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平成２４年第１０回大玉村議会定例会会議録

第６日 平成２４年１２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

付託事件の委員長審査報告、審議

委員会研修報告

閉会中の継続調査申出について
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ご苦労さまでございます。ただいまの出席議

員は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） 本日の会議日程は、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。

８番遠藤文一君より通告ありました脱原発の裏付けとする代替エネルギーの確保に

ついてほか３件の質問を許します。８番。

○８番（遠藤文一） おはようございます。８番遠藤文一です。これより平成２４年１２

月定例議会における一般質問を行います。

東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故後、あらゆる面に及ぼしたそのリスクの

大きさに、議会も脱原発を表明したところでありますが、それだけでは説得力に欠け

るし、真剣さ、本気さが感じられないと思っていたところでありました。が、国政選

挙の選挙公約でも、原発廃止、脱原発、卒原発などといろいろ言われております。そ

して、その代替エネルギーについても各党それぞれ公約されているようでありますが、

本村においても村でできることは積極的に推進していくべきとの観点から質問すると

ころでありましたが、後で議会の同意を求める再生可能エネルギー利用推進の村宣言

が提案されるところを見ると、その本気度は並々ならぬ覚悟のうえと理解をしている

ところであります。そこで、大玉村内における太陽光発電の実態について伺います。

まず、公共施設として、大玉中学校では既に運用をし、改善センターでも設置工事

に取りかかっているようであります。そこで、この２か所についての年間発電量をど

のぐらいというふうに見ているのか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

様々なシミュレーションありますが、中学校については既に発電を行っております

ので、実績等あるかと思いますが、通常でありますと１キロワット当たり大玉である

と１,０００キロ／年間ということがアベレージだというふうに試算されております

ので、中学校であれば年間２万キロワット、改善センターは３０キロ上がっておりま

すので約３万１,０００キロワット、それ以上、天候の状態等にもよりますけれども、

その程度の発電量はあろうかというふうに推測しております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、今現在、予定されている太陽光発電の公共施設への設置場所

と、その年間発電量について、どのように予測されているのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） グリーンニューディール基金での今後の公共施設、特に今



- 81 -

回の場合は災害の拠点施設ということで、２５年度においては保健センター、包括支

援センター、ここに１０キロワット毎時の太陽光を設置するということで、年間発電

量については１万キロ程度になるものと考えております。

それから、２６年度以降についてでありますけれども、さくら１０キロというよう

なことで現在計画をしております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） それぞれ今後も設置する予定のようでありますが、これらについて

も売電できるようなシステムで設置すべきというふうに思っておりますが、それらに

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番さんにお答えいたします。

このグリーンニューディール基金活用をしての太陽光の設備につきましては、防災

拠点での緊急時の対応というようなことで、売電ができないというふうな発電所にな

っております。したがいまして、２６年度までの公共施設の設置については、いずれ

も売電は行わないと、行えないということでご理解をいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） その売電できない事業によって設置するから売電できないんだと、

こういうことでございますが、これらに設置するにあたって、その補助率等から考え

て、売電しなくとも、その事業でやったほうがいいというふうな試算ができるのかど

うか、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。

この基金での設置については、１００％補助ということでありますので、いわゆる

費用対効果という点からいえば、全く設置してもマイナスの問題はないということで

ございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これは、ここで議論しても始まらない話かもしれませんが、発電し

たと。使わなかったら、それを無駄になってしまうと。それだけの投資をして、それ

だけの資材があって、それを有効利用できるにもかかわらずしないと。村にとっては、

１０の１０の補助だからそれでやるんだと、これは分かります。しかし、これは国策

的に考えて、果たしてそれで本当にいいのかということを考えると、やはりこれは

１０の１０でも、これは当然売電、余剰電力については売電できるようにすべきだと

いうふうな主張をもって、やっぱりこの事業に取りかかっていくべきでないかなと思

うんですが、その辺の姿勢ですね、１０の１０くるんだからそれでいいんだと、ああ

分かりましたでやるか、もったいないじゃないかと、この余剰電力はじゃあどうする

んだと、常に発電量をすべて使ってしまうというような状況ではないというふうに思

っているんですよ。ですから、もったいないじゃないかなと。だから、その辺をきち

っと関係当局に話し合いながらやって、この実施については進めていっていただきた
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いなというふうに思いますが、その辺についても伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番さんにお答えします。

そもそもこのグリーンニューディール基金での太陽光の設置については、使用電力

の１００％以上発電するということは認められていないんですね。大体それぞれの施

設の最大でも６割、４０％から６０％のラインでのパネルの設置しか認めないという

ことになるんですね。つまり、今おっしゃったように、そもそも発電量いっぱいあっ

て放電してしまうと、売れないわけですから。そういうことの事態を招かないような

程度の発電設備ということで、今回改善センター、それから今後計画している施設に

おいても、実際には使用料の４０％程度の補足ということになりますから、余った電

気、ただ放電してしまうということはな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） 今の話からしても、こういうことを１０の１０だからといってやら

せて、要するに余剰電力を無駄にするような事業については、全く私は納得できない。

だから後で聞きますが、どこでこういう事業をやっているのか、後で教えていただき

たいと思います。

次に、一般住宅での太陽光発電の設置戸数と、その年間発電量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番さんにお答えいたします。

太陽光発電の設置に関する補助につきましては、２２年度から始まりました。２２

年度以前については、必ずしも１００％補足してとは、その点は不明といいますか、

不安でありますが、２２年度以前については２３件、９９.８７KWH、２２年度以前で

すね。２２年度が２３件、９４.５０、２３年度が２３件、１０５.５１、２４年度の

これは見込みになりますが、３９件、１７６.８３、合計で１０８件、４７６.７１と

いうふうなパネルが設置されておりまして、この合計の予測年間発電量につきまして

は、これは様々な計算方法とか実際の発電量、統計１件１件取っていませんが、アベ

レージで考えると約５０万キロワットというふうに推計ができるかというふうに考え

ております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、小水力発電については、ああ、失礼しました。村内における

実態として、風力及び小水力発電の有無について、もし実績がありましたら、それら

の所在地と発電規模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番さんにお答えいたします。

一般住宅で風力発電を行っている方は大山の高屋敷で１件は把握しています。ちょ

っと発電量までは把握しておりませんが、それ以外については把握しておりません。

水力については、ないのではないかというふうに思っています。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、小水力発電については、事業計画を持っているとのことであ

りますので、その規模、その事業実施はいつとの考えなのか、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） ８番議員さんにお答えします。

現在、可能性調査をしております小水力については、百日川、それから杉田川で調

査を実施しております。百日川につきましては２つの案がありまして、現在７０キロ

ワット、１時間ですね、／ｈで７０キロワットから導線を延ばせば１００キロワット

ぐらいまでは可能なのではないかということが１つと、それから、杉田川については、

砂防ダムの利用によって３０キロワット程度の水力発電が可能というような形で現在

進めております。それぞれ年間７０キロワットですと年間５２万キロワット、それか

ら１００キロワットまで延ばせれば６８万キロワット年間。それから杉田川砂防ダム

については、年間２０万キロワット程度の可能性があるというような調査を得ている

ところであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今後この公共事業として再生可能エネルギーに対する取り組みをど

のように実施したいとの考えなのか、伺いたいと思います。

昨日の答弁においては、バイオマス発電については森林、山林の除染事業と組み合

わせた取り組みを県全体、あるいは浜通りも含めた広域で取り組むべきとの見解であ

りましたが、木質燃焼発電なら総論に賛成できても、大玉村に放射能に汚染された木

材を燃焼させて発電するバイオマス発電所の建設は絶対に反対せざるを得ませんが、

昨日の議論で郡なり、あるいは伊達とか福島とか、地域を挙げられたわけであります

が、その地域で引き受けるというふうな認識での昨日の話だったのか、答弁だったの

か、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 森林除染は避けて通れない。しからば、森林除染したものをどこに

持っていくかということになれば資源化する。そして山は荒れ放題。これはやっぱり

蘇らせる必要性がある。そのためには、やっぱり木質バイオマス発電、これがベター

であろうと。しからば、どこでやるか。これはやっぱり場所の選定になると、セシウ

ムは、これは出さないことに煙突はバフフィルターでできます。これは実証済みです。

問題は、要するにその灰、飛灰、それから主灰、これをどうするか。これは高いんで

す。そういうことになればいろんな問題が出てくる。置き場所について。これは、や

っぱり中間貯蔵に持っていかざるを得ない。だから、そういう絡みがあるから、だか

ら持っていく場所は、やはりちゃんとあるんだよという見通しと並行して進めなくち

ゃならない。しかし、いずれに森林をやらなければ避けて通れませんから、やはり、

これを資源化する、そして森を蘇らせる、こうしなければ良い環境にはならない。だ

から、そういうことで、その場所の選定等については、これはやっぱり十分広域的に

考えて、どこがベターなのか、そういうことで今後はやっぱり詰めていかなくちゃな
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らないということで、昨日申し上げたわけです。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今の答弁ですと、木質燃焼発電を昨日の場合の答弁では、それを念

頭に置いての答弁だったというふうに今理解したわけですが、本村において再生可能

エネルギー利用推進の村宣言でいう、そのバイオマス発電の発電源としては、何を選

択するというような趣旨での宣言の村のバイオ発電なのか、それ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） 再生可能エネルギーを取り組みを積極的にやっていくという自治体

の意思として宣言をいたしたい。その中に小水力もある、それから太陽光もある、そ

れから木質バイオマス発電、バイオマス発電の中では、これはやっぱり木質バイオマ

ス、これを中心に、除染絡みの中で考えていきた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） 木質バイオマスは、燃焼して発電する木質バイオマス発電だという

ふうにとらえました。ですから、それ以外のバイオマス発電ではないというふうに理

解してよろしいんですね。そのように理解させていただきます。

でありますと、木質を燃焼したバイオマス発電をやるべく、昨日の考えを示したん

だというふうに思いますが、その場合、未利用木材燃焼発電というふうにとらえられ

るのか、一般木材等燃焼発電というふうにとらえられるのか、どちらをねらっての木

質バイオマスというふうなことを考えておられるのか、それについても伺いたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは電気を起こすわけですから、したがって、これは先ほど何回

も言っているように、木質バイオマスということを考えておりますから、木質バイオ

マスといっても、例えば木そのものは線量測ってみて、材料として向くものもあるん

です。

それから、あと枝葉のようなもの、これはガス化して、そして熱カロリーを高くし

て、そして今の水蒸気を発すると、そしてタービンを回すと、そういうふうなことで、

これから具体的に、やっぱり識者の、専門家のそういう意見等をいただいて、そして

方向付けをする必要があると思うんです。いずれにせよ、そうした起こした電気は、

地域でも使う、やはりいちばん大切なことは、脱原発とか何か言っても、これはやっ

ぱり頼っていてはだめなんですよ。自らが意識改革しなくちゃならない、これを機に。

そして、自ら使う電気はやっぱり、さらばと言ってこれ個人でやるというわけにはい

きませんから、やっぱり少なくても自治体が姿勢を示して、そして、やはり意識改革

をして、実際現実化していく。そういうところから、おのずと、あまりよそ様には頼

らなくても自家賄いできるような方向で、意識改革を大きくしていかなくちゃならな

い。そういう今、大切な転換期だと思っているんですね。だから今言ったように、メ

タンガス化して効率性を上げてやる、そういう部位もある。材料に向ける分もあると。
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あるいはパルプということで、木材にできなければ、パルプとして向けるところも出

てくる。これは識者のいろんな意見を聞きながら、具現化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） ８番。

○８番（遠藤文一） 今言った何をとらえて発電するかというときに、その未利用木材燃

焼発電というふうにとらえるのか、一般木材等燃料発電というふうにとらえるかよっ

て、後の経営運営に非常に影響してくるわけ。だから、なんでもかんでもやるんだと

いった場合には、恐らく一般木材等燃焼発電になってしまうんじゃないのかなと。そ

うすれば、売電した場合は２５円２０銭だと。しかし、未利用木材燃焼発電であれば

３３円６０銭で売れるんだと。その辺をきちっと踏まえて対応しないと、売電のとき

に大した差が出てきてしまうと。ですから、その辺も踏まえてやっていただきたいな

ということでありますが、ただ私、ここで言いたいのは、村内における木材による木

質バイオマスをやっていこうというのだったら、特別異論はございません。自分のと

ころは自分で除染するのは当たり前であります。しかし、昨日の答弁ですと、浜通り

全県的にたんがえて大玉村が主体的にやっていくんだとなると、ちょっと待てと。浜

通りのほうはちょっとまずいんじゃないのかいと。県北のほうは、ちょっと遠慮して

もらったほうがいいんじゃないのかと、こう言いたいわけですよ。だから、私は総論

は賛成です。確かに、そういう方法も一つの方法としてやらざるを得ない状況にあろ

うかと思うんです。しかしながら、村内における木質バイオマスをやっていくんだと

いうのなら私は異論ございませんが、その辺を十分に踏まえて今後運動するなり、活

動していくなり、やっていただきたいなというふうに思っております。

次に、太陽光発電なら、どのように推進していくか伺いますが、要するに、今言わ

れた公共施設には一応それなりの計画を持っていると。しかしながら、今後一般住宅

なり、あるいは企業的な太陽光発電の事業者等々の企業の誘導なりを考えるとすれば、

どういうふうな考えで対応していくということなのか、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。

太陽光の推進に関してでありますが、企業的にというお話がありましたけれども、

基本的には大きな資本がドンときて、場所だけ提供してというようなことになると、

地域振興につながりません。したがいまして、既に事業組合等々について、そういう

組織で動いている部分もあります。そういう形で、村内のというか住民の方々が手を

携えて事業を立ち上げると、そういう方向で大規模な発電事業については、そういう

方向がいちばん良いのではないかというふうに考えています。それから、一般住宅に

ついては、引き続き２５年度においても太陽光発電設備の設置補助事業、これを継続

しながら推進していくと。この２本立て、太陽光の場合は一般住宅と、そういう事業

協同組合、そういった形で推進するのがいちばんベターではないかというふうに考え

ます。

○議長（佐藤 悟） ８番。
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○８番（遠藤文一） 次に、民間や各一般住宅への太陽光発電を取り入れた場合の支援策

として、現在の金額に上乗せしてでも推進すべきというふうな考えから伺いたいと思

います。

２０１０年度の電源別発電割合は、原子力発電２８.６％だそうであります。大玉

村における全世帯を例えば２,５００世帯とした場合、一般家庭の平均電力使用量

は年間３,３６０キロワットだそうでありますから、大玉村の全世帯の消費電力は

８４０万キロワットとなります。そのうち２８.６％の２４０万２,４００キロワット

は、原子力発電による電力となります。そこで、単に一般住宅における太陽光発電を

あるメーカーで試算し、東北電力による設置されている平均発電電力は３.８キロワ

ット、年間発電量は平均３,８００キロワットとなり、そのうちの雪によるマイナス

部分を１５％とすれば、３,２３０キロワットとなります。原子力発電部分の使用量

をすべて一般住宅の太陽光発電に置き換えるとすれば、計算上は７４４戸分で賄える

計算になります。そこで、原子力発電量の割合ぐらいを再生可能エネルギーに変えて

いく目標を立て、その目標を達成するまで一般住宅太陽光発電なら現在の補助額の５

倍、キロワット当たり１０万円ぐらいを支援し、取り組んでしかるべきというふうに

思っているところでございます。再生可能エネルギー利用推進の村を声高らかに宣言

するなら、そのぐらいは当然と思います。先ほど課長の答弁でありますと、既に年間

５０万キロワットは発電しているということでありますから、もっともっと少ない支

出となろうかというふうには思います。そこで、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） 現在、今話されたように、原発依存度が２８.６％、それを結局再

生可能でもやれば依存しなくて済むわけですね。そういうことを意識改革でやっぱり

やっていく必要があるなと。世界で、原発なくたって１０１％のところがあるんです。

デンマークはそうなんですね。食糧自給率は３００％なんです。デンマークというの

は原発１基もないんです。しかし、エネルギーの自給率っていうのは１０１％なんで

す。やっているところがあるんです。だから、そういう世界でやっているところはあ

るんだから、そういうところが、やっぱりちゃんと、きちっと踏まえて、そして今依

存しているのが２８.６だったらば、２８.６を、これをやっぱり近づけていけばいい

んです。これ、先ほど話したように、大玉村太陽光ね、これ順調に進んでいる。毎日ぐら

いに私これ決裁しているわけですが、この補助絡みの中でね。今まで、これ１０８件

になっているんですから、大体これ年間５０万キロワットこれやっているわけですか

ら。１０８件ですから、これを今、大体２,４５０件ぐらいあるんですから。これ１

つを増やしていっただけで、これは倍にすれば５０万キロが１,０００万キロワット

になるわけですから。だから、そういうところで進めていく。小水力発電も先ほど担

当課長からあったように、それだけの発電量になる。あと、それから除染、これは時

間かかるともガイドラインそのものをまずやっぱり認めさせなくちゃならない。それ

から、あと、誤解しないように、私が県下全域進めるんだということは、立場上、県

の森林林業緑化協会の会長でもあり、除染推進協議会の会長でもありますから、そう
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いう意味で我が村だけは考えるわけにはいきませんよと。県下全域ということで考え

ていくんですよと。だから、浜のほう、例えば中通りを持ってきてやる、そういうこ

とは、これはできません。やはり浜のほうは浜でやらなくちゃならない。中通りは、

やっぱり福島のほうは福島のほう、伊達のほうは伊達のほう、それから、少なくとも

安達郡だったら安達郡で何か所かと。そして、大玉にも民有林２,０００町歩あるん

だから、大玉でもそれ相当の規模であるならば、いちばんいいのは除染絡みですから、

自治体ごとにふさわしいワット数のものをやっていけば、これは、よそのものを持っ

てきたりすると灰がどうだこうだ、問題ができるんです。だから、自治体ごとに規模

に合ったものをやっていけば、これはいちばん問題ない。より全体的なものの線量を

下げる。そこで灰が出る。出た灰は、これは中間貯蔵に持っていくということである

らば、煙突からは出ないというようなことで、それを結局売電なり、そういうことで

もってやっていくということであれば、どんどん進む。除染も進む。そして、しかも

山そのものも蘇らせることができる。だから、この浜のほうを持ってくるとかどうと

かということは、さらさら考えていない。やっぱり、理想は自治体ごとだと思います

ね、現実性は。そういうことで、そう考えておりますので、そういうことの大玉村と

して積極的に進めていきたい。世界には１０１％のところがあるんだよ、原発１基な

くて。そういうことも、やっぱりよく我々は心して、これから取り組みをしていかな

ければならないというふうに思っています。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今、村長答弁ありました理想的な各自治体ごとにという考えを基本

にやるとすれば、それを基本にしてやっていただきたいなというふうに思っておりま

す。

それから、今質問した助成金のアップについて、もう１回お聞かせいただきたい。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） まず、自治体の意思で示すわけでありますから、そういうことを踏

まえて、まず対例えば県、対国に対しても、これからいろいろ取り組みの関係では支

援をしてもらわなくちゃならないこともあります。やっぱり意思表示をしておく必要

がある。しからば、今度身近に住民に対してどうなんだと。こういうことについては、

やはりそれ相当の姿勢をやっぱり表していく必要があるだろうなと。数字的今どうの

こうのということは、これはなかなか予算絡みがあります。やはり、これは何らかの

推進をしていくという個々の取り組みについても、これはやっぱりなるほどというこ

とを意思を示していく、それがやっぱり姿勢であるな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） 太陽光発電の各住宅等の設置についての補助額について、先ほどア

