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平成２５年第１回（２月）大玉村議会臨時会会議録

第１日 平成２５年２月１日（金曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 鈴 木 康 広 ２番 押 山 義 則 ３番 武 田 悦 子

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

７番 佐 藤 誠 一 ８番 遠 藤 文 一 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

総 務 課 長 遠 藤 勇 雄 企画財政課長 武 田 正 男

農 政 課 長 鈴 木 幸 一 建 設 課 長 菊 地 健

住民生活課長 武 田 孝 一

４．本会議案件は次のとおりである。

会議録署名議員の指名

会期の決定

諸般の報告

議案の一括上程

提案理由の説明

議案審議

質疑・討論・採決

議案第 １号 平成２４年度大玉村一般会計補正予算について

議案第 ２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

５．本会の書記は次のとおりである。

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

○議長（佐藤 悟） 平成２５年第１回２月臨時会が招集されましたところ、出席ご苦労

さまでございます。

ただいまの出席議員は、１２名全員であります。定足数に達しておりますので、平

成２５年第１回大玉村議会臨時会を開会いたします。

なお、教育長押山利一君から公務出張のため欠席する旨の届出がありましたので、

ご報告申し上げます。 （午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） これより本日の会議を開きます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、５番鈴木宇一君、

６番佐々木市夫君を指名いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。６番。

○議会運営委員長（佐々木市夫） おはようございます。

本臨時会の会期日程等について、去る１月２８日、午前１０時より保健センター２

階会議室におきまして議会運営委員会を開催し審査をいたしましたので、その経過と

結果について、以下ご報告を申し上げます。

委員会は、議長出席の下、全委員出席、更に当局から総務課長、企画財政課長の出

席を求め、提出議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程等について、次のように

決定をいたしました。

本臨時会に提出されます事件は、村長提出の議案２件で、その内容は、補正予算２

件であります。

よって、会期につきましては、本日１日間と決定いたしました。なお、審議日程に

つきましては、本日２月１日 本会議、議案の一括上程、提案理由の説明、議案審議

という日程で行います。

以上のように委員会として全委員一致をもって決定いたしましたので、なにとぞご

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

お願いします。

○議長（佐藤 悟） お諮りいたします。

会期日程については、ただいま議会運営委員会委員長の報告とおり決するにご異議

ございませんか。

（「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、会期日程については、議会運営委員会委員長報告のとおり決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第３、諸般の報告を行います。

諸般の報告につきましては、配付いたしました報告書のとおりでありますので、配

付をもって報告に代えさせていただきます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第１号、議案第２号を一括上程いたします。

事務局職員に議案を朗読させます。事務局。

○議会事務局職員（国分郁雄） 別紙議案書により朗読。

○議長（佐藤 悟） 事務局職員の朗読が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５、村長より提案理由の説明を求めます。村長。

