復興庁とか、あるいは今の農林水産担当の財務省の主計官、こうい

うのも加えて検討委員会を立ち上げた。それで今、検討中なんです。その途中で柵を

作って、そこに吸着剤をやって、上からの流れを吸着して、そして交換するかと、こ

ういうふうなことを新聞に出しましたが、あれは一過程にちょっとボーンと投げた一

つの小石なんです。しかし、そんなものでは済まされない。今、この議会でも終われ

ば、これはやっぱりダッと、やっぱりこれは、なんでかんで環境に生活圏域の影響度

の少なくなる最低限そういう森林の除染対象ということを載せていただくべく、その

ためには、これは始末の問題もあるんです。いろいろ難しいんです、大量に出ますか

ら。そういうものと抱き合わせて、これやっていかなくちゃならないところに予算も

かかるし、実際はそれらの処理する関係との兼ね合いもある。そういうことで、森林

の部分につきましては私のほうから申し上げました。あと、前段の、この来年に備え

てのそれぞれの枠、除染枠、それから住宅関係、進捗はどうなんだと、これは担当課
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長、それから田畑関係、玉井地区からこれは２７０とか２８０ベクレル出ましたので、

こういう実態を踏まえて、これもそれぞれの担当課長から答弁をさせることにいたし

ます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。

新年度の２５年度の除染の計画でございます。２４年度の予算では、約２５億

６,０００万ほどの予算規模になっております。住宅除染につきましては、この予算

で発注については約９００世帯発注したいというふうに考えておりまして、年度内の

発注はすべて発注できれば４割少し切るくらいの率合いというふうになります。２５

年度については、２４年度の繰り越しもかなり想定しておりますので、どういう規模

でやるかというのはまだ最終的には決まっておりませんけれども、おおよそ重点期間

が２年というふうに考えておりましたので、２５年度でできるだけ全村カバーするよ

うな、そういう考え方で今計画を立てています。工期の問題等々、それから参加する

事業者の問題もありますけれども、出来れば１００％目指していきたいというふうに

は考えていますが、いずれ現時点での進捗を踏まえながら進めてまいりたいというふ

うに思っています。約２,５００世帯、工場等も含めると２,６００棟とかになります。

そういうことを踏まえて、できるだけ１００％に近い進捗で２５年度でできるだけつ

ぶしていきたいというふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、農地関係の除染事業の新年度の概要というこ

とでございますが、水田につきましては、本年産のもち米で６袋ほど基準値が超過し

たということで、現在、県の関係機関で土壌のベクレルだけではなくて、いろいろな

養分関係も含めて現在調査中でございますが、現時点では、そのいわゆる６袋のほ場

についてはカリ成分が少なかったんじゃないかということで、現時点での内容来てお

りますが、詳細、結果については、これら、まだ調査中でございますが、そういった

意味で、新年度、いわゆる２５年産の米作付けに向けましては、２５年度の予算では

なかなか年度当初で対応できないということで、現在、昨年は水田の吸収抑制策とい

うことで、作付け面積に応じましてケイ酸カリを配布し吸収の抑制を図ったところで

ございますが、現在、県の技術関係と協議を進めて、速効性のある吸収抑制策という

ことで、今年度の補正予算で対応して２５年の作付けを進めたいということで、現在

検討を進めている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） 田んぼとか作付けに関係するものですから、その点、十分対応遅れ

ないように、よろしくお願い申し上げます。

それから、森林除染に関しては、実現の可能性、とにかくあるようでございますの

で、是非村長にもその辺がんばっていただいて、実現の運びになってほしいと思って

おります。

それから、もう１点、先ほど教育関係のことで答弁ございましたが、１点だけ子育
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て支援のことで伺いたいんでありますが、保育所の入所希望のことでゼロ歳児の割合

について伺っておきたいんですが、大玉村もゼロ歳児、だいぶ入所希望があるような

んでありますが、私、ゼロ歳から２歳の保育っていうのは原則親が見るのがベストだ

と思っているんですよね。それ、どうしてもゼロ歳児から２歳児、いろいろ諸事情あ

って預ける方いらっしゃるのでございましょうが、その辺やっぱり、なんでも預かれ

ばいいということではないので、ゼロ歳から２歳児ぐらいは親が見る、でなかったら、

そっちのほうの形で支援していくというようなことは考えられないでしょうか。村長

に伺っておきたいんですが。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 理想ならば、今おっしゃるとおりだと思います。

やはり、ゼロ歳児とか１歳や１年ぐらいは親がやっぱり身近にあって、肌に触れて、

そしてこのとおり、それが理想です。しかし、現実的に理想に生き方をしたくてもで

きないような諸事情の方もいる。だから、やはり、これは、ではどこが助けるか。そ

ういう方を専門にやるところがあればいいけれども、結局保育所きりないんだ。やっ

ぱり、ある中で、いかに結局理想は分かっていながらも、それが現実的にできないと

いうものに対して、どう救いの手を延べるかというのは行政しかない。そういう意味

で、これはやはり努めてゼロと、待機ゼロということで努力をしていく責務があるな

と認識をいたしております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 村長の考え方が、やっぱり親が育てるということを、あくまでもそ

れが原則だといううえでの施策でありますので、これはやむを得ないと思います。た

だ、できるだけ、そういう支援のある方向、村で考えられれば今後対策していただき

たいと思います。

次に、これまでの浅和村政の目玉施策といえる住宅誘導施策について伺っておきま

す。大玉村住宅誘導インフラ整備に関する要綱、これ設置から５年余り経ちました。

確かに実績も上がりまして、確実に人口増に結びついた施策であります。成功した施

策であるといっていいかと思います。しかし村民から、これについて様々な感想があ

ります。ネットワーク業者に対して、ちょっとサービスが過剰すぎる優遇措置ではな

いか、不動産業者の事業に道路とか下水道の整備を行政がするのは、これはいかがな

ものかと、また、ある意味でネットワークに参加できない不動産業者からは、大玉村

はまるで鎖国同様だというような言葉も聞かれます。いくら企業努力してみても、ネ

ットワーク参加業者には事業として太刀打ちできないと。ある意味で、保護の下の公

平性、これ阻害してないかというような話も聞こえます。それに、またこれまで実施

された事業についても、村長の耳に届いているかはともかく、村民からは何らかのし

がらみを感じるのは禁じ得ないとの評価も私の耳には聞こえてまいります。施策のひ

ずみとはいいませんが、これは決まった業者のみのネットワーク、これ５年あまりを

経過した施策でありますが、その辺も含めた内容見直し、検討すべきと私は考えるの

でありますが、村民の思いも含めまして村長の考え、改めて伺います。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 住宅誘導策、これはやっぱり、やってきた効果というものは論より

証拠で現れている。

やっぱり地域づくりも国づくりも、すべて世の中同じでありますが、やっぱり人は

活力の源なんです。理屈抜きにして、どんどん、どんどん高齢化が増えて、そして支

える人口が少なくなっていけば、どんな立派なことを語ったって、これは衰退してい

くんです。私は信念として、村長就任以来思っていることは、高齢化率は２５を超え

ないようにしたいなと。それから、明治６～７年に造った小学校、玉井小学校、大山

小学校、これをしっかり継続していく。そのためには、それ相当の人も確保しなくち

ゃならない。これをしっかりやっていけば、小さい大きいは別として自治体として身

の入った自治体として成り立っていく、こういうふうに思ってきました。したがって、

村長就任のときに、農振除外２５年間ならなかった、住宅ができなかった、これ諸事

情があったんです。そういうものも、これ自分がなんとか解決しなくちゃならん、そ

ういう意味で、そういうものの解決によって、そこかしこに住宅も出来てきた。そし

て、今度更に、ある程度またちょっと沈んだなと。そこで、誘導策で、またてこ入れ

をした。そういうことで、それなりの効果は上げてきております。しからば、見直し

の今問題がありますが、これ率直に後で人口の問題で、それぞれ担当のほうから後の

質問者に答弁されると思いますが、やっぱり影響、大玉村にもあるんです。やはり自

然減、それから社会的減、こういうものがあるんです。したがって、ここの事態でこ

れを緩めますと、これはまだガタッと下降線をたどっていく危険性があるなと。今、

大玉については高齢化率は、ごく最近の例では新しい数字は２３.２なんですね。し

たがって、２３.２、あと新聞等でもそれぞれ出ておりましたが、いちばん生徒数の

減少関係、人口の減少率、こういう原発事故の、こういう関係でも大玉は、いちばん

県北関係では少ないはずであります。そういうことであっても、現実的には下がって

いるんです。だから、こういう状況下にあれば、この誘導策は緩めるわけにはいかな

いなと。ぼやぼやすると２５を超えるなと、今２３.２になっています。それで、あ

と、そこのなんか私はこういうところには事務的なことは、私は大きな政策はバチッ

とやりますが、あと事務的なこと等についてはそれぞれの仕組みの中で職員等に検討

していただいておるわけでありますから、ネットワークに参加できない方は何か鎖国

みたいな、差別付けられているような、そういうこともうんぬんということでありま

すが、そういうことを私は一切そういう中には手をつけないでやっておりますから、

その辺は中心になってもらっているのが副村長でありますので、差別付ける気はさら

さらありません。絶対おまえらは入れないぞなんていうこともないと思いますが、そ

の辺の内容については副村長のほうから答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ２番さんにお答え申し上げます。

ネットワークの会員になるためには、宅建を持っているというのが原則であります。

したがって、ホームページでもご覧になったと思いますが、参加することは大歓迎で
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ございます。ただ、現メンバーの紹介が必要になってきます。したがって、今ご質問

のように拒んだり、あるいは、いろんな、わざとという、そういう意味は全くござい

ませんで、ホームページをご覧になっていただきたいと思いますが、すべて宅建業者

さんについては参加することは大いに歓迎しておりますので、もし聞かれたらば、そ

ういうふうにお答えくださると助かります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 私が言いたいことは、この施策の整合性なんであります。

今、副村長から大歓迎だと、参加することは大歓迎だと。ただ、今おっしゃいまし

たが、紹介ということがございます。結構これ壁になっています。なかなか入るのが

大変。現実でございます。その辺は、今ある業者の許し、話を聞きますと３社ぐらい

の紹介があれば入れるというようなことなんですが、やっぱりどうしても、その業者

の中にも派閥もありまして、それが村で壁とは言いませんが、そういう障害になって

いることも事実だと思っております。この要綱でありますが、私が議員になる前に定

められた要綱ですので、いささか個人的に理解していない内容もありますので、何点

か不明点伺っていきたいんですが、実施基準の中で、加入業者の認定方法とか加入方

法、これは今うかがいました。これについては紹介ということでありますが、この紹

介という形は、やっぱりちょっと問題、先ほど申し上げましたように、その人たちに

礼を尽くさなければ参加できない、その辺をちょっと考え直すべきじゃないかと思っ

ております。それから、詳しい内容の中で、３年以内の定住が必須条件って完成しも

の、定められておりますが、これ守られているでしょうか。例えば、これ守られてい

ない場合は、どんなふうに考えておられるのか伺います。それから、集合住宅の入居

者関係、これ２分の１を村外からの転入うんぬんとありますが、これは確認とか現状

認識はされておられますか、それについても伺っておきます。それから、過日、既に

分譲中の土地について村が買収販売した経緯がございますが、この買収にかかる条件

というのはどのように定められているのかも伺っておきます。各地に売れ残っている

造成地もございます。それとの整合性の必要はどのようにお考えなのか、まず、その

点伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ２番さんにお答え申し上げます。

まず、紹介の、推薦といいますか、その件でありますが、今のところ、なぜこうい

うものを設けたかということでお話申し上げたいと思いますが、まず業界の信用性が

第一であります。以前に募集しましたところ、宅建を持っていない方がかなり応募さ

れました。これは、なぜそういうことになったかというと、村内業者が建築するとい

うのがいちばん重点的に考えたわけでありますが、そのために宅建持っていなくても

入りたいという方が多ございました。となりますと、土地の取り引きができない。し

たがって、村に誘導する場合につきましては、その取り引きがいちばん主な施策であ

りますので、宅建業者以外のものについてはご遠慮願いたいと。ただ、当初入ってい

ましたので、その方につきましては、それなりの自主的に判断をしていただくという
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ことでありました。

紹介の派閥というか、業界の問題でありますけれども、それらにつきましては、私

どもはあまり関心を持っていませんで、うちのメンバーにつきましては、そういう派

閥的なものは今のところ問題になってございません。ただ、万が一どうしてもうちの

ほうのメンバーが拒否した場合につきましては、ご相談に乗りますので、私どものほ

うにご紹介願いたいと思います。そういうことで、解決方法を見いだしていきたいな

というふうに思ってございます。

それから、３人以内って今話がありましたけれども、３戸じゃないでしょうかね。

人数で決めているわけではありません。紹介っていうか推薦者ですね。

○２番（押山義則） ３年以内の定住ということが結局。３年です。

○副村長（遠藤 武） 失礼しました。

３年以内につきましては、今のところ厳密に守ってございます。

今ご指摘の、分譲で、まだ売れていない土地につきましては、平成１９年に要綱が

定めて、その以前に各業者さんが個人的に分譲されているところっていうふうに今は

掌握してございます。１９年からこの制度を用いて、売れ残り地は今のところ、例え

ば始まったばかりでありますから、今の石橋地内が２戸だけでございます。ただ、こ

れもある程度の話は進んでございますので、３年以内ということに、あと１年ぐらい

でなりますけれども、見込みがあるなというふうに考えてございます。

それから、集合住宅の２分の１が村外ということにつきましては、実際いろいろと

調査してございますけれども、間違いなく実行されているようであります。

それから、分譲の売れ残りにつきましては、先ほどお答え申し上げました。以上で

あります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ただいま副村長から、取り引きにかかわることと伺いましたが、村

の中で何らかの形で報奨費制度を設けておられますね。

この制度、要綱になじまないというか、商法上問題はないととらえておられますか。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ２番さんに再度お答え申し上げます。

今の報奨制度でありますけれども、１区画、例えば村で分譲した場合につきまして

のみ採用してございます。したがって、最近になりますと、大玉第二住宅団地につい

てこれを適用してございます。問題点がないのかということでございますが、これは

２番さんもおっしゃるとおり、報奨でございます。簡単にいうと謝礼と。不動産取引

法、あるいはいろんな借地法に照らし合わせたパーセンテージをご提示申し上げて、

ネットワークの中で検討した結果、とても今の、２０万でありますけれども、２０万

ではおかしいということでありますが、村と行政と業者一体となって、業者さんが今

までになく村に協力するという理解の下で、それでは村としては謝礼的に報奨２０万

円を支払いましょうという取り決めであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。
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○２番（押山義則） 確かに今の副村長の説明だと、そのとおりだと思いますが、ただ現

実は行われていることは取り引きであります。

取り引きですので、実態に合った、やっぱり形をとるべきだと思っておりますので、

その辺は今後検討願いたいと思います。

それから、区域についてちょっと伺っておきたいんですが、ネットワーク会議で指

定された特別誘導ゾーン、また、特に村長が認めた区域とございます。具体的に検討

を行う審議会のメンバーは、副村長をはじめとした各関連課長で組織されております

が、結果的に言い方は失礼かもしれませんが、村長の先行独断で決定できる事業内容

基準ととらえられるのではないかと思っております。最終決定は、もちろん議会の議

決は必要で、私どもの判断が大切なのは重々承知しておるんでありますが、これまで

の事業についてもそれぞれ様々に何らかのいわくがあるんじゃないかと感じられる、

どうもございます。そういうことも含めまして、ぶしつけな言い方でありますが、結

局もう少し取り引きに従って不動産業というものの業もございますので、そういうも

のある程度大事にするような、そういう村の制度に発展させていっていただきたいと

思います。今のままだと、大玉村にネットワーク傘下業者以外は入ってこない、そう

いう心配も感じております。失礼を承知で申し上げますが、この要綱、利益誘導の隠

れ蓑になってはならないと考えております。今の状況、もう少し透明性が足りないの

ではないかと思います。その辺、改めて村長に伺って、この質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、副村長のほうからも、それぞれ内容について答弁がございまし

た。

また、これら誘導策については、今後もやっぱり先ほど私が話したような理由と根

拠の下に継続していきたい。そして、明らかに内容等については、特に村長が認める

うんぬんというのは、これはすべての規定とは規則にあるんです。これは村長が認め

るっていうのは、こんなのは通常の常磐なんですね。したがって、そういうことを長

が直接かかわったのでは、これはやっぱりいろいろと、いろんな目で見られるような

傾向がありますから、そこで私は、大きな姿勢を示せば、あとはそういう方向で厳正

公正に事務のレベルで関係法等と照らし合わせて、その辺はきちっとやっているよと

いうことで、私は関係しないとかそういうのではない。あとは、副村長のみでなくし

て、関係担当課長等でそれらを検討する機関があるわけですね。厳正公正にやってい

るんです。だから、事務的にしっかりと、それらを踏まえて、何も、あと入れません

よというわけではありませんから。特定の、その人だけが大玉村開発はその人しかで

きないというわけではないんです。例えば、だれがメンバー以外の人が来て大玉に適

合すれば、その人を誘導策の例えば今の道路だとか、それから、そこの下水道を区域

内であれば下水道関係とか水道関係とか、こういうものを結局行政のほうで住宅誘導

策として施政としてやっていますよと。どなた様でも、それは開発は可能なんです。

だから、そのネットワークきりできないなんていう、そういう場合ではないんですね。

開発はだれでも可能。そして、同じ要綱に基づいて適用するということでありますか
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ら、開かれた住宅誘導策であるなと。先ほどいったような、そういう状況下でありま

すから、また継続していきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 村長から、もっともな答弁だと思います。

ただ、いずれにしても透明性だけは確保できるように、この政策を遂行していって

いただきたいと思います。

関連して、仮設住宅のある苗畑跡地の今後について伺っておきます。既に村長から

も、仮設撤去後の住宅団地としての利用の可能性について伺っております。しかしな

がら、せっかくの大面積の公有地でありますので、利用価値はあらゆる方面から検討

されるべきと、慎重な判断が求められると考えます。安易に今の状況から住宅用地と

とらえるのは早計かと思っております。位置的なこと、それから住民サービスの対応

など、様々な角度から検討願いたいと考えております。改めて村長の考えを伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 苗畑の跡地につきましては、現在は富岡町の応急仮設住宅用地とし