ップすべきだというふうな私の持論でございました。なぜ、そういうふうに言わざる

を得ないかといいますと、どこでもかこでも上げられるというわけじゃないんですよ

ね。条件があるわけですよ。その屋根の向きによって、やりたいけどやれないという

ところもあろうかと思われます。そして、本当に条件の良いところもあろうかと思い
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ます。ですから、やはり、もう条件が良かったら、とにかくお願いしますの考えで推

進していかなければ、なかなか目標達成はないのかなというふうに思います。もちろ

ん、どこに当局は目標を置こうとしているか分かりませんが、私のいう目標は、あく

までも原子力発電の電源とする２８.６％を持っていくべきだということからすれば、

やはり助成金を、補助金を上げて、そして太陽光は比較的取り組みやすい。おれのよ

うな素人でもなんとか理解できるようなものでございますので、やはり補助金を上げ

ても、とにかく設置できる条件を整っているところはすべてではないのでありますか

ら、貴重な条件の整った住宅にお願いしますぐらいの形で推進していくべきだという

ふうに思いまして、現在キロワット確か２万円でしたよね、補助額。ですから、それ

を例えば幾らが妥当かということもあろうかと思いますが、少なくとも２８.６％を

クリアするまでは本気になって、例えば現在の３倍なり５倍なり上げちゃって、もう

やっていくというぐらいの姿勢を示していただきたいなというところから、その姿勢

についてまず伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは何回も言っているように、意思表示をするということであり

ますから、そういう考え方で住民にもなっていただく。行政もやっぱり当然それなり

の考え方で積極的に推進を図っていく。これは、いちばん手っ取り早いのは、やっぱ

り太陽光なんだわね。太陽光なんです。それから、あと、これはわりかし恵まれてお

りますから、今回これ２か所やっておりますが、こういうことを土台にして、水力、

小水力も、これもかなり可能性は大玉は高い。あと、木質バイオマスは、これはやっ

ぱり小規模といいながら、それなりにやはり金がかかる。だから、除染絡みでやっぱ

りあらまし必要性があるんだから、この設備費を金寄こせということでないと、あと

は結局雇用につながったりなんかしますけれども、なんとか売電とかと、こういうふ

うなことでいけば、投資額を、あまり膨大なる投資額をしないでできれば、なんとか

なりそうだといういろんな識者の声なんだよね。問題は、除染絡みに引っかけないと

金を、設備をするのに、これをやるよと。ガイドラインで載せる、そしてやらなきゃ

ならないんだべと、そうしたら、これどうするんだ、始末するのにこういうのに資源

化したらいいんでないのかと、これを持ってくれないかと。その施設設備費を結局や

らせると。そうすれば、これは雇用にもつながるし、山も蘇ることができるし、そう

いうことで、そして売電もできる。維持経費はなんとかなるんではないか。大信に行

ってきたんだけど、なんとか今黒字になっているんだわね。あそこは１万１,５００

キロワット毎時電気を起こしているんです。だから、今経営はどうですかと、黒字に

なっているような報告を、１００％は受けるわけにはいきませんから、マイナスかプ

ラスかといったら黒字でありますと、こういう話を聞いてきました。だから、ああい

う現実にやっているんだわね。河東でもこれ始めたんです。だから、これできないこ

とはないんだよね。なんでかんで大規模でなければならないということはないんです。

そういうことで、ありとあらゆる線で再生可能のエネルギーということで、やっぱり

積極的に取り組みをしていく、そういう大玉ということにやはり意思表示をしていく
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必要があるなと。そして、また実行に徐々に徐々に移していくということが大切だと

思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、市町村対抗縦断駅伝競走大会に関連して伺います。

縦断駅伝大会実施後の総括をどのようにされたのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ８番議員さんにお答えしたいと思います。

選手の皆さんにおきましては、順位が低迷していることへの反省がありました。来

年こそはという決意が述べられました。特に中高生からは、合同練習への取り組み姿

勢や練習量についての反省がありました。その中で、来年は積極的に練習に参加して、

実力を向上させたいという意見が多くありました。実行委員会としての意見としまし

ては、参加いただいた選手各位には、長期にわたる練習、それと村を代表して参加さ

れたことに対しまして、ご苦労さまでした、よくがんばりましたという意見でありま

した。本年は、勤務や学業の都合で参加できない選手がおり、初めて走る中高生と

４０歳代でのチーム編成となりました。来年度は、今年度の経験を生かしての躍進が

期待されるものと思っております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この選手の方々にどうのこうの言うつもりはございませんが、やは

り、それに携わる周りの人たちが、どういうふうにこれを考えているのかによって、

これはだいぶ違ってくるんじゃないかなというふうに私は思ってございます。

余談になりますが、ゴルフの練習に行って指導してくれた方がおりまして、プロで

したが、普通の人ですとスコア９０ぐらいは誰でも出ちゃうんだよと。でも、８０、

７０台となると、やはり自己流でいくら練習しても伸びないんじゃないのかなと。や

はり８０、７０のスコアを出すとすれば、やはりそれなりの指導者がいなきゃ出せな

いよと。やはり指導者がいなきゃだめよというような方がおりました。指導者によっ

てこれはだいぶ違ってくるというふうに私は思いますが、この駅伝についてどういう

ふうにその辺を考えていたのか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ８番議員さんにお答えを申し上げます。

まず、大玉村のいちばん弱いところというか、ウィークポイントは、陸協が、陸上

競技協会がないということなんですね。陸上経験者がいないということで、逆に言う

と走る方、全国大会規模とかフルマラソン規模で走る方がいないと。ですから、実践

者もいない中で今このふくしま駅伝に取り組んでいるということですから、そういう

体制の取れないところはどんどん参加を取りやめております。ですから、会津地方な

んかは、もう参加をしない町村が増えてきているということで、その陸協という指導

者の体制というのが今ご指摘のとおりいちばん問題になってくるということで、昨日、

３番議員さんから質問のあった指導体制ということで、１年間を通してどなたかをお

願いしてくるというのは現実的には難しいということですので、単発でも佐藤敦之さ
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んとか、近隣の福大の先生とか、そういう先生方を指導者として来ていただいて、指

導を受けながらやっていきたいというふうに考えております。それが現実的かなと。

それから、もう１つ、中学校の体育の先生を今までは剣道の先生だけだったんです

が、今年の４月に陸上を専門とする体育の教師が１名来ていただきましたので、これ

から、そういう指導、中学生の指導という面については良くなってくるのかなという

ふうに期待しておりますので、また来年になって同じ答弁にならないようにしたいわ

けですが、来年は相当期待できるんじゃないかというふうに考えております。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今の、来年は期待できるというのは、希望的観測というふうにしか

聞こえませんが、あるところでは、要するに中学生から育成して、そして、ようやく

結果が出たというところもあったそうでございます。要するに、個人個人の能力、こ

れは、みんなそれぞれ周りを見て、あそこの家は親も子どもも兄弟もみんな足速いん

だと。特性というか、その個人個人差は当然あるはず。これは、もう小学生から、本

当に駅伝ばかりじゃなくて、何かにがんばろうとすれば、そこからの、小学生からの

発掘、そして中学生になって得意分野を引き出してやっていく。そういう、ひとつ長

い目で見た走れる人の発掘をやって対応していくという方法を取らなければ、やはり

実業団で走っている人とか、もうオリンピックに行った人と一緒に走る、同じコース

を走らなきゃならないなんていったら、かわいそうですよ。だから、周りの人たちが、

もっともっと気を遣って、その育成してやっていかなきゃ、これはかわいそうです、

選手。あそこに行って、がんばれ、がんばれ、がんばれといって言っても、本当にそ

れだけの覚悟で走ってはいると思いますが、やはり周りも、できるだけ楽に楽しく走

れるような、やっぱり環境づくりは必要かなと思いまして、今言った指導者について

は年間を通してとなくても、単発的にとも言われましたので、とにかく、それなりの

指導者にきちっと指導してもらいながらやっていただきたいというふうに思います。

それから、福大の助手のアスリートと申しますか、走った人たちが、よく新聞なん

かテレビなんかで話題になりましたよね。あれなんかは、やっぱり医科学的な見地か

らあれだけの結果が出せたというふうに私は思っているんですよ。ですから、子ども

たちが、おれは走りたいんだと、やりたいんだというふうに思っても、やはりその人

に合った、長距離に合ったような医科学的な見地から見て、あなたはちょっと無理な

んじゃないかとか、あるいは今度こういう状況だからこうしなきゃだめだよとかいっ

たような、医科学的な見地からもやはり検証すべきかなというふうに思います。です

から、その年に選手、あるいは補欠として確定した人たちに対しても、そういう医科

学的な見地から見て、その人の特徴を生かした、伸ばし方というものもあろうかと思

いますが、そういう専門的な対応、これを望みたいと思いますが、それらについては

いかがですか。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。



- 91 -

まず、選手の育成の面から言いますと、南達陸上で中距離を、１,５００メーター

を小学生が走っていると。その成績を参考に。それから、今年から安達太良健康マラ

ソンに小学生全員が参加をするということで、小学生は全部が走ったわけですから、

その中で成績の優秀なものをこれから長期的に育成していこうということは、もう始

まっております。ただ、どこまでふくしま駅伝に参加するのに力を入れるか、どこま

で期待するのかということでございます。実業団で佐藤敦之とか藤田が走っているチ

ームと、これ大玉の選手が互角に走ろうなんていうことを期待すること自体が無理で

す。ですから、ましてや皆さん走っている社会人は仕事を持ちながら、大変今厳しい

中でやっと走っているんですよ。そして、中学生は全部部活に入っております。バス

ケットとか野球とか、その合間に走っているわけですよ。ですから、かなりの努力を

して大玉チームはやっていると。これ以上、どこまで期待して、どこまでやっていく

んだと、医学的見地も十分に分かります。やらなきゃならないことも分かります。練

習も専門家を招いて重点的にやることも分かりますが、無理はできないということで

す。そういう中で一生懸命走っていただいている。ですから、実行委員会から、もっ

と成績を上げろなんていう言葉は一切出てこないんですよ。あの寒い中、一生懸命練

習して走って、たすきをつないでいただいたことで十分ですというのが周りの人間の

考え方、配慮です。走っている人たちに、あまりに負担をかけないと。そして、なん

とかやっぱりやめないで参加をしていきたいと。そして成績が１つでも２つでもその

中で伸びれば結構だと、そういうレベルが大玉村の今後の、来年以降もふくしま駅伝

の参加の仕方だというふうに私は考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 選手の方々にがんばれ、がんばれ、プレッシャーをかけるようなつ

もりはございません。ただ、周りの人が走ろうとする人たちをどこまでサポートでき

るか。ただ単にやれというだけでは、やはりやるほうだって大変だと思いますよ。た

だ、じゃ、どこまで期待してるんだというときに、例えばそこに非常にトップクラス

の人がいたと。ところが、おれがこれだけがんばっても後がなとなると、その人が今

度次にどうかというふうなことを考えると、やはりその辺も重要なのかなというふう

には思っております。ただ、周りの人がやれることは最大努力していただきたいとい

うことで、お願いしておきます。

次に、子ども議会と、その意義について伺います。その１つとして、開催の目的に

ついてを伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。

子ども議会の開催の目的でありますが、大玉村の子どもたちに村の将来を描かせ、

ふるさとに強い関心を持たせることによって、郷土愛を育むとともに、青少年の健全

育成、それから本村の将来構想の貴重な情報とするということとともに、村政や議会

について理解を深めていただくということを目的として開催いたしているものでござ

います。以上であります。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） その議会とのビデオ等での記録、その活用の有無について伺いたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えいたします。

今回の議会につきましては、記録につきましては、録音による音声を記録してござ

います。その活用につきましては、必要に応じて、その録音した音声について活用を

図っ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） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、一般村民の傍聴の状況について、要するに議会とか教育委員

会とか学校の関係者以外の方々の傍聴について伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） 一般の村民の方々の傍聴は、今回３名でございました。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 結果についてどうこう言うのは誰でもできるかと思います。しかし、

これ何も言わないと、案外それで、ああ、こんなものかというふうに自己満足してい

られたのでは進歩も発展もない。あえて言わせていただきます。まず、子どもたちに

議会の仕組みを体験、あるいは村議会の役割に理解を深めてもらうのをねらいとする、

これ民報にねらいとして出ておったからですが、とするならば、あまりにも体験でき

る人数が少なすぎるんじゃないでしょうか。３年に一度、しかも今回は１２名なんで

すよね。ですから、３年間における該当生徒数のうちの１２名ですから、その小学生、

あるいは中学生、何パーセントの割合での参加だったか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。

今回の子ども議会のパーセンテージでございますが、小学生につきましては、今回

単年度で１.７％でありますので、それを３年に１回ということであれば０.６、全対

象の０.６％という比率になろうかと思います。中学生につきましては１.５％、３年

に換算いたしますと０.５％という数字になろうかと思います。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 各学校ともビデオなどの記録もありません。子ども議会で体験した

ことを同じクラスの中とか、同じ学年でみんなに報告したり発表などもしておりませ

ん。子ども議会に参加した生徒だけが体験し、それで終わりであります。同級生や同

学年の生徒への波及効果など全く考えられません。学校は学校で、全く頼まれ仕事と

いう感じであります。頼むほうも頼むほうだけれども、頼まれるほうも頼まれるほう、

まずは０.６％の小学生、０.５％の中学生に議会体験してもらって、どれだけの効果

があるんですか。しかも職員は、これだけの課長がずらっと揃って、それはどうかと

いうふうに誠に残念でありました。つまり、もっと説明のつく内容で実施していただ

きたいというふうに思いますが、その点について伺いたいと思います。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ、対応ですが、私は大変効果あると思っているんです。０.６

％とか１％の問題ではないんです。どうですか。今のいろいろ言っている方もいます

が、傍聴席に子ども議会がここで発言する、これを議会議員の何名の方が傍聴してい

る。どういうことを言っているのか、どういう答弁をしているのか、こういうことは

大変意味があると思いますよ。これは子どもそのものについても貴重な体験である。

と同時に傍聴している今回１７名ですね。議員を含めて。この人たちは、これまた大

変な、なるほどなと、今の子どもがこういう考え方でいるんだな、この子どもがこう

いうふうなことをちゃんと考えているんだな、これ分かっただけで、ここに揃ってい

る幹部職員、私を含めて、傍聴者の皆さん方も、そして真剣な澄んだまなざし、これ

は大変そんな数字でどうのこうの言う、そういう問題ではない。計り知れない効果が

ある。そういうものをやっぱりね、ただ数字にどうこうでなくて、そういうものをあ

りとあらゆるところに機会をとらえて、そして、やっぱり村政というものは気配り、

目配り、実行に移していかなくちゃならないと思っておるんです。効果ありますよ。

これはやっぱり今の８番議員と私の認識の違いだと思いますが、大半は私の言ってい

ることが分かってくださると思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 見解の相違だと思います。民報新聞では、将来を担う子どもたちの

意見を村政に生かしともありました。子どもたちは、当局の答弁を聞いて、どのよう

に理解し受け止めるか、本当に心配でありました。中学生になると、現実的で具体的

な質問事項なので、理解し納得されたとも思います。しかしながら、小学生の質問で

あります。彼らは夢のような、希望であろうと思いますが、それに対して傍聴者が大

人である、周りもみんな大人です。答弁する人は、子どもに対する答弁できない。あ

のとき、ああ言ったんじゃないのか、こう言ったんじゃないのかというようなことに

もなろうかということで、答弁はすべて大人に対するような答弁でありました。だか

ら、子どもたちが、そのようなことを答弁いただいて、本当に納得して、それだけの

意義のある効果のある答弁であったのか、私は疑問に思いますよ。それらについて、

どうですか、伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ８番議員さんにお答えを申し上げます。

子どもたち、中学生の数、小学生を含め６００、７００いるわけですので、その子

どもたち全部に議会を経験させられれば、これはいいことですが、それは無理なこと

でございます。１か月間ここで朝から晩までやるとか、体育館を使って全校生徒１日

拘束して議会をやるというようなことでない限りはできませんので、議会と同じよう

に代表制で来ていただいているということでございます。それで、学校に事前にお願

いをしているのは、その子どもの数だけでは、その子ども一人ひとりが考えて、親と

相談するんじゃなくて、そのクラスの中でどういうことを質問するか、なぜ議会をや

るのかというようなことを話し合いをして、そして出してくださいと。先生がそれを
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誘導しないでくださいと。子どもたちが純粋に自分の村の今と未来と考えて、真剣に

村を、郷土を考えて、そして質問していただくと。それが子どもらしい質問だったり、

議員さんから見ると幼い質問かもしれません。でも、それは子どもたちが真剣に大玉

のことを考えてそういう質問を出してきましたので、同じような質問が何個もあった

んですよ。それは調整をしていないからなんです。ですから、これは、そして今言っ

たように大人の言葉でないように皆さん努力して返答していますが、それをかみ砕い

てやっていただくのは後ろで傍聴している先生方。先生方は、よく理解ができてます

ので、これから、その後どういうふうに子どもたちにその結果を伝えるかは課長のほ

うから答弁させますが、計画があるようですので、そういうことで、事前に子どもた

ちは自分たちの中で多くの皆さんが村のことを考え質問していると、これが無駄だと

いうようなことは決してないというふうに考えております。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） ８番議員さんにお答えをいたします。

各小中学校につきましては、事前の説明の際に、議会終了後、何らかの形でそれぞ

れの学校での工夫があると思いますが、そのほかの生徒、児童に報告の機会をという

ふうなことでお願いをしてございます。今、現時点でありますが、小中学校それぞれ

の取り組み、予定も含めて計画をしてございます。大山小学校につきましては、今後

社会科の授業の中の公民の政治の中で、そういった仕組み、あるいは今回の内容につ

いてというふうに取り組んでいきたいと。玉井小学校につきましては、お昼の放送で

内容について児童の原稿の朗読、あるいは答弁の内容の要旨について放送をしたいと。

大玉中学校につきましては、生徒会新聞で活字のうえでそれぞれ報告をしていきたい

と、そういうふうな報告を受けてございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ここに来てやるというのは体験だというふうに思います。でも、ビ

デオで撮ってなければ音声だけだと。音声だけで多くの人が体験できるかと。より近

い体験するためには、やはり映像でもって見、聞いて初めて、ああ、そうだったのか

というふうになろうかと思います。だから、３校とも、その後の対応は全く考えてな

いのよ。たまたま学校の授業の中にそういうのがあるから、そこに結びつけてやりた

いと思いますの話。だから、なんでもかんでもやれば、それだけの効果がある、当然。

しかしながら、本当にそれでいいのかといったときに、反省もしないで、これでいい

んだなんて、とんでもない話。やるのだったらば、３年に１回、じゃ毎年１時間でも

２時間でもやったらどうですか。あるいは、あるところだと、中学生が傍聴に来てい

たんですよね。確かクラスごとに希望をとっていたと思うんですよ。だから、それだ

って、ここに座って議員と同じようなことをしなくたって、ああ、そうかと、議会は

こういうふうにしてやっているのかというふうな体験は、体験というよりも、それは

理解できるんじゃないのかなと。方法はいろいろあろうと思います。やるとするなら

ば、十分にその方法を考えてやってください。今年と同じようなことはしないでいた

だきたい。大体、学校自体がそうなんですから、それをきちっと、まず村の意図する
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とことを伝えて、それを活かせるような子ども議会、これにしていただきたいという