○村長（浅和定次） ご苦労様でございます。

本日、第１回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方には何かとご

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

本臨時会における提出議案は、補正予算案２件であります。

それでは、議案第１号、平成２４年度大玉村一般会計補正予算について、説明を申し

上げます。今回の補正は、放射線量低減化活動や村道拡幅など、緊急性の高い事業執行

のための予算を編成したものであります。それでは、予算書により説明を申し上げます。

１ページをお開きいただきます。補正予算第８号は、既定の予算に歳入歳出それぞれ

５,９３７万３,０００円を追加し、予算の総額を８０億２０２万２,０００円とするも

のであります。

それでは、歳出より、その内容について申し上げます。８ページ、総務費の災害対策

費は、４,００７万３,０００円の補正計上でありまず。まず、事項の③では線量低減化

のため、農業水利施設の除染作業を行うための費用１,７２７万３,０００円の計上であ

ります。事項④は、２５年産米の生産に向け、本年度予算において、放射性物質吸収抑

制対策として、塩化カリの購入、散布に要する費用２,２８０万円を計上するものであ

ります。土木費の道路新設改良費は、村道大山・松沢線からクリーンセンターへの進入

路である村道高森線について、広域行政組合からの要請等も踏まえ、ゴミ収集車等の円

滑な通行の確保に資するための所要の整備を行うめの費用２,０００万円を補正計上す

るものであります。予備費は財源の調整を行い、７０万円の減額補正であります。

続きまして、歳入について申し上げます。６ページ、県支出金の総務費県補助金は、

農業水利施設等の除染に要する補助金で１,７２７万３,０００円、農林水産業費県補助

金は営農再開支援事業として、塩化カリの購入に要する補助金１,７１０万円の計上で

あります。繰入金の財政調整基金繰入金は、村道整備に充当するための費用や塩化カリ

の散布に要する費用に充当するための取崩し１,５００万円の計上であります。諸収入の

雑人は、村道整備に関し、広域行政組合との協定に基づき、費用の２分の１、１,０００
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万円を計上するものであります。以上、一般会計補正予算について説明申し上げました。

よろしくお願いをいたします。

続きまして、議案第２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

て申し上げます。１１ページ、今回の補正は、これまでの保険給付費の動向を踏まえ、

的確な所要見込額の把握とその対応のための編成をしたものであり、既定の予算に、歳

入歳出それぞれ５,０００万円を追加し、予算の総額を９億７６０万７,０００円とする

ものであります。

それでは、歳出より申し上げます。１６ページ、保険給付費は、一般被保険者療養給

付費で５,１００万円の増、退職被保険者等療養給付費で１,０００万円の減、退職被

保険者等療養費で４万８,０００円の増、審査支払手数料で１６万５,０００円の増、そ

の下の一般被保険者高額療養費で１,５１９万５,０００円の増など、保険給付費総額で

５,６４０万８,０００円の増となったものであります。これらの要因としては、受診件

数で６.５％、１件当たり給付費で６.３％とともに増加しており、震災以降の健康への関

心の高まり等が、受診機会の増加にもつながっているものであると考えられます。また、

費用の算定につきましては、過去３か年と本年度の動向を勘案し推計積算をしたもので

あります。保健事業費の特定健康診査等事業費は、受診者の増加に伴う電算処理業務委

託料１万３,０００円の計上であります。予備費は財源調整を行い、６４２万１,０００

円の減額計上であります。

続きまして、歳入について申し上げます。１４ページ、繰入金の国民健康保険給付費

支払準備基金繰入金は、保険給付費等の動向を踏まえ、５,０００万円を取崩すもので

あります。

以上、国民健康保険特別会計補正予算について申し上げました。よろしくお願いをい

たします。

○議長（佐藤 悟） 以上で提案理由の説明が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第１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） 一般会計のうちの９ページをお願いします。今回のこのような原発

事故による線量低下削減事業として１３の委託料、農業水利施設除染作業について、

このような計上をされております。いわゆる泥上げのようなものなそうでございます

けれども、これらについての河川の箇所とメーター数はどのくらいなのか伺いたいと

思います。あと場所については、どこなのかということでお願いしたいと思います。

あと次の④になりますけども、この塩化カリ関係、我々も本気になって稲作りをし

ていたときには、ケイ酸カリ等はコシヒカリなどは倒れない程度になるんだというこ

とで、やんわり効く肥料だというふうに言われまして、塩化カリについてはガサガサ

にして稲自体を木化させるんだというふうな指導を受けたわけでございますけれど

も、昨年度行ったケイ酸カリが、なぜ塩化カリになったのか、その因果関係を含めて
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お願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。

今回の水路の除染に係る箇所、メーター、それから場所等でございますが、従来、

春の土砂上げをやっている全村域というふうになります。箇所数については、それぞ

れすべての行政区１７区除くわけですけれども、すべての行政区で今、ちょっとまだ

数、数えていませんが、いわゆる箇所数については１００数十か所にのぼります。そ

の全域ということになります。今、計画している路線の総延長に関して申し上げます

と、約４３キロというふうになります。場所については必要であれば後ほど、数え上

げて申し上げます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに９ページ、農業関係除染対策に要する経費の中