て、これは福島県との無償貸借契約によって、平成２３年５月より平成２５年１２月

１０日、これは撤去機関６か月を見込むということで、一応そのような定めにして貸

しておきます。

本年７月から、県より仮設空き住宅の移築計画の要請があって、最終的には３００

戸程度の移築となるという見込みでありまして、移築後の空き地については、今、富

岡町で物置とか、ちょっとした広場ということで利用させてくれないかというような

話もありますので、この契約期間中については、ある程度そういう状況を踏まえて協

力はすべきであるなというふうに考えております。今後の利活用については、これは

あくまでも、これは富岡町民が無事に帰れることを我々は願っておるわけであります

が、その後の土地利用については、やはりこれは基本的にはああいうふうに宅地化し

てしまった、現実的に。したがって、宅地というようなことに有効利活用を考えてい

きたいなと。全部ではありません。これは、やっぱりある部分はどうする、ある部分

については家を張り付けるということで、まして上の方は過疎化がどんどん進んでい

るんです。したがって、あの辺を、これは不便なようだけれども、県道から５キロで

もって県道でつながっているんです。国道から５キロで。それから、今度、今西部の

仮称幹線道路っていうことでこの間やりましたが、これを今度ずうっと細田・矢沢線

にぶつけるという考え方を持っておりますから、ということになりますと、交通にも

非常によろしい、郡山に行くのにもよろしい、国道に出るのは５キロだと、こういう

ことでありますから、やはり西部地域の全体的な過疎状況を見れば、あそこにやっぱ

り住宅のある程度そういうことが必要であるなと。そういう位置づけで、これはやっ

ぱり住宅地として、まず第一には利用すべきであろうと。あと、もちろん大面積であ

りますから、したがって、それ以外のところについてはある程度ちょっとした広場的

なものとか、あるいは、上の方の人が張り付けば、そういう公園風のようなこととか、

いずれにせよ水にも恵まれておりますから、いずれにせよ、あそこの跡地利用につい
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てはそれぞれの検討委員会等で検討をし、最終的には議会等の協議をして議決をいた

だきたいと、このように考えております。あくまでも私見的な私の考え方であります

が、一応構想として申し上げておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。

あくまでも仮設住宅でありますので、復元も可能なんであります。村長からお話あ

りました周辺の道路整備も発表されました。様々な可能性考えられますので、じっく

り取り組んでいただければと思います。

次の質問に入ります。農地再生事業について検証を申し上げます。この施策、既に

１次の３年、そして継続して１年あまりですか。遊休農地の解消のために十分役割を

果たしてきたことは理解しております。しかし、その後の利用、活用について、いさ

さか目的を達していないのではないかと考えざるを得ません。要するに、費用対効果

について村民の理解が得られているかということであります。農地再生の必要性は認

めるんであります。利活用を設定しての事業展開がなされていない。改めて検証する

必要があるんではないかと思いますが、村長の見解伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 農地再生室を設けまして、ざっと３０ヘクタール、再生をいたしま

した。

その間、原発事故というのがございました。これは、１００％そこに作付けをして

いるかというと、そういう以外の農地も作付けしないような面積がだいぶ目に付くよ

うになってきた、これはやっぱり事故のせいだなと。費用対効果ということになれば、

これはそのもので考えれば、これは確かにマイナスになります。しかし、再生室を設

けて３０ヘクタールの再生をしているんだということで、今度の企業立地関係、これ

はざっと５ヘクタール、これ農振除外をはじめ転用するんですね。それらの２社もあ

ると。前のやつもあると。これからも、まだどんどん、やっぱり適地については、４

号国道沿線等は、これは考えていかなくちゃならない。そういうことを考えれば、再

生室を設けて遊休農地を再生しているんだということは非常に総合的な説得力がある

んです。これは県の、私、農業会議の委員もやってきて分かるんです。こういうこと

で一方でやっているんじゃないのかと、だから適地については自治体としての振興策

上貴重な農地だけども、これは除外なり転用するなり、認めるべきじゃないかと。そ

ういう意味で、今度もこれ５町歩、大きくはこれ計画をしておるわけであります。だ

から、やはりそういう意味で、費用対効果ということで、特に事故等があったから全

部作付けしているわけではない。このもので費用かかった、効果はどうだということ

にそろばん勘定は一概に言えない。これは明らかにマイナスであります。しかし、今

一歩、二歩踏み出すという、そういうことについては大変な説得力のある、これは証

になっていますよということでありますから、その辺を総合的な理解の上に立っての

判断なんだなということを、ご理解いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。
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○２番（押山義則） 耕作放棄地対策として、１１月２７日にセンター調査が行われたと

伺っております。

単純に、どのような結果でなっているか。風評被害とか何かのこともありまして、

増えているのかどうか、その点改めて伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好広） ２番議員さんにお答えいたします。

１１月２８日に農地利用実態調査を実施いたしました。現在、集計中であります。

国のほうの報告が来年の２月末ということで、今現在１,１００件の入力を今現在し

ているところでありますので、まとまり次第、後でご提示を申し上げたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 様々なかたちで耕作放棄地、どんどん増えていく。

確かに原発事故の風評被害などの影響もありまして、ますます増えていくんだと思

います。それが現実に担い手の減少とか農業従事者の高齢化、ますます拡大する傾向

にあります。ある意味で地域の活力、大きく失ってしまいます。今の大玉村の農家の

実数というのは幾らなんでしょうかね、７００戸ぐらいなんでしょうか。大玉村の今、

住民の半分以上は非農家が多いんですね。そこで、私なりの提案なんでありますが、

この遊休農地の活用、非農家の皆さんの力を借りてはいかがかと思っております。先

ほど村長からも、ちょっと規制緩和に関するような話ございましたが、非農家の皆さ

んの土曜日、日曜日、また余暇の時間の有効活用、これ規制緩和さえ進めば家庭菜園

とか、お花畑とか果樹園などに開放して、住民のある意味で健康志向とか地域力の活

性化、村土保全というか国土保全でありますか、そして、うまくいけば農業後継者の

育成に結びつけるような、そんな形の農地再生ですか。機械力とかなんかは大玉村シ

ルバー人材センターもあります。そういった意味で、必要なら補助も考える、そんな

形で行政が取りまとめ窓口になって、それなりの企画とか規約に則って運営すれば可

能なんではないかと思っております。基幹産業を農業ととらえる大玉村なんでありま

すので、村民すべてが何らかの形で農業に携わっていけるような、理解していけるよ

うな、そんな発想できないでしょうかね。技術的に可能ではないかと思うんでありま

すが、そういうものを村長、そういう考えはいかがでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、おっしゃられるような、だれもが気軽に参加をして、そして自

らが食べる野菜等ぐらいを作りましょうと。そして、サラリーマンであろうが何であ

ろうが、そういう一つの、そういうことで位置づけをして横堀平のところを一時それ

を市民農園的にやったんですが、その後これ状況変わって、今仮設になりましたが、

そういうことで、やっぱりあそこに限ったわけでないです。そういうことを里前のほ

うにもそういうことがあってもいいなと思います。それは、一つの考え方だと思いま

す。

あるいは、また企業等も張り付けます。そこに雇用の場もできます。それで生活が

成り立つということであれば、今度はやっぱりそれなりに、かなり集積をして何件か
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は大玉でも専業農家的な方が誕生しております。兼業でやれる方は、それはそれなり

に尊重しなくちゃならない。あとは、今度はやりたくてもできない、そういうのをし

っかりと引き受けて、これは何十町歩でもやるような、そういう方も育てていかなく

ちゃならない。これは問題は、そこのやっぱり行政の姿勢も大切、それから、直接関

わりの深いＪＡとの関わり、これがやっぱり大切だと思いますね。私は長野県の川上

村に行ってきたんですよ。人口４,５００人、標高１,２００メーターです。ここはレ

タスを中心に４０品目ぐらい作っている。１戸当たりの農家所得が２,５００万です

から。所得でなくて収入が。そして、要するに農協が３つあるんですよ。農協３つ。

専業農家６００戸なんです。１戸当たり２,５００万の収入っていうのは大変なんで

す。もちろん、家族だけではできません。夏場については中国とフィリピン、これを

今研修生としてならば安易に来るんです。それをやっている。それから、今度帰りが

けに群馬県の昭和村っていうのがあるんです。あそこは標高７００メーターなんです。

これは人口７,１５０人、専業農家３８０戸、そこも、これは日本一のこんにゃくの

産地なんだ。あと、高原野菜、７００メーターですから。そういう所で、これも農協

２つあるんです。したがって、そういう直接農家と関わりある指導なり営農経営なり、

こういうＪＡと、それから農家と必死になって良い意味の競り合いをやっているんだ。

もちろん行政も、そこに行政の役割も大切だ。だから、長野県の川上村の農協３つあ

ること、それから昭和村が結局２つあること。それだけに、お互いに生死をかけて生

き抜いているという、そういう条件の悪いところでやっているところがあるんだから、

これはやっぱりやりようによっては今いろいろ考え方がありますけれども、専業農家

もちゃんと誕生させられるはずだし、今ある意味においては過渡期だなと思うんだね。

過渡期。こういう一つの事故等を転機にして、やはり大きな新たな芽を出していく、

そういう一つの経過として今いろいろあるような、そういうことをやっぱり真剣に考

えていって、やはり、これは必ずやっていける、生き抜いていける、そういう道はあ

るということに私は確信をしておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 正にやならなきゃならない方向性は、村長のおっしゃるとおりだと

思います。

是非そういう方向、いろんな可能性ありますので、私なんかも非農家なんでありま

すが、結構女房と２人でやる農業で地道にやっていましても、直売所で１００万ぐら

い売り上げあります。みんなに偉いなといわれますけれど、そんなに苦労はしてない

んです。だから、そういう工夫で皆さんがやっていければ、大玉村の農業の実態、変

わってくると思います。是非そういう方向性でお願いしたいと思います。

次に、６次産業化について伺います。まず、この事業の内容について伺ってまいり

ます。既に今年度、ふるさと広場の拡充ということで６次産業化の拠点づくりが進め

られているところであります。また、事業化の内容についても、福島大との研究委託

とか審議会の設定と、着々と準備されていると考えます。講演会も開かれました。安

達太良をながめながらの農家レストランといった提案も聞かされました。今月の中頃
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には、企画案の提示がされるとの行政報告もございましたが、既におおよその骨格は

定まっていると思っております。そこで、まず直売所の運営について一環であります

が、村営の今の状況の利点とか欠点どのように検証されておられるのか。そして、今

後の６次産業化の方向性、どういうふうに示して行かれるのか。また、直接には２５

年度の事業計画の範囲、どこまでお伺いなのか。これまでの研究成果とか検討結果を

伺うとともに、２５年度の方針伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今後の運営の方向性、これは短期間的には、やはり直営でやってい

きたい。

しかし、それがベターなのかどうなのかというのは、１回手がけてみないと中身分

からないで、やたらに第三者にどうこうやればいいというものではない。自らがやっ

てみて、どこがどうだというのがある程度つかんで、そして、あと、よく検討委員会

等の検討を踏まえて、しかるべき経営の有り様というものを、これは将来的には考え

ていく必要があるなと。

それから、あと６次化に向けてのいろいろこと、こういうことについては、一生懸

命今、西川先生とか交えて検討中であります。これらの経営状況、そして今後の結論、

こうしたこと等については、担当課長のほうから答弁をさせます。

○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。

農商工連携の６次化については、６月に企画委員会を立ち上げました。併せて、福

島大学の地域ブランド戦略研究所の西川教授のアドバイザー契約を締結して立ち上げ

たものであります。これまで過去６回の会議を行ってまいりました。それから、視察

研修、講演会、更には直売所の加工品の集荷者との話し合い等のことをやってまいり

ました。現在の直売所の直営の方法の課題といいますと、まず自主性が乏しいという

か欠けると、それから、品質の向上がなかなか難しい部分もあると、そういうような

現状分析を踏まえて、先進地の事例について講話を聞くなどしながらやってまいりま

した。これまでの内容、検討内容でありますが、運営形態でありますとか、それから

加工産品、どういうものを加工したらいいのか、それから、食堂的なものが必要かど

うか、更には新たな直売施設も必要か、その他現有施設と一体となって、どういう活

用ができるか、それから雇用、安全安心対策、これらについて現在まで話し合ってま

いりました。これらの協議を踏まえて、１２月、来週になりますが、第７回会議を予

定しております。この段階で、現段階での取りまとめを行うということの予定であり

ます。それから、予算化につきましては、２４年度中には開発許可を、２４年度の年

度末までには都計法に基づく開発許可を得たいというふうに考えております。２５年

度予算におきましては、その開発許可に基づく造成はある程度なっていますので、そ

れ以外の周辺排水対策等、そういう周辺の環境整備工事、それから、予定建築物にか

かる設計監理業務委託、これらの経費を当初予算で予算化を図りたいと。建物につき

ましては、その規模とか具体的施設等について、もう少し詰めていきたいということ



- 33 -

で、詰めてから予算の計上を考えているというような現状であります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。

周辺整備というようなこととか、そういうことが来年度実施されると伺いました。

直売所のことで、あと１点だけ伺いたいんですが、１２月の補正の中で、ふるさと広

場の芝生の再生化、予算計上されております。私は、これ今回増設された部分と含め

た全体計画の中で芝生化はされるべきと考えておるのであります。６次産業化の方向

性を、まず示すのが先であって、そして、その周辺整備も、その中で決定されるべき、

芝生化は時期尚早かなと思っているんですが、村長、そのあたりはどのように考えま

すか。

○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。

ふれあい広場、平成２３年度の県の都市公園関係の除染事業というような形で除染

対策を行って参りました。今般、都市公園の補助事業で行った公園について、０.２３

マイクロシーベルトを下回るような除染対策がなされた公園については、まず１００

％の補助率で芝生化事業を再生することができますよというようなことが１つありま

す。

それから、そのものについては当然、本宮市の水色公園とか、本宮市の都市公園に

おいても同じような動きがあります。そういう復興再生に向けた動きということの一

面と、今回これから造る新たな施設とふれあい広場、一体となって、その一体となる

シンボルとして、あそこの広場の芝生化を図っていきたいと。広場の芝生につきまし

ては、線量が中心部で０.１４マイクロシーベルト、それから、いちばん高い県道側

でもサーベメーターの数値でありますが、県道側でも０.２、広場全体で０.１４から

０.２、直売所に一番近い部分の広場でも０.１８マイクロシーベルトというような形

で、十分広場の中については安全な数値が得られるという判断の中で、一体的な開発

のまずトップバッターとして、あそこの広場を芝生化を図りたいというような考えで、

１２月の今回の補正予算計上したものであります。なお、実施は来年の４月か５月、

当然繰越事業というような形で、その時期を得て商工会、それから観光協会等々とタ

イアップしながら進めていきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 答弁の内容は重々理解するんでありますが、やはり昨年はがしたば

っかりでありますので、また芝生化、村民の理解はちょっと難しいんでないかなと、

現実的に思っております。ただ、国の施策でやれるからやりたいものはやるという方

向性は理解するんでありますが、その辺はもう少し考えられるなら、住民の目のサイ

ドに立って少し施策考えていっていただきたいなと思うところであります。

次の質問に入ります。災害協定締結町村との交流についてというテーマで伺います。

３月の一派質問で、村土強靱化の観点から災害協定の必要性を願いまして、村長の答

弁で、今年度前半にこれをするとのことでありました。早速に北塩原村、山形の小国
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町、茨城の美浦村、茨城町との三者協定と、それぞれ実現いただきまして改めて感謝

申し上げます。そこで、まず単純に、それぞれの締結町村について選択の根拠と理由

というものがありましたら伺いたいのでありますが。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 自治体間の災害についての交流ということになりますと、やはりお

のずと考え方は、基本的な考え方はあるわけなんです。

これ１か所だけだということなんですね。一方向でも、これは危険性がある、とん

でもない遠くであれば現実性がないということでありますから、そういう基本的な考

え方で、１つは、県内に置きたい。県内というのも、それも県内の比較的面積が広い、

そして、一つの山脈の一つの氷壁になっている、壁になっている、そういうところと

いうのは会津の方、１か所欲しいなと思っておりました。それから、やっぱり北の方

はどこだということであれば、山形がいいなと思って考えておりました。北の方に、

他県に１か所ほしい。南の方にも１か所欲しいなということで、そういうことで集中

的に同じ所ですと、例えば同じ地域が全部そういうふうな事故等に遭った場合には、

お互いにどうしようもなくなる。そういうことで、この基本的な考え方で北塩原、小

国、それから、あと南は美浦、茨城と４町村ということに考えたと、そういうことで

ありますから、理由は何だというと、今いったようなことであるということでありま

す。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 私個人の感想としては、いい選択であったなと、そう思っておりま

す。場所的にも、大玉村と町村の規模とか何かも考えまして、いい選択をなされたな

と思っております。

先日の議員研修で、総務文教常任委員会として美浦村、茨城町、それぞれの町村へ

議会活動の調査研究を目的でありますが、表敬訪問も兼ねまして訪れました。産業厚

生でも山形小国町を訪ねられたとのことで、議会としても交流のきっかけづくりとし

て、まず相手方を知るべしと、早速行動した次第であります。我々の訪れた美浦村、

それから茨城町、それぞれ村長とか町長、議長さんと話ができまして、大変実りのあ

る研修ができました。美浦村、茨城町でありますが、両町村とも平成の合併の中でも

自立を選択した自治体としての自負と運営状況、誠に優れておりまして、信頼のでき

る自治体としての認識を深めてまいりました。さすが浅和村長の交流の深さ、改めて

感心したところであります。両町村とも形態は違うんでありますが、農業を基幹産業

とした町であります。自治体であります。美浦村ですかＪＲＡのトレーニングセンタ

ー、それから大企業もありまして、税収が安定した霞ヶ浦をはじめとした豊かな自然

と調和の取れた村としての印象を受けました。また、茨城町も、県都水戸市の隣に位

置しておりますが、田んぼ２,０００に対してはたけ４,０００ヘクタールと、都心の

台所としての畑作に重きを置いた農業形態で、農業が盛んでありました。また、交通

網も町内にインターチェンジ３か所があるなど、勢いのある町だなと、そう感じたと

ころであります。それぞれ話し合いの中で、お互いに６次産業化の重要性など共通の
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テーマをもちまして話し合いました。その話の中で、交流を発言して、お互いの町村

で６次産業化の成功などに結びつけられたらなと、積極的な姿勢に感銘を覚えてきた

ところでございます。改めて、これらの町村と、それぞれどのような交流が考えられ

るのか、災害時相互協定はこれ当然でありますが、そのほか、どんな交流に発展でき

るのか、まず村長考えておられましたら伺いたいんでありますが。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 災害協定を結ばさせていただいた、そして、自治体としても大変類