ふうに思います。

次に、今後の農業政策ということで伺いたいと思います。農業政策といっても私が

ここで質問したいのは、今そのＴＰＰ問題、そして、かつては米の輸入や牛肉、オレ

ンジ、サクランボなどの輸入自由化の論争の中で、いつもいつも農家が犠牲になって

きたというふうに私は思っております。しかし、いつもいつも、それで済むというふ

うには思っていません。人ごとではありませんが、私も含めて周りを見ると、今後の

農業は誰が担うのか、誰が経営をするんだろうというふうに思っております。そのと

き、何も心配することはないと、その時代その時代それなりに生きていくのだから、

何も心配することないよというふうなことでいいのか。要するに、そういう楽観的な

対応でいいのかというふうに思っていますので、村長、今の状況の中で農業は誰が今

後やっていくと思いますか。今後、農業を誰がやっていくように見えるというふうに

思っていらっしゃるか、村長に伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 農業の重要性は、私はいつも申し上げているとおりなんです。食料

の安全保障は、数ある安全保障の中で最優先であります。食がなくて生命維持できな

いんです。自国の食料は自国で賄う。他国に命の胃袋を任せていいか、食料の安全保

障、これをしっかりやっぱりやってもらわなくちゃならない。

もう１点、食料の安全保障と同時に、昨日申し上げました。次世代の人材確保安全

保障の話。これが今どんどん、この安達管内も小学校の統廃合をして、どんどん子ど

もの数が減って、そして今の学校のあったところから人がいなくなっているんでしょ

う。と同時に、農業もどんどんどんどん衰退しているんだ。だから、農業が結局まあ

まという位置づけをしてしっかりやっていれば、そこにはちゃんと小学校が統廃合で

どんどん過疎化なんてならないで、そういうところには子ども４人、５人といて、そ

してどんどん教育して都市部に貴重な労働人口として送っていた。今、送ることでき

ますか。過疎化になっているんですから、送れないんです。小学校がどんどんなくな

っていく状況ですから。だから、日本のやっぱり国の形、国の有り様ということを考

えた場合に、いちばん政治で欠けてきているのは何だ。これは食料の安全保障、農山

漁村をしっかりと政策をやっぱり食えるような政策をぶたなくちゃならない。それか

ら、そういうところが次世代を担う人材を生み出すんだよ。次世代の人材提供安全保

障確保安全保障。だから、農業という位置づけは非常に大切である。ただ、今、現実

的には容易でなくなっている。だから、そういう面で、ありとあらゆる、そういうこ

とを基本にして国はちょっと舵取り間違っているんでないのか。うまいこと言ってる

けれども。農業政策間違っているんじゃないのか。林業でもこれ食っていたんだわね。

大玉にも横堀平買いましたが、あそこに苗畑には５０～６０人の人が働いていた。最

高の時には８０人ぐらい働いていた。そして、伐採したところには植林していた、あ

そこで苗木を育てて。あと、今度買い求めた権現堂山ですか、７町２反、あそこは採

種圃だった。種場だった。それが３０年代の自由化によって林業は成り立たなくなっ
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たから、国はじめ、これは不要になったんだね。だから、そういうことでこれ外国か

らどんどん木材等も入ってくる。日本の林業もだめになってきた。山村地域は軒並

み結局過疎化が進んだ。高齢化率５０とか５５、甚だしいところは６０になってい

る。そういうところも大切な役割を果たしているんですよ、これは。そういうところ

に発電所があったり、大切なそういうやっぱり日本の国を担っている、一翼を担って

いる大切な面があるんです。そういうところは、どんどん結局過疎化になっている。

だから、やはり位置づけというものは食料の安全保障という視点で、農業は位置づ

ける国策をまずやっぱりとってもらう必要がある。そういうことで、大玉村も水田が

１,３５０、畑が４００くらいあるわけですよ。この農地はしっかりと、やっぱり遊

休化は再生して、そして、あとはやっぱりしかるべき自治体として成り立っていくた

めには、これは農地の転用もしていたところは転用するようになる。これは、やっぱ

り経済性もあるから、その辺のバランスだわね。そういうことで、具体的に農業で食

っていかれるような農業をするにはどうするか。これはやっぱり国策によるところが

非常に大でありますが、やっぱりここ、この、そういうところを訴えるところは訴え

る。自らが、やっぱりやれる力量というのはありますが、そういう中で何を模索して

いくか。何かしらこういう事故があればね、これを転機に今までと同じということで

はだめですね。これはやっぱり変えていかなくちゃならない。では、今までは食料生

産していた、そういうところを食料と同時に例えば再生可能エネルギーのような問題

が話し出ておりますが、そういうエネルギーのような資源というようなことでもって、

何かそういうものを利用できないか、食える農業者として、そういうことも考えられ

ないか。これはいろいろやっぱり考えていかなくちゃならない。よほど知恵を使って、

これを転機にして、昨日も何回も言っていますが、面にしていく。こういうやっぱり

転換力、発想力、これが必要だと思う。いずれにせよ、食料の安全保障、絶対欠かせ

ない。これ間違ったらば、これは日本というのは非常に不安な。私は終戦１年生で経

験しているんですよ。大変な私たちは、私たちの１年生の記憶だからでありますが、

私たちの後輩は、そういう記憶がないと思うんです。引き揚げの方なんていうのは、

弁当持ってこれないんですから。おなかいっぱい食べられないんだから。何でもまず

かろうが、何であろうが、腹一杯食べられればのびのびと成長することができた。食

べるものはないというのは大変なことなんです。そういうのが今、世の中を牛耳って

いるようだから、食料の安全保障なんていうのをさっぱり考えない。だから、そうい

うことをしっかりと、やっぱり自治体からやっぱりその意識というものを持って、そ

して、やっぱりできる、できる範囲はあるけどね、努力をしていくという、これがや

っぱり我々の責務であるな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） 要するに、今、村長言ったようなことを、もっともっと具体的に進

めていくためには、村長だけの意見ではなかなか進まないと思うんですよ。そういう

村長の良い意見をプラスして、具体的にじゃ、どういうふうにするために、どうです

か、そういう農家が経営形態として個別経営体でやれるシミュレーション、あるいは、
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よその集落農業のような経営形態もきちっとして、農業として成り立つようなシミュ

レーションをするような、要するに、いろんな方々の意見を集めるための検討機関、

そういうのを作って、大玉村ではこのようにすれば農家として成り立つよと。農家と

してやっていけますよというようなシミュレーションを示せるような検討機関あって

もいいのかなというふうに思いますが、どうですか、村長。そういう大玉村ならこう

すれば大丈夫だよと、こうすれば経営成り立つぞというようなことをひとつやるよう

な検討機関考えませんか、伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 位置づけは先ほど言ったようなことね。それを、やはりやることは、

これは要望して、やっぱり国策にかかわることですから、これはやっぱり声をみんな

で挙げてもらう必要があると思う。そして、じゃ具体的に、今、当面我々がやらなく

ちゃならないことは何だ。そういう一つの考え方の一つとして、例えば６次化、生産

するだけでなくて加工して、付加価値を付けて、販売につなごうじゃないかという、

これを６次化というのはこれ一つの方法ですね。それから、こういう原発事故にあっ

た、こういう風評被害を払拭するための、一方ではやっぱりＰＲをどうしていくかと

いうような、こういうこととか、あるいは先ほど私が言ったように、何か作物の選定、

こういうものをやっぱり真剣に識見者の意見等を頂だいして、これをやっぱり、こう

いうことを考えるべきだとか、こういうふうなことでもって農業として食っていける

ような方法は何か見いだせないかと、こういうことについては、十分やっぱりこれか

ら真剣にこれを機に、そういう今、提言のある検討委員会というか、そういう組織だ

ては必要だと思うんです。そこで大切なことは、昨日もちょっと触れましたが、条件

の悪い標高１,２００メーターの川上村が、人口４,５００人くらいで、農家の６００

戸しかいない。農協３つあるんだよ。それから、群馬県の昭和村で人口７,１５０人

なんだ。そこで結局ちゃんと立派に専業農家が３８０戸もやっている。そこに農協２

つあるんだよ。憂えることは、福島県は今２８年ですか、３月をめどに農協を４つに

するというんでしょう。県北、浜北、県中、郡山、いわき、浜南、県南、会津にする

というわけでしょう。ということになってみると、先ほど語ったところと福島県は、

これ原発事故によって双葉農協とか相馬の関係がうんぬんといいますけれども、ちょ

っとそれにしては考え方が違うなと。ただ、これ行政機関の立場ですから、言ってい

いこと悪いことありますが、ただ本当のことを本当にこれ今話しているんですが、そ

ういうことになってくると、現実に私らがそこに行って川上村も農協の合併の問題あ

った。だけども、やっぱり今にしてみれば合併しないでよかった。みんな良い意味で

競り合って、組合員とＪＡが真剣に、そこに行政もかかわってやっているから、１戸

当たり２,５００万円の結局今日そういう高原地帯を利用した地域で成り立っている

と。群馬の昭和村にしてもそうなんです。２つの農協がある。３８０戸の農家に。だ

から、そういうことを、これは一行政だけが声を大にしてもなかなかやっぱり現実的

に効果っていうものはこれは難しい。ただ、そういう仕掛け、できるだけの努力はし

なくちゃならないなと。やっぱり、じかに身近な関係の関わりの深いＪＡ等がどうあ
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るべきなのか。今言った、そういうところと今度の福島構想とは一体どうなのか。こ

ういうことも、やはりそれぞれの立場として真剣に、こういうことはやっぱり考えて

いただく必要があるんではないかなと思っているんです。今言ったような提言に対す

る、これを転機として、なんとかここで生き抜いていかなくちゃならない、そのため

の知恵をやっぱりどう出すか。これは人に頼ったのではだめなんだね。やはり、ここ

に住む我々が、これはやっぱり真剣に知恵を出して実行に結びつけていく、そして成

果というものを生み出していくと、こういうことでありますから、そういう検討する

ような、やはり機関というものは真剣にこれはやっぱり考えていかなければならない

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） 以上で私の質問を終わります。

○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３５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３５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第７０号「平成２４年度大玉村一般会計補正予算の

専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第３、議案第７１号「大玉村水道事業の布設工事監督者の配置

基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について」を

議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） １ページ、中等教育、あるいは中等学校を卒業して７年経過したも

のということでございますが、現存している年齢は何歳というふうに考えればいいの

か伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えを申し上げます。
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中等教育関係でございますけれども、この当時、中等教育を卒業されたというふう

な仮定をいたしますと、この当時の年齢が１６歳、１７歳、その程度の年齢かと思い

ます。この年齢から現在の年齢に換算をいたしますと、７０代後半から８０代前半、

そのぐらいの年齢に該当するのではないかと思われます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 要するに、生存しているから、こういう文言が入らざるを得ないの

かどうか分かりませんが、実質、意味のないような文言に聞こえるのですが、こうい

うふうな文言を入れなきゃならないのかどうかということを伺いたいと思います。

もう１つは、これは布設工事監督者の資格、有資格者、あるいは、これを水道技術

管理者の資格、これらについて、誰が認定するのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えいたします。

まず、水道技術管理者の年齢要件の関係でございますけども、村職員がこの年齢に

該当するということは到底ございません。なぜ制定の中にこの条文が規定されるかと

いうことでございますけれども、水道法におきましては、まず当然、村の職員につい

ての規定も含まれるわけでございますけれども、そのほか法律の中で第三者に委嘱又

は委任することができるというふうな条文が規定をされております。このために、職

員以外の方々に委任をすることも当然考えられます。もう１つは、水道事業管理者自

らが、この水道技術管理者に任を受けるといいますか、自らがなることができるとい

うふうな規定もございます。このために職員以外の部分でもこういった該当部分がこ

れから出る可能性も当然ございますので、この条文は国の法令等と同様に規定をさせ

ていただいたところでございます。

もう１つ、布設工事監督者と水道技術管理者の認定要件でございますけれども、ま

ず、布設工事監督者につきましては、こういった水道関係の布設の新設又は増改築、

こういった場合が発生したときに、水道事業管理者のほうから監督者を任命するとい

うことになります。また、水道技術管理者、この部分につきましては、日常の水道業

務に技術面での責任者という任にあたる内容になりますけれども、これにつきまして

も、水道事業管理者が任命をするというふうな形になります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） 大変失礼いたしました。

認定要件ということではございますけれども、布設工事監督者については、認定、

国の資格要検討の該当部分ではございません。これにつきましては、それぞれの該当

者につきまして精査をしまして、あくまでも水道事業管理者が任命をするというふう

な形になります。なお、水道技術管理者につきましては、これにつきましても国の資

格要件ということではございませんで、個々人の経験なり、そういったものを勘案し

まして、水道事業管理者のほうが年間を通して任命をかけるというふうな形態になり

ます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。
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○８番（遠藤文一） 要するに、布設工事監督者、あるいは水道技術管理者には､こうい

う方がなりますよということで、これ資格書かれていますよね。その資格について、

例えば村が発注した場合に、その資格があるかどうか、村はきちっと確認したうえで

の発注というふうになるのか。それは、もうあるものとしての発注になっちゃうのか、

その辺について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。

この布設工事監督者並びに水道技術管理者、それぞれ職員、基本的には村の職員が

それぞれの任にあたります。このために、受注元の企業において、そういった有資格

者がいるかどうかというような判断ではございません。あくまでも監督者は村の職員

があたる、又は、いなければ第三者のほうに有資格を持つ方について委嘱をかけると

いうふうな形態になっております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第７１号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第７２号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） 提案理由の説明で、年２回だったものを、年２回開催していたと。

それは文化財調査員と同じ存目にしたんだというふうな説明がありました。要するに、

年間を通じて２万円ということは、要するに年間を通じた活動をせざるを得ない、や

ってもらいたいというふうな理解でいいのか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ８番議員さんにお答えします。

生涯学習の推進、総合的な推進を図りたいというふうに考えています。そういうこ
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とで、会議も年間を通じて２回以上の開催ということで考えています。また、社会教

育委員につきましては、委員として活動するものであって、年間を通じて常日頃活動

しているものでありますので、今回そのようなことでさせていただきました。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 年額多い、少ないというのは、要するに主催者が招集する回数によ

って決まってくるかと思います。ですから、その辺のバランスはきちっと見たうえで

の提案だというふうに思いますが、これで本当に社会教育委員の活動が十分というふ

うな認識での提案なのか、その辺も伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。

１回５,５００円とか６,０００円とかという日当で今まではやっているわけですが、

ご存じのとおり教育委員会関係、いろんな委員会が立ち上がっておりまして、コミュ

ニティスクール委員会は完全無償で年間５回も６回もご審議をいただいているという

ことで、文化財調査員も１年間を通して活動をして２万円でやっていただいていると

いうことでございますので、大変申し訳ありませんが、ボランティアに近い形で１年

間を通してやっていただくということで、教育委員会関連のほかの委員会との整合性

という面でも、こういう低い数字ということで上程をさせていただきました。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第７２号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第７３号「職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。
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○８番（遠藤文一） １２条第２項の(1)、(2)、(3)、そして２キロメーター未満の職員

数それぞれ教えてほしいというふうに思います。

それから、４万７,７００円の距離に換算すれば、何キロメートル以上というふう

になっているのか。

それから、１２条(2)の最高額となる該当者は何名となるか。

そして、今回の改正によって支出の増減はどうなるか。

それから、提案理由の説明で、県に準拠したというふうな説明でございました。県

は何によって、そのように改正されたというふうに認識されているのか、それらにつ

いて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。

まず、人数関係でありますが、(2)のほうですが、全体で８８名、今回の改正要件

８８名であります。

それから、(1)と(3)については、人数ちょっと把握できませんけども、全体１０１

人のうち(2)については８８名ということでございます。なお、(1)は実際あの車以外、

電車とか、それから新幹線を利用したということでございますので、これは(1)はな

いというふうに、ちょっと今数字は持っておりませんが、これはないと思います。

以上でございます。

それから、最高限度額の４万７,７００円、このキロ数でありますが、キロ数でい

きますと８０キロ以上になります。この職員は該当ありません。

それから、１２条の２号、それから支出額ですね、これによって幾ら増えるかとい

うことでございますが、全部で今年度の補正でいきますと６万円程度です。

それから、県は県の独自のものでやっているというふうに認識をしています。県で

上げたのはガソリン等の燃料費の高騰という事由でございまして、それに準じて村の

ほうも改正するということでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ２キロ未満は、ちょっと今手もとに資料がございませんので、

後で報告させていただきます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。
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よって、これより議案第７３号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第７４号「大玉村障害児童支援金支給条例の一部を

改正する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） これ、各都道府県、各市町村で、これと同じような条例を持ってい

るのかどうか１点伺いたいと思います。

それから、２条の(1)、(2)、(3)に該当される状況の方、どのぐらいいるのか伺い

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） まず、条例関係ですが、これは村独自のものになります。

それから、該当する方の人数ということですが、３０名が該当しております。ただ

し、祝金については小学校入学、中学校入学、あるいは高校卒業というような段階で

の支給になります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この支給条例が例えば今、大玉独自のものだということですよね。

よそにないね。とすれば、これはやむを得ないのかなと思ってますが、ただ、よそに

例えばこれがあるとすれば、例えば誕生日前の２か月に村を出てしまったと、行った

ところでももらえない、出たところからでも、そういうことはないということになれ

ば、ちょっと不合理かなと。全県的にあるとすれば、そういう誕生日、前３か月なん

ていう条項はなくてもいいのかなというふうに思ったから今質問したんですが、大玉

独自の支給金だよと、支給条例だよということであれば、やむを得ませんが、ただ、

３か月前、誕生日３か月前以上大玉村に居住していないとというのが、なんとなく引

っかかるのでありますが、その辺の３か月を設けているその理由というものについて

は、どのように考えればいいのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） 村独自で支給するということですので、定住をされる方

について支給するというような目的の中で３か月というような規定を設けております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。
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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７４号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで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５４分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第７５号「『再生可能エネルギー利用推進の村』宣

言について」を議題といたします。

質疑を許します。１１番。

○１１番（遠藤義夫） 再生可能エネルギー推進の村、これはすばらしい発想だと思いま

すし、私も大賛成でございます。その中で、これだけのアドバルーンを上げるんだか

ら、村としても看板を上げるところはホームページに載せるとか、又は太陽光の補助

率を上げるとか、具体的な展開はどのような展開をしていくのか、そこのところの方

針をお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 一般質問でもそれぞれこの趣旨、考え方については話をさせていた

だきました。宣言をすることによって、まずアドバルーンを上げる。大玉の意思とし

て、これから積極的に推進していきますよということでございますから、これを議決

をしていただいて、今後これを宣言した村なんだということで、これを詳細に、しか

らば、じゃ具体的にどういう取り組みをしていくか。これはやっぱり内部的にいろい

ろと、そういう検討組織を立ち上げたい。そして、やれるところから、なるほどなと

いうことで一つひとつ進めていきたいと、こういうふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 今ほどの質問と関連いたしますが、原発事故以来、脱原発というこ

とで日本の国民は、そういう方向にかなり傾いているなというふうに感じておると

ころでございます。そして、我が議会においても脱原発を議決しました。そういう観

点からすると、このエネルギー推進の村は、宣言ということは意義があるなという

ふうに考えております。そこで、先ほどの一般質問の中でも出ました。自前で賄うと

いう村長の基本方針でございますが、この自前という数字からすれば、私は大玉村
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２,５００戸、３,３６０キロワットを指しているのかなとも思われます。また、原発