の放射性物質吸収抑制対策事業の塩化カリのなぜ塩化カリになったかということでご

ざいますが、これらにつきましては、県の農業総合センター等で研究を進めまして、

昨年の１２月に水稲次年度放射性セシウム吸収対策という、農業の技術情報が出され

まして、その中で２５年産米生産におけるカリ施与という形で出されておりまして、

放射性セシウム対策として施すカリは、高い放射性セシウムの吸収抑制効果のある塩

化カリによる全量元肥施与を基本とするという技術情報が出されましたので、それら

に基づきまして吸収抑制を進めるという内容でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 昨年も水利関係についても泥上げ、土砂払いについては、いろいろ

土嚢袋など各部落に配ってはみたものの、その泥が的確に処理されなかったというこ

ともあります。昨年できなかったことを本年も継続してやるというならば、やっぱり

徹底した指導、徹底したこういった理由を付けてやらなければならないと私は解釈し

ておりますけども、果たして４３キロにも及ぶこの水路から上がる土砂、どの程度な

のか。それを運ぶ人力的、機械的なものをこれ使わなければならなくなるというふう

に私は思うんですけども、これ可能なのか可能でないのか、率直に当局に伺いたいと

思います。

あとは塩化カリ関係でございます。我々も２０代、３０代につきましては、今、や

っている自分の営農とは違って、すごく水田に力を入れてきて、当時はオオキ式とか

カタクラ式という言葉がございまして、特に我々が習ったのは、オオキ式のいわゆる

深水管理の作物についての作付けでございましたけれども、このときに言われた指導

方法は、先ほど申し上げましたように、ケイ酸カリについては、稲作については特に

どんなカリの名称についてもじんわり効いて、コシヒカリなどは倒れたりしない程度

に持っていくんだと。塩化カリについては先ほど申し上げましたように、草が木化し

てガサガサになって、むしろ収量を下げるというふうなことを聞かされたものですか

ら伺ったんですけども、これ金額にしてもケイ酸カリと塩化カリ、今日ちょっとチラ

ッと農協から出ている資料を見ますと、もう８００円ほど違うんですけども、そうい
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ったことで単価の面からもきているのではないかと私解釈しているんですけども、そ

の点の価格についてはどうなっているのか再度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） 水路の土砂上げについて、７番さんにお答え申し上げます。

昨年については、従来からやっています土砂上げの共同作業で実施しておりまして、

適切である、ないというようなお話しもございましたが、どのように仮置きするのか

ということでは、確かに時間が相当要したと思います。最終的には、それぞれ地域の

中でご協力いただいて、中間仮置き場ができた段階ですべて運び込んでおりまして、

現時点においては、最終的に上げられたものについては、安全な管理の場所に持って

行っているというふうに考えております。今回の土砂上げについても、昨年と言いま

すか、従来、地域の農業者の共同作業で実施している範囲で行うということで、今回

の設計上の土砂量については４０６立方というふうに予定しております。土嚢袋が去

年の実績を踏まえながら計算しておりますけれども、１万５,０００袋、フレコンに

ついては３０５袋というふうに予定しておりまして、これらについて、去年の作業の

実態、それから作業後の土砂の撤去、こういうことを踏まえて、本年度においては、

共同作業についてはこれから土地改良区と協議しながら日程は決まると思いますが、

３月末から４月の初めというふうになると思います。共同作業自体は従来どおり共同

作業として行って、上げた土砂については土嚢袋に入れて、運び出せるところまで運

び出して水切りを行うと。後にそれらのものをフレコンパックに詰め替えしまして、

仮置き場に搬入にするというふうになります。したがいまして、作業後、１週間ない

し２週間程度は現場に水切りとして置くというふうになります。できるだけ農作業、

田植えの時期にかからないように処理をしてまいりたいというのが、今年度の計画の

概要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） ７番議員さんに水田の吸収抑制の関係で、塩化カリにつきまし