似性があると、なじみがあるなと、そういう所を選ばさせていただいたということで

ありまして、これを一つの骨にして、更に発展的に人とか物とか文化の交流、こうい

うことに結びつけていきたいなと。

既にやったような経過もあるし、今後の考え方等、これは私も持っておりますが、

むしろ具体的に担当課長等も絵を描いておりますから、担当課長の方が説得力あると

思うので答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。

今、村長からもありましたけれども、議員の方々も既に視察ということで行ってい

ただきました。今、茨城町を核として、とりあえず茨城、美浦との三者の間では、今

後の交流に向けたフレームを作っていこうと。１１月中にやる予定でおりましたが、

なかなか日程が折り合わずに今回開催できませんでしたが、第１回の会議はいずれ茨

城町を窓口にして、担当関係する各課ですか、協議を開始していこうというふうにな

っています。私のほうでは、それに先立ちまして、庁内でもどういう形の交流が考え

られるのか、そういったものも準備しながら、この最初の打ち合わせといいますか、

最初の出発の会議に臨んでまいりたいと、このように考えておりまして、近々連絡を

取り合いまして最初の実務担当者のレベルでの会議に臨みたいと、このように考えて

おります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 大変積極的な姿勢、ありがとうございます。

先ほどちょっと６次産業化についても少し触れましたが、私たちも話し合いの中で、

例えば直売所運営の中で、直売所の中に美浦村コーナーを設けるとか、茨城町あたり

は全国で２位のメロンの産地なんでありますね。大玉村の夏祭りとかうまいもの祭り

などで、地元の農業団体とか商工会などを通じてメロンまつりなども併せて開催して

いただくとか、あと、現実話し合ったことは、大玉村と雪の降らない美浦村、茨城町

とでは気候にずれがあります。野菜などを中心に時期をずらした野菜作りですか、そ

ういう意味で共同での６次産業化、農業経営なども可能なんであります。様々な角度

からの検討を願いたいと思っております。また、文化交流の部門でも、美浦村さんあ

たりは乗馬体験とかヨット教室とか茨城町でも汽水湖、涸沼、大きい湖ございます。

それを利用した漁業体験など、大玉村では到底経験できない文化が盛りだくさんであ

ります。それに、また先ほど村長から話ありました北塩原村、ある意味で大雪の降る



- 36 -

北塩原村や小国町との交流、これもまたひと味違った興味をそそられます。特に北塩

原村とは、前にも申し上げたことあるんですが、本宮石筵線、旧母成街道の全線開通

が見られれば、お互いにとって様々なかたちでの利点が生じます。こういった交流を

機会に、全線開通見られれば、お互いにとって様々な利点が生じると思っております。

是非開通に向けての前進が図られることを期待しているところであります。それに、

ある意味関連しますが、その昔、玉井村は会津領であったこと、会津に一番近い中通

りの里であったことを思い返して、そういう形での交流を図っていただきたいなと思

っております。いろんな勝手なことを申し上げたのでありますが、交流の事業化、改

めて村長どのように、今いったような話の中から考えられるか、考えておられたら伺

っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、担当課長のほうからも話がありましたが、既に実施しているの

もあります。

議員の皆さん方がそういうところに研修に行かれたと。一応どういうところなんだ

というか、これも一つの協定を結んだがゆえのきっかけということになったのではな

いかなと思っておりますし、それから、産業振興祭りには先ほど話がありましたが、

北塩原と山形県の小国町の産品、これを買ってきて、あそこで販売したんです。こう

いうことを既に実施もさせていただきました。したがって、今後はそれぞれの地域に、

それぞれのやっぱり地域特産物がありますから、そういうものを、あるいは雪の降る

ところもあれば雪の降らないところもある。そういう季節感、そういうものをうまく、

やっぱり利用したものの交流、直売所等を介して、そういうことも、これからやっぱ

り考えていかなくちゃならない。それから、あと来年の２月には美浦村の消防団が本

村を訪れる予定になっているんです。消防活動の交流なんていうことも、こういうこ

とをやっぱり一つの芽を出そうとしております。また、先ほど課長が話されたように、

茨城町といろいろ具体的に窓口にして、そして、どういうことが考えられるか、そち

らのほうは茨城のほうは考えている。あと、同様に小国のほうも、北塩原のほうも、

例えば、どうも外でのびのびと今のところちょっと気がかりだということが現実まだ

いるんですね。若いお母さんとか何かが、ごく最近も私訴えられました。ちょっと心

配なんだと。今、仮設にいる方でありますが。そういう、例えば教育関係、のびのび

と北塩原とか、あるいは場合によっては小国のほうに行って、そして自然豊かなとこ

ろで結局のびのびと何かの社会教育のほうの、そういう文化の交流、あるいは教育の

交流、そういうことができないか。いろいろ、これ直接的には今いった六次化のよう

な、そういうこととか、そういう事業化の問題。それから、産業部門、観光面、文化

の交流と、こういうことを、これを機に骨にして枝葉を付けていきたいなと。そんな

に、とんでもない水と油のような関係でないんですね。大体何か共通している、そう

いう自治体を選んだつもりでありますから、今後もこれを有効に発展的に関係を深め

ていきたいなというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ２番。



- 37 -

○２番（押山義則） ありがとうございました。

今回の一般質問、予算の編成方針、基本方針、それぞれ伺うとともに、６次産業化

への対応など、踏み込んだ話もいたしました。大玉村を取り巻く環境、今後ともしっ

かり理解いただきまして、大玉村の発展を目指してほしいと思います。私は、これか

らの行政、決して一自治体のみでは立ちゆかないと考えております。様々な交流でき

る自治体、連携できる自治体、力を合わせて共に発展していく、そのような発展、模

索されることを望みまして、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございま

した。

○議長（佐藤 悟） 以上で２番押山義則君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午前１１時３５分といたします。

（午前１１時１９分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時３５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ３番武田悦子君より通告ありました委託職員等の待遇改善について

ほか２件の質問を許します。３番。

○３番（武田悦子） ３番武田悦子です。議長の許可をいただきましたので、先に通告い

たしました件について質問をいたします。

最初に、委託職員などの処遇の改善について質問をいたします。この問題について

は、９月議会でも質問いたしました。大玉村の行政運営を行う諸君は２５０名を超え

ます。そのうち正職員は１００名あまり、正職員の１.５倍もの職員が委託や臨時職

員となります。そして、その委託職員の中心が保育所の保母などです。そのほかは、

アットホームであったり緊急雇用対策や施設の監理業務など、現業の職場で雇用され

ています。これらの職員の賃金は、決して高くはありません。他の市町村と比較する

と、幾分の優遇措置はあるようですが、決して満足するような処遇とは思えません。

今回、特に質問したいのは、９月の答弁で、保育士など資格を必要とする職員の処遇

の改善です。９月には検討したいという答弁であったかと思いますが、今、新年度の

予算編成期でもあり、この点に関する考え方や将来に向けた方向性などを示せる点が

あれば、是非前向き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） 今、質問されたような実態でありまして、私の立場からすれば、同

じ仕事をしているわけですから同じ待遇で、やはりこれは存分に力を発揮してもらい

たいなと、これは私の率直な、やっぱり考え方であります。

ただ、現実的には、そういくかというと、これはいかない。特に、あまり資格を要

件として、そして正規職員と変わりない大切な人様の子供を預かっている保育士のよ

うなもの、こういうものがなんとかならないのかなと、こう思って最大努力をしてお

るつもりであります。したがって、昨年も、そういうことで保育士の採用もいたしま
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した。特別にした経過がございます。また、待遇等についても改善をということで、

決して近接、それぞれのところの職員の状況を見ますと、やっぱりどこの自治体もこ

ういう形でやっているんですね。お世話になっているんです。そういうところの保育

士等を比べると、決して大玉の場合は負けないような待遇をさせていただいているん

ではないかなと。しかし満足はしておりません。こういうことは、やっぱり根本的に

政治を変えなくちゃだめだと思うんです。食料の安全保障と同じように、次世代に人

材確保安全保障、こういうことをしっかりと国は、やっぱり政策に掲げて取り組みを

してこなくちゃならなかったんです。１人が１人を支えるなんていうこと、今は間近

にそういう時代が来るんだなんていうようなことを言っておりますが、こんなことは

分かっていたんです、ちゃんと。予想ついていたんです、国勢調査で。だから、増や

すことはないけれども、やっぱり先ほどの質問者にも言いましたが、ちゃんと、やっ

ぱり少なくとも４分の３は支えていく立場の身分でなくちゃならないんです。そうい

うのは国勢調査で分かるんです。それを怠ってきたから、２人で１人、今度は２０００

何十年には１人が１人を支える、何か長生きしている人が悪いような、こういうとん

でもない。だから、今、保育所のほうにどのぐらいの交付税の中に入っているという

ことなんで、どのぐらい入っているんだと。虫眼鏡で見ても見えないくらいなんだね。

だから、大体これは根本的になってないんです。だから、次世代の人材確保、安全保

障という位置づけで、しっかりと国策の中でこういう子どもに対する保育所に対する

やっぱり財政支援、こういうものはきちっとやっぱり寄こす、人件費のようなものも

寄こすと、こういうことに、これからやっぱり我々はより以上運動を自治体のみでは

やっぱり解決できない。やはり国策としての取り組みを、これはしてもらう必要があ

るなと。そこで、具体的には、とにかく検討したいといったんだから、２５年の予算

に反映するんでしょうということだと思うんです。一生懸命検討させていただいて、

幾らなりとも近接の方には負けない、そういう待遇改善に、これは努力をしておりま

す。例えば、加給委託料なんていうようなことも、いわばいうなればボーナス的なよ

うなもの、こういうものもやらせてもらっています。だから、そういうふうにして近

接には負けない待遇はしております。ただ、満足はしておりません。本来は、きちっ

と、例えば時間的にパート的な臨時は別として、常時こういうふうな職員、しかも大

切な少子高齢化といっていながら、なんで預かってやろうとしている保育所の人件費

のようなもの見ないんだと。これは言っていることはうまいことを言っているけれど

も、全く少子高齢化なんていっているけれども、実現に結びついていない。これから

は大いに、これは大玉のみならず日本にとって大切なことでありますから、そういう

立場で、やっぱり運動していく必要があると思っております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

確かに大玉村の場合、保育士などについて、幼稚園の預かり保育の先生方もそうで

ありますが、近隣の自治体よりは優遇されている面、確かにあることは私も承知して

おりますが、まず、大切なことっていうのは何かということでありますが、住民から
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大切な命、子どもたちを預かっていると、そういう職場であるということ、これが、

まず第一。そして、子どもたちの成長にとって、この保育所であるとか幼稚園である

とか、この幼い時期の２年、３年、ここの時期にどういうふうに先生方は関わりを持

っていくかということが大切ではないかと思います。先生方と子どもたちの信頼関係

を築くといううえでも、長く勤務をしていただくということが大変重要なことだと思

っております。子育て日本一を目指す大玉村にとって、保育や幼児教育の中身におい

ても日本一を目指すということが大切ではないかというふうに思います。そういう点

でも、保育士などの処遇を改善するということは、優れた保育士を確保して、更には

育てていくということにおいても大切なことと思います。村長おっしゃったように、

すべての職員を定数化するということは財政的にも大変厳しいということは十分に理

解しております。また、国の問題、国からの財政支援の問題等、一つの自治体ではど

うしようもないということも承知しておりますが、一定の基準を設けて新しい仕組み

を考えていくということも一方では必要ではないかと思っております。これらの点に

ついて、今後の取り組み、何か考えていらっしゃることがあればと思いますので、再

度お伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど申し上げたように、本当に大切な仕事を担っていただいてお

ります。

私も孫が世話になっているものだから、孫の成長の度合い、それから、あとお世話

になっていて、ちゃんと行き届いた保育、こういうものをじかに、これ毎日見ておる

わけでありますから、そうして、また、たまに私も保育所に顔を出すんですよ。子ど

もたちを面倒見ている保育士の姿、子どもを産んだこともない方がプロとはいいなが

ら、よくこうやって人様の子どもを大切に預かってくれるなと、非常に、そういう面

では私も感謝をしておりますし、また、その重大さは分かります。だから、自治体の

中では、もう、こういうのを国からは、そういう金は来ないと。これは率が悪い。だ

から、こんなのは行政抱え込まないで、これは手っ取り早いところで民間に、これず

うっと任せてやっぺと、これは責任逃れなんですね。そういう行政は、やっぱり利潤

追求ではない。しかし、やらなければならない大切なことは、しっかりとやらなくち

ゃならない。率悪いからこういうのは、そして目立つちょっと建物を造ったり、そし

てちょっと目立つ橋造ったり、そのほうがよほどいいわなんていう自治体もないわけ

ではないんです。民間に全部委託しているところあるんですから。委託どころか、い

つの間にか民間に任せちゃう、行政は手を抜いてしまっている。そういうことはやっ

てはならない。やっぱり、これは次世代の人材は行政がやっぱりしっかり面倒を見る、

教育とか、それから子育て、そういうものについては、やっぱり手を抜くようでは困

るから、これは、やっぱり人は活力の源だべと、こういう信念の下にやっておるわけ

でありますが、そういうことで、現実的には今いったように、容易でない中であって

も、やっぱりよそ様に負けないような一歩前進、二歩前進の待遇改善、こういうこと

については大玉としてできるだけ最大の努力をしていきたいなというふうに思ってお
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ります。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

子育て日本一、職員の中身においても日本一というような大玉村を是非つくってい

ただきたいというふうに思います。

次に、高等教育などにおける就学支援についてお尋ねをいたします。この分野の質

問も以前行いました。民主党の公約で実現したのはわずかではありますが、高校の授

業料の無償化がその一つと思っております。この無償化、誠に結構なことですが、そ

の結果、これまで授業料の免除などを受けていた家庭においては、ＰＴＡ会費、学校

後援会費などの授業料以外の費用負担が生じてきました。これらの低所得世帯におい

ては、もともと授業料と連動して負担のなかったＰＴＡや後援会費などの学校納付金

の負担が生じるなど、逆転現象が起きていることは、以前の議会でも紹介させていた

だきました。現在も、その実態は変わっていないと思います。以前も高等学校は村教

区委員会の所管外だというような答弁をいただいておりますが、所管の問題ではなく、

大玉村の子どもたちの将来にわたる支援との関係で、目をつぶってはいけない課題だ

と思います。是非調査を行い、できる支援を考える必要があろうかと思いますが、実

態の把握や、これに対する対応について何か検討していることがあればと伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ３番議員さんにお答えを申し上げます。

前回、教育委員会の守備範囲というお話をさせていただきました。その後、近隣の

管内の高校について実態をお聞きしましたが、やはり議員さんご指摘のとおり自己負

担に変わってきたと。県内では、これは県教委の方針というよりは各学校の判断のよ

うですね。そういうことで、無料化、授業料無償化になった後も減免をしていた高校

はあったようですが、だんだん減免がなくなってきているという方向にあるようです。

これについて教育委員会の見解としては、義務教育、幼小中については当然教育委員

会、村が個別支援は必要だろうというふうに考えておりますが、高等学校、大学につ

いては、これは制度の問題として要望していくべきだろうと。大玉村が支給すれば解

決するという問題ではなくて、ですから、教育長回答もございますので、そういう機

会を捉えて、この矛盾については指摘をして要望をしていきたいというように考えて

おりますが、あとは、やはり制度として奨学金制度等がございますので、今までは奨

学金がいろんな形で支給されていますが、特に奨学金は低所得者用に制度でございま

すので、そういう制度が既に公的なものも含めありますので、やはり高校、大学につ

いては、そういうものを活用していっていただくと。先ほど述べましたように、制度

の矛盾、不備については、やはり我々も議員皆さんも声を挙げて、県下でやっぱりそ

ういう制度を確立していくということが方向かなというふうに考えております。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。
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この支援の問題。村がどこまで支援していくか、これは様々な考えがございます。

確かに教育長がおっしゃったように、本来は国がきちんとした責任を持つことが大切

でありますが、なかなかそうなっていない現実というものがありまして、いかに日本

の政府が教育に対する責任を果たしていないかというのは、次に少しＯＥＣＤの報告

を紹介したいと思いますが、今年の９月１１日、経済協力開発機構は、加盟国の教育

施策に関する調査、図表で見る教育２０１２というものを発表いたしました。日本は、

ほかの加盟国に比べ子ども１人当たりの教育資質が高い反面、教育に対する公的資質

の水準が低く、家計負担が重いという実態が明らかになっております。これによりま

すと、国内総生産に占める公的教育支出は３.６％、一般政府総支出に占める割合も

８.９％と、いずれも比較可能な加盟国中最下位でありました。一方、在学者１人当

たりの教育支出は高く、すべての教育支出に占める私費負担割合も３１.９％と、チ

リ、韓国に次いで高かったとされています。また、日本の高等教育の授業料も高く、

２００８年から２００９年度の公的な大学型高等教育機関の授業料は、アメリカ、韓

国、イギリスに次いで高く、その反面、学生への財政的支援は他の加盟国に比べて乏

しく、公的な対応補助や奨学金、給与補助を受けている学生の割合は、アメリカで

７６％、イギリス９４％に対し、日本は３３％にとどまっているという報告がありま

す。教育長からも奨学金というお話ございました。なかなか奨学金を受けられないと

いうような実態があるかと思います。このほか、日本は就学前教育を受ける割合が高

く、４歳児が幼稚園などで教育を受ける割合は９７.２％、加盟国中７番目に高い数

値ではありましたが、日本の就学前教育支出の対ＧＤＰ費は０.２％と、加盟国中４

番目に低い水準でした。つまり、就学前教育に対する支出５５％が私費負担、保護者

の負担であるということが報告されています。この高等教育の負担はもちろんであり

ますが、この場面ばかりでなく、就学前教育も世界標準から大変に遅れているという

のが日本の現状であります。お金がなければ教育を受けられないというような実態が、

今の日本の実態であります。デフレが続く中で、子育ては大変なことであります。こ

ども手当があっても、扶養控除がなくなり、高等教育ばかりか保育所や幼稚園に預け

るのも大変です。大玉村では、第２子目から保育料を免除しておりますが、年間を通

した子育て世帯の負担は家計費の中でも相当なウエイトを占めていると思います。教

育委員会として、高等教育についての支援はなかなか難しいという答弁がございまし

たが、幼稚園や小中学校において、特に低所得者対策で何か独自の支援を考えておら

れないか、お伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ３番議員さんに再度お答えを申し上げます。

今、新たに幼小中、独自にというお話でございますが、今、コミュニティスクール

を推進している中でも、当然に障がいのある子どもとか学校の環境をどう教育環境を

整えるかということも議題に上がっておりますし、部会の中でも、これから検討して

まいりますので、当然その中で新たな支援策というのはこういうものが必要だという

提言が上がってくるだろうと思います。これは、コミュニティスクール委員会は、私
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のコントロール下にありませんので、こういうことを検討していただきたいという中

に、教育環境の整備という分野も入っておりますので、その中でこれから多分提言が

上がってくるだろうと期待をしております。そういうものを受けながら、新たな助成

策は検討していきたいというふうに考えております。高校、大学の制度の問題につい

ては、これは教育制度と社会制度を変えないとどうにもならないもので、文科省は５

％、ＯＥＣＤの中でも国民総生産の５％要求をしていますが、認められないと。５％

あれば先進国に負けない教育充実ができるということで、かなり努力をして要求をし

ておりますが、なかなか現実的に難しいという中で、やはりきめ細かなものは各市町

村でやらざるを得ないという状況、財政的な問題もありますので、なかなか難しい状

況ではありますが、そういう中で検討していきたいというふうに考えております。

以上です。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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５５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 引き続き武田悦子君の一般質問を許します。３番。

○３番（武田悦子） 引き続き、就学支援問題で質問をいたします。

先ほど、高等教育、更には幼稚園、小中学校の低所得者支援の中で、独自の考えを

お聞きいたしました。教育長から、コミュニティスクール委員の中で様々な問題を出

し、その中から進めていきたいというお答えをいただきましたが、現在、幼小中それ

ぞれの段階で支援を必要としている子どもたち、この人数などの把握はされているの

か、また、具体的な支援策というものも考えられておられるのか、お聞きいたします。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） 人数については、後で担当のほうから答弁をさせますが、支援策