依存率の２８.６％、約１,０００キロワットを目指しているのか、どちらなのか、そ

の辺の考えがあったらばお知らせ願いたいと思います。

もう１つ、この利用推進の村という宣言した以上は、それなりのいわゆる実態を伴

うということも必要かと思うんです。１０４戸の太陽光が既に設置されておるわけで

ございますが、今後何年間で何パーセントぐらい目指していくんだという構想をひと

つお聞かせ願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 第１点の自前うんぬんということでございますが、要するに再生可

能エネルギーということに対する意識改革、これはやっぱり必要であろうと。そのた

めに、こういう１つの旗を揚げると。しからば、自前でできることはどんどん推進す

ることについては、例えば今補助率現行法あります。こういうものも、いったいこれ

でいいのか、推進をするという自治体としてこれでいいのか、あるいは新たな小水力

発電とか、あるいはこれは時間がかかりますが、木質バイオマス発電とか、こういう

もの等についていろいろ、いずれにせよ、やれるところからやるということで、いっ

ぺんにはこれできませんからね、やれるところから姿勢を示すということで、これは

やっぱり内部的に、あるいはまた外部の方にも、あるいは識者にも、そういう検討組

織、宣言したということを踏まえて、こういうやはり検討組織、専門家も含めて、こ

れ必要だと思うんです。そういうことでもって具体的に、そうしたこと等を踏まえて、

実現のできるところから実現をしていきたい、そういうふうに思っております。

だから、今時点で幾らを目指すかどうとかということは、そういう方たちの意見等

を十分踏まえたいなと。そして、積極的に推進をしていきたいなというふうに思って

おります。実態を伴う構想ということでありますが、何年でどうだ、こうだと。これ

もやっぱり今言ったように、こういう中で、しからば太陽光は何年度で何戸くらいに

するかとか、あるいは今、小水力関係、これは何年計画で、どのくらいにするかとか、

木質バイオマス関係はガイドライン等がありますけれども、そういうものについての

可能性はいったいどうなのか、そういうふうにしてやっぱり、いずれにせよ、やっぱ

りそういう専門家を踏まえて数字的なものは明らかにしていく必要があるなというふ

うに思っております。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 再生エネルギーに対して宣言をしたということは、高く評価した

いと存じます。再生エネルギーについては、県民はもとより、再生エネルギーの重要

性は、やはり国民が今求めるものであります。そういう中で、やはりこれから小水力

と言われるもの、小さい水の力で、これはテレビ等々でも非常にあちこちで報道、マ

スコミも非常に躍起になってマスコミを通じてやっておるところでありまして、実は

私もテレビ、最近見る機会が多いので、長野県でありましたが、一部でスクリューで

すね、今まではタービン、理屈は同じなんですが、水路の中にスクリューを回すんで

すね。そうしますと、それほど資本をかけなくてもできるということが最近クローズ
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アップされております。それと、今１つは東京都でありますが、水道の圧、ものすご

い圧だそうですね、あれ。１００メーターも上がるそうです、圧でね。それをまたス

クリューでやると。そういうことがどんどんどんどん脱原発のために、将来のやっぱ

りエネルギー供給というものを安全なものにという点から、非常にこれから企業も、

これに参入すると思います。そういう中で、先ほど村長が５番さんに言いましたが、

お答えしましたが、そういうことで、いろんな知恵、学者とか、そういうものを活か

して、そして、やはり小水エネルギー、大玉村の場合は水路がある。もちろん落差も

ございますから、１００メーターあれば、落差があれば１００メーターあがるそうで

すね、水は。そういうことで、これからは、そういうものをどんどんどんどん研究さ

れてきます。そういうことも、あと役場職員の方も、これ担当にあたっている方も、

やはりそういう、今現在なされているところ、やっぱり研修なさって、現に実務的に

やっているそうであります。それで、今ひとつ今回の３月１１日ですか、津波がござ

いましたね、陸前高田ですね。その奥の小さな山村で、やはり１か月も電力が止まっ

たために、これはみんな寒い、ローソク一つで、あとストーブで暖をとったようであ

りますが、その一集落の中で水力ですね、発電をされていて、多少ですが、こたつの

供給できる電力、そして水道も、そういうことも、それだけの小規模でありますが、

それが大変その地域の皆さんがそこに暖炉して助かった経緯をこの前マスコミでもや

っておりましたが、やはり原点に戻って、やはりこれからは自然にやさしいエネルギ

ーというものは、やはり大事であろうと思っております。そういう中で、村長自らが、

こういった宣言なされたということは高く評価したいと思います。村民一丸となって、

これにいろんな知恵を出し合って、そして取り組む姿勢があると。そういうことによ

って、マスコミは福島県、いちばんの原発地でありますから、そういう中で、やはり

全国に発信して、そして、こういう取り組みをしているんだと、やっぱり先端をやっ

て、そして、やはり全国に先駆けて、それらを実行というか、実務的にやっていただ

ければ有り難いなと、そういうことで村長にお聞きしたいんですが、まず先ほど申し

ましたが、水路の中に例えば１メーター２０くらいあるんですね、水路が。その中に

常備もう、ものすごい勢いで今流れているわけです。そこに大きな、今言うスクリュ

ーなんだそうですよ。そういうものを、もしこれから今分かっているかどうか分から

ないけれど、もし、そういう会社が、そういうものを発明して今現在使っているとこ

ろもあるそうですから、そういうものをこれからいろんなもの、情報を得ながら、ひ

とつどういう方法で進めるかも含めて、村長に、そういう情報をいち早くキャッチし

ていただいて、これに実務的にやっていただきたいと思います。そういうことで、ひ

とつ課長さん、担当課長、企画財政課長ですね、そういうことをどれだけ把握してい

るか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。

現在、可能性調査を待つところでありますが、百日川の発電については、導水管６

７０メーターから１キロぐらい、１キロぐらい引けば１００キロワットぐらい起きる
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と。６７０メーターぐらいで６０キロワットぐらい起きるというような形でのそのス

クリューを利用した導水管による発電を現在検討しておるところであります。

その後に、杉田川あたりについても、かなり水量が豊富であると。ここについても

検討の余地はあるというような報告も現在いただいているところでありますが、私に

ついても山梨のほかに岐阜、長野県のほうの水力発電所を視察してまいりました。そ

の中で、今９番議員さんがおっしゃったような水路等についても、十分可能だという

ようなお話もありましたが、水路等については土地改良区等の水利権の問題とか、そ

ういうものも発生してくると。なおかつ、発電がマイクロ発電というような形での５

キロワット前後、いっても１０ぐらいの発電ぐらいが見込めるだろうということであ

ります。自治体が事業主体となってやる場合には、どうしても３０キロとか５０キロ、

１００キロ、そういうふうな発電を想定して経営にあたっていきたいと。当然、電気

事業でありますから、公営事業、公営企業というような形での会計を組みながら電気

事業というような形で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） 村長。

○村長（浅和定次） 今、担当課長から答弁あったように、村の２か所の調査、あるいは

他県等いろいろお話がございましたが、そういう所も視察研修をしたり、いずれにせ

よ、そういうことを検討していただく、そういう専門家も踏まえた検討チーム、これ

を立ち上げたいというふうに思っております。そして、なお、そういうふうに再生可

能エネルギーを積極的に発電をするということも非常に大切ですね。と同時に節電、

節電関係もやっぱり意識改革として、これは同時にやっぱり並行して進めていただく

必要があるなと。例えば今の電球等についてはＬＥＤにするとか、そうすると電気料

がずうっと低くなるとか、あるいは、いろいろこうした、あまり電気を使わないよう

な家電製品等も今相当進んでいるわけでありますので、そういう選択などもしていた

だいて、努めてやっぱり省エネというか、そういうことについてもやっぱり再生可能

の宣言と同時に裏腹の関係で、そういうことも十分やっぱり認識をこれを機会に改め

ていただくような推進もしていく必要があるなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第７５号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。
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（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第７６号「平成２４年度大玉村一般会計補正予算に

ついて」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） (前段不明)約８０億になろうとしている中で、特に補助金が付くん

だということでいろいろな事業が膨大になってきているのも分かるわけでございます

けども、１５ページの中段にあります諸費の工事費、ふれあい広場芝生化の工事につ

いて若干伺いたいと思います。

これは、私あの昨年の９月に一般質問して、なぜせっかく芝を植え込んだのに剥が

しているんだという村民が何人もいるということから、どうしてですかということを

伺ったんです。そうしますと、答弁者は、あの地域は不特定多数の方々が出入りする

ところである。更に、あそこの場所はマイクロシーベルトになると思うんですけれど

も、２.８とか３くらいある非常に高い線量のある地域だということだったんですね。

そのために芝を剥がしたと。そうしたら０.３、これもマイクロシーベルトだったと

思うんですけれども、芝を剥がしたら０.３程度になったと。あそこは特に夏祭りな

どをするために、そういったことでやったということでございます。いろいろなこと

を聞いたんですけれども、特に村長は、野口先生の話ではセシウム１３４というのは

半減が２年で、６年を気をつければいいんだと。あとは、セシウム１３７は半減３０

年、だから７年目から過ぎると、この線量が非常に下がって安定してくるんだと。だ

から、当分は芝生はちょっと無理だなという判断をしております。６年間は無理だな

という判断です。この芝生の張り替え、砂利の入れ替え等にかかった金額は３１０万

８,０００円かかったそうです。私の言いたいのは、今年秋口ですね、酪農家等を含

めて牧草地の天地替えしてゼオライト、更にはカリ等含めてこれ種まきしたんです。

その結果が出るのが来年４月から５月、これ一番草刈りってするんですけれども、そ

の刈り取りをしなければ結果は出ない。やはり私は、この全面芝生の入れ替えをする

のではなくて、小規模でもいいです、１坪でも２坪でもいいですけども、そういった

試験的なものをしてから、やはりこの芝を蒔いてやるというのは、これ来年１年ある

わけでございますので、そういったことを含めながら、当局はどのような考えで、そ

れも補助的には１０の１０付くからやるんだという、もったいない話なんだか、こっ

ちにはありがたい話なのか分かりませんけれども、１０分の１０付くからその事業は

するんだというのは、これ今の時期としては時期尚早だと私は思うんですけれども、

その点、当局になぜ、村長は６年が無理だと言っているのに、このような事業をする

のか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 昨年の質問に今話されたようなことを私も答弁をいたしております。
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測って２.８ないし３マイクロシーベルトだったんですね。そういうことで、いろ

んなイベントで子ども等も来るのに不安だという住民の声もございました。今の数字、

なるほど測ってみてそういう状況であると。だから急きょ、これはやはり安全大優先

剥がさざるを得ないということで、あれをもったいなかったんだけれども、剥がして、

その後のイベント等をいわば安全に安心して利用することができたと、これはやって

よかったなというふうに思っております。

そのときの答弁で、今も話ありました。これは、野口先生がこれは講演だか何かで

話をしたのを私は記憶に残っておりまして、そのときにそのまま答弁をさせていただ

きました。結局、１３４はどんどん薄れていきますよ。大体２年だから６年でこれは

ゼロになる、６年過ぎれば。だから、７年目あたりには大体３割くらいが残るんでな

いかという野口先生は表現をしたんですね。したがって、そういうことを考えれば、

去年の時点で、この答弁をした時点では、要するに、では、やっぱり３割くらいにな

ればなんとかこれは張り替えできるのかと、そういうふうに考えて答弁をしたことは

事実であります。私のこれ手もとにありますから。しかし、その後、今度は線量を測

ったり、今回のどうなんだということで、あそこのところの現実的に測りましたらば、

かなり数字も下がっておると。そして、なおかつ、そういう今このいわば補助制度も

あると、それではちょっと昨年とは状況が変わってきているなと。この機に、そうい

う安全を確保できるということであるならば、これはやっぱり有利な、そういう補助

関係等を活かして、安心安全にあそこの広場を利用できるということであるならば、

これはいいなということで、今回予算に計上をさせていただいたと。なお、現在のい

ちばん心配のは、これは私が昨年そういうふうに言ったことは事実でありますから、

その時点での私見としては、やはりなんとも、そう答弁をせざるを得なかったという

わけであります。しかし、その後の状況、実態、こういうことをどうなのか、その程

度の線量になっているのか、この辺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） ７番議員さんにお答えいたします。

ふれあい広場につきましては、当時２.８ないし３マイクロシーベルトの線量があ

ったものについて、都市公園関係の除染対策事業というような形で芝生をむきまして

表土を剥がしまして、それは国道側に埋設されておる状況であります。それらを踏ま

えて、更に新たに砂利等を敷きまして、その年からは夏祭り、今年は２回目の夏祭り、

それから、うまいもの祭りでございますとか畜産フェスティバルをやってきたわけで

あります。夏祭りについても、１時間おきに周辺の線量を測りながら会場の中に数値

を張り出すなどしましたが、当時においても０.２を超えることはなかったと。最近

になって、県の補助制度があるということで、更にサーベメーターで現地を測りまし

た。中央で０.１４マイクロシーベルト、それから、付近で０.１８マイクロシーベル

ト、いちばん高いところで北側になりますか、県道側で松の木の下あたりで０.２マ

イクロシーベルトということで、十分補助事業の要件は満たすということもありまし

た。また、併せて、これまでにも夏祭り等において、なんで早く芝生化してくれない
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んだというような要望が多数ございました。今回も商工会が、村が動かないのならば

商工会のほうでやるよというような話もございました。今回の補助事業について、こ

の辺ですと本宮市についても水色公園をはじめ、同じような補助事業で再生復興のシ

ンボル的な事業として芝生化を考えているということもございます。それらを勘案し

まして、今回、実際に植える時期は来年の５月ないしは６月頃になるかと思いますが、

そういう形で１２月補正予算として今回４２０万の計上をしたところであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 村長と当局の担当の課長の話も分からないわけではございませんけ

れども、やはり時期尚早については否めないところがあると思うんです。村長は言っ

たというようなこともしますけれども、町民にも、そのような感情があるのは当然だ

と思うんです。私も手もとにこの資料が届いてから何人かの方に聞いたら、去年芝生

剥がし、また別な事業が来るからって、これ植え替えるのかいなんていう言葉も聞か

れるんですね。急きょな事業だったからどうしようもないということになれば、どう

しようもなかったんでしょうけれども、私は、やっぱり酪農家だって去年だって今年

だって、カオンカの作物は１本も動物に与えることができないんですよ。特に芝生な

んていうのは、常緑のこれ種類の植物ですから、冬も青々としている。むしろ今のこ

れ土だから０.２若しくは０.１４、０.１１くらいのマイクロシーベルトになってい

ると思うんですけれども、改めて芝を植え直した場合はどうなのかということで、や

はり来年１年あるんですから、全面張り替えするんでなくて一部、小規模でいいです、

そこでどの程度あるのか。そうすると、結局８月、これ９月だって１０月だってでき

るわけですから、芝なんていうのは２週間もあれば、これ土付いてくるものですから、

生えますから、すぐそういった試験をしてからでも遅くはないんですかと再度伺いま

すので、その点の考えがあるのかないのか、お聞きしたいと思います。せっかく先ほ

ども言いましたように、昨年の工事では３１０万円、今度は植え替えするのに４２０

万円もこれ予算とるわけですので、村にはちっとも腹も痛くない金でございますけれ

ども、これ村民には税金の無駄遣いだと見る人もいるので、その点、再度、小規模で

ですね、試験をやってからでも、この事業はできるんではないですかということを含

めて、お伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ７番議員のその心配することも、これはやっぱり貴重な意見だなと

いうふうに受け止めております。昨年の私が答弁したことについても、そのような根

拠の基に話をさせていただいた。ただ、その後、今度担当課長から話あるように、芝

生化してくれないかと、あの砕石ではとても転んだりしたり歩くのも大変困ると、い

ろんなイベントやるについても困る。そういうふうな要望もあると、先ほど課長から

話がございました。じゃ、しからば測ってみてどうなんだということでありますと、

中は０.１４とか、あるいは０.１８とか、最も高い北側の植木、松等があるところで

０.２ぐらいであるんだと、これはやっぱり去年２.８とか３をゴリッと結局剥いだと

いう効果が如実に表れているなと。その後の線量がこういう状況であれば、しかも規
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模の大きい本宮の水色公園等も今の補助事業関係で今回やられると、そういうことで

あるならば、やはり要望のある、そういう住民の要求、また７番議員のように心配し

ている住民もあることは事実であります。やっぱりはっきりしていることは、その辺

の説明、住民の心配しているような、そういう方に対する説明、去年はやらざるを得

なかった。今回やることについては、一方ではやっぱり安心して芝生化して利用でき

る、こういうことなのでということで説明をしっかりさせていただいて、この予算化

した事業の取り組みをいたしたいなと、このように考えておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 何度も何度も言っても聞いてもらえないとは思いますけれども、今

になって、これ水色公園がそういった事業にとってきて着手するからというふうなこ

とを言っておりますけれども、水色公園は水色公園で、これ違う自治体の話でござい

ますので、そういったものは、やっぱり話ししなくてもいいと思います。私の心配す

るのは、もし芝を張り替えて元の２.８なり、３くらいのマイクロシーベルトになっ

たら誰が責任を取るのかと、今の子どもを持っている人は室内で子どもを遊ばせてい

るんですね。そういった施設、もしここに芝をするなら、あそこに屋根をかけて堂々

とやっぱり遊んでもらうというふうな対策も是非取っていく方向がやっぱりベターだ

と私は思うんです。ですから、もし芝を植え直して線量がもっともっと上がったら、

誰が責任を取るのか。あとは今本当に外で遊んでいる子どもはございません。学校で

さえ、今校庭で遊ぶ時間は１時間だそうです。そういった意味で、この事業を何かそ

の辺のふれあい広場には子どもの遊ぶスペースが、これいろいろ出来ていて邪魔にな

るほど片付かれていないところもあるわけでございますので、そういった施設に向け

られないのか。私は、そっちのほうがやっぱり大切だと思うんで、私の質問はこれっ

きりできませんので、よく説明して、私が納得して帰れるような状態で今日の議会を

締めたいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 同じことの繰り返しでありますが、無視するわけではありません。

７番議員の心配している、そういう住民もいるんだなということで、それは無視はい

たしません。ただ一方では、なにもお隣の水色公園がやるから大玉もやるんだという

意味で言ったのではありません。結局そういう科学的な、あるいは調査等の状況によ

って、他の自治体も現実的にやられるところもあると。また、大玉のふれあい広場に

ついても、去年私があの時点で心配していたよりも、ずうっと線量が先ほど担当課長

からありました。こういう線量の状況下であると。バーンと汚れたのと、それから、

その後は今度空間線量というふうな状況なんだわね。特にあそこは表土を剥いでます

から、そして今のところ埋設、仮置きしておりますので、先ほどのような数字であれ

ば今度新たなものを植えるということになれば、これは全く状況が変わってくるなと。

空間線量からすれば、それに２になったり、あるいは３になったり、そういうことは

心配ないんではないかなと。これは絶対とは言えないんだ。世の中に絶対ということ

はあり得ないんです。これはやっぱりやって、その結果どうなのかということをやっ
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ぱりこれはきちっと測定すると、こういうことは、そこの芝生化のみならず、どこの

施設関係も怠ってはならないなと。これは長い付き合いになるな。だから、絶対とい

うことは言うわけにはいきません。やはり今言ったような、そういう条件下の中で、

一方ではそういう要望もあると、どっち選択するのかと、そうすると、なんとか、あ

そこのところを安心して安全に利用したいと、線量の関係がなんとか心配ないという

通しならば、その要望に応えてやると、場所が場所なゆえに応えてやろうじゃないか

と、いろんなまたイベントもあると。そういう考え方でありますから、その辺につい

ては十分やっぱり住民の皆さん方に説明をするということでもって実施をいたしたい

なというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 今の件なんでありますが、イベントのために再度１回剥がしたも