ては先ほどのいわゆる吸収の速効性、効果が高いということで、ケイ酸カリとの価格

の違いということでご質問でございますが、昨年のケイ酸カリの場合は、１袋当たり

２,５５２円いうことで、今年度これから実施予定します塩化カリについてはまだ契

約等はこれからでございますが、１,７００円から１,８００円を想定しているところ

でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤義夫） この土砂払いも大変重要なんですが、今までの傾向から見ますと、

溜池の出口、あるいは山からの流入などというのは、そんなほうの予防というような

計画はあるのかどうか。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １１番さんにお答えします。

今回はあくまでも水路ということで、今、ご質問の溜池等々に関する対応でござい

ますが、これについては今現時点では、まだ計画は作っておりません。今回、恐らく
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県内の市町村においても、溜池を対応するというのは、まだ決まったところはないと

思います。農水関係のほうでも溜池については、いろいろと水抜いた後どうするのか、

どういうやり方をするのかということいろいろありますが、沈殿している部分につい

ては、農業水利の影響は少ないというふうに考えられますので、むしろ溜池で放射性

物質を閉じ込めておくというふうに今は考えているところですが、将来的にはこれか

ら全県的に溜池の取扱いについても、県のほうでの方針も示されるのではないかと。

それらを含めて本村でも対応を考えていくというふうにしております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） この水路の泥上げでありますが、これ１点聞きたいのは、今までの

水路の管理、水環境の中などでもやっております。それをどういうふうに調整してい

くのか。あと、改良区管理の水路等いろいろあると思うんですよ。だから、その辺を

どのように調整されるのか。

それから、端的に伺いたいんですが、この事業費の内訳、どういう関係で、この数

字の根拠ですね。１,７２７万３,０００円の内訳をお願いします。

それから、この４番の農業関係の委託料、この内容についても、この２,２８０万

円の事業費の内訳お示し願います。

○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。

まず、この土砂上げの農地、水環境等でもやっているというようなことですが、今

回の土砂上げに関しては、その調整は行いません。春の一斉の水路の土砂上げという

範囲に限って行うというふうに考えております。もともとそういう去年の経過ですか、

これを踏まえて、むしろ全県でこの中通りの２３市町村の中で、水路の土砂上げをし

た土砂を回収して、保管したのは大玉村だけです、昨年度。それも踏まえて、県とそ

れから農水省、うちのほうと打ち合わせをしながら歩掛りを作って、やり方を昨年の

１２月２５日にようやく示したという内容です。したがって、今、水環境の関係とか、

あるいは中山間の関係との調整は行わないと。春の一斉にやったものについて、処理

するというふうに今は考えております。

それで、今回の１,７００万円の積算の内訳ですが、歩掛りにつきましては、農水

と県のほうで、昨年の我々大玉村でやった中身を精査しながら、新たに歩掛りを作っ

たところでございます。したがいまして、その歩掛りの基準に従って、まず、土嚢詰

め工等については、これ１０アール当たりの単価で申し上げますと５,０００円とい

う単価になります。１０アール当たり３０５枚で、１枚当たり１６円。それから直接

作業費、これは人力小運搬、田んぼ、道路近辺まで運び出して集積する。あるいは大

型土嚢詰め工、フレコンパック、それからトラックの運搬工、それから今回の作業に

おいては、線量測定というのをすべて実施することになっておりまして、１０アール

当たり２２か所ほど積算上は線量測定をやると。これも事前測量、それから事後の測

量、測定データの整理等々ございまして、これらの直接作業費については１０アール

当たり１７万１,０００円。あと諸経費、共通仮設、現場管理、一般管理費というよ
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うなことで、合わせて１０アール当たり積算単価としては３０万６,０００円という

ふうになっております。今回、計画している面積については、作業の実態を踏まえて、

積算している面積は５００ヘクタールということでございます。したがいまして、今

の単価のおよそ１０アール当たり３０万６,０００円ですから、これの５０倍、そし

て消費税等々で示した１,７００万円なにがしというふうになるわけでございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに９ページの吸収抑制対策の事業費の内訳という