について、幼小中の準要保護については、修学旅行とか文房具とかという形ですが、

先ほど３番議員さんから質問のあったＰＴＡ会費とか学級費とかというのについては、

現在のところ幼小中は自己負担という状況でございます。

支援策ということですので、これにつきましては先ほどから指摘のとおり、私も答

弁しましたが、幼小中については公的な国、県の制度がありませんので、市町村でそ

の支給という道しかございませんので、それについては実施の方向で検討させていた

だきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。

現時点での平成２４年度の準要保護の援助費の対象になっている数でございますが、

小学生が１４名、中学生が６名、それから幼稚園の就園奨励費の対象になっておりま

すのが２０世帯という状況でございます。以上であります。



- 43 -

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

子どもたちすべてが同じ環境で、同じ教育を受けられるように、自治体として様々

な支援を今後とも要望いたしまして、この問題での質問を終わります。

続きまして、最後の質問に入ります。スポーツ振興と体制の問題について質問をい

たします。過日行われましたふくしま駅伝は、私も実行委員会の責任者としてかかわ

ってまいりました。この大会を通じて様々な課題が浮かび上がっております。ふくし

ま駅伝に限ったことではありませんが、スポーツには突発的な事故や、駅伝のように

限界に挑戦するような競技では、身体状況が急変し命にかかわる事態の発生もありま

す。あらゆる競技スポーツの主催者は、それらも踏まえた体制で大会運営を臨んでお

りますが、なかなか万全というわけにはまいりません。今度の大会でも、多くのボラ

ンティアの手を借りて運営されてまいりましたが、ゴールで倒れ救命措置を施すとい

う場面もありました。それらの現場に直面した人たちは、自分がサポートする人がそ

のような場面になったとき、どう対処できるのかという不安を持ったと聞いておりま

す。今回の駅伝にもスポーツ推進員の方々も多く参加されていますが、これらの皆さ

んは自分がかかわるスポーツを安全に行っていきたいといつも考えていらっしゃると

思います。しかし、いざというときどう行動すべきかは、必ずしも十分な研修を受け

ていないと思います。そこで、教育委員会として、推進員や各種スポーツ団体の方々

に対し、競技会の運営における危機管理や緊急時の対処、救急救命などに関する研修

などについて、どのように考えていらっしゃるのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ３番議員さんにお答えいたします。

各種スポーツ競技大会の中心となってスポーツ推進員、それからいろいろな体育協

会の方々、活動されていただいております。そのスポーツ推進員のみならず、体育協

会の方、それからスポーツクラブの皆さん、そういう方を対象にして危機管理とか安

全確保について研修、救急法など、トレーニングを取り組んでいきたいというふうに、

これから考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

是非、早急に様々な研修を行っていただくことを要望いたします。

次に、現在村では様々なスポーツ行われているわけでありますが、今後村が特に振

興していきたいというようなスポーツがありましたら、お尋ねいたします。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ３番議員さんにお答えいたします。

村民のスポーツ活動につきましては、ライフスタイルや趣味の多様性などありまし

て、一概にこのスポーツを振興するということは難しいのかなというふうに考えてお

ります。村民のニーズを的確に捉えて、従来のスポーツの振興を図りながら、プール

の活用など、競技性の低い、子どもから高齢者までできる健康づくりや体力づくりに
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結びつくスポーツというのを、スポーツ推進員とかスポーツクラブの皆様方と協議し

ながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

今の答弁にもありましたように、スポーツは競技スポーツから健康管理、趣味とし

てのスポーツまで様々な形があります。また、年齢層によっても、そのあり方も内容

も違っています。今回のふくしま駅伝を振り返りながら考えるわけでありますが、大

会の結果は別にいたしましても、決して駅伝は趣味の領域でできるスポーツではなく、

かなり競技という性格の強い大会でもあります。若い長距離ランナーの育成発掘とい

う性格も持ち合わせている大会でもあるわけですが、この市町村単位、特に大玉村の

ようなところでありますと、専門的な指導者を確保するということは極めて困難なこ

とではありますが、中学生など若い人たちに適切な指導を確保していく、このことは

長距離、それぞれのスポーツにとって大切なことではないかと思います。これらの点

について、教育委員会として何か支援を考えていらっしゃるのかどうか伺います。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ３番議員さんにお答えいたします。

駅伝競技につきましては、一般の選手につきましては、ご存じのとおり年間を通じ

て自主練習をされております。中高生につきましては、陸上部以外の選手それぞれに

つきましては、それぞれ中体連の総合大会、新人戦、中体連の駅伝大会終了後に合同

練習ということで参加して、競技に臨まれております。本年は、会津在住となりまし

た佐藤敦之さんを招いて指導をお願いしたかったわけですが、日程が合わずに断念い

たしました。年間を通しての専門指導者の確保というのは、おっしゃるとおりなかな

か困難ではあります。ただ、単発となりますが、合同練習の際に専門指導者を招いて

の講習会というのを検討していきたいなというふうには考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございました。

いずれにしましても、スポーツにおいて指導者の果たす役割は重要なものがありま

す。大玉村にもいろいろな分野に長く指導に携わった方がたくさんいらっしゃいます

が、それらの方々を大切にすることはもとより、新しい層の指導者の育成についても、

これから体育協会などにおいても考えていく必要があろうかと思いますが、その際、

是非教育委員会の大きなご指導、ご支援をお願いするとともに、ご協力をお願いし、

私の質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で、３番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。

次に、７番佐藤誠一君より通告ありました第４次大玉村総合振興計画についてほか

１件の質問を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 議長の許可を得ましたので、これから私の一般質問をしたいと思い

ます。

昨年の３・１１のあの震災から、特に福島県を中心に原発等の事故も含めて、本当
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に雰囲気が変わってしまったということが、これ毎日のようにマスコミで報道されて

おります。ちょうど昨年の３月に、我が村も今後１０年間を見通す第４次大玉総合振

興計画を発表した矢先の原発事故、大地震でございました。それに後を追うように、

今年の３月に大玉村復興計画、このような計画も発表されまして、それらを踏まえて

今後１０年、２０年、３０年とスパンをどのように当局は考えているのか、この資料

をもって検証してみたいと思います。的確なるご答弁を求めるところでございます。

まず、はじめに、今後の財政について伺いたいと思います。今まで私も２１年目の

議員でございますので、大体の一般会計の予算を見てみますと、通常３０数億円の一

般会計で大体きていたわけでございますけれども、今次１２月の定例会の一般会計の

予算を見ますと、これまた補正は組んでおりませんけれども、約８０億、正式には７

９億４,０００万というような予算になっております。これを見てみますと、やはり

原発に絡む除染の関係の予算が膨大になってきているというふうに思っておりますけ

れども、今後このような昨年と一昨年と今年と、この３年間を見て、今後どのような

見通しを立てているのか、まず伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、話あったように、約８０億の予算ということでありますから、

私も村長就任以来、長いことやっておりますが、このような一般会計の予算というの

は初めてであります。

しかし、予算を編成してやるべきことはやらなくちゃならないということでありま

すから、そういうことで、これ予算の編成をし、そして、その裏付けとなるものは要

するにしっかりと除染絡み関係については頂くと、国の責任でしっかりとやっぱり補

てんしてもらうと、そういうことでもって、除染等もあらかじめ申請をし、そして、

それらの交付決定をいただいて、そして申請をして発注すると、こういう方式でやっ

ておりますから、今後も、またそれぞれの先ほども答弁されましたように、計画に基

づいて、かなり予算規模は大きくなっているなというふうに考えております。そうい

う点について、今の質問の具体的に一昨年なり昨年なり、そして２５年度の予算編成

にあたっての財政的なうんぬんというような事務的な立場でのご質問だと思います。

担当課長のほうから答弁をさせます。

○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。

今、村長申したとおり、本年度は８０億に達するかというふうな予算状況でありま

す。昨年度からの繰越を含めれば、ゆうに８０億は超すだろうというような状況で

あります。この半分以上を占める除染対策、線量低減化対策については、基本的には

１００％の補助事業ということになっております。住宅の除染でありますとか、農業

経営の対策経費の中で、もしかすると補助対象とならない、そういうものも出てくる

可能性もあります。これらの事業についても、国、県に対して強く要望しながら、要

請をしながら、中では震災復興特別交付税、こういうもので救うというような形で、

極力除染絡みのものについては一般財源の支出を抑制していくということが、まず第



- 46 -

一だろうというふうに考えております。

それから、通常的な財政運営につきましては、一部の施設は残っておりますが、耐

震改修、学校関係が本年度ですべて終了するということであります。そういうことも

踏まえながら、あとは更に交付税等につきましても小泉内閣以来、三位一体改革で

１２億台に戻った年もありましたが、要約その三位一体改革前のレベルに交付税の総

額が近づきつつあると。国税収入は落ちておりますが、そういう形で、なんとか交付

税のレベルが１０年前程度に戻ってきつつあると。これらを踏まえますと、村税の減

少分、これらについても原発の原価にともなっての措置でありましたが、こういうも

のについても何とか交付税で措置できるというようなことであります。これらを踏ま

えながら、従来にも増して健全な財政運営を図るということを堅持していくことが、

まず絶対的な基本であろうというふうに考えております。そういう意味で、見通しに

ついては、現時点においては特段悲観的な要素は少ないというふうに担当としては考

えております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございました。

もう一度財政について触れたいと思いますけれども、やはり除染や耐震改修につい

ては、ほぼ１００％の補助事業で行われているということでございますけれども、特

に原発については東電の補償も絡んできますけれども、東電は何年も何十年もこれ補

償できるという保証はございませんし、そうなりますと、税金が投入されて、既に税

金は投入されておりますけれども、やっぱり甘い計画のもとでの財政の見通しを立て

ますと、今担当課長が言ったように、悲観はしていないということでなくて、逆にや

っぱり危機感を感じて、その財政運営をしていかなければならないというふうな立場

を取ってもらわなくちゃいけないというふうに私は思っているところでございますし、

特に今度触れますけれども、除染は１番の質問者について先ほど担当課長が答弁され

ていまして、今年度に限っては既に２５億６,０００万ほどの家屋だけの除染をして

いるというふうなことでございますし、このような除染対策の補助事業についても、

すべて、これ今１００％来る見通しに立って、これ予算を立てておると思うんですけ

れども、やはり、先ほども私申し上げたように、それ全部含めて１００％の補助金若

しくは交付金がくるんだというような、これ甘い考えは捨てなければならないという

ふうに思っておりますが、当局は、またどのような考えを持っているのか、その点に

ついて伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど触れましたが、除染についてはあらかじめ、ここをこういう

ふうにして除染しますよと、申請します。現在のガイドラインに基づいて申請をする。

申請をすれば、その金を認めますよと、交付決定通知が来るんです。交付決定通知を

来れば、これは、それによって今度は交付申請をするんです。で、お金は、これは交

付決定通知をいただければ、間違いなく金はきます。そういうことで、確認をしつつ、

そういう担保をとりつつ進めているわけでありますから、村が進めたはいいけれども、
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それがこないというようなことのないように申請し、交付決定通知をいただき、そし

て発注をすると、こういう方式でやっておりますから、来ないということはありませ

ん。ただ、いろんな数ある中で今やっぱり取り組みを村独自に進めなくちゃならない

という緊急事態があります。そういうことについては、これは進めなくちゃならない

ようなことがあります。それは、この自治体としての損害賠償として、別口で請求す

る、地方自治体として請求する、そういうことはあり得ます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今、村長が言っていることも当然私も理解しております。

交付申請すればというふうな担保を取って、このような除染対策費にかかるので、

このように申請しますということも私も理解しておりますけれども、やはりいまや国

の借金は１,０００兆円、これ地方も一応いろいろな借金も抱えておりますので、そ

ういったことも含めて、これ東電も何年もこれ補償できるというような、これ一会社

でございますので、これは、そういったような体制ばかりとっていると私は危ういと

きが来るんでないかというふうに思っておりますので、その点について質問したわけ

でございます。特に、次に②でございますけれども、除染について全体的に伺います

けれども、村で今年復興計画としてあげた年度数によりますと、昨年大玉村復興計画

の年度と併せて、平成３２年度までの約９年間の復興の期間としてみているわけでご

ざいますけれども、特に除染の住宅を含めるいろいろ、これ森林除染も触れますけれ

ども、除染については、これ２年で全部完了するんですかね。それらについての今年、

去年までを含めた除染にかかわる試算、財政の見通しはどのくらいしているのかも伺

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） ７番議員さんにお答えいたします。

除染につきましては、計画では２３年９月から２８年８月までの５か年ということ

になってございます。それで、特に２４年、２５年度を重点期間と定めて除染を推進

してまいりたいということでございます。本年度につきましては、先ほども少し触れ

ましたが、除染費用につきましては現在２回ほど申請を上げております。住宅除染だ

けについて申し上げますと、約２１億８,６００万ほどの費用で、９０７戸を計画し

ているということでございます。第１期分については交付決定を受けておりますが、

第２期申請についてはまだ決定受けていないというようなことで、一部発注について

控えているという状況でございます。当初の現在の除染実施計画でございますけれど

も、今、第３班になっておりますが、農地を含めた総費用の概算額については除染実

施計画では５７億２,０００万ほどになっておりますけれども、現在までの住宅除染

等の実績を踏まえて考えれば、その費用は増加傾向にあります。最終的には、現在、

大山関係、１１区から１２区、１６区、それから１５区、１３区の一部と、こういう

ふうに発注してきましたが、これらの除染の状況を踏まえると、更に住宅関係の除染

の費用が嵩んでくる可能性が非常に高いということで、最終的には５７億というのが

９０億を超して、１００億に近づく水準の費用になるであろうというふうに現在は考
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えております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 除染、これまだ１年ちょっときりやってないんですけれども、今１

年、２年目に入って１００億くらいの見通しだということでございますけれども、村

長が先ほど言われたように、住宅から２０メートル、高さ５メートルの木の伐採もす

るんだというような話で、それ以上、それでも放射能が減らないので、面積を増やし

ていくんだと。あと、また除染関係者に聞きますと、住宅だけの除染だけを見積もっ

てみますと、５０万や６０万で仕上がりそうだというような計画だったそうでござい

ますけれども、農家は納屋とか機械小屋とかがありまして、農家にこれ除染入ったら

１５０万から２００万くらいかかるんです。それも、足場をなんでかんでこれ組まな

ければならないというような作業でございますので、そういったことになりますと、

全部これ計画の見直しをしなければならないというふうに聞いておりますし、特に除

染に携わる人間について、やはり、こういったような金が動くわけでございますので、

できるだけやっぱり村内の人、更には、村内の人もこれ村外に仕事に行きますので、

少なくとも郡山、本宮、二本松管内の人に携わっていたきたい。しかしながら、私の

知っている範囲では、この除染に携わるという人間が言葉が違うから、どこから来た

んですかというと、私は九州のものですと。九州から出稼ぎに来ているんです。また、

どうして来てるのかなというと、これ今ハローワークが全国、もともとこれはネット

ワークを持っていたんでしょうけれども、これあたりもハローワークから来ているん

だと。あと人材派遣から来ているんだということでございますので、やっぱり、なる

だけ働ける人、今、暴走老人のような言葉も使いますけれども、そのような暴走老人

ほど高齢者でなければ、これ働けるわけでございますので、少なくとも７０歳くらい

までの村民も働ける方の仕事の場、雇用の場として、これ持っていってもらいたいん

です。早い話が、１社が２つの作業場を持って、責任者だけが朝来て、あと夜来て、

その打ち合わせだけで終わって、あとの人は他県から来ている。これ現実なんですよ。

やっぱり、その内部まで全部把握しろとは当局には言えませんけれども、やはりこの

実態もあるわけでございますので、その辺、当局はどのように感じているのか、これ

から、どのような方向に持っていくのか、併せて伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。

除染に携わる労働者の話で、我々のほうとしてもとにかく発注については村内の有

資格者で事業を展開して、これからもいきたいということを基本にして考えておりま

す。一般の労働者につきましても、今作業日報等上がってきています。そういうもの

のチェックも行っています。それと、これは一部でありますが、他町村では指名手配

犯が潜り込んでいるというような事実もありまして、郡山北署のほうで摘発していま

す。こういう関係も踏まえて、事業者には作業員を登録していただくような、そうい

う方向で今考えております。ただ、やっぱり村内の中で雇用を全部賄いきれるかどう

かというのは、除染のこれからの発注の具合によってもなかなか労働者の確保が難し
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いというのが現状だと思います。したがって、広域的に募集を受けて、応募して参加

しているという方もあるようです。そういう点でのバランスからいって、事業所が丸

々その派遣で親方だけかということになると、実態としてはかなり村内の方々、ある

いは近隣の方々が働いているというふうに今時点では見ています。これから先、発注

がどんどん拡大していけば、労働力不足というのはかなり短期的には時給がひっ迫す

るといいますか、そういう状況も起きてくるのではないかと。除染のスピードと発注

の間隔というのは、これなかなか難しいタイミングでありますけれども、私のほうと

しては数多く発注したいと。しかし、現場サイドが労働者が不足して動かないと、こ

ういうふうな事態にもなっても困りますので、そういう点では働いている皆さん方の

実態というのはよく、これからもよく見ていきたいと思います。登録といいますか、

労働者の従業員のリストも出してもらうというのは、そういうことも含めて考えてい

るということでございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） そのようにチェック体制を整えながら、当局も現場に足を運び、汗

をかき、どのような仕事をしているのかも確認をしていただきたいと思います。

また、除染については、度々我々の定例会もございますし、全員協議会もございま

すし、年４回の定例会もありますので、一般質問等でどんどん、このことについては

質問していき、より良い村づくりというふうに思っておりますので、このことについ

ては一応終了したいと思います。

次に、大いなる田舎のこれ振興計画の中の１３ページですか、定住人口について伺

いたいと思います。定住人口について、この計画書の中では１３ページには１０年後

の目標人口として掲げて、平成２２年度８,５８７人から１０年後９,０７４人という

ふうに見込んでおりますけれども、これらについての今こういった原発事故を絡みな

がらの人口の移動等もございますので、この点どのような修正、若しくはそのような

傾向が見られるのか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

第４次総合振興計画では、１０年後９,０７４名ということで見込んでおります。

現時点において人口動態の状況を見ますと、原発後平成２３年３月１日から今年の１１

月１日の人口比較、大玉村を比較してみますと、出生１２１、死亡１５９、これが自

然動態ということで、△の３８人、マイナス３８人。社会動態では、転入が４０９人、

転出が４９３人ということでマイナス８４。合わせて１２２名が平成２３年３月１日、

震災直前に比べると人口が減っているということが言えるかと思います。ただ、この

間、福島県全体を見ますと、福島県全体でも１万１,３５１名の人口が転出している、

転出というか減少している。率で３.３２％福島県全体の人口が減っている。大玉村

については、１.４１％の減ということで、午前中村長も少し申しました。県北管内

では１番減少率が低い。県内でも減少率が低い団体となっております。南会津、ある

いは相双については、７％から８％の減少ということが見えます。これらについては、
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原発、東京電力の原発事故に起因する要因がかなり高いというふうに考えております。