のを新たにまた芝生を張るということで、４２０万円ですね、これ計上されましたが、

そのイベントの場合だけでもシートを敷いて、もし、そういうことができるとすれば、

それで安心は安全なんですよ。また芝生を張って線量がまたそこにくっついて、全く

前と変わらなくなるようでは本当の無駄遣いになるので、そこらもしばらくこれ凍結

して、そして少し時間をおいて研究なされたらいかがなものでしょうか、その点につ

いてお答え願います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは先ほども７番議員に話をしましたが、去年は２.８とか３マ

イクロあったんですね。これはやっぱり事故が起きて、そのまま芝生に、まして比較

的東部地域は高かったこともあって、どうしても汚れたんですね。特に汚れたのがリ

ター層というところなんです。だからリター層というのは土と、その芝生のいわば根

の部分、こういうところだから何回刈ったってこれは効果は薄いんだということなん

ですね。それで、やはりこれは剥がさざるを得ない。土も根っこも含めて、これは剥

がさざるを得ない。剥がして、その後の状況をずうっと見てきたわけでありますが、

これはだいぶ測ったらば、今先ほど課長から話あったような数字であると。これは、

心配をしている意見、これ何回も言いますが、無視はしません。余のことと違います

から。だけど一方では、また、なんとかあそこのふれあい広場いろんなイベント等で

利用もするし、多くの方が出入りするんで、数字が極端に上がるような、あるいは極

端でないにしても、今よりも植えたことによって上がるようなことであれば、これは

心配であります。ただ、全く別なところから持ってきて、汚れた芝生をそこに植える

わけではないので、きれいな芝生を植えるわけでありますから、２.８とか３という

ようなことには考えられない。今の空間線量からいっても考えられないということで、

今回実施をしたいということであります。実施をしても、これはじゃ実施したらば絶

対大丈夫なのか村長、と言いたいかもしれませんが、これは絶対というのは約束でき

ないんだよね。これは経験のないことだから。ただ、今ある知識で、今ある知識で、

やはりこれは大丈夫だろうと、そういうことでこれ判断をしているわけでありますか

ら、私の考えとしては提案をしたとおり、その辺は十分住民の理解も得る努力も必要
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である。と同時に、あと実施後の測定関係、こうしたことも十分安心して利用できる

ように、ああ、なるほどなと、数字も上がらないと、安全だなと、なおかつ芝生化に

よって今のような砕石ではなくて、やっぱりいろいろ心配した方も、やっぱりこうや

って良かったなと、結果的には良かったなと、こういう芝生化事業にしたいというふ

うに考えておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） これ予算が付いたから、そういうあれがあるからやっぺというこ

とになったんでしょうが、これ例えば人工芝とか、これは生芝でしょう、恐らく。そ

うすると、人工芝の場合が価格がどのくらい違うものか検討したことがあるんですか、

これ。前の芝が、そういう汚染されて除去したと。それに３００何十万か。更に今度

は新たな事業として、そういう要望があったから、たまたま予算がそういうところに

来るようになったから、これ付けたということになるんですが、やはり、これから大

変なんですよ、日本も。我々は村だから補助あるからいいべといったって、これ全国

規模にすると、これ当然ながら１,０００兆円の借金、今これからギリシャみたいに

なっぺなどということもあるんで、できるだけ、そういうやはり、もし人工芝でどの

くらいの差があるのか、そういうことも含めてやっぱり検討すべきだと思うんですよ。

それくらい慎重にならないと、これから大変だと思いますよ。それ補助付いたってい

ったって、これだれの金かっていったら国民の金でありますから、そういうことも、

やはり慎重にこれから予算計上にしていただければ有り難いと思います。その点につ

いて検討したかしないか、そういう２つ、その点をひとつお聞きしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。

人工芝、代替芝としての人工芝の検討はいたしませんでした。ただ、人工芝につい

ては、０がもう１つか２つ変わってくるのかなというような予想は持っております。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） だから、ただ補助が出るからって、前にもやっぱりそういった芝

によって汚染されて吸収されて、そこに非常に高い放射線があったということであれ

ば、取り除くだけで３００何十万もかかるんでしょう。人工芝の場合は私は分からな

いんですが、多分除去するのにも多分楽だと思うんですね。確か何かで刺してやると

思うんですよね。そういうことも、もし今回そういうことがまだそこに集中してたま

った場合、また取り除くのに大変なお金がかかるわけですが、その点をやっぱりこれ

から慎重にやっぱり考えていただければ有り難かったなと思う、これ予算計上したの

でありますから、今後やっぱり、こういうことも含めた中で、補助があるからどんど

ん何でもやるんだではなく、やっぱりそこらの、あるわけですから、そういう人工芝

も。そういうことを検討しながら、どっちが安いのかと。将来的にもしあった場合は、

またすぐ交換できる、その除去も安いんだということになれば、これ経済負担が非常

に軽くなるわけでありますから、そういうことも含めて、やっぱり慎重にこういった

計上する場合でも、やっぱりやっていただきたかったなと。今後について、ひとつこ



- 114 -

ういうことあった場合は検討していただけるかどうかを含めて、もう一度お願いしま

す。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 人工芝の関係、これは担当課長から答弁をさせていただきました。

やはりあれは特殊な芝なんですね。前に植えたのは。非常に繁茂率が早い、そして産

地はこの近辺ではないんですね。だから、そういう関係から、あれ１年ぐらいであれ

だけにふさがって、去年のあれだけの緑になったわけでありますから、特殊な、通常

の角のね、そういう使っているような芝とはちょっと違うんだなというふうに、私も

素人でありますが、考えております。したがって、前のような、あの芝で、そして、

あのような繁茂をやっぱりさせたい。あっという間につながってしまったわけですか

ら、そういう希望もあるようでありますから、そういう希望をこの際やはりかなえて

やりたいなという考えを持っておるところであります。なお、何回も言うようだけれ

ども、その辺の、これ私も神様でないから絶対大丈夫だということは、これ言えない

んだよね。だけども、測定をして、今やっぱりそういう植えられる状況下に土面がな

っているなと、なっているんだよということであれば、また要望があれば、やっぱり

それは満たしてやりたいなと。そのためには不安もあるでしょうから、十分その辺は

説明は怠ってはならないなと、こういうことで予算の計上をさせていただいたところ

であります。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ページ２６の農林水産業費の中での地域農政推進対策ですが、農

地等の集積システム、地域間の、地域の中のね、そういう中のそういうものをやるん

だと。そして、農業の継続的発展を図るんだというような中身の項目になってますが、

そういうものをやって継続的な発展にどう結びつくのか、ちょっと中身が分からない

ですね。ずっと集積してですよ。小さい人のものをぜんぶ大きいところに集めるとい

うことで持続的農業をやるんだというような中身についての説明をお願いします。

それから、ページ３０の教育費の中の⑳扶助費、被災児童生徒の就学援助にかかわ

る対象、あるいはその内容等々についてお尋ねを、この２点について、当面お尋ねを

いたします。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １０番議員さんに２６ページ、２７ページにかけましての地域

農政推進対策費の中の担い手育成関係で、文言の中で、いわゆる農地の利用集積シス

テムの構築等々の文言が入っていますが、これは２４年度から農水省で事業化しまし

た人・農地プランということで、現在農業が抱えている高齢者や後継者不足、耕作放

棄地の増加というのは、人と農地の問題があるということで、そういった中で地域で、

この人と農地の問題を解決するプランを作成して、いわゆる就農者の増加や農地の集

積を図るという事業が今年度よりスタートしまして、そういう中の事業化を予算化し

たものでございます。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。
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○教育総務課長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたします。

３０ページの被災児童生徒の就学援助事業でありますが、対象といたしましては、

避難して村内の小中学校に通学している児童生徒、更には被災対象となる児童生徒に

かかるものでございます。内容につきましては、給食費、学用品、それから対象年齢

につきましては、修学旅行費というような内容について援助を行うものでございます。

以上であります。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ページ２６の先ほどの農林水産業費にかかわる点でもう一度お尋

ねしますが、これらについて対象とするのはどういうところをしているのか。それか

ら、今るるお話ありましたけれども、そういうことを進めていけば持続的農業が発展

につながるんだということの整理だと。例えば、中山間地直接払い制度というような

事業については、その目的なり、あるいは具体的に進めている中身からすると、明確

にこれとこれとこれで、こういう成果が上がっているということは私どもはつかめて

いるわけですが、このことによって、どういうものが具体的に成果として期待をされ

るのかどうかについてお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １０番議員さんに、先ほどの２６ページ、２７ページの関係で、

いわゆる対象地域でございますが、これは先ほどの農業者の高齢化や後継者不足、耕

作放棄地の増加等の問題があって、そういう人と農地の問題をそういう計画を作って

ということで、対象地域については、いわゆる集落で進める場合もございますし、行

政の中で進める場合もございますが、２４年、２５年の中で、こういうプランを作成

しまして、地域でも、その集落幾つか集まってもそれは可能だということで、そうい

った中で、その事業展開は今回も予算化しております、新しく農業者が、青年農業者

が就農、経営を開始する場合に年額１５０万円、最長５年間を支給するということや、

また、農地の利用集積協力金というんですか、これは、いわゆる今まで受けてのみに

出されていたものですが、新たにこのプランの中では経営転換協力ということで出し

ている農家についても、いわゆる協力費が支給され、なおかつ受け手にも交付金が支

給されるという制度でございまして、今ほど１０番さんがおっしゃいました中山間直

接払いとは、また違った、こういう人と農地の関係を解決しようという事業が２４年

からスタートした内容で予算化したものでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 何点かお伺いいたします。

先ほどから話の出ました除染対策支援、ふれあい広場の芝生化でございます。商工

会の話し合いの中でも、これが話題になりました。商工会の若手の方からは、結局活

性化するためにということですね。今回の事業、これは表題そのものが農商工業復活

活性化に関する経費という命題でございます。芝生は甲子園の芝と同じ芝をというこ

とでございます。鳥取県の芝生で、この辺の鏡石とか何かのは使わないと。だから、

そういう意味で少し安全を確保するんだというようなことでありました。私自身の考
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えは、今回の一般質問の中でも申し上げましたが、根本的に考え方が違うんでありま

すが、今回のふれあい広場拡張いたしました。あくまでも全体計画の中で、この芝生

化は進めるべきだと考えております。結局、いちばん道路に面した、いちばん良い土

地なんですね、今回芝生化されるところは。今回のふれあい広場の土地の中では。そ

れを全体計画の中で、どういう位置づけをなされているのか。結局、本当は芝生化を

して静かに休むような場所だったら、悠々と安達太良のながめられる、そういう場所

に静かな場所に私は設置すべき、芝生化はするべきだと、設計屋の立場からいうとそ

ういうふうに考えます。いちばん繁雑なところ、いちばんの見出しの良いところ、看

板になるところを芝生化にして、そうしてしまって全体計画、ちょっと理解できない

んであります。そういう点から、改めて、この芝生化、全体計画の中で進めていただ

きたいというのが私の願いであります。

それから、どうしてもなされる考えでありましたら、やっぱり実証されるべきだと

思うんです。私、今回この芝生化のことに関しては、大山幼稚園か何かで芝生化の実

証実験をして、そのデータを集めて実施するんだというようなことを１回村長だった

か課長だったかの答弁で前に伺ったような気があるんでございますが、そういうこと

をなされているのか。私の記憶の中にあるんだから、そういう答弁があったんだと思

います。その辺も含めまして、やっぱり完全に実証をされること、それを願っておき

ます。

それから、ページ変わりますが、１３ページからお願いします。財産管理費、これ

は大山小学校の駐車場、今回用地確保ということでございますが、これは事業化の予

定、どういうふうになってますか。そして、これだけの面積を買収されるんでござい

ますから、前回、公民館のようなものの移転も考えるというようなことでありました

が、その全体計画像はある程度出来ていらっしゃるのか、その辺をお示し願いたいと

思います。

それから、１５ページ、ブランドイメージ回復支援の基金とあります。これの使い

勝手、お示し願いたいと思います。どういうものに使えるのか。

それから、１７ページ、前納報償でございますが、これで確定した部分が１３５１

万５０００円が確定だと思います。これ例年との比較、前納がどういう形で推移して

いるのか伺っておきます。

それから、１９ページ、社協関係のあれで委託料の増額ございます。この増額にな

った要因は何でございましょう、それを伺っておきます。

それから、２３ページ、損害家屋解体撤去工事費ございます。これは工事の概要と

いうか、算定金額の算定の基準と、それからこの工事の概要の中に基礎の撤去とか整

地も含まれているのか、その辺確認しておきます。

それから、先ほどの質問もありました２７ページ、担い手育成の青年就農給付事業

ですか、これいろいろ内容をちょっと伺いましたが、これは、しからば現実にいった

い何をするのか。村長からは、先ほどから、次世代の食料安全確保のための人材育成

と何度も話が出ていますが、私も一般質問の中でも、結局規制緩和をしながら、して
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でも新しい農業就農者、農家だけにかかわらず非農家も含めた、そういう考えをやっ

ていただけないかということを申し上げておりますので、現実に今年度でどういうこ

とをするのか、それを伺っておきます。

それから、３１ページ、雪上体育体験でありますか、これは多分これもチラシなん

かにどの場所でやられるのかということ、多分今までだと箕輪か何かか安達太良でや

るんだと思いますが、できれば私は今回あたり防災協定を結びました北塩原村なんか

との交流を図っていただいて、交流に発展させていただきたいなと思っているところ

であります。

それから、３１ページ、文化及びスポーツ栄誉賞副賞２０万円ございました。これ

は過去の例、どういう方に今まで差し上げていらっしゃるか。もろもろ、とりあえず

１回目伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

まず、１３ページになります。１３ページの一番下のほうにあります③、公共用地

の取得関係で、今回、大山小学校駐車場用地の用地取得ということで予算を計上させ

ていただきました。これにつきましては、手狭となった幼稚園、それから大山小学校

教員等の駐車場がないと、父兄参観、ＰＴＡ総会等にもないと以前から要望等をいた

だいておりました。これらについて解消を図るために今回取得をするものであります。

面積的には４,０００平米というような広い土地でありますので、駐車場と併せて将

来そこにどういうものが建つことができるのか、更には大山公民館、まだ耐震改修終

わっておりませんが、あそこについても耐震補強の必要がある建物というように認識

しております。耐震補強を進めたほうがいいのか、それとも別な、そういうふうな道

があるのか、その辺については主管課、教育委員会等と今後、平成２５年度において

いろいろ検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

それから、１５ページの中段にあります大玉村復興基金積立金、これについては、

ブランドイメージ回復支援市町村交付金をいただきまして、今回、復興基金のほうに

基金積立てをするものであります。これにつきましては、福島県の全市町村が被った

ブランドイメージの低下、それから差別、偏見、忌避等の損害からの回復を図るため

に実施する事業に使ってくださいということで、２４年度から２６年度の３か年にお

いて、この基金を有効に活用して使ってください。対象事業としては、物産展等の開

催でありますとか、新規出店、商品開発、統一イメージデザイン等の作成、地域産業

の６次化の推進、地域産品の販路開拓、観光キャンペーン、地域復興イベントの実施、

県外からの観光客の宿泊費補助、自治体等との交流事業、こういうものが想定されま

すよというふうな基金であります。

続きまして、同じ１５ページのふれあい広場ということになります。全体計画、今

回造成中のものと全体的な統一を図れないというようなご質問でございます。現在の

ふれあい広場につきましては、予定建築物のない広場というような形で開発の許可を

受けております。あそこはそのままこれからもふれあい広場として使っていきたいと
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いうふうに考えております。もし予定建築物を建てるとすると、新たな都計法に基づ

く開発の許可が必要になる。更には、現在の広場の下にはスプリンクラーも埋設され

ているということを踏まえて、あそこの広場については従来どおりふれあい広場とし

て使っていきたいと。また、今回の６次化産業の建物と併せて、現在は造成しており

ますが、２５年度予算については設計監理等に着手したいと。併せて、一体的なあそ

この施設の中としての芝生化のふれあい広場というような一体的な計画の中で、あそ

こを農商工の片方は６次化の産業の推進と復興再生化を図るための広場というふうな

形で、統一的な形での事業を展開していきたいというふうに考えての今回の計上であ

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。

１７ページの前納報償でございますが、当初予算につきまして２２４万円で計上し

ておりましたが、固定資産税の関係の前納報償でございます。実績の見込みが１７５

万５,０００円ということで、４６万９,０００円の減額ということで、詳細につきま

しては手もとに資料がございませんので、後ほど詳しい詳細をお知らせしたいと思い

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） １９ページ、社協の委託関係でございますけれども、社

協の委託関係につきましては、当初予算時、少ない予算によって効率的な事業運営に

努めていただくようお願いをしてきているところでございますけれども、今回補正に

なりました関係につきましては、指定管理業務委託料１５２万１,０００円というこ

とでございますが、これにつきましては、水道光熱費、あるいは燃料費の高騰による

燃料費の不足、それから消耗品等、あと生きがいデイサービス事業、これにつきまし

ては、同じく燃料費の不足、それから給食費等、そういった関係の経費について計上

させていただいております。

それから、放課後児童健全育成事業ということで、業務委託費関係、これの不足関

係、それから給食費の不足額についての補正計上をさせていただいております。

それから、社会福祉協議会の運営費の補助金関係でございますけれども、これにつ

きましては、法人の運営費関係、賃借料、それから事業費、広報費等の不足分。それ

から、福祉バス関係、これは車両費、スタッドレスタイヤ等の新規購入と、あるいは

燃料費の不足分。それから、ボランティアセンター関係の活動補助というような中で、

旅費、あるいは消耗品、器具費の不足分、さくらカフェの用具等の設置等についての

補正計上ということでございます。以上です。

○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２３ページ、今回の災害瓦礫の撤去に関す

る質問でございます。工事の概要でございますけれども、積算につきましては、建築

の積算基準、これを用いまして、設計の委託の際にもお話させていただいております

けれども、現在積算中でございます。木質部、あるいは鉄骨、あるいはコンクリート、
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こういった比率を基に建築の解体ですよね、これの積算基準で積算をしていくという

ふうになっております。工事の概要は、正しく取り壊しでありますので、産廃の処理

も含めた積算になります。それから、質問の基礎の撤去、それから整地ということで

ありますが、もともと被災住宅の再建補助ではないと、危険な建物の撤去ということ

になるので、前にも説明いたしましたが、基礎はこの中では見れないと。したがいま

して、整地も見れないというふうになってございます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、２７ページ、担い手育成に要する経費の中で、

農地集積のシステムの構築うんぬんで、現実的にどういう形で進めるのかということ

で、先ほども説明申し上げましたが、農業については高齢化とか、あと農地の荒廃と

いう部分で、人と農地の問題が生じるということで、この現状の中で人・農地プラン、

そういう計画を策定しまして、その計画の中で今後担い手となる経営体、個人、法人

も含めて、そういう人を位置づけ、プランの中で位置づけ、また出し手となる、今後

高齢化で農業ができないとか、機械の老朽化で農業ができない出し手の人を位置づけ

て、このプランの中でそういう人を位置づけて農地の集積を図っていく、そういった

中で集積、このプランの中に位置づけされている人が農地の集積をした場合には、先

ほどの利用集積協力基金並びに新しく青年農業者等が就農を開始した場合に交付金が

出るという事業の中身でございます。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。

３１ページ、スポーツ栄誉賞副賞でございますが、過去の例といたしまして、手も

とに資料はございませんが、アームレスリング世界大会での優勝ということで、副賞

５０万ではなかったかというふうに記憶してございます。そちらの実績がございます。

それから、雪上体育体験の場所でございますけれども、会場といたしましては二本

松市のあだたら高原スキー場を予定してございます。この理由につきましては、近隣、

地元利用という部分と、それから移動時間が短くて活動時間が確保できるという観点

から、こちらのスキー場を計画しているところでございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） もろもろ説明ありがとうございました。