ことでございますが、合計で２,２８０万円ということでございますが、うち積算上

は１,７１０万円、これは１０アール当たり２０キロの塩化カリを配布するというこ

とで、作付け面積に応じた単価を掛けまして１,７１０万円、残りの５７０万円につ

きましては、それらの散布に要する経費ということで５７０万円の経費で、合わせて

２,２８０万円でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 今の水環境のほうとか、中山間地については考慮していないという

ことなんですが、それぞれ地域によって水路の管理というのは、これ改良区の水路と

か、あとはそれぞれ地域で管理している水路とか、地域によってちゃんと分けられて

いると思うんですよ。それで、この改良区の水路だけこういう形でやって、あとの水

路は構わないというような形になったら、地域の中でちょっと不安視しませんかね。

その辺どのように考えていますか。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 全水路をやるというのが一番良いことだと思います。やっ

ぱりただ今、どういう形で春先の作業に間に合うような準備することは、これは現実

的にはできないですね。したがって、今、作業が可能な範囲でまずやるというふうに

考えています。今後についてどういう形でやるか、農地・水環境の中で土砂払いした

ものの取扱いをどうするか等については、これから検討していきたいというふうに思

います。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 農政課関係、お答えいただきたいのですが、先ほど塩化カリ、そ

れからケイ酸カリね、実は私も窒素リン酸カリという、３つの合体になったことによ

って、これ要するに吸収力が良くなるとかね、そういうことなんですね。ただ、塩化

カリというのは、ちょっと７番さん先ほどお聞きしましたが、実は非常にいもちに弱

いんです、あれやると。不思議なんですよね。私もいろんな農家に対して取り組みと

いうか、１俵でも１粒でも余計に穫ろうということで、今までずうっとやってきたん

ですよ。私も結構米には自信あるわけなんですが、それで、要するに塩化カリという

のは、非常にいもちに弱いということですよ。せっかく村長が根本復興大臣ね、それ

こそ予算取ってもらって、今回こういうことになったわけでありますから、それがね

逆にその使うことによっていもち大量に発生したということで逆効果なんですよ。こ



- 9 -

れ本当に私ね、これだけ指摘しておきたいと思います。せっかくね、これ吸収力は良

いと、それだけでね、放射線の吸収力が良いというだけで、今まで塩化カリ、ケイ酸

カリ使っても何ら問題でなかったんですね、今年、平成２４年ですね。それを新たに

塩化カリが要するに吸収力が良いからというだけで、これを適用した場合、その責任

はどこにあるんですか。それ１つとね。例えばこれからでもこの県のおっしゃるそう

いう形の中で予算付けたんだから、これで通してしまうんだといって、その結果が良

くなかった場合はどのように責任を取れるのか。

そして、また、これから変えれるのか、これが。変えて独自に前年度使った、その

ケイ酸カリを使うのが可能なのかどうなのか、この枠内で。それらを含めてやっぱり

検討していただきたいんですよ。もし、これがねいもちになったら、これ大変なこと

になってしまう。塩化カリというのは、それほど重いものなんですよ。ただ、窒素リ

ン酸カリという１つの３つに混ぜることによって非常に効率良く例えば植物というの

は効果が出るわけですよ。それ端的に今言う２０キロどんといった場合、これ非常に

いもちに弱いということは指摘しておきたいと、同時にね、これから変えられるんで

あれば変えていただきたいと。それらに対して村長どのようにお考えになっているか。

それとも農政課長さんも、その点も含めてひとつお聞きしたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これはケイ酸カリというのが、今度は塩化カリに変わった。これは