ただ、最近の傾向としましては、宅地に関する問い合わせでありますとか、宅地の売

買に関するお話というのが頻繁に見受けられます。これらを踏まえて、更に午前中村

長申しました、定住人口増加に関する施策をより一層展開していくということで、活

力ある村づくりを進めてまいりたい。今後の人口の動向につきましては、現状維持、

当面は現状維持を図りながら、少しでも増加に転じられるような施策を展開していき

たいと。総合振興計画に掲げた人口の見直し等については、後期基本計画、策定時点

にもう一度検討を進めてまいりたい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） やはり、いかに原発の事故が今後の生活等も含めて人口の動向に含

めても、これ影響があったのかということを今目の当たりに聞いたわけでございます。

村長に伺いますけれども、これ村内にも東部地区を中心に村内の仮設に１０人単位

で、若しくは２０人くらい仮設に入っているということを伺っておりますけれども、

やはり我が大玉村も原発の事故の距離から約直線で６０キロでございます。やはり、

この６０キロの距離が、これ安全地帯なのか、安全地帯でないのか、既にホットスポ

ットというように、東部地区のある一部の竹藪では数字的には私は正確には教えても

らえませんですけれども、数マイクロシーベルト以上だったという場所もございます

ので、村長、これ村長に伺いますけれども、本村は安全な地帯と思っているんですか、

その逆なのか、まず伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 本村は完全安全地帯かと。言えないですね。

本村も、いつも私言っているんです、８万の４０万を支払いをするという立場にな

れば、支払いを逆に言えばしなければならない、そういう地域に本村もなっているん

だよと。だから、やはり汚染地域なんです。したがって、要するに国も認めて、１ミ

リシーベルト、生涯１００ミリシーベルト、毎時０.２３を目指せ、自治体で除染計

画を立てなさいということに、これ自治体に責任転嫁みたいなんだね。だから、自治

体はこれやらざるを得ないんです。やらなければ、結局やがて自治体が責めを問われ

るようなことになりかねない。だから、一方ではガイドラインで認めない部分がある。

理不尽だということで、これ国に追求しているんです。これはしょっちゅう私が行き

ますが、そういう理不尽な先さいって国のアリバイづくりのようなことに自治体が責

任を背負わされたのでは困ると。認めるところは認めてくれよと。しかし、ちゃんと

調査をして、その必要性があると国が言っているようなことにちゃんと除染をガイド

ラインで認めてくださいと、こう言っているわけでありますから、そういう面では安

全地帯か安全地帯でないかと、やはりそういうお金を頂いている、支払う立場であれ

ば、やはりそういう地域であると。ただ、通常生活をすることについては、空間線量

と留意すべきところ、正しく、やっぱり理解をして、普通に生活することは安全だと

いうふうに、それはやっぱり学者によっていろいろあります。これは、国の特別の指

定を受けている区域ではありませんから、通常の生活には支障ない。ただ、気をつけ
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てください、食べ物の問題とか、あるいは、また土の汚れにはやっぱり気をつけてく

ださいとか、あるいは、また今の山のそういう所の落葉とか、山の葉っぱとか、こう

いうのにやたらに触ったり堀に入ったり、そういうことは気をつけてくださいよと。

これはいろんな機会に留意事項として、これは私もいろんな機会に言わせてもらって

いる。だから、何回も言うようだけれども、安全地帯かというと、やっぱり安全地帯

ということには言えない。気をつけなければならない、そういう地帯であるという認

識にやっぱり立たないと、これはしっかりした取り組みができなくなると思います。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 村長の口から初めて、この地帯は完全に安全な地帯でないんだとい

うふうな答弁していただきましたけれども、私も、そのとおりだと思っているんです。

村内から村外に避難しているという地帯です。直線６０キロ、これは、もう世界中

の科学者が行っても、少なくとも直線で１００キロ以上離れなければならないという

ことでございまして、この１００キロ以上離れると、福島県の人口は約７０％避難し

なきゃならない。又は、大動脈を持っている４号線、高速道路、新幹線、これらは寸

断されてしまうんです。いまだに相双地区の広野、富岡までの高速道路は寸断されて

おりますけども、このような、やはり私から言えば安易な、やっぱり、いろいろな政

策があってはならないというふうに思っておりますし、ならばといって、すぐ避難し

ろと言われても、私も毎日後ろの総合体育館のところにある線量ポストを見ておりま

すと、この辺は大体私のところで０.３５から０.３７くらい。ちょっと雨だの曇った

りすると０.４に近くなる。だから、いわんとしている０.２３、年間マイクロシーベ

ルト１キロマイクロシーベルトより低いんだなという、その程度の数値で、即避難と

はしなければならないというふうなことは考えておりませんけれども、やはり、この

地域もそういう地帯なんだということで、やはりいろいろな立場で取り組んでいただ

きたいというふうに思っておりますし、やっぱり、こういう地帯に今後人口増やして

いくっていうことは、これ困難だと思うんです。常々村長は、これ中通りでは福島県

としても３番や４番の人口が増えている村なんだということでございますけれども、

そういったことは、これ決してこういう地帯に人口住んでもらえるのかなというふう

に思っておりますので、この辺の人口の動向については、いろいろ、やっぱり常に数

字とにらめっこしながらですね、やっぱり人口なくして村の存立は成り立たないでご

ざいますので、その点、当局は肝に銘じて今後の行政運営に携わっていってほしいと

いうふうに思っております。

次に、子育て日本一の村づくりの構想について伺います。これについては、２３ペ

ージ、また７４ページ等に記載されておりますし、この計画、昨年はチラッと見たん

ですけれども、今度ちょっとこれを見直してみたところによりますと、我が村は日本

一の子育てする村を目指しているんだということでございます。特に、母子共に健康

ですくすくと育ち、保護者の育児不安が軽減、解消されるような保健センターを拠点

にうんぬんということでございます。また、女性が仕事や地域活動を続けながら安心

して子どもたちを育てられるような村づくりをしたいということでございます。また、
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７４ページには、地域ぐるみで子育てする支援だということで、いろいろな施策も載

っておりますけれども、これ当局の言わんとする日本一を目指す子育ての村というの

は、どういったものなのか、私はちょっと理解できていないんですが、この点、伺っ

ておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先程来の質問者にも答えてきました。

人は活力の源であります。いつの世も同じです。継ぐものがいなければ、衰退をい

たします。そういうことを、まず国に要望してもできないこと、こういうことがある

から、できる自分の自治体から、やれるべきことをやっていくと。これは、やってき

たつもりであります。具体的に言うならば、これは、やはり振興計画でありますから、

やっぱり大目標は日本一を目指す。そのぐらい重要な施策であると思うんです。例え

ば、これは今そこにうたっているように、安心して子どもを産み育てられる環境の確

保、これはやっぱり努力しなくちゃならない。そのためには、どういうことかという

と、これは例えば今までの取り組み、医療費の無料化、あるいは子育ての祝金関係、

幾分なりとも、やっぱり子どものために経費かかる、そういう祝金。それから、法定

外の予防接種の助成、今回のロタウイルスとか、あるいはほっぱり風邪とか水ぼうそ

う、こういうものも無料化に踏み切っております。あるいは、早いところは中学生ま

での医療費の無料化、これは県下トップを切ってやっております。そして、１８歳未

満、これも県下トップを切ってやった。今年の１月８日に野田総理が来るということ

で、私も、そういうふうに考え方でおりますので、直接野田総理に、日本一の子育て

の福島県、これは県外にたくさん行っているんじゃないのかと。こういう実態を踏ま

えて、そういうことを特措法の中でうたい込めないかと、これは私、嘘も隠しもあり

ません。今の１月８日、そのように話をさせていただきました。それが基金のほうか

らというようなことに結果的にはなりましたが、本当は特措法の中で特別の福島県の

子育てをきちっと、やっぱり法定化してもらいたかった。残念ながら、それまではい

きませんけれども、基金のほうから出して、そして１８歳未満の医療費無料化は実現

するようになったと。そういうことで、とにかく最大、あるいは保育所関係も、これ

２回、待機ゼロを目指してということで増設しているんです。増設して、そして待機

をなるだけ安心して働けるようにということで、子育てしやすい環境づくり、これ努

力しております。２子目からは、今度保育料も無料にしているんです。そういうこと

でもって、大玉はそういうことなんだなということで、一方では住宅誘導政策、こう

いうことでもって論より証拠で大玉村に大体入ってくる方は若い方なんです。若い方

が入ってきているんです。これ、そこかしこに、先ほど企財課長からも話ありました

が、大山小学校などにも何区画か今度今計画されております。そういうふうなことで、

相当区画が計画されている。今後も積極的に、こうしたものを誘導していくというよ

うなことでこういう時点になれば、なおのこと、やはり減少傾向にある中だけれども、

これはやっぱり、しっかりとより以上こうした子育て支援、やはり若い方に魅力を感

じられるっていう政策をぶっていくということは、これは今言ったように定住人口の
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底辺づくり、かつまた大玉村のみならず、国家についても大切なことであるなという

ことでありますから、振興計画にうたっているように、少なくとも県下に先駆けてや

っているいろんな取り組みは、今も申し上げたようなことは、これはやってきており

ます。それは、あるいは、もしかすると、日本一の分野もあるかも分かりません。そ

れは、やっぱり大きな目標であって、そういう目標を掲げるに値する重要な、これは

子育て支援というのは、これは政策の位置づけであるよと、こういう認識をいたして

おるところであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今、村長の答弁ですと、すごく日本一を目指しているものもあるし、

既に日本一になっているものもあるということでございますので、こういった行政は

衰退することなく、ますます前進していただければというふうに思っておりますし、

私も小学校の医療費の無料化や１８歳までの医療費の無料化は全国に先駆けてやって

いるというふうに伺っております。特に、また予防接種の混合ワクチン等についても、

これらについても補助事業としてやっているということも理解しておりますので、ま

すます、それ、いろいろ予算の関係もございますけれども、先駆けて子育て支援、私

先ほどは理解できないということでございましたけれども、今、村長の答弁を聞いて

非常に理解できましたので、ますますの子育て発展を目指して行く村にしていければ

というふうに思って、次の質問に入りたいと思います。

次は、コミュニティスクールについて伺います。これらについては、２３ページ、

２４ページ、７８ページにうたっております。幼稚園、小学校、中学校、更には保護

者を一体となって教育の発展にうんぬんというふうな形で、既に事業は始まっており

ますけれども、コミュニティスクールってなんだい、また、逆に私はコミュニティス

クールってあるんだけれども、どういったシステムなんだいと、これいろいろ聞かれ

たんですけれども、私もコミュニティスクールっていったいどうなのかというと、そ

れ以上のこときり言えないんです。幼稚園と小学校と中学校、更にはこどもを持つ親

を含めて一緒に教育を一緒にやっていく地域づくりをするんだというふうにきり言え

ないんですけれども、私のところで、ちょっと今いろいろ事情があって子どもがいま

せんので、特にうちのおっか様と話ししますと、こういった話になるんですよ。この

コミュニティスクールって、いったい。私はある程度理解しているつもりなんですけ

れども、もう一度どういったものなのか含めてご答弁願えればと思っております。

○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。

コミュニティスクールでありますが、コミュニティスクール、これに指定された学

校、これには学校運営協議会というふうなものが設置されていまして、保護者や、そ

れから地域の皆さん方が一緒になって学校運営の基本方針を承認したり、それから教

育活動について意見を述べたりというふうなことを通じて、学校の様々な課題解決に

向かって参画していくというものでございます。大玉村につきましては、１校１校の

学校運営協議会ではなくて、幼稚園から中学校までを１つの学園、大玉学園というふ
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うに見立てまして、そこに１つのコミュニティスクール委員会を設置して、その中で

様々な課題ですとか、そういったものについて協議をしていくというふうな考え方で

ございます。学校をどう支援していくか、それから、学校を核として地域にどう学校

が根ざして、更に地域の活動をサポートしていくかというふうな、その両方の情報の

交流といいますか、そういったことを確認したコミュニティスクール委員会を中心に

したものが、いわゆるコミュニティスクールというふうなことでの説明でございます。

以上であります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 先ほども言ったように、私は理解しておりますけれども、地域に、

これ周知されるような施策であるというのであれば、なお一層このコミュニティスク

ールの理解度も増すと思いますので、事あるごとに村長を筆頭に、こういったコミュ

ニティスクールはこういうものですよというふうな村民への周知を願って、次の質問

に移ります。

また、除染関係に戻るわけでございますけれども、農業、林業について原発事故の

影響について伺いたいと思います。特に今回、私は森林関係について、森林の除染も

含めて当局に伺っておきます。過日、新聞に、林業について大見出しで、岐路に立つ

林業、価格低迷、風評が拍車、あと皮、樹皮の処理も不透明ということで、こういっ

た大きな見出しである新聞に出たわけでございますけれども、特に除染というのは、

今我が村では面的に部落単位でやっておりますけれども、二本松等に聞きますと子ど

もある家からやっているそうです。それは点の仕事であって。やはり私は、今、村の

やっている面的除染がやっぱり非常に良いと思っております。点的よりも、二本松の

人も、住宅が高いところに子どもがいる人であれば高いところをずうっとやってくれ

るのなら話はいいけれども、低いところにいて、後から半年後、１年後に高台の人に

いくんだとなれば、これは逆効果だと思うし、そういった面から含めますと、村の今

の住宅の除染は非常に理にかなっているというふうに思っているところでございます

が、林業の除染、特に村長は林業協会の会長をしているということでございますので、

林業関係、特に森林除染、村長は、これ前回までの定例会の答弁ですと、バイオマス

によって３０年間くらいかけて安達太良の山頂からこの辺まで、ずうっとこれ森林で

すので木を燃やして発電までいくかはなんだか分かりませんけれども、そういった計

画も持っているんだということも聞いておりますけれども、この森林除染はどのよう

な今考えを持っているか、どのような方法で森林除染をしていくのか、これガイドラ

インうんぬんということを前回聞いておりますので、その点も含めて会長という立場

から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、今朝ほど来からも森林除染をやらないと最終的には良い

環境にはならなよと。いつまでも結局尾を引いていきますよと、そのぐらい県土で

いえば７１％が森林面積であって、本村も約７０％が森林面積であると。民有林が

２,０００町歩ある、国有林が３,０００町歩ある、こういうことでありますから、全
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部とはいいません。

要するに、生活圏域に影響あるところは少なくとも現在のガイドラインでは良い環

境には、安心安全の確保はできませんよと。だから、これを場所によっては、皆伐を

認めてくれと。全部伐採する。それから、あるいは場所によっては間伐を認めてくれ

ないかと。だから、その地域によって、そのところによって違うんだから、きめ細か

に国の責任で調査をして、そして国で言っている毎時０.２３なり、それから１ミリ

なり生涯１００ミリなり達成できるように、そのためにはこれだけの森林の除染をし

なくちゃならないというふうに、国の責任で権威ある立場で調査をしてやってくれな

いかと。そうすると、おのずとガイドラインに載せざるを得なくなるだろうと。そう

いうふうに迫っているんです。まだ結論は出ません。今いろいろと障壁を越えて、検

討委員会は立ち上げになりました。そして、除染不要っていうのは今そういうことで、

先送りの形になっております。したがって、そうなれば今度大量に皆伐を認める、間

伐を認める、それを、じゃあどこに置くか、この仮置きの問題が出てくる。だから、

それを資源化ということで今の科学技術力は持っているんじゃないのかと。チップに、

本体は大丈夫じゃないのか。それは、チップということで向けることができるんじゃ

ないのか。あと、枝葉のようなものは、これは要するにガス化して、そして熱カロリ

ーを高くして、そして水蒸気を発することができるんでないのかと、そういう予算を

経産省の中に、そういう予算を積極的に出してくれないかと。大玉の民有林だって

２,０００町歩あるんだ、そうすると６６町歩例えば１年にやれば、３０年間分ある

んでないのか。だから、そのくらいのサイクルで、１回汚れた森林をちゃんと除染を

するということでなければ、森林をよみがえらせるということでなければ、これは去

年の３・１１以前の地域には、完全に戻るっていうことはできないまでも、それに近

づけるっていうことはできるんでないのか。だから、森林の除染は避けて通れないん

でないかということで、これ迫っているんです。なかなか、しかし、いろいろ仕組み

があって、例えば、そういう技術は持っているんです。今いったようなことは持って

いるんです。これを認めて、大玉に例えば１か所とか２か所を、それ相当にやれば、

それは進みます。森林も今度は、ちゃんと皆伐してそこに植林しておけば、これは３０

年も経てば、これはちゃんと一人前の木になるんです。ＣＯ２もちゃんとより以上こ

れは吸収するようになるんです。今の荒れ放題の山は、これを機にそれをやれば、よ

みがえらせることができる。だけども、そうやって、どこにもかくにも認めると電気

今度はね、なかなかいろいろな仕組みが難しいところがあるんだ。そういうふうに、

あまり認めて電気を起こされたのでは困るっていう方もいるんだ、世の中には。だか

ら、認めたくないっていう部署もあるんだ。だけど、そこを再生可能エネルギーとい

う方向付けしたんだべと、なんで認められないんだと、我々が除染絡みでやりたいん

だよと、これ今迫っているんです。なかなか、これはやっぱり壁は厚い。そういうこ

とで、いずれにせよ１００点にいかなくても際立って生活圏域に影響する森林につい

ては、これはやっぱり認めてくれないかと、ガイドラインに載せてくれないかと。や

っぱり、いっぺんに私の考えているようなことにいかなくても、今集落地帯にいぐね
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がある。そういういぐねぐらいは皆伐を認めると。そういうものは、やはり一時チッ

プにして、あるいは汚れてないところは樹皮と枝と落として、あと、その材料になる

ものは厳重検査をして材料にする。あるいは、細いようなものはチップで本体はやる

と。枝葉については今度はチップにして、これは仮置きにする。こういうことで、極

端に生活圏域の影響あるところ、身近なところ、これをせめてやっぱり早く認めてく

れないかということで、いっぺんにできないから、そういうふうにお願いしているん

だが、なかなか、はいそれとはいかない。これを、この辺に認めますと、今度、今の

浜のほう、これは大変な、やっぱり山があるんです。あれ全部やっぱりやらなければ、

あそこはなかなか難しいと思います。だから、どのくらい金かかるのか。５兆円なん

て言っていますが、そんなもんではないですね。大変な、これは試算してみないと分

からないでしょうけれども。だから、先ほど話されましたが、これは東電でなんては

だめなんです。とっくに、これは破産なんです。だから、一義的には東電責任ある。

最終的には国の責任で、これはちゃんと果たしますよと、こう言っているわけですか

ら。また、そうさせなくちゃならないんです。東電なんて、これ始末できようがない

んです。そんなことで森林には難しさがありますが、そうやって、なんとか影響ない

ように、段階的でもいいから、ガイドラインに載せて、そして除染をしていきたいな

と。また、これ議会でも終わったら、また年内に運動を、継続、やっぱり運動してい

くしかないんです。そうやって、やっぱり一歩でも半歩でも変えていかざるを得ない

ということで、努力をしていきたいなというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 懇切丁寧なるご答弁だったのでございますけれども、私も村長に、