この芝生化事業、課長の説明ですと、既にある意味で今回の新しく造成した部分の

あれと６次化産業の大枠は決定しているような説明になるんじゃないかと思うんです

が、もうここは使えないというような説明、ちょっと納得できないんですが、やっぱ

り、今の直売所と、あの土地と一体化した利用方法を考えてもらわないと、これは住

民の理解は得られないです。後ろは後ろの造成は別なんだと、今の課長の説明だとそ

うなります。あくまでもふれあい広場の、私の考えは増設だと思っておりますので、

一体化した考えの中で全体計画練るべきだと思います。今の課長の説明では別々、こ

っちはスプリンクラーも入っているから手をつけられない、スプリンクラーなんぼの

ものだと言いたいです。やっぱりせっかくの土地利用は本当に有効に、一番有効な土
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地利用を考えていただかないと、我々議会としても、もちろん承認することできない

し、そういう発想の中から芝生化あるのなら問題ないんです。商工会の意気込みも十

分理解していますし、甲子園の芝を持ってきて植えると、夢があって大変良いことだ

なと考えております。その辺、根本的な考えを改めていただかないと、もう結局今の

説明ですと、あそこには一切建物を建てられないようなことになっちゃっては、商工

会でも既に東屋とか何か建てる計画でいらっしゃるようでございますが、その辺も全

体計画の中で進めていただきたいというのが要望であります。その辺、改めて村長に

伺います。

それから、もう１点、先ほど農政課長説明いただきました。このプランの中の位置

づけを理解していただける就農者ですか、もうちょっと意味が分からないんですが、

集落の中で結局この人が農業をやっていけるというような人を行政が選択するという

ことなんですか。理解としては、説明だとそういうふうに聞いたんですが、その辺も

うちょっとわかりやすく説明してください。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 芝生化の事業関係、これは先ほど担当課長からあったように、一体

の中でも、これはいろいろ検討してもらう、そういうことも検討していただきますが、

ただ、今までの既存のところについては、先ほど話あるように、開発計画そのものが

あそこには建築物等を建てるというようなことで許可をもらっていないということで

ありますから、一体的に開発の許可のやり直しになってしまう。だから、あくまでも

今度土地の取得の時点で、私のほうから申し上げたのは、具体的なそういう個々のこ

とは今のところはまだ進んでいないけれども、土地の取得については、やっぱりいず

れ６次化に向けて、あそこをやっぱり拠点にしたい。だから、あそこの土地は、やっ

ぱりタイミングもあるんだよね。そういうことで、今回その６次化という、そういう

位置づけで設けたと。だから、そういう方向で今度求めたところは、今の開発許可下

りれば、そういうことであそこのところの方向付けをしていきたいなと。なお、詳細

については、それぞれの検討委員会でも進めておりますから、そういう意見等を踏ま

えて議会にもしかるべきときに話をさせていただきたい。ただ、前にやっている芝生

化のところは、そういうふうなことで開発許可そのものが都計法上の、そういうこと

できているので、それも今度一体計画とということなってくると、今度はそれも全体

的に都計法上の計画のやり直しになっちゃう。それでは、いろいろと複雑になります

から、むしろ道路際で、あそこを芝生化になっているというのもこれは意味があるん

でないのかなと。道路際でも国道際でもあるし、そして、ああいうところがむしろど

うなのかなと、これはいろいろな視点があると思うんだけど、そういう前との絡みの

中で、今、前に進めていくのに、既存のものと、新たには６次化という、そして、そ

の辺で具合良くあそこの一つの両サイドの、それを利活用を考えていきたい。あまり

遅れるような、都計上のまた変更し直しみたいな、そういう形でなくて、なるだけ早

く具現化できる、検討委員会とのそういう方向付けがあれば、今度求めたところは具

現化できる、こういうことでいきたいというふうに考えておるんです。だから、全体
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計画、全体計画というけれども、先ほど課長からあったような、そういうことなんだ

と。事務的には、かなりこれ期間がかかるんだよ。だから、やっぱり、むしろどうで

すか、道路際は芝生になっていたほうが、ある意味においては良い面あるんですよ。

違うという方もあるけれども、これは、やはりこれはね、あまり道路際に建物建つと

いうのも、安達太良の身近なところに眺望関係もあるわけですから、これ、あそこの

国道拡幅するときに、全国で景観審議会できたけれど、これが初めてなんです。景観

審議会。そして、景観審議会で堀先生が、東大の先生が委員長になって、これ全国国

道拡幅でこれ初めてですから、そして、あの電柱を東側に移したとか、あるいはアル

ツマウンドですか、あそこのプラント、それから高さ、色合い、そして今の、そうい

う意味で、そういうものを踏まえて、あまり道路際に建物ということでなくて、結局、

直売所の建物を考えようによっては、もっと道路のほうに付けるっていう考え方もあ

ったんです。出入りしやすいように、目立つように。ところが、そういうことも考え

て、ある程度距離をおいて安達太良の眺望を眺めることができるように。だから、あ

まり道路際でないところに建物を造るということで、今の位置に引っ込んだところに

位置になっているという経過もあるんです。だから、そういう４号国道から往来して、

そして安達太良の眺望ができる、ということになれば、あまり道路際に建物とか、そ

ういうものはこれはやっぱり経過を踏まえれば、これはやっぱりそれを尊重していか

なくちゃならないなと。それには、建物と６次化の関係は今度求めたところ、その辺

を考えていきたい。そして、あと道路際等については、あまり安達太良の眺望に支障

のあるような建物等は、前の精神からすれば控えたいなというのが考え方であります。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えします。

今、村長が申したとおりでありますが、現在、今年買い求めた土地３,４９１平米

と、既存の直売施設、それから公衆トイレが１,６００平米程度あります。その両方

合わせた面積を都市計画法の今回開発区域として申請して、現在それを県との協議と

いうような形で進んでおります。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、人・農地のプランの関係でございますが、今

後、人・農地プランを作成を進めていく中で、各農家に意向調査を行いまして、今後

農業を中心に今後規模を拡大したい農家、そして先ほどの出し手となり、今後高齢化

で農業ができないので、近い将来農業はやめて貸すんだという、そういう意向調査を

しまして、意向調査に基づいて人・農地プランの中で、そういう中心的にやっていく

農家の方、あと将来的には貸して農業を縮小するんだという、そういうプランの中で

位置づけをすれば、先ほど農地の利用集積金並びに、あと農業の青年農業者の協力金

という形で交付金がなされるという、あくまでもプランを作って、その中で位置づけ

される方が、この事業の中で交付金を交付されるという中身でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。
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農政課長に伺います。ちょっと、あくまでも農家の人間でなければ今回は該当しな

いという理解なんですね。結局、私は就農給付事業、農業をやりたい人に行くような、

そういう大きな規制緩和をした形でなされることが理想なんでありますが、今回の今

の説明ですと、あくまでも農地を持っている家の子どもとか子孫の家計でなければや

れないというような今の説明になりますので、その点１点伺います。

それから、先ほどの芝生化のこと。村長、それから課長の説明、よく十分理解いた

しました。商工会の中でも、そういう話し合いもろもろ出ました。副村長、一緒に会

議に出てみて、そういう形で副村長の考えというものも、ここで聞いておきたいんで

すが、ちょっとお願いします。副村長の考えです。

○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。

委員長共々、懇談会に出席させていただきました。正に今、２番さんがおっしゃら

れたような商工会の考えであります。特に青年部のほうで、復興の何か目玉というこ

とでおっしゃられたとおり、甲子園の芝生ということで張り切っているようでありま

す。ただ、そのときも私が皆さん方の意見を聞いてお話ししたのは、あくまでも行政

の予算ですよと、その範囲内で行政が判断して商工会に業務委託するのがふさわしい

というふうになれば、そういうことで商工会のほうにお願いするということを申し上

げたわけでありますから、その性格は今、村長、あるいは企財課長答弁したとおりで

あります。

○議長（佐藤 悟） １１番。

○１１番（遠藤義夫） ２番さんの言葉の中に、ちょっと不適当な発言があったもので、

ちょっと訂正してもらいたい部分があるんで、これ本人に確認したいんですが、議会

で承認できないというのは、議会全体の話になっちゃうもので、個人的なものと個人

的において訂正してもらえば、そこお願いしたい。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 舌足らずというか、舌多かったです。申し訳ありませんでした。議

会という言葉は間違いで、私自身の考えでございます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、先ほどの農家でなくちゃだめなのかという部

分でございますが、いわゆる今回意向調査をするのについては農家の方々に、そうい

う意向を調査しますが、当然その中で新規、新しく新規就農をしたいとか、そういう

部分については人・農地プランに位置づけられれば、そういう事業に該当するという

ことで、この人・農地プランについては、そういう経営体並びにそういう事業体の名

称まで載せる関係もありますので、１回策定しただけではなくて、新たにそういう大

玉村で中心となって農業をやっていきたいという場合は変更をかけて、その中で位置

づけられれば、こういう事業の該当になるということで、農家に限らずということで、

随時こういう形で具体的な農家の、農業者の名称等も載りますので、今後新しく大玉

村で就農して農業を開始したいという場合は、その中で人・農地プランの中で位置づ
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ければ事業が該当するという中身でございます。

◇ ◇ ◇

○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４８分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後３時０５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ７６号議案について質疑を許します。

５番。

○５番（鈴木宇一） １５ページの芝生化事業、いろいろと出ておりますが、商工会の青

年部の皆さんが甲子園の芝を持ってきて張るんだと、非常に夢があって、そういう動

きに対してはすばらしいなというふうに思っております。しかしながら、あの辺の周

辺、下がったといえども、まだまだ予断を許さないというように思っております。先

ほど村長のお話の中でも、絶対はないんだということでございまして、私もそのよう

な感じがするわけでございます。それはどうしてかというと、やはり粉塵の舞い上が

り、４号線沿線、そして、また雨、雪、そういう中において、芝というのは苔と同じ

でありまして、１回吸着したらなかなか取れない、そういう性質を持っているわけで

すね。今度、じゃ高くなったら、また剥がしたらいいだろうということにもなるかも

しれませんが、それを二度三度やっては、やっぱり当局が苦境に立たされるだろうと

いうふうに考えざるを得ません。したがいまして、あの芝生化事業、予算化するのは

結構でございますが、私としては繰越事業という形で、いくらでも後に延ばせること

はできないのかどうか、その辺についてお尋ねをしたいと思います。

それから、２３ページでございますが、損壊家屋解体撤去工事４,５００万円、先

ほどの質問者もありました。いわゆる上物については、もうきれいにやると。事業主

体は村でしょうから、１００％工事費を発注してやると。問題はやっぱり基礎と整地

なんですね。主催者に言わせれば、土台残ってそのままでは跡地利用がどうしようも

ならないということが出てきてますね。そうなれば、そのまま放っておくのかという

ことになります。むしろ土台、整地のほうがお金かかるんですね。そういう観点から

して、何らかの形でやはり救済していかなきゃならないと私は考えるわけですが、そ

うしないことには家も建てられない。土地ある人はいいでしょうけれども、そういう

問題が生じかねます。ですから、この辺について、もう少し踏ん張って前向きに考え

てほしいなという観点からの質問でございます。

その下の住宅エネルギー設備設置補助金、これ９４万円でございますが、恐らく太

陽光関係の補助金かと思います。先ほどの再生エネルギーの宣言の村という観点から

すれば、実績のある太陽光発電がベターだろうと、こういうふうには思っております。

しかしながら、太陽光のいわゆる算出、設置費用を見ますと、１キロワット当たり約

５０万円ほどかかるんですね。そうしますと、一般家庭３.７キロから４キロ、この

キロ数で設置しますとパネル２０枚、約１５０万から２００万かかるんです。と申し
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ますと、補助事業、国３万円、県３万円、自治体２万円、この６万でなかなかやって

くださいといえども、あまりにも高額なんですよね。そういう観点からすれば、普及

拡大につなげるという意味からすれば、もう少しこの辺の補助率のアップというもの

を当然考えていかなくちゃいかんじゃないかなというふうに考えられるわけでござい

ます。脱原発、再生エネルギーの村宣言という観点からしましても、ここは普及拡大、

村民に大いに啓蒙活動しまして、補助率アップしていただきまして、なんとか早い時

期に５０％ぐらいまで持っていっていただければいいのかなという観点からの質問で

ございます。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） いちばん最後の件については、これは対県、国等にかかわる、そう

いうことの内容でもありますから、これはやっぱり再生可能エネルギーの推進につい

て、これは国もそういう方向付けをしているんです。これは国会等でも議決している。

だから、そういうことで、しっかりと、やっぱり現代の補助率、こういうものについ

て国、県としても上げてくれないかという、これは要望はしていくということに考え

ております。

しからば、村はこれ宣言をする自治体でありますから、村の分についてどうするか

というのは、今後予算等の絡みもあります。十分検討をしてまいりたいと、このよう

に考えております。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ５番さんにお答えいたします。

まず、損壊家屋の解体撤去の関係で、土台残して建て替えならんというようなお話

でございましたが、これについても以前にも議論がございました。今回の震災による

建物の撤去に関しては、災害等廃棄物処理事業の実施についてという通知に基づいて

やってございますので、その中では土台は入らないと、危険家屋の撤去だということ

なんですね。それから、そういう被災家屋を建て替える場合には、最大で３００万円

別途出るんですね。それから義援金もあるということで、残りの部分についてはそう

いう費用をあてがっていただくと。建築前に住宅にあっては３００万円、これは別途

出ますから、解体費はかからないと。そのほか建て替えの場合に別途費用が住宅の場

合には出るということで、こういう活用がありますので、今回の撤去費用はそういう

国の通知の理屈ですよね、道路等に対する危険とか、そういうものも含めて公費で撤

去していきますよという、そういう通知になってございます。

それから、太陽光に関して普及拡大を図るための対応というような質問でござい

ます。今回の補正予算では、太陽光については７件、４４.７キロワット、平均して

６.３ぐらいになりますかね、１件当たり。規模が比較的大きいものは既に把握して

いるものがございまして、補正予算計上させていただいております。それから、もう

１つは、太陽光ばっかりじゃなくて今回薪ストーブ１件、これも予算計上しておりま

す。これは単価５万円です。それから費用についても、今ございましたアベレージで

４キロで２００万円と、その程度の金額はかかっているようでございます。今、実際、
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規模によっても違いますけれども、コストの約１５％内外は国、県、村の補助でカバ

ーされている。それから、売電価格が４２円ということで、これらについてシミュレ

ーションいろいろ使っている電力消費量にもよりますけれども、半分から６０％ぐら

いの補足ができるというふうになれば、２００万円の投資もかなり短期間というか、

１０年未満で回収できると。そういう点考えれば、決して普及、むしろ普及するのに

予算措置、今以上の、国の動向はちょっと分かりませんけれども、補助でも十分設置

の動機づけにはなってくるのではないかと、このように現時点では判断しております。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

ふれあい広場の芝生化、もう少し遅らせたらどうなんだというようなご質問だと思

いますが、芝生化事業、今回予算計上いたしましたが、現時点における計画としては、

来年の５月、当然繰越明許事業という形で想定しております。その時点で、冬芝も併

せて植栽するというような計画でありますが、この間において今おっしゃられるとお

り、安心安全、これが第一でありますので、きめ細かな線量の測定、これは体制を敷

きまして来年の５月の時点で、もう一度その時点で植えるか、もう少し延ばしたほう

がいいのか、その辺で判断させていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） その辺については分かりました。

じゃ、住宅エネルギー設置の太陽光について、もう一度質問いたします。ただいま

課長のほうからありました再生可能エネルギーの固定価格買取制度、今年の７月から

施行されました。これによりますと、１０キロ未満又は１０キロワット以上、２段階

に分かれておりますが、これは買取期間が１０年又は１０キロ以上の場合は２０年間

買い取るという方針ですね。今、ほとんど村内においては１０キロ未満、そのような

設置だろうと思っています。約６キロ、今申しましたが、平均３.７から４キロでご

ざいますが、それは余剰電力を売るということでございますが、その考え方は夏場の

太陽がさんさんと輝いているとき、いわゆるＭＡＸの答えだと思うんですね。今、冬

期間、非常に曇り、こういう曇天になりますと、その出力ワットが半分に落ちるんで

すね。そうなれば当然、売電ということにはいかない。ですから、今後設置する場合

には、能力は倍以上のものを常に設置して、半分になっても大丈夫なんだという形に

しないと、一般家庭でも電気が賄えない、冬場においては。当然、買取価格制度はあ

るけれども、売電という形にはいかない。現にそういう形だろうと思います。したが

いまして、やはり２００万円うんぬんかかる中では、今後強力にこの補助事業のアッ

プということを運動を展開していただきたいという観点でございます。よろしくお願

いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど申し上げました。

村としては検討委員会等の方向を踏まえて、できるだけ努力はしなくちゃならんな

と。それの以前に国、県等に対するエネルギー政策に対する再生可能エネルギーの推
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進という立場で、これはやっぱり補助額をもっと増額してくれないかと、こんな苦し

みを受けてんだべ、福島県に対しては特措法もあんだべ、それをなんとか、そういう

財源を考えてくれないかというようなことで、運動は強化していきたいというふうに

考えております。

○５番（鈴木宇一） 村長、芝生の関係、何かコメントあったら、ひとつお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど２番議員にも申し上げましたが、私としては、堀繁東大の教

授を景観審議会としては、あそこの４号国道拡幅したんです。そして、そのときに、

やはり道路際に建物とか、やはり道路から秀峰安達太良連峰がバーッと一望できる、

そういう、これはやっぱり全国でも珍しいここは景観の地域ですよと。この安達太良

山の見える景観、これをやっぱり道路から見えないようなことにはしないほうが、こ

の地域のやっぱり将来的な発展のためにはベターですよと、こういう結論になったん

だよね。それで西側の電柱、これを全部東側に移したんです。信号のところは、あれ、

地下してんですよ、信号のところは、西側のほうに。そして、あと先ほど言いました。

プラントも色も、これこういう色にしてもらいたい。高さも結局あまり高くなくして

もらいたい。そして、道路とそれから駐車場と、道路にはぎっちりと自動車止めてあ

ると、これあそこから、やっぱりいろいろ反射とか何か、そういう関係があったり安

達太良山のやっぱりそういうこともあるだろうと。そういう景観上、アウスマウンド

というんですか、ああいうことも景観審議会で得たことによる実現なんです。だから、

あまり４号国道のそばに建物等は私としては、そういう経過からすれば、やはり尊重

して、安達太良のあの連峰を、秀峰連峰を眺望できる、これは確保したいなと。将来

的に確保したいなと。だから、そういうことを考えれば、むしろ今の芝生化するとこ

ろ、これは、やっぱり芝生化という考え方で良いんではないかと。６次化関係絡みと

か何かというのは、むしろ今度の買い求めたところ、これを利活用を考えたほうがい

いんではないかなというふうに思っておるんです。もちろん芝生をすることによって、

先程来何回も話が出ております。担当課長からも繰越明許になります、繰越明許で実

際は５月ころに考えているけれども、十分線量等を測って、そして明らかにします。

議会にも着手する前に、現在の線量はこういう状況下であります、いつころから着手

したいと、そういうデータに基づいて、そして着手するときには着手します。そうい

うことでもって、とにかくやっぱりやることをやって、そしてきちっとやっぱり踏ま

えて事業実施に移りたい、そういうことで、ひとつご理解をいただきたいなというふ

うに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 私は、絶対の答弁を求めます。

１５ページの芝生の関係でございます。この１０分の１０の補助要件として、

０.２３マイクロシーベルト以下という条件があるようでございます。測定した結果、

０.１４とかいちばん高くて０.２だと、こういうふうな話でございました。でも、昨

日の直売所のところの定点測定している空間線量計、０.３９マイクロシーベルトで
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あります。これとの差について、本当に我々測ったら０.１４で通るかどうか、これ