先ほど課長から話しあったように、そのほうがセシウムの抑止力につながる、吸収、

抑止力につながる。そういうことなので、これ技術陣容の出した答えなんだよね。そ

れがケイ酸カリから塩化カリに変わったという、そういうことでありますから、そう

すると今言ったように、いもちに弱いと。こういう心配もあると。それをどうするん

だということでありますが、今はあくまでもセシウムをいかに抑止するかということ

を第一義的に考えているものですから、技術陣容がそういう１つの答えを出したんだ

なというふうに思っております。だから、いもちになったらなんじょにするんだとい

うことでありますが、これはやっぱりいもちにならないようなこれは努力をやっぱり

今後していかざるを得ないなと。それは、じゃその余計な金かかるようなことについ

ては、じゃどうするんだというようなことでありますが、これらやっぱり状況を判断

しながら、これもやっぱり損害賠償関係の対象につながっていくことであるなとい

うふうに思っておるんです。いずれにせよね、第一義的にはセシウムをいかに吸収、

抑制するか。これ残念ながらとんでもない数字でいたんだわね、去年。玉井地区から

２７０とか２８０ベクレルというのが出ちまったんです。これいろんな経過があるん

です。私のところに国からも来ましたが、これ今、話が出ましたから言いますけれど

も、出荷制限の区域に事前出荷制限区域などということにさせようとした経過がある

んです。出荷制限ということは、これ風評払拭ということはないべということで、こ

れ猛烈に私は反発をして、そして、それをようやくその表現を使わせないことにした

ということがあるんです。それから、塩化カリそのものもね、２５年度の予算で考え

ていると、そういう程度だったんです。２５年度の予算ですぐ４月になれば、本格的
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に早い方は田植えもするんだぞと、間に合わないべと。これも率直に自慢するわけで

もなんでもありませんが、私がこれ声を挙げたんです。そうして、２４年度にこれを

予算を計上させたんです。そして、今年にこれ間に合わせることにしたんです。本当

ならば正月明けると全部農家に配るとか、あるいはＪＡに委託契約をして、そして、

このほ場の条件によって、バアッとブロードキャスターでこれを散布をすると。そう

でなくちゃならないんだぞと。これ散布料金についても今、騒いでいる。これ認めな

いということであったんだが、これ認めることになった。なったけども、これセット

でないんです。だから、ようやく必要性は認めたんです。ただ、セットで金、今の補

正予算には計上されていない。去年のもこれもらってない。なんだということでこれ

今、怒ってがんがんやっているんですよ。だから、まあこれね、なかなかそういう闘

いの中で、いかに結局セシウムを出さないで、そして、やっぱり強力な行政の指導力

を発揮して、そして、やらない人があったんでは困るから、とにかくやっぱりやるこ

とについてはきちっとやると、徹底してやると。こういうことでいくかと思うと、な

かなか容易でない中で今これ一歩一歩進めているものですから、だからね、先に行っ

ていもちになったらどうするんだと。これはやっぱり状況判断して、それに対する対

策、余計な対策な費用かかるなというのは、やはりこれは単刀直入に言って、やっぱ

り損害賠償の対象と。こういうのも新たな分の運動になるわけだわね。だから、そう

いうことが予想されるようないろんな心配はあるわけだけども、当面、とっそくセシ

ウムの抑止対策をやっぱり先行せざるを得ないというような、そういう状況下である

んだなということをご理解をいたただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 村長の言わんとすることは理解するしかない。そういう起きた場

合は、何らかの形で東電なり国なりに補助をしてもらうんだということでありますが、

なんでもバランスというのがあるんです。薬でもなんでもそうなんですが、３要素と

いうのは１つの形の中でできているものは結構なんですが、本当に先ほど申し上げま

したが、塩化カリというのは非常に強力なんですよ。根っこも焼くしね。そのことに

よって葉っぱに付いたら、葉っぱは完全に焼けてしまうんですよ。それくらい要する

に塩化カリというのは、ひどいものなんですよね。私たち現実にやっているんですよ。

だからしてね、そういうものをなぜ県がケイ酸カリをやめてね、吸収率が良いんだか

らと、そこさもちろんいちばん大事なことは出荷する条件として、それはセシウムを

１つどころに集めて、そして吸収するんだと。それを優先させちゃうと、今度は生産

に非常に大きなマイナス点が出るということだけは、これはもちろん村長今おっしゃ

いましたが、それらも含めて対応するということでありますから、それはそれで良い

んだけど、村民に理解できるかどうかは、私は一応ここで注文付けておかないと、な

んだと、おめら予算だけもらって、結果としてこういうふうになったと言った場合、

非常に困りますから、一応議事録に残しておいてね、後で私はこういうことを言った

経緯があると。しかし、村長はその場で、いや、対応しましょうと、補償折衝はその

場合はしますと。それで済むかどうかは別として、まあそういうことできればね、こ
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の中で県に折衝交渉して、いや、これは非常に危険なものなんだと。バランス崩すん