その点は一任しますので、声高らかに国、県に、その旨お話しし、やっぱり本当に笑

い事になってしまいますけれども、森林除染なくして、除染のこれ完全除染はないと

思うんですよ。

今回、これ大玉村でも残念ながら米、俵数にして６袋、種の大豆、ある地域で出た

そうですけれども、これは、やっぱり木の関係が非常にあると思うんですよ。その点、

村長、今言ったとおり、先ほど関係当局に声高らかに発信していただければというふ

うに思っております。

次に、この最後になりますけれども、観光について現在の状況。特に、フォレスト

パークの村に対する経済効果はどの程度みているのか、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。

フォレストパークでありますけれども、年間、原発事故前においては２０万人ちょ

っと切れるぐらい、１９万７,０００人ぐらい、２２年度で１９万６,０００人という

ような形で観光客が、利用客が訪れているということであります。これが原発があっ

た年には、２万６,０００人と、大体１０分の１程度に、かなり激減したということ

であります。フォレストパークも含めたあだたら高原、アットホームも含めますと年

間２５万人から２６万人の利用客、入り込み客がございます。これらのものについて、
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２３年度の事故を受けまして、その後は激減したと。２４年度においては、オートキ

ャンプ場については７割程度の回復を見たと。オートキャンプ場につきましては、年

間２０万人のうちの５万人程度がオートキャンプ場の利用客。残りについては、森林

学習館とか広場の利用客ということになります。オートキャンプ場の７割程度は、現

在回復しつつあると。ただ、広場のほうについては団体利用がほとんどないというよ

うな状況で、かなり広場については利用客がいない。これらの経済効果でありますが、

例えば広場の利用が１５万人ぐらい、ほとんど来ないということになれば、従来です

と１５万人。それで１００円のジュース１本買ったとしても１,５００万。それから、

オートキャンプ場については、ほとんど食材を持ってくる人が大体４号沿線のスーパ

ーセンター等で調達すると。あとは、ビジターセンターで大玉村の米は販売している

ということで、大体の方がスーパーセンターや直売所での米を大玉産の米を利用して

いる。こういうものも含めると、全体で１億とか、そういうふうな経済効果はあった

のかなというふうに現在考えております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） ありがとうございました。

やはり、今、これらについても原発の影響で、あるいは風評被害でなくて実害だと

いうふうに思っておりますけれども、やはり力の要るところには力を入れて、これ我

が村にフォレストパークっていうのはありますので、いくらでも、１円でも２円でも

多くの金を落としていただければというふうに思っている１人でございますので、こ

の点、フォレストパークの経済効果をもっと上げていただければというふうに思って、

最後の質問に入ります。

最後の質問は、直売所についてでございます。これも先ほどの質問者がありました

けれども、これ来年度以降の事業になりますけれども、建物の、これしき地内の建物

をどのような、これ今構想を持っているのか。そのイメージ的にでも結構ですので、

当局に伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

現在、造成中ということで、栗子トンネルの土の搬入が終わりました。転圧を終え

て、今後開発許可が下りるのを待っている状況であります。それを待って周辺整備工

事というような形に入るわけでありますが、建物につきましては、企画委員会からの

報告を現在待っている段階でありますが、現時点において、その今まで出た意見とか、

そういうものを要約しますと、加工所の設置は必要だと。それから、食堂と農家レス

トランがいいのか、テナントがいいのか、まだ結論は出ておりませんが、そういう食

堂等、食べられる場所があればいい、必要だと。それから、加工品等を中心とした、

そういう直売施設、現在の施設がとりたて野菜とか、そういうものに重きを置いて、

もう１つのものについては加工品等の、そういうものがあればいいと。それから、村

の情報発信スペース、あるいは、そういういろんな交流を、市町村等の紹介、そうい

うスペースは当然必要になってくるだろうということでの情報発信スペースの設置。
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あとは、一般的なトイレとか事務室、そういうものは現在想定しておるところであり

ます。また、面積については、何を加工するのか。食堂はどういう形態にするのか。

そういう、まだ結論は至っておりませんけれども、現在の面積が直売所と、それから

トイレを含めますと、建物自体が大体１００坪でございます。今後、造るものについ

ても、１００坪というわけには、なかなか、食堂等が入ればいかないということを考

えれば、２００坪程度を南側の方に寄せながら、北側は駐車場というような利用が現

在委員会の中での大体概要というようなことでございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） おおよそのことはお聞きしましたけれども、特に今、直売所では食

堂もございませんし、加工所もございません。その場には。

特に直売に通っている人は、これ軟弱野菜をほとんど持ってきているんですよ。毎

日売れなければ持ち帰る。カボチャだのジャガイモだのの保存の利くのは、これ何日

かおけますけれども、軟弱野菜の加工をいかにするのかということ、これ非常に思っ

ている人もおりますので、この加工所の体制をもうちょっと深くお聞きしますけれど

も、どのような構想を持って加工所を建てようとしているのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えします。

今、７番議員さんがおっしゃったような、そういう余ったものの処理、そういうも

のについて、例えば加工所で漬物とか、そういう２次利用的なものができないかとか、

そういうお話も実際ございました。また、そういうもので作って、果たして消費者の

ニーズが得られるのかというようなお話もございます。そういう意味で、加工所とい

うのはあまり高額なものを入れても採算取れるかどうかも分からない。ある程度近隣

で委託によって加工するというような手法も一つあるだろうということで、最終的に

加工所を造って、その中にどういうもの、どういう機械を購入するかは、まだ決定し

ておりませんが、その辺は十分、時間をかけて吟味をしながら、後で２年後には全く

使わなくなったということのないような形で、現在、最終的に詰めをしながら、更に

また時間をかけて調整をしていきたいというふうに委員会のほうでは考えております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） この加工所は、今県民の森にもございますけれども、利用度ほとん

どゼロというようなことも聞いておりますので、この加工所も機械等も含めて、やっ

ぱりいろいろな面とも相談しながら、方とも相談しながら、是非加工所については、

ここを利用していただく人、持ってくる人と消費者も含めながら、より良い方向に持

っていければと思っています。

また、食堂については、どのような考えを持っているのか、これ農家レストランな

のか、ただの食堂なのか。また、ハウス事業とテナントとして、これ貸してくれとか、

そこの食堂に入りたいんだというふうな人も聞いておりますので、そういった人がい

れば私も入りたいという人も、私直接伺っておりますけれども、その点で、食堂一つ

とっても、どのような方向性を持っているのか、当局に伺いたいと思います。
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○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します。

食堂につきましても、あそこで大玉のおいしい米を食べていただくというふうな基

本的な考えが当然ありますけれども、それが農家レストランがいいのか、あとはテナ

ントで是非あそこに入りたいという方も２～３話も聞いております。その辺について

は、まだ企画委員の中での報告書のまとめの中でも、まだ結論は出ておりませんが、

あそこで４号沿線という立地条件、安達太良を見ながら、そこで食べていただくとい

うことを想定する、そういう施設はもちろん必要であるが、具体的に農家レストラン

的なものがいいのか、それとも、ある程度テナントとしてテナント料を稼ぎながら、

そこで大玉の食材を使っていただきながら進めていったほうがいいのか、それは今後

の、あの辺の一帯の施設の管理運営とも絡んできますので、まだ、その辺については

現在微妙な段階ということで、ご理解賜りたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） せっかくの優良の土地でございますので、この土地の利用と直売所

に合わせた建物でございますので、頭を絞って、道の駅、その辺の道の駅等に負けな

いような建物にしていただきたいと思います。

２番に移りますけれども、先ほど、この運営方法については当面は今のような村直

営方式でいって、その後、何らかの形で検討委員会でかけて検討するというような村

長の答弁でございますけれども、今までの村営、村直営の方式でいいのか、良かった

のか悪かったのか、村長に率直にお聞きしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは結論からいいますと、今まで直売所の直営方式でやってきた

のは、私は良かったと思っているんです。大体分かります。

今度、また更に充実、これ更に６次化を中心としていろいろ検討委員会のあれをい

ただいて、本格的に求めた土地等の有効利用、一体性に今度は考えていく。当面は、

やっぱり直営方式で、やっぱり行政がわかなくちゃならない。否応なしにわかなくち

ゃならない。そして、ある程度分かって、一定の一つの状況を、内容等を踏まえて、

あと今度これはこういう方式でやったらいいというようなことに、やっぱり次の段階

で考えていく。だから、出発時点では、これはやっぱり貴重な税を投じて、そして投

資しているわけでありますから、直営方式でやっぱりしっかりと中身を掌握して、そ

れから運営方法はどういうふうにするかということを第２弾で考えると、こういうふ

うにしていきたいと思っております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 当面は直営方式でいくんだということでございます。

これ、例を挙げますと、大玉村、これはアットホームも直営方式でやっております。

会計については、一般会計と同じ特会でやっておりますけれども、少なくとも、やっ

ぱり利益を儲けるというようなことになりますと、やっぱり一歩踏み込んで企業会計

も取り入れながら、行政から一度手を離して第三セクターなり、そういった方式に持
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っていく必要があるのではなかろうかと思うんです。といいますのも、これ規模が、

今の規模でございますから、７,０００万、８,０００万、原発なければ、もっともっ

と、これ収益が上がったと思うんですけれども、今、臨時雇用ということで常時３名、

更に土日含めて餅かぼた餅か作るわけでございますけれども、そういった人を含めて

多いときで５名か６名なんですね。これ、みんな臨時雇用だと思いますけれども、そ

ういったことになりますと、やっぱりより拡大した規模の直売所になりますと、やっ

ぱり本職員も１人や２人入れなければならないというふうに私思っているんです。そ

うなりますと、アットホームのように、これ一般会計常に持ち出しておりますので、

そういったことも懸念されますので、もう一度その点について村長に、どのような方

向がいいのか伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 常に、より一歩、今よりも良い方法はないかという、そういう追求

は大切だと思うんですね。

しかし一方では、民間と違うところは公共公益性、公共公益性ということも考えな

くちゃなりません。公共公益性というものを十分踏まえたうえで、アットホームおお

たまの位置づけはどうあるべきなのか。どれだけ、どのぐらいの一般会計からの支援

というものを一つの許容とするか。やっぱり、それは幾ら、金額で幾らということは

言えませんけれども、やっぱり、そういう公共公益性というような面も考えなくちゃ

ならない。単なる営利追求だけでやればいいというものでもないなと、貴重な、これ

はやっぱり投資をしているわけでありますから。同様に、今度の今の直売所なり計画

しようとしている増設のところ、新しく求めたそのところも、そういう意味で、やっ

ぱりしっかり、そういうことを踏まえて、そして一応直営で中身を知って、そして、

あと第２弾、３弾で考えていくと、これはアットホームも含めてですね。一時真剣に

考えたことがあるんです、アットホームについても。ただ、部分的に委託ということ

でやったこともあるんです。結果的には高いんです。全面的にやったらば、これいつ

まで経っても応援しなきゃならないということになる。そこで直営方式ということに、

全面的に雇用の関係の委託というやつを変えたんです、直営に。だから、そういう経

験を踏まえてきているところがあるものだから、だから、それがコンクリではありま

せん。それに、やっぱり、より以上の公共公益性を失ってはならない。そして、より

以上の追求心というのは、これはやっぱり常に、やっぱり持っていなくちゃならない

なと。その時点で、しかるべき対応をしていくと、こういうことでいかなくちゃなら

ないというふうには思っております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） より良い方向に持っていければ幸いでございますので、この経営も

費用対効果からみますれば、やっぱり一度村から離して、別な方法っていうこともい

いんじゃないかと私の考えでもありますので、その部分を含めながら今後の方策にし

てもらえればと思っております。

最後になりましたけれども、現在の運営における問題点があればお示ししていただ
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きたい。これは、苦情等も含めてですね、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに、現在の直売所の運営上による問題点というこ

とでございますが、問題点というよりも今後の課題ということで、先ほども話があり

ましたが、いわゆる消費者が求める品種の作付けがないということで、定番ばかり野

菜が多く見られて、珍しい野菜が作付けされていないということと、それが第１点目

で、２点目には、いわゆる施設関係、特に秋冬野菜の作付けが少ないということで、

そういう施設を使った、いわゆる秋冬野菜の作付け、販売が少ないという点がござい

ます。３点目には、特色ある加工品が少ないということで、これらは今回の６次化の

施設の整備と併せて、そういう加工品の販売も進めていくということで、今現在にお

いては特色ある加工品が少ないということと、あとは、鮮度管理の関係でございます

が、いわゆる生産者いろいろございまして、いわゆる生産者同士の鮮度管理の一定化

という、今申し上げました運営上の問題点というよりは今後の課題ということで、認

識しているところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございました。

課題ということでございますので、この課題は一日でも早く取り払ってもらいたい

ということでございます。特に今、加工品については、加工所が運営、あっても使わ

れてないということでございますので、その辺を含めながら、やはり課題は一日も早

く取り払っていただきたい。

最後になりますけども、今の価格の設定は、どんな方向で、だれがやっているのか

伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに、農産物の価格の設定でございますが、最終的

には生産者個々が設定するということでございますが、生産者によっては、各あだた

らの里直売所だけでなくてＪＡ関係の直売所等に出品している方もおりますので、そ

れらの価格の動向を見て、最終的には出品する生産者が設定しているということでご

ざいます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） といいますのも、この価格についてはいろいろな、これ方が、いろ

いろ思っていて、私たちは年金もらってないんだと、年金もらって小遣い稼ぎの人が、

これ価格こうだって決めちゃうと、１００円や２００円のこれ１つで価格の差が付い

ちゃうそうなんですよ。

やはり、これは価格の決定というのは、これ店長はじめ従業員等は、その近くの同

じような物を売っているような所の価格と同額か、以下かになりますけれども、価格

の設定というのは、これ直売所だから我がの価格でいいんだということでなくて、適

正な価格でこれ適正なものを販売するというのが大原則なことでございますので、今

後どのような、これ方法をとっていくのか質問して最後にしたいと思います。
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○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに、価格の関係ということで、一部生産者、安い

価格で販売しているということでございますが、最終的に個々の生産者の判断ではご

ざいますが、いわゆる先ほど申し上げました品質管理の一定化とも併せまして、いわ

ゆる悪かろう安かろうではだめでございますので、そういった形で品質の一定化を図

っていきたいということで、なお、それらについて今後直売会の中で十分協議してま

いりたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 金にかかわる問題でございますので、より適正な運営を求めて、私

の一般質問を終わります。ありがとうございます。

○議長（佐藤 悟） 以上で、７番佐藤誠一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後３時５分といたします。

（午後２時４９分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後３時５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） １番鈴木康広君より通告ありました大玉村のこれからの産業構造農

業や商工業の現状と方向性についてほか１件の質問を許します。１番。

○１番（鈴木康広） １番鈴木康広です。議長より発言の許可をいただきましたので、先

に通告しました大玉村のこれからの産業構造、農業や商工業の現状と、その方向性に

ついての質問を行います。

まず最初に、村内の農業並びに商工業の事業者数と、その売上高について伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

まず、農業の従事者数でありますけれども、平成２２年２月に実施した統計調査、

農林業センサスによれば９４０名でございます。また、商業者については、平成１９

年６月調査の商業統計調査で５０３人、工業については、２２年１２月の工業統計で

５４２名というふうな数字が出ております。

それから、売上高でありますが、農業の産出額でありますが、平成１９年以降の調

査が現在行われておりません。直近のデータはないわけでありますが、それまでの生

産農業所得統計によれば２４億円から２６億円、過去１０年間そのぐらいの数字で推

移しております。商業、工業については、それぞれの統計調査によりまして、商業に

ついては１０１億円、それから、工業統計では１１０億円となっております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

第４次の大玉総合振興計画のページ３４ページ、３５ページのほうに、製造業は２

つの工業団地合わせて従業員数が４人以上の事業所数が２５か所、従業員約４６人が
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平成２１年の状況であるという文章が載っています。また、建設業については、事業

所数が５８か所で、従業員数が２８７人と、これは１８年現在という形。これ、実際

に今回の震災によって、今現在農業、その他工業等について従事者数とか、若しくは、

そういうところがどういうふうに変わっているかということがいちばん今懸念されて

いるとは思うんですが、先程来の質問にあるように、建設業については今この震災復

興又は除染という形で、非常に人が足らない状況。忙しい状況というふうになってい

るというふうに思っています。ただ、実際には震災以前については、製造業、建設業

とも非常に厳しい状況があり、こちらのほうの調査にもあるんですが、建設業につい

ては経営規模の縮小が示されていたと。そのために、村内企業の交流、技術やノウハ

ウの地域資源との融和、付加価値の向上や異業種への進出など、新たなビジネスモデ

ルの開発への支援が重要と結ばれておりました。多分こういうものについては、今回

の震災後の大きな流れの中でも、着実に進められているのかなとは思っております。

また、震災復興予算等によって、今村長からも話のあった製造関連のほうについて

は、新たに追加３件で合計４件の新規の設備投資を含む事業が、要するに実施されよ

うとしています。ただ、今まで既存の企業、建設業も含め既存の企業が事業を継続す

るための助力となるようなものは、今回の復興予算を含めたいろいろな施策の中には

意外と使いにくいというか、見当たらないというのが現状じゃないかというふうに私

は考えています。今までがんばり続けてきて、今も苦しんでいる地元の製造業をはじ

めとしたいろいろな職業も含めて、そういう形のものが今現在どういう状況にあるか

の調査、また、どういうふうな支援をすれば、その経営が改善されるのか。事業の体

力づくりのためには何が必要かなどについての調査が行われることが必要かと思いま

す。

また、今回、先ほど述べた建設業については、非常に人手不足の状況から、将来的

に人員をどんどん増やして経営規模拡大していいかどうかという面を考えると、なか

なか長期的な展望は今回震災に関して、長期的な展望があるわけではないということ

で、今回の震災の影響がなくなって、前の以前の景気状況に戻ったときに、震災復興

の影響がなくなって建設業とか設備のほうの投資が減った時点で、その事業規模を大

きく縮小とか、若しくは人員のほうの雇用を守れない状況が発生してしまうというの

が懸念されると思います。今こそ村のほうで、長期的な振興計画の中に、特に震災復

興の予算のなくなった後の計画も再度入れてみて、長期的な村独自の固定資産の形成

や民間投資の喚起策などを考えてはどうかと思うんですが、これについて村長の考え

を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 企業立地補助金、先ほども申し上げたとおり、早く１社、留保にな

ったやつが、保留になっていた分が３社ということで、それはやっぱり実現をさせた

いなと。

それによって雇用も、計画の人数から見れば３社で６０人ということになっている

のは、私のほうで合計してはじいた数字でありますから、そうすると相当雇用につな
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がるなと、効果も大であるなというふうに思っております。