絶対確認していただきたい。確認します。

それから、どういう器具で測って０.１４だか分かりませんが、文科省から来てい

る空間線量計ありますね、こんなの。もう１つ、マイクロホンみたいなのを持って測

るやつありますね。あれの差、０.２あったことがあるんですよ。要するに、このマ

イクロホンみたいなので測るのが０.２低かったのね。文科省から来たこんなやつ

が、それと比較して０.２高かったんですよ。だから、どういう機械で測って０.１２、

０.１４だか分からないけど、あそこに定点の空間線量計ある。あれを覆しても我々

はこうだったというふうなことで通せるか通せないか。通せなかったら負けるんだか

ら、補助事業対象外なんですから、そこは絶対間違いなくやれるかどうか確認してお

きたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 違うんだわね。これ、あそこの場所ね、ちょっとあそこの水路を手

入れしたり、あの土手の草刈ったり、それから、あと高圧洗浄機でずうっとやります

と、これカタッと下がるんです。だから、あの定点の位置、あれが全く即正しいかと

いうと、これはやっぱりその位置によって非常に左右される面があるんです。先ほど

担当課長からあった数字は、今芝生を張ろうとする、そこのあくまでも広場のところ

を言っているんです。０.１４とか、いちばん高いところで北側の松のあるところは

０.２だというのは。だから、もちろん、これからも肝心要のことはやっぱり芝生を

張ろうとするところ、これから爆発とか前のようなことはないと思いますからね。だ

から、ないと信じるしかない。そういうことで、張ろうとするところの、これは今そ

れぞれ県等から配られている、それでもって測定した数値を話をしたというわけであ

りますから、だから大体は県等から配られている器具で、そう狂いのない数字が出て

んだわね。だから、そういうことで、いずれ来年の５月ころを考えているけれども、

やるときにはきちっとやっぱりそこのところの張ろうとするところのちゃんと、きち

っと測った、なんだったらば必要があれば、議員の皆さん方にも現地に行って実際測

ってみてもらって、こういう数字ですよということでいうようになれば、確認してい

ただいて事業を進めるということもあり得るわけです。そういうことで、定点等どう

なんだということでありますが、定点のあの数字も絶対とはいえない。あれ移動すれ

ば、また数字は変わります。あそこちょっとやっただけで変わるんです。だから、そ

ういうことだから、なかなかどこを取ってどうだということになってくると難しいと

ころがあるんですが、やはり、やろうというときには、そこのところの箇所、現実に

芝生を植えるところ、この広場、ここのところをやっぱり地べたでなんぼだ、それか

ら１メーターでなんぼだ、５０センチでどうだと、こういうやはり測り方で事業をや

るかやらないか、そのときにやっぱり最終決断をすると。場合によっては、すぐそば

でありますから、議員の皆さん方にも行ってもらってもいいと思うんです。分かって

もらったほうがいいと思うんです。皆さん方に見た検証をした結果こうだったよとい

うことで、これはやっぱり不安の方に話もしていただける。そういうことに考えてお



- 128 -

ります。いずれにせよ、やっぱりいいやんべやるというわけにはいかないということ

は、私も強く認識しておりますから。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 自分たちで測ったのがどうのこうのとか、あの機械がどうのこうの

とは言ってない。言うつもりはない。要するに、定点はリアルタイムにあれ行ってい

ると思うんですよ、文科省か何かに。だから、そのデータを覆して、我々はこうだっ

たよということで、その補助事業を対象としてやれるようにしてもらえば何の言うこ

とないんですよ。だから、そのときに、向こうはここの定点測量した結果、もうこう

いう結果なんだよと。それなのに大玉村で測ったのはこうだったなんて言ったって認

められないでは、補助事業対象外になっちゃうんじゃないですかと。だから、そこの

ところだけきちっとやってもらえば、何も言うことないんです。ですから、その定点

測定している空間線量計は、あくまでもそれはそれと。おれらはおれらで測った結果

こうだったんだから、これでやりますということでがんばってもらえるかどうかなん

です、がんばってもらえますか。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

広場については、中心、縦、横、対角十数カ所測って、それを常にデータとして取

っております。これについては、県のほうと今おっしゃったようなことがあれば、十

分がんばって広場の線量は広場の線量なんだということで、補助対象に結びつけてい

きたいというふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） １４ページですが、款２の総務費の中での目１２の復興のつどい

関係で１０５万円ですか。こういうことでの、うち７０万円が講師謝礼等々というこ

とでありますから、あとの残りでどうこうということでありますが、どうした規模、

内容というものの考え方をしているか、それらの概要がもしあるとすれば、お尋ねを

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） １０番議員さんにお答えいたします。

１４ページ、１５ページの復興のつどい災害対策本部に要する経費の中で取り組ん

でおります。昨年同様３・１１、平成２５年３月１１日というふうな形で、会場は改

善センターにおいて復興のつどい、３・１１を忘れないというような趣旨の中で、大

玉村はこういうふうな形で再生するんだというような集いを開催すると。その中の基

調講演として、講師謝礼、テレビ等で活躍しているような方の基調講演を予定してお

ります。また、更には学校等に協力をお願いしながら、中学生等の決意といいますか、

そういうふうな表明等も２時４６分をはさんで、そういうような形での昨年同様な形

でのイベントを予定しているところであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）



- 129 -

○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７６号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第９、議案第７７号「平成２４年度大玉村国民健康保険特別会

計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 今年度に限っていろいろ災害等もありますし、不景気なわけでござ

いますけれども、この健康保険、私も病院にかかっている１人ですので、昨年から個

人の保険証になったものですから、完全にこの健康保険払っているか払ってないか調

べてから診察に入るんですね。この健康保険に対しての納付率は、現在のうち何パー

セントになっているのか。未納付は何パーセントになっているのか、伺いたいと思い

ます。

ほかに５５ページで、葬祭費の中で給付金というような形で２５万円計上されてお

りますけれども、この給付金とはどういうものなのか伺っておきます。

○税務課長(舘下憲一) ７番議員さんにお答えいたします。

まだ納期の途中でございますが、これから納まる部分も含めての納期の率につきま

しては４３.４％でございます。以上です。

○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。

５５ページの１９葬祭費給付金、これは国保加入者が死亡した際、葬祭を執行する

方に給付する葬祭費です。１件５万円ということで、今回実績に基づきまして、今後

の推計で５件分を計上させていただいております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）
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○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第７７号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第７８号「平成２４年度アットホームおおたま特

別会計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 昨年度は、あのアットホームが半年間くらい被災地の宿泊所になっ

たわけでございまして、そういったことでいろいろなことで問題はあったと思うんで

すけれども、今回いろいろな観光については風評被害もあろうかと思いますけれども、

そういった面で利用状況は今分はどうなっているのか、まず伺いたいと思います。

更に今回、消耗品として座椅子を入れるわけでございますけれども、座椅子を入れ

る場所がないんだというふうな見方もしておりますけれども、この座椅子をどのよう

な形で収納しておくのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） アットホームおおたま支配人。

○アットホームおおたま支配人（中沢武志） ７番議員さんの質問にお答えいたします。

観光面ということで、利用状況でございますが、１１月時点での１か月間の売り上

げ１,０５７万８,５５５円ございます。昨年同月に関しては９９８万２６０円という

ことでございまして、昨年よりもわずかではございますが、向上しています。

もう１点、正座椅子につきましては、収納場所、大変あのような建物でございます

ので苦慮しているところではございますが、なんとか工夫しまして２階に収納箇所が

２つほどございますので、整理しながら収納できるかどうか、今後予算化通りました

らば更に検討を加えて、最悪下にある旧館等の収納を含めて検討したいと考えてござ

います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１１、議案第７９号「平成２４年度大玉村農業集落排水事業

特別会計補正予算について」を議題といたします。
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質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１２、議案第８０号「平成２４年度大玉村土地取得特別会計

補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 大切な土地購入でございますけれども、こういった事案については、

当初予算では組めなかったのかというふうな疑問を持っておりますので、当初予算に

組めなかった理由をまず説明していただきたいと思います。

また、２～３年前に改善センターの駐車場は増えたわけでございますけれども、再

び駐車場用地を買収するということでございますけれども、そういった理由は、これ

文化祭等も含めて車が来ているのは分かるんですけれども、そんなにこれ、どんな理

由でこれ変えるのか、そんなに人はイベントがない限り来ないと思うんですけども、

この点ですね、この改善センターの駐車場はどうして求めるのか、お聞きします。

また、村民グラウンドについても、今もある不動産会社の看板の立っている部分だ

けを買収するんだということでございますけれども、あの駐車場でさえ狭いと思うん

ですよね。もう１軒分、１戸建っておりますけれども、あの周辺にも別口の駐車場用

地としてローダーだの入って地ならし、地固めしている土地あるんですよね。あの土

地の買収はあり得るのか、あり得ないのか、この３つ伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ７番さんにお答え申し上げます。

なぜ当初予算に組めなかった点についてお答え申し上げます。今、７番さんがおっ

しゃられた六社山の件であります。これにつきましては、ある不動産屋というご指摘

のとおりでありまして、相続関係がかなり時間がかかると。村では教育委員会との借

地契約をしておりましたけれども、にもかかわらず、何か原因があったようでありま

すが、村との交渉はしたくないということで不動産屋にお願いしたという経緯であり

ます。ただ、村としては、あそこは絶対ほしいという前からの考え方でありましたの

で、その不動産屋と所有者、当初５人でありましたけれども、現在は２人になってご

ざいます。その経緯を見ながら、村では不動産屋にお願いしておりました。不動産屋

のほうにお願いした理由は、不動産屋のほうで、あの土地は村のグラウンドの駐車場

として長く借りていると、不動産屋としても村の考えを聞きたいということで依頼が

ありましたので、村としては是非譲っていただくならば取得したいということで折衝
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交渉を始まってございます。村としては、所有者の意向で前面に出ないで、不動産屋

のほうに依頼いたしました。いろいろと問題点がございましたので、向こうは弁護士

を立てて正式に不動産屋とのやりとりをしたいということでありましたので、その推

移を見ていた結果、当初予算には間に合わなかったということであります。今回計上

しましたのは、不動産屋のほうから、相手から大玉村さんに売りたいと、そういう意

向を示したということでありましたので、公拡法に基づいた買い取りの願いで買取団

体が大玉村と決定したと、それは相手が了解しましたということであります。

それから、改善センターの土地が、これもまたなぜ当初でということでありますが、

これは、ある方から村に協力したいと、村に売りたいという話がございましたので、

村としても今ご指摘のとおり、３年前にあそこ、用地を取得しましたけれども、あの

当時でさえすべて買いたいなと。体育館前の駐車場を解消したいという計画もありま

したので、その状況で当初からそういう計画は持ちませんでしたけれども、年度途中

で所有者のほうから買い取りの申し出があったということで、今回の計上になったわ

けであります。（不規則発言あり）

隣接につきましては、今のところ賃貸借契約を結んでおりますので、たまたま先ほ

ど議決いただきました大山小学校の運動場関係の所有者であります。したがって、今

回は土地収用法に基づいて買収したということで、近々、今日、農業委員会の話を聞

きますと、県の許可が下りたということでありますが、これから所有権移転並びに支

払い等々があります。これが万が一年末まで解決しないと、２５年１月にならざるを

得ない。となりますと、同じ法的な措置がとれないということもあります。また、所

有者については、その旨、買い取りの話はまだしておりません。賃貸借契約を継続す

るというのが２５年には、それを継続しながら状況を伺って、所有者のほうに村の財

政の裏付け等々を考慮しながら、所有者のほうにお願いするというふうな予定になっ

てございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 大体のことは理解しますけれども、特に村民グラウンドの六社山の

あの件については不動産が入ったということで、手数料についてはこの金額の中に入

っているのか、または別枠で補正組むのか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） この予算の中に入ってございます。ただ、お断りしなきゃならな

いのは、不動産関係法に基づいた手数料ではありません。これは、不動産屋との話し

合いで、今インフラ整備やっているネットワークと同じような考えで謝礼的で２０万

円ということであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）
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○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８０号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１３、議案第８１号「平成２４年度大玉村介護保険特別会計

補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１４、議案第８２号「平成２４年度大玉村水道事業会計補正

予算について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 最後のページ、１３７ページなんですけれども、一度は上げた測量

設計業務委託が配水管布設替え工事に、全く同じ数字で組み込まれたということは、

設計業務委託料はどのようになったのか、当局に伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。

委託料５４８万５,０００円減額、これは測量設計業務委託料の減額についてでご

ざいますけれども、当初、おっしゃられるとおり石綿セメント管布設替え工事にかか

ります設計業務委託料で予算措置をさせていただいておりました。当初の計画におき

ましては、残存する石綿セメント管延長１０キロの全線につきまして、村単独事業に

よりまして布設替えをする計画でございました。そのために全線にわたる測量設計業

務を発注する計画でおったわけでございますけれども、本年度に入りましてから平成

２４年度水道水源開発等施設整備費国庫補助金、これは過去全国防災版という形で、

厚生労働省のほうから要綱の発布がされまして、２４年４月１日に適用ということに
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なりました。国、県と、そういった関係につきまして協議、事前の事前の協議をさせ

ていただいた段階で、この要綱に合致する布設替えの区間につきましては、国庫補助

の対象となるということが確認をされました。この補助金が適用になりますと、補助

率３分の１ということで村にとっては大変いいということで、いったん計画をさせて

いただきましたこの測量設計業務の発注につきましては、取りやめをさせていただい

たところでございます。なお、その設計の取りやめに伴いまして、事前に国とか県と

協議をさせていただく資料並びに概算要求時に必要となります資料としまして、石綿

セメント管更新事業基本計画の策定が必要となります。この策定業務の発注に切り替

えまして、今現在実行しているところでございます。そのため、予算総額３,５００

万円に対しまして、現時点におきます契約額７１４万円、執行残が２,７８６万円と

いうふうになっておるところでございますけれども、この一部の組替えによりまして、

今回工事費に充てさせていただいたところでございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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） 日程第１５、議案第８３号「村道路線の廃止について」を議題とい

たします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） 整理番号２番の関係でございます。廃止しなければならない根拠に

ついて伺います。

それから、これらについては関係地権者の意向は、どういうふうな意向なのか。あ

るいは公示期間や関係者への周知、その後の周知、どのようになされる考えなのか伺

います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんの質問にお答えをさせていただきます。

廃止路線の整理番号２番、これにつきましては、昭和５４年当時に道路台帳整備し
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た際に、航空写真により道形を判断して整備したものでございます。今回、同所にお

きまして境界立ち会いをした結果、終点側が民地であったと。なおかつ、住宅の用地

になっていたということで、今回実態に合わせた道路台帳整備をさせていただくため

に、一度廃止をさせていただいて、次の議案に基づいて実態のとおり改めて認定をさ

せていただくという内容でございます。

なお、地権者の意向としましては、当然宅地、個人の土地で、そこが宅地になって

ますので、ここは道路だという状況にはなってございません。あくまでも地図上は民

地であって、道路台帳上が村道という形になっていたという中身でございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。建設課長。

○建設課長（菊地 健） 公示期間につきましては、２週間、廃止ということで公示をさ

せていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今の説明ですと、道路台帳だけの道路であって、地図上にはなかっ

たということですね。ただ、この議案書だけ見ると、認定と廃止が反対になるような

状況でありまして、こういうゴンボ道、なじょして認定すればいいのかなというふう

に頭ひねったところでありますが、まず、地権者の関係も、これを廃止してゴンボ道

になるような村道を認定しても全く問題ないということでよろしいですね。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 実態としての使い方は、行き止まりの道でございます。過去に

私も地元でしたので分かっておりますが、来迎寺の縁のほうをぐるっと歩いて出れる

ような道形は、踏み跡はありました。ですが、実際の公図上を見ると、実際には民地

であったと。それが経年で宅地化をされて、現在は住宅が建っているというないよう

でございます。今のところ、利用形態につきましては、過去には田んぼ、農地であっ

たんですが、現在はモルディックによる宅地化になっているところでございまして、

現状としては何ら差し支えない道路でございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 確認しておきます。

これ、村道のように道路公図上はなっておったということでございますが、村道の

管理の手落ちでこういうふうになってしまったということではないんですね、間違い

ないんですね、確認します。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） そういったことではございません。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。
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（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１６、案第８４号「村道路線の認定について」を議題といた

します。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 整理番号５号について伺います。

私も、あの道路を通りまして、過日、地鎮祭が行われておりまして、もう既にこれ

工事始まっているんですけれども、これ事前着工、そういううんぬんの法的について

抵触しないのか、当局に伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。

この仲ノ内４号、上の４番も仲ノ内３号も関連してございますが、このエリアに関

しましては、業者が開発として行っているところでございます。開発の許可が下りま

したので、地鎮祭等を催したのではなかろうかと思っております。なお、本路線につ

きましては、９月補正予算のほうで計上されておりますとおり、村のほうでインフラ

整備として道路については工事をやらせていただくことになっております。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１７、議案第８５号「大玉村監査委員の選任について」を議

題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１８、今定例会への新規事件であります請願第３号、陳情第

５号を一括議題といたします。

これより付託した常任委員会の委員長から審査結果の報告を求めます。

２番。

○総務常任委員長（押山義則） 総務文教常任委員会報告書。

議長の命によりまして、総務文教常任委員会の審査結果を報告いたします。

去る１２月７日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました請願第３

号「２０１３年度の教育予算の拡充と教職員定数の改善を求める意見書提出」方の請

願について審議するため、１２月７日、午前１１時５分より大玉村役場第２委員会室

において全委員出席、更に参考意見聴取のため企画財政課長、教育総務課長に出席を

求め、委員会を開催いたしました。

請願第３号「２０１３年度の教育予算の拡充と教職員定数の改善を求める意見書提

出」方の請願について慎重審議のうえ採決を行った結果、この請願を採択すべきもの

と決定いたしました。

以上のとおり、総務文教常任委員会に付託されました請願についての審査結果を報

告いたします。

平成２４年１２月１２日

総務文教常任委員会委員長 押山義則

大玉村議会議長 佐藤悟殿

以上であります。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 総務文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

これから、請願第３号「２０１３年度の教育予算の拡充と教職員定数の改善を求め

る意見書提出方の請願」について採決いたします。この採決は起立によって行います。

本請願に対する委員長の報告は採択です。

本請願は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

（起立多数）

○議長（佐藤 悟） 起立多数です。

よって、この請願第３号「２０１３年度の教育予算の拡充と教職員定数の改善を求

める意見書提出方の請願」は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしまし

た。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。１０番。

○産業建設常任委員長（須藤軍蔵） 議長の命によりまして、産業厚生常任委員会の審査

結果についてご報告いたします。

去る１２月７日の本会議において、産業厚生常任委員会に付託されました陳情につ
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いて審査するため、１２月７日、午前１１時１０分から議会図書室において全委員出