だと。そのバランス崩すものをあえてそれで優先させちゃうと、どういうものかなと。

今までケイ酸カリがなんとか吸収させて、そして、平成２５年度は多少は高くとも、

要するに基準よりは下回って、全村で何か所かは上がった部分があるが、出荷できた

という点からいけばね、そのままでまたケイ酸カリを使ってね、塩化カリをやめて、

そういう折衝交渉をもしできるとすれば、全くそういうことはもう受け付けないんだ

ということであれば別といたしまして、それらもこれから残されるとすれば、県のほ

うにひとつその旨を聞いていただいて、そういう考えがあるかどうか。折衝交渉が全

くないんだというなら別だけど、そういうこと含めて村長にもう一度お答え願いたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど言ったような、そういう経過を踏まえて塩化カリになったと。

私も多少は知識がありますのでね。これ塩基性にすることは良くないんですよ、これ

はね。土壌が塩基性に結局するということは、これは良くないんです、作物にとって。

だから、ケイ酸カリのほうがベターなんです。土壌改良剤と結びつくから。それを今

度これ変えたと。技術陣容がそのほうがセシウムの抑止効果があるんだと。そういう

専門家が第一義的なセシウムの抑止ということで、そういう視点で見解を出したとい

うことになってくると、これは私はそういう技術専門屋でもありませんから、よって

たかって総合研究センターが、そういうことなんだなということであれば、信用をせ

ざるを得ない。それすらもこれ危なかったわけですから、抑止効果の経過としてもね。

だから、ただね、私が先ほど言ったように、それを使ったことによって、因果関係は

これ非常に難しいところがあると思いますよ。しかし、明らかにそのためにいもち病

に大量にこれは発生したと。そして、生産に大きな支障を来したと。これデータでと

ったりなんかするのは大変だと思う。ただ、基本的には、それによって影響したとい

うことであるならば、これは損害賠償の対象にはなり得るということには、一応表面

上はなっているんです。現実的に、それがじゃ実際結局実行に結びつくかどうかとい

うことは、これは相手のあることですから、私もここで約束はできないと。そういう

ことはやっぱりはっきり申し上げておきたいと思うんです。まあ、とにかく長いこれ

セシウム１３７などというのは３０年ですから、半減ね。これからこれ長い闘いなん

です。ただ、今言ったように、ああだこうだと言って認めない点がいっぱい出てきて

いるんです。これ国会もこれ２５年度に、これ本当はあのままいれば間に合わなかっ

たんです。これ結局大玉のみならず、騒ぐものもあれば、対象区域はこれ助かること

になるんです。だから、私みたいなのが多少農業関係については関心を持っておりま

すから、これは大変だということで、これはずいぶん動きました。そして、これよう

やく間に合った。しかし、散布料は、あのせ、このせと言って間に合わないと。しか

し、セットにしないとはなにごとだと言ってこのぐるぐるぐる回って、そうして東電

からも結果的には、それは損害賠償の対象だと。そして、一昨日あたり社員をよこし

た。それすらそれを認めなかったんです。元肥と一緒に散布するんだから、散布経費
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は認めないと。何語っているんだと。今、生肥でもやっぺと。粒状でも足りないとき