それから、あと除染絡みの関係。除染絡みの関係で、今どんどん人が足りない。雇

用を雇った人を今度終わったときに、これ困るんでないかと、そういう心配もありま

すね。そういう心配もあります。しかし、今、雇用形態、企業は、それは、やっぱり

その辺は十分考えていただく必要がありますが、今やっぱり行政の立場としては、や

るべきことはやらなくちゃならない。とにかく全力投球でやるべきことをやらなくち

ゃならない。重点は２か年、あとは３か年、合計５か年、これで、やっぱりやること

はしっかりやらなくちゃならないと。後世に責任を問われることになります。そうい

う中で、企業が今度抱え込んだ人をどうするかというのは、十分その辺はやっぱり企

業努力で、行政も支援、それは構わないんだということでなくて、支援するところで

は支援をして、そして、やっぱりそれなりに企業努力も十分考えていただく必要があ

るなというふうに思っております。それから、既存の企業に対して容易でないと、こ

ういう企業立地補助金、こういうもののあれが際立ってないんでないかということで

ありますが、これは制度上いろいろあります。こうした関係等につきましては、担当

課長のほうから答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えします。

今、村長申したとおり、企業立地補助金で追加で３社が指定されたと。そのうちの

２社は４号沿線に張り付くこととなっております。あと、企業立地補助金とは関係な

く、もう１社が４号線に張り付いて来年操業を予定しておりますし、旧国道沿いにも

１社、地元のほうの大玉村のほうに来たいというような業者もおります。そういう形

で、４号沿線少しずつ埋まっていくのかなというような感じをしております。あと、

全体的なものについては、建設業関係、除染も含めて復興特需と申しますか、そうい

う形で建設業については、もう手一杯。ただ、先ほどおっしゃったように、長期的な

経営ビジョンに立つと、なかなか拡大もできないというような形でのジレンマの中で、

現在何とか一生懸命やっていると。それ以外のものについては、製造業については大

変厳しい状況にある。二本松管内の雇用情勢を見ても、事務系の職員の有効求人倍率

が０.２ぐらいなのに対して、建設業関係は３.０とか、そういう高い数字になります

が、なかなか逆にそちらのほうに行く方が少ないというような逆転現象が起きている

と。ただ、全体的に一昨年０.２程度の二本松管内有効求人倍率が、現在は０.７から

０.８ぐらいまで全般的には回復している。ただ、業種間によっては、いろんなばら

つきがあるというようなことが現状だと思います。本村においても、今年も福島復興

融資保証料補助、これは管内、本宮市とかなんかも去年で終わっておりますが、本村

においては今年も継続して、もう既に十何件の応募がございます。それから、福島産

業復興投資促進特区、これについても過日説明会を行いました。参加された業者さん

は大変少のうございましたけれども、そのうち３件程度が復興特区制度の減免措置の

適用を受けたいということで、現在その手続きをしながら大玉村として認定作業を現

在進めております。こういう融資制度でありますとか税制の優遇制度、これらも更に
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またいろんな研修会とか、そういうものを通じて、きめ細かな対応をしていきたいと

いうふうに考えておりますし、原発がある程度形が見えた時点で、将来これからある

べき建設業、商工業をどういうふうにするべきなのかということは、その時点で、ま

た改めて調査検討を加えながら、均衡ある発展を進められるような形で、持続可能な

企業経営ができるような形で、行政としても精一杯努力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） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

今、実際いわれているいろいろな制度については、是非地元企業のほうにもいろい

ろな機会を使って説明をし、それを使って地元企業が少しでも経営状況を安定させる

ように、指導のほうをお願いしたいと思います。

質問を続けます。村内の農業は、風評被害によって依然として厳しい環境に置かれ

ています。しかし、本来大玉村は豊かな自然に恵まれ、おいしい米をはじめとした多

くの農産物が作られています。震災以前には、アピオスなどの新しい作物への取り組

み、その他の作物についても多くの取り組みがあり、盛んに行われていました。その

潜在的な力は、今現在も決して失われてはいないと考えております。風評被害の克服

には、現在の状況を全国の消費者に伝えて、正しい理解を求めるしかないと思ってい

ます。魅力ある農産物の生産と、それを知ってもらうための努力の一つとして、今回

６次化の行っている高付加価値農業などが挙げられています。そういうものについて、

今現在、実際に行われている高付加価値の農業、又は、そのインターネット販売など

の実例等、その規模や事業形態などについても伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに、６次化などの高付加価値農業、又はインター

ネット販売等の新たな手法、そして、その規模、形態という質問でございますが、い

わゆる高付加価値、農産物として加工して販売するという加工販売、そういう加工品

の販売、そして農家レストラン等がございますが、そういった中で、現在取り組んで

いる部分については、農産物の加工品で申し上げますと、加工直売会の会員１０数名

が農産物を加工して、直売所等で販売しているという例がございます。

また、インターネット等の利用による販売ということで、村内では農産物はじめ加

工品等をインターネットで販売しているということで情報は得ておりますが、具体的

な規模、形態については現在のところ把握していないような状況でございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 今、そのインターネットの販売が行われているが、具体的な情報に

ついてはつかんでいないと。

そういうものについての特別な啓発とか、若しくは、その補助の方法とかが必要と

今のところは多分村当局は考えていないということの結果なのかなというふうに感じ

たんですが、ただ実際に、今後大玉のすばらしい農産物を知ってもらうためには、い
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ろいろな方法をとる必要があるのかなと思いますので、それについても、とりあえず

調査を是非進めて、調査の中で必要な支援等があれば是非検討していただきたいと思

います。

では、その流れの中で、今現在、農家がいちばん抱えている問題としては、自分が

作った農作物が消費者に喜ばれて消費されないんじゃないかという不安感。結果、最

も大切な農業へのやりがいが失われているのではないかと思います。こういうものに

ついては、実際に生産した農作物を販売する機会とか、それを今いったような、みん

なに知ってもらう方法を村も含めて検討しながら、少しでも自分が作った農産物がみ

んなから認められるような形に戻していかなくてはいけないと思いますので、併せて

お願いします。

では、質問のほうを次に移します。大玉の今後の税収予測。今の内容について、農

業を含めた、商業も含めたんですけれども、今現在の産業構造を今後何年かの間に変

えていく必要がもし村として予定があれば、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） １番議員さんにお答えします。

今現在の産業構造をどうするかということでありますが、村内における就業人口、

これらの推移を見ると、例えば昭和６０年を見ると、国勢調査の就業人口、１次産業

１,６００人おりました。それが、平成２２年度の国調には、国勢調査では４９２名

に激減しております。それから、３次産業については１,２００人だったのが、昭和

６０年、現在平成２２年度では２,１２０人と、大幅に就業の構造が変わってきてい

るというようなことが言えるかと思います。こういう傾向は、２次産業はそんなに昭

和６０年代と変わりませんが、１次と３次の逆転現象が甚だしい。それから、その就

業人口の流れでありますけれども、村外に、６割を超える方々が村外に就業されてい

る。いちばんは本宮市で１,２００人程度、それから多いのが郡山市が７５０、二本

松市が５４０名というような形で、６０％を超える方が村外に就業の場を求めている

というような状態にあります。これらを踏まえて、今後の産業構造どうなるのかとい

うことになりますけれども、まずは４号沿線、これはマスタープラン、土地利用計画、

それから第４次総合振興計画でも、あそこを産業集積の拠点というように位置づけて

おります。そこの開発等がこれから重要になってくるのではないかと思います。ただ、

不安定な経済状況の中でありますので、なかなか現在、厳しい状況でありますけれど

も、これからも企業立地促進法でありますとか、復興投資促進特区、これらの制度を

活用しながら、４号沿線に産業を集積しながら、遠くまで行かなくても村内で雇用が

できるという、そういう形での産業構造にしていければ、今後大幅に産業構造が変化

するようなことではない。守るべき農業と、それから雇用の場の確保と、両方両立し

たバランスの取れた、均衡の取れた開発ということになれば、大体こういう形の現在

の就業構造が大体このまま、あと数年間は続くのかなというふうには考えております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。
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４号沿線の産業並びに商業の集積によって、少しでも村内に雇用が増えて、村外の

雇用、村外に働きに行っている人が、結果として村内で、近くで働けるという形にな

れば、将来的にも大玉村内の経済基盤等も安定してくると思いますので、そのような

施策のほうの推進をお願いいたします。

続きまして、大玉の今後の税収予測と安定した政策基盤の確保の方法についての質

問を行います。今までの話に出てきたように、当然、必要な施策を実施するには財政

的な基盤の裏付けが必要になります。大玉村については今、財政指数は非常に良い状

況があって、いろいろな施策を積極的に進められる状況が整っていると思います。で

は、今回の震災を含めたここ数年間の税収予測と、その変化の要因について伺いたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） １番議員さんにお答えを申し上げます。

１０年間の税収ということでございますが、ちょっと資料を今手もとにございませ

んので、後でお知らせしたいと思います。今の税収の予測としましては、当初予算の

際にお話をしたような形で、固定資産税が震災と原発事故により９,０００万ほど減

収になる。個人村民税につきましては、扶養控除の改正がありまして若干の伸びはご

ざいますが、震災前の状況と比べては大きな税収を望むことは、長引く景気が低迷し

ておりますので非常に難しい状況ではないかなと。それから、軽自動車関係も、エコ

カー補助金が終了しまして、若干の駆け込み需要がありましたが、その後については

大きな伸びはないということでございます。先ほども固定資産税のお話をしましたが、

今年、２４年度にも見直ししておりますので、あと３年間は当分見直しできないとい

うような状況になっております。それから、宅地関係につきましては毎年見直しをか

けるようになっておりますが、このような汚染されているような状況で除染進んでお

りますが、こういった状況を鑑みますと見直しも大きな増額をすることはかなり厳し

い状況ではないかなというふうに考えております。以上であります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 丁寧な答弁ありがとうございます。

今、示されたように、税収という面で見ると３年間については、固定資産税につい

ては少なくなっている、９,０００万ずつ減った状況が続くと。そのほか、個人村民

税は若干増える可能性はあるんですが、軽自動車のほうの補助金とか、その他の宅地

の方の見直しについても難しい状況が続くと、税収自体は当分の間については少ない

状況というか、減っていく状況が考えられるということが分かりました。

ちょっと、そこで話を変えたいんですが、最近、国会等で地方分権に絡み、所得税

の地方税化という議論がされています。村のほうの自主財源とか依存財源についての、

その性質や仕組みについて向学ということで、今ちょっと説明をお願いしたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 税の有り様だね。
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これは、税金は１８６８年、要するに幕藩体制を国家統一して、そこからずうっと

１４４～１４５年、そういう形できているんですよ。中央集権で。だから、国がとっ

て、そして交付することになっているんだ。これ逆にすればいいんです。北欧とかヨ

ーロッパ並みに。要するに、大玉ならば、大玉で、まず住民１人当たり幾ら国家統治

のため、国に結局防衛とかいろいろある、国で必要とする金を住民１人当たり納めれ

ばいい。そして、あとは順位を全く逆にしてしまう。あと必要な税は、こうやって議

会で決めて、そして大玉村は幾ら、国に納めるのは幾らだよ、あとは幾ら結局村政を

執行するのには必要なんだといって、じゃあ固定資産税を幾らにするか、村民税は幾

らにするか、そういうふうにすれば、何も交付税なんていうのをあてにしなくても、

じゃあ地方自治体によっては、やはりもらわなくちゃだめなところもあるかもしれま

せん。ほとんどの自治体は、これは大体そういうふうにやれば、これは大体は税とい

うものについては、その自治体、自治体でこれはできるんです。だけど、そういうこ

とを言ってみたって夢物語になりますから、だから、やっぱり少しずつ地方のほうに、

やはり税の有り様というものを、やっぱりこれはもらわなくては。交付税もらわなけ

れば成り立っていかないみたいな言い方を、またみんなもそういうふうに思い込んで

しまう。そうでなはいんだよと。実際は結局、交付税以上に例えば自治体によっては、

これはちゃんとありますよ、そういう自治体だってたくさんあるわけなんです。今の

都市部だけではないですよ。これは、大玉あたりで消費税だけだって大変だと思いま

すよ。そのほか法人所得税とか住民税だとか固定資産税とか、これ本当に１人当たり

幾らということで納めて、そして、そういうものを税をどうあるべきかということを

考えれば、これは交付税どころではないですよ。国税のほう、交付税以上に国税納め

ていますから。これだけ考えても分かるんです。だけど、そういうことを言ってもし

ょうがないから、徐々に、徐々に、やっぱり地方に力を付けていくと、こういうこと

だと思う。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 大変勉強になりました。ありがとうございます。

税金のあり方については、いろいろな仕組みがあるということで、大玉村について

は今現在、地方への交付税がかなりの割合を占めているんですが、実際には、それは

国税との兼ね合い上であれば決してそれは少ないわけではなく、十分に村自体が産業

とか、若しくは人口等を考えれば、自立というか、やっていくだけの力を持っている

ということが分かりました。

では、実際に人口とかの人的要因とか、産業構造の変化などによって税収が実際的

にはどういうふうに変化するか。その細かい点について、ちょっと伺いたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。

人口の増、それから産業構造ということでございますが、人口につきましては、当

然人口が増加すれば所得が出ますので、個人村民税等が当然上がってくる。それから、
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定住していただければ固定資産税、家屋、土地等にかかる固定資産税が上がります。

それから、産業構造につきましては、いろんな業種がございますので、大きくくくっ

てこういう形ということは難しいかもしれませんが、会社が進出してくれれば土地を

買えば当然固定資産税、建物建てれば同じく、それから、いろんな機械等の償却資産

等も入りますし、それから、雇用となれば同じく、その勤めた方に個人村民税等がか

かりますし、それから法人村民税が、その会社が儲かれば法人村民税がたくさん納め

ていただければ非常に税務課としても助かりますが、そういったものが、もろもろ細

かいものが税収として入ってくる予定になっております。以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 今、挙げられたように、実際には人口若しくは企業数などが増えて

いくことが税収が上がっていく、簡単な一つの要因だということが分かりました。

ただ、実際に、その人口を増やすとか企業を誘致する場合については、一時的な税

金の減免とかというものも政策の一つとしては十分考えられます。今、大玉村は大き

な変動の中にあって、今後の将来を決める重要な決定時期にきているのではないかと

実は考えています。こういうときに、できるような方法をすべて積極的に検討して、

結果として５年後、１０年後、大玉のほうの、今いったような状況が結果として良か

ったなと言えるような、すべての方法を是非積極的に検討して、それが一つでも多く

実施されることが大切ではないかと思いますので、税制面で、かえってこの時期税制

が、収入が下がるんですが、こういうときに減税策も含めた何か考え等があれば伺い

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど簡潔に言ったつもりなんだけれども、結局、地方分権の時代

なんだから、地方に、やはりもう少し権限を与えてもらいたいんですね。

これ、今は国でガボッと取るんですよ。そして、取って必要な分を基準財政収入額、

大玉でこれ幾ら村税とかの収入があると。しかし、かかるのは基準財政需要額という

んですね、幾らかかるか。それの差額は交付税で交付しなければならないと、ねばな

らないとなっているんです。だから、基準財政需要額に基準財政収入額は、もともと

足りないようになっている。それを国のさじ加減で、おまえらにこれを交付するぞと。

これは違うと。これは、そういうところはいっぺんに変えられないから、だから、や

っぱり税の仕組みそのものを、やはり変えられるところから、例えば税目ごとに。今

国で取っているようなものも、これも例えば地方のほうに回してくれとか、そういう

ふうに。あと、今一部回しているけれども、それを結局、もっと率をよく回してくれ

とか。そういうことで、地方の分権、地方に権限を税の分野においてもやはりこれは

与えていただくような、そういうことを我々地方の立場としては、やはり運動を強く

していく必要があるなと。徐々に、徐々に現在のいろんな税の仕組みがあります。わ

かりやすく言えば、国がいちばん余計に取っているんです。そして、必要なところに

分配してやるぞと、いつまでも権限をこうやって持っているんです。だから、それじ

ゃあ、そんな時代ではないよと。やっぱりその辺は、やっぱりこれから、やっぱり我
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々声を挙げて、そして政治家も、ちょっとその辺は考えてもらわなければならない。

そうすれば、これは、だから交付税もらうんだ、交付税もらわなければやっていかれ

ないんだと、そういう貧乏根性持ったのでは地方自治体はだめだということ。これは、

そうではないんだ、もともとなっているわけ。ただ、明治維新の時にそういう強い中

央集権主義を敷かないと、やっぱり国家が統一にならなかったわけ。だから、それを

やっぱりずうっときているわけだ、これ良いことだと思って。だから、それをやっぱ

り徐々に改めていく必要があるんじゃないですか、これを、これからやっぱり声を大

にしていく必要があると思う。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 村長の強い意志というか、感じまして、今後の大玉村はすごく大丈

夫だと強く感じましたので、これで私の質問をすべて終わりたいと思います。ありが

とうございます。

○議長（佐藤 悟） 以上で１番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。

１０番須藤軍蔵君より通告ありました再生可能エネルギーの取り組みについてほか

１件の質問を許します。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） 議長の許しを得まして、通告いたしております質問を行います。

取り戻す美しい日本を取り戻すと誠にすばらしい言葉でありまして、私も全く同感

であります。原発事故、爆発事故による健康、それから、野も山も畑も緑も汚されま

した。こういう中で、今、県内外に１６万人も今避難している、そういう状況であり

ます。こういうときに、なおさら今もって原発の電気のほうが安いんだというように

しがみついている勢力もあるわけでありますが、そういう歴代の政権なり東電から文

字通り美しい日本を取り戻すというのは、私たちの課題だというふうに思いつつ、そ

ういう決意を強めつつ、はじめの質問を行います。

これまでも再生可能エネルギーについてはお尋ねをそれぞれしてきたところであり

ますが、大玉村の条件の中で再生可能エネルギーというものについてはどんなものが

考えられるか、項目だけで結構でございますので、まず最初に、その点についてお尋

ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。

今般、再生可能エネルギーの利用推進の村宣言も一緒に出させていただいておりま

す。その中でも申し上げております。太陽光発電、それから小水力発電、更にバイオ

マス発電等について、我が村の条件に即しているのではないか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） それらの中で、今お話あったような中から、基礎資料的な収集を、

あるいは調査、こういうものに着手しているものがございますかどうか、お尋ねをい

たします。

○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） １０番議員さんにお答えいたします。

太陽光発電については、既に着手しているものはありますが、基礎資料、基礎的資

料となりますと、３月までに予備調査をしておりますのが小水力発電についてであり

ます。その後、現在は可能性調査ということで、県の補助金を受けて来年の３月まで

に、その流量でありますとか流速でありますとか、それから、その河川の権利、いろ

んな問題がございます。そういうものも含めて、現在可能性調査を行っているところ

であります。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 今、百日川といいますか、小水力ですね、についての、そうした

基礎調査をしているんだというお話がございました。

ある程度、私もそれなりに承知はしているつもりですが、そういうことについては

議会の何らかの折りに、ひとつ触れるなり、あるいは全くどうこうなるものでは今の

段階でないけれども、こういうことをしているよということは一つ話あってもしかる

べきだというふうに思うんですね。少なくとも、産業厚生常任委員会のメンバーぐら

いにはあってしかるべきだというふうに私思いますけれども、どうですか、この点は。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） それへの、ここにこうだということは言っていないまでにも、予算

の段階で、これはそういう、これは予算の計上ですよということで議会に、皆さんに

明らかにしていると。

大体、それで趣旨はお分かりだったのかなというふうに思っておるわけであります

が、もし足らざるということであれば、やぶさかではありません。大切なことであり

ますから、今度そういうことについては機会あるときに話をするようにいたします。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。