席、更に付託事件に対する参考意見の聴取のため、住民生活課長の出席を求め、委員

会を開催いたしました。

陳情第５号「年金２.５％削減の中止を求める意見書の採択を求める陳情」につい

て慎重審議の結果、採択すべきとの意見もありましたが、不採択と決定をいたしまし

た。

以上のとおり産業厚生常任委員会に付託されました陳情についての審査結果を報告

いたします。

平成２４年１２月１２日

産業厚生常任委員会委員長 須藤軍蔵

大玉村議会議長 佐藤悟殿

以上であります。

○議長（佐藤 悟） 産業厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

これから陳情第５号「年金２.５％削減の中止を求める意見書の採択を求める陳

情」についてを採決いたします。この採決は起立によって行います。

本陳情に対する委員長の報告は不採択です。陳情第５号「年金２.５％削減の中止

を求める意見書の採択を求める陳情」を採択することに賛成する方は起立願います。

もう１回申し上げます。この採決は起立によって行います。

本陳情に対する委員長の報告は不採択ということでございまして、陳情第５号「年

金２.５％削減の中止を求める意見書の採択を求める陳情」ということで、この陳情

第５号の陳情書に対する採択することに賛成の方ということでございますので、それ

で、今度ちょっと変わって、採択のほうを優先して最初諮らなくちゃならない。不採

択のほうは後からやるということでございますので、この陳情文書に対して賛成の方

は起立、あと委員長の報告とおり不採択と人は起立をしないでいいということでござ

います。そういうことでございますので、これから、そういうふうになりますので、

ご理解をお願いしたいと。

それでは、起立によって行います。

先ほど申しましたが、陳情第５号に対する委員長報告は不採択です。不が付きます。

陳情第５号、年金２.５％削減の中止を求める意見書の、この文面に対して採択する

ことに賛成する方は起立願いますということでございますので、委員長報告のとおり

ならば立ってはならないわけです。

それで、この委員長報告と、これは意見書の文面というのは別なんです。この文面

に賛成する方は起立、これからそういうふうになります。これからの採決の仕方は、

そういうふうになりますから、ご理解をお願いしたいと思います。

起立をお願いします。

（起立少数）
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○議長（佐藤 悟） 起立少数です。

よって、陳情第５号「年金２.５％削減の中止を求める意見書の採択を求める陳

情」は、不採択とすることに決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１９、委員会研修報告を行います。

総務常任委員会、産業厚生常任委員会及び議会運営委員会の各委員長並びに議会広

報編集特別委員会委員長より、順に報告を求めます。

総務常任委員長、２番。

○総務常任委員長（押山義則） 総務文教常任委員会視察研修報告書。

平成２４年９月定例議会において、閉会中の継続審査の申し出のとおり、去る１１

月５日、６日、委員６名全員出席のもと、茨城県美浦村、茨城町において、両町村議

会の議会運営状況の調査を目的に視察研修を行いました。美浦村、茨城町とも、今年

８月２９日、大玉村との災害時総合応援協定締結をした自治体であります。

美浦村は、茨城県の南部に位置し、総じて温和で典型的な表日本型の気候の特色を

示し、高品質の米や野菜を生産している農村地帯であります。また、２２３万平米、

約東京ドーム４００個分の広大な敷地を有するＪＲＡトレーニングセンターがあるト

レセンの町として知られ、人口１万７,０００人あまり、経済的にも余裕のある自治

体としての印象を受けました。議会運営は、定数１４名、各委員会の任期が２年制で、

予算審査、決算審査を特別委員会として運営しております。

また、茨城町は、茨城県の中央に位置し、人口が３万４,０００人あまり、農地面

積では田が２,０００ヘクタールに対して畑が４,０００ヘクタールあり、首都圏の台

所として畑作に重きを置いた農業形態で、交通網も高速道インターチェンジが町内に

３か所あるなど、勢いのある町づくりが感じられる自治体であります。議会定数は

１６名、各委員会の任期は２年、予算審査、決算審査をそれぞれ常任委員会制度の中

で審査するなど、茨城県特有の制度と理解いたしました。

両町村とも、平成の大合併の嵐の中で自立を選択した自治体としての自負と、運営

状況に優れ、大玉村との災害時総合応援協定締結町村として信頼のできる自治体とし

ての認識を深め、両議会の相互理解を深めるための研修でありましたことを申し上げ、

報告といたします。

平成２４年１２月１２日

総務文教常任委員会委員長 押山義則

大玉村議会議長 佐藤悟殿

○議長（佐藤 悟） 次に、産業厚生常任委員会委員長、１０番。

○産業建設常任委員長（須藤軍蔵） 議長の命によりまして、閉会中に実施いたしました

産業厚生常任委員会の調査結果について報告いたします。

再生可能エネルギーをテーマとして、去る１０月２３日から２４日の日程で、全委

員出席の下、山形県小国町の小水力発電及び会津若松市内のバイオマス発電会社を視

察研修いたしました。
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小水力発電の研修先、小国町は、県の西南端にあり、新潟との県境に位置し、面積

は我が村のほぼ１０倍で、その９６％が森林、人口は８,７００余名とのことであり

ました。主な産業は、林業や自然環境を活かした観光わらび園、山菜、キノコ等の加

工販売に力を入れています。小国町からは、議長、議会事務局長、更に発電所の設置

をしている国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所所長及び発電担当職員に出

席をいただいて、説明を受けました。発電所の設置場所は、１級河川荒川水系の上流

の砂防堰堤で、その目的は、出水時等における流域監視のＣＣＴテレビカメラや、雨

量計等の防災情報機器が停電で使用不能になったときに備えるものであります。発電

方法は、回転する水車形式で、砂防堰堤から落ちる水を直接水車にあてて発電する、

発電量は３４３ワットです。水車と発電機は堰堤建設時に使用した水抜き穴に設置さ

れております。この発電方法の良い点は、文字通り小水力ででき、設置費が比較的少

なくて済む、水利権の取得不要などです。一方、問題点としては、当然発電量が少な

く、利用場所も限られる、大水が出ると水が水車の上を超えたり、雪などで水の流れ

が変わって、安定的発電に不安がある点でありました。

次に、河東工業団地内の株式会社グリーン開発会津の木質バイオ発電についてであ

ります。会社で用意している事業概要のビデオを視聴後、事務所屋上にて職員から、

建物の役割や内容について説明を受けました。この会社は、地元林業業者との二者共

同出資で、それによって立地し、農水省の補助事業に認められ、原発事故後の６月に

着工、今年の７月より操業を始め、循環型社会の実現のため木質資源を活用した発電

事業を通して、林業の活性化、原子力に代わる電力の供給、地域の新たな産業と雇用

の創出と二酸化炭素排出抑制のクリーンな環境を目指すとしています。使用燃料は間

伐スギ材など未利用材をチップに加工し、月５,０００トン焼却、２４時間稼動で、

運転日数は年間３４０日で、一般家庭の約１万戸が使用でき得る５,７００キロワッ

トの総発電量があります。木質バイオ発電での固定価格買い取り制度認定の第１号と

して、注目をされています。なお、会社をこの場所に建設するに至った経過としては、

売電する送電線が近くにあったこと、工場敷地の広さや原材料の調達、搬入など、利

便性を考慮して合致したとのことでありました。原発の廃炉を決意した私たちが、そ

れに代わる様々な再生可能エネルギーに取り組むことは、極めて重要でありまして、

緊急の課題ではないでしょうか。村当局においても小水力発電など調査されています

が、森林の利活用を含め、この度の研修がこうしたことに大いに参考となったことを

申し添えて、産業厚生常任委員会の調査報告といたします。

平成２４年１２月１２日

産業厚生常任委員会委員長 須藤軍蔵

大玉村議会議長 佐藤悟殿

以上であります。

○議長（佐藤 悟） 次に、議会運営委員会委員長、６番。

○議会運営委員長（佐々木市夫） 議長の命によりまして、去る１０月２９日、３０日に

実施いたしました議会運営委員会調査研修について報告いたします。
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本年度の当委員会の調査は、議会の運営に関する調査を研修テーマとし、調査研修

地を新潟県津南町と決定し、全員出席の下、実施いたしました。津南町議会からは、

議長、副議長、議会運営委員会委員の出席を得て、研修を受けてまいりました。

津南町は、新潟県と長野県の県境にあり、標高２００メートルから２,０４５メー

トルに位置し、日本有数の豪雪地であります。町の人口は、約１万８００人、総面積

は１７０.２８平方キロメートルであります。信濃川と３つの河川が作り出した日本

一の河岸段丘があり、水田の大半がその河岸段丘に位置しています。行政の特色とし

ては、自立のまちづくりと町民所得の向上、雇用の確保、安定定住の確保に力を注い

でいる点であります。議会の概要は、議員定数が行財政改革により平成１９年の改選

時に１８人から１６人に改正し、現在に至っています。議会構成は、総務福祉７人、

産業建設８人の２常任委員会制で、議運は総務福祉、産業建設常任委員会よりそれぞ

れ各３人を選出し、計６人で構成、更に議会広報特別委員会は６人で構成されており

ます。津南町議会では、平成２０年から議会報告会が毎年４月から５月の夜間４日間、

議員が５班体制、１班３人で、町内２０会場において３月定例会での条例、予算、常

任委員会活動など、議会便りを基に町民に説明して、町民からは、議会やまちに対し

て意見、要望などを聴取し、その取りまとめを行うなど、議会の活性化に努めていま

す。また、懇談会出席者から出された要望事項のうち、議会権限上回答できない事項

及び直ちに解決できないと判断した事項については、これを執行機関へ通告して、そ

の対応を求めることになっています。更に、開かれた町議会に向けて、ユーストリー

ムを活用した議会のインターネット中継で、平成２４年３月定例会一般質問を試験的

にスタートさせ、１２月定例会からはカメラの増設、中継用パソコンの新規購入によ

り充実を図っているとのことであります。これにより、なお一層の緊張感を持って議

会対応をしたいとのことでありました。

今後の議会運営に大いに参考となり得る、実りある研修であったことを付け加え、

報告といたします。

平成２４年１２月１２日

議会運営委員会委員長 佐々木市夫

大玉村議会議長 佐藤悟殿

以上であります。

○議長（佐藤 悟） 次に、議会広報編集特別委員会委員長、３番。

○議会広報編集特別委員長（武田悦子） 議会広報編集特別委員会調査研修報告書。

議長の命によりまして、去る１１月１２、１３日に実施いたしました議会広報編集

特別委員会調査研修について報告いたします。

本年度の当委員会の調査については、議会広報編集全般についてを研修テーマとし、

調査研修地を山形県東置賜郡川西町と決定し、全委員出席の下、実施いたしました。

川西町は、山形県南部の置賜地方のほぼ中心に位置し、町内には北緯３８度と東経

１４０度の交差点があります。広大な田園となだらかな丘陵地とに大きく二分され、

その豊かな自然を利用した農業が盛んで、山形県内では庄内平野に次ぐ米どころとし
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て知られています。議会構成については、議員定数１５名、総務文教常任委員会、産

業厚生常任委員会、広報常任委員会のほか、議会運営委員会となっております。研修

には、議会副議長、広報常任委員長、副委員長、事務局長が出席し、概要や発行まで

の流れなどの説明を受けました。川西町議会だよりは、昭和６０年４月より発行して

おり、現在１１１号まで発行されております。また、町村議会広報全国コンクールで

は２年連続で優良賞を受賞しており、実力ある編集委員会であります。広報常任委員

は６名で構成され、「議会を町民により近い存在へ」を合い言葉に、まずは町民に読

んでいただけること、町民参加を心がけること、編集にも町民の力ををコンセプトに

取り組んでいるとのことでした。編集作業は、すべて議員のみで行い、町民の方へ広

報アドバイザーや広報モニターを依頼し、意見を編集に取り入れていくという大きな

特徴があります。広報アドバイザーは、写真部門、文章部門があり、写真の愛好家の

方や教員経験者の方からご意見をいただき、広報モニターは、議会等に対するご意見

を「広報モニターから一言」と題して掲載しております。このような町民参加型の紙

面作りが各地から注目されており、昨年から視察が相次いでいるとのことでした。ま

た、昨年の５月から広報委員会が常任委員会化されたことは、議会広報の重要性が認

知されているということであり、責任の重さを感じながらも、委員の意欲の向上につ

ながったとのことでした。

今回の研修は、本村議会便りの編集に参考になるものであり、研修を生かし、村民

の方々に親しまれ、読みやすい紙面作りに努めてまいりたいと思います。

以上、議会広報編集特別委員会の調査報告といたします。

平成２４年１２月１２日

議会広報編集特別委員会委員長 武田悦子

大玉村議会議長 佐藤悟殿

以上です。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後４時３５分といたします。

（午後４時２２分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後４時３５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２０、「閉会中の継続調査申し出について」を議題といたし

ます。

議会運営委員会委員長から会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたしま

した申出書のとおり、閉会中の継続調査申し出があります。

お諮りいたします。

議会運営委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ございませんか。

（「異議なし」という声あり）
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○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程配付）

配布漏れございませんか。（なし）

ただいまお手もとに配付いたしましたとおり、議員発議第５号「大玉村議会委員会

条例の一部を改正する条例について」、議員発議第６号「大玉村議会会議規則の一部

を改正する規則について」、議員発議第７号「２０１３年度の教育予算の充実と教職

員定数の改善を求める意見書について」が提出されました。

お諮りいたします。

議員発議第５号から議員発議第７号まで、それぞれ順番に日程に追加し、追加日程

第１から追加日程第３までとし議題にしたいと思います。これにご異議ございません

か。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、議員発議第５号から議員発議第７号までを、それぞれ順番に日程に追加し、

追加日程第１から追加日程第３までとし議題とすることに決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 追加日程第１、議員発議第５号「大玉村議会委員会条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。２番。

○２番（押山義則） 議員発議第５号 大玉村議会委員会条例の一部を改正する条例につ

いて

上記議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。

平成２４年１２月１２日

大玉村議会議長 佐藤悟殿

提出者 大玉村議会議員 押山義則

賛成者 同 佐藤誠一

大玉村議会委員会条例の一部を改正する条例

大玉村議会委員会条例（平成８年条例第１号）の一部を次のように改正する。

改正案のみ申し上げます。

改正案

（委員の選任）

第６条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

２ 常任委員及び議会運営員は、会期の始めに議会において選任する。

３ 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審
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議されている間在任する。

４ （略）

５ （略）

６ （略）

附則

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附則第

１条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

以上であります。よろしくお願い申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第５号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、追加日程第２、議員発議第６号「大玉村議会会議規則の一部

を改正する規則について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。７番。

○７番（佐藤誠一） 議員発議第６号 大玉村議会会議規則の一部を改正する規則について

上記議案を別紙のとおり会議規則第１４条第１項の規定により提出します。

平成２４年１２月１２日

大玉村議会議長 佐藤悟殿

提出者 大玉村議会議員 佐藤誠一

賛成者 同 押山義則

大玉村議会会議規則の一部を改正する規則

大玉村議会会議規則（平成８年規則第１号）の一部を次のように改正する。

アンダーラインの部分だけを朗読いたします。

現行は法１０９条の第２第４項を法第１０９条第３項とする。

第１４章 公聴会

（公聴会開催の手続）

第１１７条

議会が、法第１１５条の２第１項の規定により、会議において公聴会

を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。

２ 議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を聞こう

とする案件、その他必要な事項を公示する。（意見を述べようとするものの申し出）



- 145 -

第１１８条

公聴会に出席して意見を述べようとするものは、文書であらかじめ、その理由及び

案件に対する賛否を議会に申し出なければならない。（公述人の決定）

第１１９条

公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等（以下「公述人」

という）は、前条の規定によりあらかじめ申し出たもの及びその他の者の中から議会

において定め、議長は、本人にその旨を通知する。

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるとき

は、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。（公述人の発言）

第１２０条

公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

２ 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

３ 公述人の発言が、その範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、

議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。（議員と公述人の質疑）

第１２１条

議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

２ 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。（代理人又は文書による

意見の陳述）

第１２２条

公述人は、代理人の意見を述べさせ、又は文書で意見を指示することができない。

ただし、議会が特に許可した場合は、この限りではない。

第１５章 参考人

（参考人）

第１２３条

議会が、法第１１５条の２第２項の規定により、会議において参考人の出席を求め

ようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

２ 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとす

る案件その他必要な事項を通知しなければならない。

３ 参考人については、第１２０条、第１２１条及び第１２２条の規定を準用する。

第１６章から第１９章、第１２４条から第１２８条は略します。

附則

この規定は、公布の日から施行する。

以上でございます。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第６号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。
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本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 追加日程第３，議員発議第７号「２０１３度の教育予算の充実と教

職員定数の改善を求める意見書について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。２番。

○２番（押山義則） 議員発議第７号 ２０１３年度の教育予算の充実と教職員定数の改

善を求める意見書について

地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書案を会議規則

第１４条第１項の規定により提出します。

平成２４年１２月１２日

大玉村議会議長 佐藤悟殿

提出者 大玉村議会議員 押山義則

賛成者 同 鈴木康広

提出先 文部科学大臣、総務大臣、財務大臣

２０１３年度の教育予算の充実と教職員定数の改選を求める意見書（案）

現在、学校における「いじめ」が大きな問題となっています。社会状況等の変化に

より、学校は一人ひとりの子どもに対するきめ細かな対応が必要となっています。福

島県は、小中学校における独自の少人数学級による教育を全国に先駆けて実施してお

り、学校全体で子どもたちに寄り添いながら教育活動を進め、成果を上げています。

一方、福島県では、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、

多くの子どもがふるさとを離れ避難生活を送っています。臨時的に再開している学校

も多く、教育環境、教育条件は極めて厳しい状況下での教育活動が行われています。

子どもたちは、いかなる状況下においても教育の機会均等の下に一定水準の教育を受

けられることが憲法上の要請です。福島県の教育の復興においては、教育予算の拡充

と教職員の増員が不可欠です。

現在、地方財政は極めて厳しい状況にあり、このような中で、震災・原発事故に関

する様々な対応と、そこからの復興を進めなければなりません。このようなときだか

らこそ、公共サービスの充実は不可欠であり、マンパワーが必要です。

教育は未来への先行投資であり、子どもたちが、どこに生まれ育ったとしても、い

かなる状況の中にいても、等しく良質な教育を受けられる「教育の機会均等」が保障

されなければなりません。そのためにも、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国負担

割合を２分の１に戻すとともに、教職員定数の改善を含む教育予算を確保し、充実さ

せる必要があります。

このような理由から、下記の事項の実現を強く求めます。

記
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１．一人ひとりの子どもに対するきめ細かな対応を行うための教育予算の拡充と、

教職員定数の改善を行うこと。また、当面する教育復興のための教育予算の拡

充と震災復興のための教職員の加配を十分に行うこと。

２．教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度を引

き続き堅持し、国負担割合を二分の一に復元すること。また、国家公務員給与

の臨時特例法による削減を、地方財政計画及び義務教育費国庫負担金に反映さ

せないこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年１２月１２日

福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤悟

以上であります。よろしくお願い申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第７号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案において討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で、今期定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたし

ました。

これをもって本日の会議を閉じ、平成２４年第１０回大玉村議会定例会を閉会いた

します。ご苦労さまでした。（午後４時５１分）
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会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成２４年１２月１２日

大玉村議会議長

大玉村議会議員

大玉村議会議員