企画や、それから予算の編成なり執行、こういうものについて我々、これはあれだ

から、そっちの責任だし権限ですから言うつもりはありませんけれども、そういうこ

とは、やっぱり一緒にやっていくべと言っているわけだから、そういうお話があって

しかるべきだと、これぐるぐる、ぐるぐるわげのあたりのわきを、わあわあ騒ぎ騒ぎ

歩いているんですよね。一声もかけないで歩いている連中がいっぱいいるんですよ。

それは業者だから知ったことじゃないけれども、そういうものについては、やっぱり

分かったほうがいいのかなという点でお尋ねをしました。

次に、はじめにお尋ねしましたが、再生可能エネルギーの話の中で、特に小水力、

あるいは太陽光、木質バイオ、こういうのを今お話ありました。そうしたものを事業

として取り入れる状況の中で、村当局としての立ち位置と言いますか、そういうもの

について伺いたいと思うんですが、原発事故後、急速に、こうしたエネルギーという

ものの転換について、それぞれの条件を生かして自治体でも様々な取り組みをしてお

りますね。事業として、一つの方向として、先程来も、今朝ほど来もいろいろありま

した、やっぱり自らの自治体の体力の幾らでも足しになるようにということでの取り



- 72 -

組みをしているようでありますけれども、大玉村としてはいったいじゃあ、そういう

ことについての、つまりスタンス、事業についての立ち位置といいますか、そういう

ものはどういうふうに考えているんだということについて、お尋ねいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 立ち位置についてどうあるべきかということで、この度議会に議案

として提出をさせていただいております。

再生可能エネルギーの取り組みを積極的に推進をする村なんだと、大玉村の意思と

して、自治体として、これはアドバルーンを上げると、この必要性があるなというこ

とで、今回議会のほうに提案をさせていただいております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） それも一つのあれですが、後で触れますが、太陽光発電について

私なりの考え方なりを申し上げながら、村としてもご検討いただければ有り難いと思

うんですけれども、結論から先に申せば、事業者となるのかならないかという話であ

りまして、やっぱり私は後者のほうで、事業者でなくて、むしろサポート役といいま

すか、ある程度のグループなり、あるいは団体なり個人が始めようかと、特に太陽光

などについて、あるいは商工業者が何人かでやろうかとか、ＪＡも県のＪＡ段階では

基本的にそれを進めるというような話もありますので、そういう皆さん方を応援する、

あるいは環境を整える、こういう役割に徹すべきではないかというのが私の考え方で、

その立ち位置というのはそういう意味で聞いたんですね。つまり、自ら事業者になっ

てやるのか、それとも、そういう応援する立場になるか。しかも、農業委員会などは

特に土地についても、どこが、どういう地目で、どういう助成を受けているから、こ

こはどうだとかこうだとかということは、すっかりあるわけですから、そういうもの

とセットになって、より、特に太陽光についてですけれども、そういうものを進める

にあたっては、村が推進する役目を果たすべきかなというふうに思ったところであり

まして、金融機関等々についても村としても積極的に応援しているんだと。したがっ

て、特段の金融機関としてのお骨折りをいただけないかと、融資を有利にしていただ

けないかというようなお話をするようなサポート役に徹するべきではないかというふ

うに私としては考えるわけでありますけれども、そういう意味での考え方ということ

について、お尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 積極的に再生可能エネルギーに取り組みをするという自治体という

ことを宣言をするわけでありまして、公共施設等については、これはやっぱり自らが

積極的に設備を充実を図っていきたい。

しからば、あと再生可能エネルギーのそういう事業取り組み、これ行政は原則企業

ではない。そういうものは、やはり支援する立場、そして仕掛けする立場、そういう

ことで、そういう方向付けでいくものについては、行政はそれなりに、その時点にお

いていろいろやっぱり整備をする必要があります。内規の整備をするような必要もあ

ります。あるいは、補助等の道をどうするとかというのもあります。そういう面で役
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割を果たすべきであると、そのように基本的に考えております。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで議長からお諮りいたします。

議事の進行上、本日の会議時間を、あらかじめ延長したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 小水力、あるいは木質バイオですが、私どもも昨年来、先進地取

り組みをして一定程度のいろいろ見てきましたけれども、小水力だと使用目的がごく

ごく限定されるし、一定程度の発電量を確保しようとするとかなりの投資、お金がか

かるというふうに思っておりました。

今朝ほど同僚議員から、おまえ、それ認識浅いぞと。今は小水力でもパイプを通し

て圧力かけると、すごく良いものが出来るんであって、そういうものをもうちょっと

勉強していかないとしょうがないぞというようなことを言われたので、そういうもの

も含めて、やっぱり小水力、私はそういうふうに今まで、今朝まで思っていました。

銭かかると。

それから木質バイオ、これについては森林の除染、先程来の質問もありましたが、

正に森林除染を念頭にしながら考えておりまして、大玉村での山林の手入れ、先程来

お話ありました。２,０００町歩の３,０００町歩というようなお話ありました。７０

％が森林だということを含めるならば、これまで国が撤退に撤退を続けてほったらか

しているに近い状態である、そういう森林、こういうものを、やはり先程来村長が言

ったような形で手入れをすることによって、これから先ずうっと子々孫々までこうし

た恵みを村内に確保できる。文字通り国が、そうした山を放りだした政策から日本を

取り戻す、このことも私たちの手でできるなと、こういう意味で思うわけでありまし

て、このバイオマスについての取り組み、これ実はいろいろお話しありましたが、村

単独では限界があるのかなというふうに思いますし、先ほど村長が言った今議会に提

案されている再生可能エネルギーの利用促進の村宣言というのは、正にそのこととの

兼ね合いがここに出てくるんだなというふうに思うんですね。つまり、これアドバル

ーンをポンと上げる。それはそれとして非常に意義のあることでありますし、同時に、

また先程来の質問ありましたように、県の森林、林業緑化協会という長であるという

ことを含めるならば、是非とも大玉村が一人でどうのこうのというように、これは木

質バイオについては正直いってならないのかなと。かなり広域的な考え方でやらない

とできないのかなというふうに思います。ほかの、他の市町村との連携というふうに

思うわけでありますが、いずれにしても、それを語るからには、これはホームグラウ

ンドを提供するからということで、大玉村をまず最初に、おれのほうでやるからとい

うようなことで、是非これ取り組んでいただきたいなと思うんですね。先ほどの質問
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者は村長にお任せするからと言ったけれども、おれは、それを任せるんでなくて、や

っぱり一緒にやるべというふうなことが必要かなというように思うんですけれども、

この点についての取り組みなり考え方なりをお尋ねいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは福島県全体が汚されてしまって、県土の７１％が森林である

と。

森林総研というのがある。森林総合研究所。川内村は３４８万ベクレル、今の１平

米当たり。大玉は８,０００万から１億２,０００万ベクレル。それから、今のあれが、

いや大玉は８,０００から１２万ベクレルですか。それから、今の川内が２万ベクレ

ル。８,０００万から１２万だね。そういう１平米当たりで森林総研で出したんです

ね。そして、そういうことで只見町も汚れているんだ、これ。２万ベクレルというこ

とであります。だから、県全体が汚れているということは間違いない。そういうこと

で、やっぱり汚染された福島県として、森の、やっぱりこの際よみがえらせる必要が

ある。森の出番でないか。だから、木質バイオマスということを、これはやっぱり福

島県全体として大きな、やっぱりこういう必要性があるということで、これは除染絡

みの中で要望しようということで、これはやっぱり県全体の取り組み。浜のほうも含

めて、そういうことで只見まで汚されているんだと、そういうことなんです。この先、

試行的に大玉がやるべということもあるけれども、やはり、これはむしろ県全体の取

り組みなので、どこか、それでは安達郡でひとつどこかやってみないかと。村とかと

いうと、これはやっぱり我田引水みたいになって同調者がやっぱり離れていくように

なりますから、だから、やっぱり私の考えとしては、安達郡でなんとか取り組みでき

ないかなと。あるいは、今の伊達のほうでどうだと、あるいは福島の汚れているよう

な地域にもどうだと、こういう、とにかく県北がちょっと県下の中でも中通り関係で

は線量が比較的高いわけでありますので、そういうことで浜のほうはちょっとまた違

うと。これは今すぐ、そういうことは手がけられる状態ではないんですね。そういう

ことで考えていかなくちゃならないなと。これは、やはり単独というよりは広域的な

取り組み、そして、そのほうが運動力も相当厚い壁がありますから、相当厚い壁があ

るんです。今度の政権がどうなるか分かりませんが、相当厚い壁です。これを、やっ

ぱり風穴を開けて、そして道を開けるということになってくると、なかなかこれはエ

ネルギーの必要なことであるなというふうに考えておる。しかし、それをやらなけれ

ば、森を良くしなければ環境は良くなりません。そういうことで、これはなんでかん

で、やっぱりこれは森の出番ということでやらなくちゃならないなというふうに考え

ております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。

今、私、大玉村単独でということでなくて、最初の冒頭申し上げました。これは、

村単独では限界がありましょうと。したがって、広域的に取り組む必要があると。そ

こで長の出番だべと。そこをおれげに提供するからという話をしたらどうですかとい
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うことであって、おれげ貸すぞと、それは、だからみんなでという意味でありまして、

とてもとても大玉村だけではできるっていうふうには考えておりませんので、その点

は、そのようにお願いをしたいと思います。いずれにしても、そういう取り組みを是

非木質バイオについてはやっていくということによって、先程来最初からあって、小

水力なり太陽光なり、そういうそれぞれの特長を生かしながら是非進めていくと、こ

れを一緒に取り組んでいく必要があるということでの、なお一層行政の指導力の発揮

をお願いをしたいところであります。

次の質問に入ります。来年度の村政執行にあたっての基本姿勢と重点施策について

ということでありますが、これらについても先程来、今朝ほど来からもるるお話あっ

たわけであります。繰り返しはしませんけれども、いずれにしても予算編成期にあた

って私ども共産党の村会議員団として、過日村長さんとも懇談をさせていただきまし

た。あと３か月余を残すところでありますけれども、今年のそれぞれの中身について、

経過についてお話させていただきました。村長は冒頭、命を守ることは、これは思想

心情、政党政派の問題でないと。とにかく学校も含め人の命を守るために、とにかく

がんばってきたというようなお話が冒頭ありました。その下、ここに書いてあるとお

りでありますので改めて読みませんが、いずれにしても、そういうことでがんばって

きていただいたという経過でありまして、しからば、それらの上に立って来年どうす

るんだということでございました。特に、この中では別項でありますけれども、ひと

つ今年玉井地区の特に除染ですね、除染は継続してですけれども、その中で特に今、

大豆なり、それから稲作ですね、これ基準値以上の出たということを受けて、さっぱ

り来年についての除染というものについては、まだこれ除染一般論よりもっと踏み込

んだ何らかの対応が必要だと思いますけれども、それらについては何か今とりあえず

考えられておる点があるか、まず最初その点をお伺いします。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １０番議員さんに、農地の除染、とりわけ大豆及び２４年の米

について基準超過、１００ベクレル超過があったということで、その対策という点で

ございますが、特に現在、土壌調査等は県のほうで進めておりまして、詳しい結果は

まだまいっておりませんが、いわゆるカリウム等の不足によって作物にセシウムが移

行したという特異なケースではないかという現時点での県の回答はいただいておりま

すので、特に２５年の作付け前までには、これらの吸収抑制というのはやっていかな

くちゃならないことになりますが、いわゆる新年度、２５年度の予算化では、特に稲

作については４月、３月中旬以降からスタートしますので、それらに向けて水田につ

いては吸収抑制策ということで、現在どのような方法がいいか県のほうでまもなく、

その技術的指針を出すという情報を得ておりますので、それらに基づいて各関係機関

と協議しながら、今年度、２４年度の補正予算で対応して、そういう吸収抑制策をで

きればということで現在検討中でございます。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） そうした努力の中でも、この前の先生迎えてやったら、そんなの
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は効かないみたいな話も言われたり、右往左往する部分もあるんですけれども、今、

当面の中でこれが良かろうといったものについては、とにかくやるしかないと思うん

ですね。そういうことで、しっかり住民の皆さんの協力を得ながら、是非強力に進め

ていただきたいと、その点は申し上げます。

それから、来年度に向けての、これから先どうだということになると、先程来お話

ありましたように、地方へのいわゆる交付金というのがどうなるかという問題。更に

は、年金が２.５％削減、消費税が上がるということになれば、ますます住民の暮ら

し、そういうところに圧迫がくるわけでありまして、こうした中にあっての村が掲げ

た諸政策というものが、いよいよ大変な項目でありますけれども、それらについてお

話ありましたので、項目だけで結構でございます、重点の中身について改めて、もう

１回簡単にお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） まず、なんのかんの言いましても、最大のやっぱり重要取り組みは、

これは除染です。

今、担当課長から答弁ありましたように、そういう２４年の生産を踏まえて、そう

したことを検証して、２５年度の作付けということについて農産物関係については徹

底をしていく。それから、あと、これも担当課長から話がありましたように、２５年

度の計画についてはこういうことで更に除染関係を進めていくというのは、先ほど答

弁あったとおりであります。２５年度も、これは今ありましたように、除染と健康不

安の払拭。それと、やっぱり、しっかりと大玉の産物等は検査充実強化によって、安

全安心ですよという、こういう風評対策。これはやっぱり、しっかりやっていかなく

ちゃならないなと。トップセールスで、それぞれ三多摩とか、それから全農のパール

ライスに行ってきました。やはり、それが１番なんです。そういうことで、これまで

やっているんですよということを、これはやっぱり足まめに行くところに行って、言

うことを言って、そして風評対策などのこれらを払拭、被害を払拭しなければならな

い。これは、やっぱり全力を挙げていかなくちゃならないというふうに、最優先課題

であります。更に、あと先程来話がありました。再生可能エネルギー、これ調査等も

着手しておりますから、これらを踏まえて、できるところから２５年度に予算を反映

するものは反映をして、一歩、二歩まず進めていくということにしたいというふうに

考えております。これは新しいことであります。あと、従来までのそれぞれ考えてま

いりましたが、また質問者も個々具体的に挙げておりますが、全くそのとおりであり

まして、なんといっても人の命ほど大切なものはございません。それともう１つ、何

回もこれ言っておりますが、次世代の人材確保。これは、やっぱり人は活力の源なん

です。人材確保の安全保障、大玉の、やっぱり私が高齢化率２５を超えないように、

明治から続いた両小学校を経営継続ができるように、わかりやすく言うならば、こう

いうことで自治体としてしっかりと大玉村づくりをやっていく。そのための条件整備、

子育て支援等、それから、地域に住む人がやっぱり誇れる、安心安全、要するに幼児

から高齢に至るまで、先ほどの人の命を大切にするということをもって、しっかりと
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これは対応をしていかなければならない。そういう子育てから、あるいは質問者が書

いてありますように、今の高齢者の方々に対する、何か少子高齢化のことで呼びもの

みたいな感じしておりますけれども、そういうふうな不安をあおるようでは困る。ま

た、農業は先程来言ったように、しっかりとこれを作物の選定とか６次化だとか、何

か方法ないか。これは、農業も条件の悪いところでは、やっぱり克服しているところ

ありますから、こういうときにどう、これを転機として出していくかという、こうい

うことが大切だと思うんだ。例えば、これは私の私見でありますけれども、セシウム

のあまり吸わないような、そばのようなものを作付けをして、加工して、そして、そ

れを結局メインにして、そして、そういうカップラーメンのようなものはどうなんだ

と。あるいは、また菜の花のようなものを大量に作って、そして、そういう食用にす

るのもよろしいと。食用にならないように大量に作ったものは、これはディーゼルエ

ンジンに使えるんですね、燃料に。そういう燃料として使用するようなことも、遊ば

せておくよりはいいんでないかと。そういうことも発想の転換として、これは識者の

意見等も踏まえながら考えていくべきじゃないかと。そうすれば、なにも遊休農地を

造っている必要はない。あまり手間暇かけないで、しかも幾分なりとも収入につなが

る、こういうことも一つの発想の転換として考えていく。もちろん、ハウスのような

もので結局高収入を追求すると、そういう方もあってもしかるべきである。とにもか

くにも、条件の悪いときに、あったときに、そこからいかに対峙して、そこからいか

に結局それを転機として芽を出していくか、こういうのが、やっぱり今問われている

ことであるなというふうに考えておるわけでありまして、そんなことで今申し上げた

ようなことで、２５年度の予算編成をいたしたい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） ありがとうございました。

力強いそうした方向付けでございまして、我々としても議会がこういうふうに村長

がこういうふうな方向でやるぞと、議会もひとつ力貸してくれということがあれば、

議会議長を通して、これやっぱりみんなの力貸してくれということを言っていただき

たいというふうに思います。

最後の質問でありますが、これ小さいことであります。今、村の庁舎改築、増築中

でありますが、３月の初めにはリニューアルオープンということになるんでしょうか

ね。非常に今のところドタバタしているというのが実態だと思うんですね。何か所に

も事務所管が分かれているし、村民の皆さんはじめ来庁者は大変困っているという状

況でありまして、それ回覧で広報で出したし、各入り口に張ってあるからよく見れば

分かるべといえば、それはそのとおりなんですが、中には困ってうろうろしている人

もいるんですね。そういう人がいれば、やっぱり職員が見たときには、どちらにご用

ですかという声をかけてもらって、一言かけると、大玉村の職員は大したもんだなと

いうふうに私は株も上がるとおもうんですね。何回かあるんですよね。今日、今朝も

そうだったし、一声かける、そういうことのお願いをしたい。

それから、もう１つ。せっかく今度はそれオープンになるわけですから、総合案内
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所的なものを、ひとつ。今度は書類が壁際にあるんだし、カウンターは作るんだから、

そんなの要るかといえば、それもそれまでですけれども、今、西ノ内病院なり社保病

院なり行ってみると、総合案内所、患者様に対するご案内というのがあるわけであり

ますから、全部が全部使うわけですね。１００人に１人か、それ分からないですけれ

ども、しかし、そういう方もあるということも事実なんで、やっぱりなんらかの、職

員が置いてどうとかでなくて、ボランティアでもいいし、時間帯を見計らってでもい

いし、いろんな工夫をして村民の皆様のサービスという観点から、文字通り住民自治

のイロハだと、最初だというふうに思いますので、そういうことも是非視野に入れて

お願いをしたいということでございますが、その点について１点お尋ねします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 後段のほうについては、前向きに検討をさせていただきたいと思い

ます。

今の件、前段のほうについては、これは私には良いことしか聞こえないのか、大変

包括支援センターの方たちが親切らしくて、あそこに行くと、ちゃんとあそこに窓口

いるものだから、ちゃんと案内までしてくれて、ちゃんと税務のほうに行ったり、住

民生活課に行ったりして、あそこに女性がいるものだから、包括支援センター。良い

ことを聞いているんだが、これ、とにかく不便なことは理屈抜きにして、より親切に

するというのは当然のことでありますから、これ皆幹部聞いておりますから、心して

ご不便をかけないように親切に、やっぱりしていくのは当然であるというふうに考え

ております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 今、村長にお尋ねをして、そして、それを通して実は幹部の諸君

にお願いをしたところであります。ひとつよろしく申し上げまして、私の質問を終わ

ります。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ散会

いたします。ご苦労さまでした。（午後４時１３分）