はやるようになってぺと。元肥などというようなことを言っていたらば、これは不徹

底になっぺと。一斉に委託して、そして、今の塩化カリなら塩化カリ、ケイ酸カリな

らケイ酸カリを散布しなければ徹底できないんだぞということで、別枠で散布料の必

要性ありということをこれ認めさせたんです。認めたけれども、金は今回は来ないと。

要するに秋口になると。秋口になるのもこれね、だめだと思っているんですよ。去年

も来ていないんですから。だから、これはやっぱりものすごい闘いをしていかなけれ

ば、どんどんどん終いにはこれやることやりませんと、農家のせいにされる危険性が

あるんです。責任転嫁、あるいは自治体のせいにされるという責任転嫁。だから、大

変な今、思いでこれやっているわけなんですね。だから、今度いちいちいろんな本格

的な闘いになるわけなので、これはやっぱり議会にも報告をしながら、もちろん大玉

だけではだめです、これは。やっぱりよそのほうにも呼びかけて、やっぱり一つひと

つあまりにも個々の農家等に負担をかけないで、しっかりやっぱり取り組みをしてい

く必要があるなと。つくづくそんなことを感じております。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 苦しい答弁のようですが、なにはともあれ、前年度はケイ酸カリ

で、しかも科学者が分析した結果、放射線を吸収するんだという結果が出たから、そ

れで適用されたと。今年はまたね更に今度は今言う塩化カリをやれば、それ以上吸収

するんだと。で、それは害になっても構わないだという、そういうだから、前年度や

ったケイ酸カリは、しかもそれは全国的に科学者がいろいろ分析した結果ね、研究し

た結果、吸収されたんだと。それで一律やったわけですよね、県内当然。急にこれ塩

化カリになったと。これはやはり非常にまあ村長さんが先ほど言ったとおり、塩化カ

リは非常に植物にね、一度にやったら草も枯れるんですから。それくらいあれは強い

肥やしなんですよ。バランス良く取って、初めて三要素というバランスを取って植物

はすくすくと育つわけですよ、バランス良く。食事も皆そうですね。そういうことで、

先ほど村長は苦しい答弁しているんだけど、なんとか県のほうにまだ残っているとす

れば、こういうことが出たんで、もう１回どうだと、ケイ酸カリをなんとかできない

かという、そういった１つの折衝交渉というのは全く残ってないんですか、これ。そ

して、いもちになったら、そのときは補償というか、そういう検討もすると言ったっ

て、それは全く自然がまだ立証するのには難しいんですよ。例えば雨がどんどん続い

たということでいもちが発生したと。その塩化カリというのは全く別扱いにされちゃ

うと、農家は泣いたりけったりですよ、これ。そういうことも決して起きないという

補償もないしね、また、それを立証できる補償もないしね、自然というのは常にこれ

変わるわけですから。からから天気のときはいもちというのはないんですよ。そして、

太陽が昨年がゴーゴーと３５度もね３０度になれば、いもちというのは１人で消滅す

るんです。ところが塩化カリ降ったことによって、絶対これはいくら太陽がゴーゴー

照ってもだめなんですよ。私やったことあるんですよ。いもちが一斉にバアッと出ち

ゃうんですよ。そういうものを事前に分かっていながらしてね、これを採用するとい
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うか、補償対象にしてもらうのは非常に有り難いわけですが、やはりこの折衝交渉と

いうのは残っているとすれば、村長、それを県なりにお話しをして、どうなんだべと

いう、そういうことで折衝交渉できる時間があれば、ひとつそういうことでお願いし

たいなと、再度村長に苦しい答弁のようですが、ひとつそこも含めてお聞きしたいと

存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは話することは簡単です。私は話はこれはすぐそういう話が出

たぞと。実はおれも個人的にはそう思っていたぞと。したがって、これ変えることど

うなんだということは話は伝えます。ただね、これ２５年に間に合わないくらいの状

況の中で、これようやく間に合わせたくらいですから、だから、そういう経過からす

れば、これは塩化カリという、一応そういう県の機関が出したということになると、

ちょっとやっぱり今になって２月ですから、ちょっと無理ではないかなというふうに

思っております。ただ、そういう話が出たんだから、これはやっぱりその辺なんとか

ならないかということは話はいたしたい。出たものを話もしないという、そういうふ

うに木で鼻をぬぐったようなことは、これはやっぱり慎むべきでありますから、話は

いたします。ただ、それが実現に結びつくということは、非常に可能性としては低い

なというようなことをこの際付け加えておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） ７ページお願いします。基金の積立金の取り崩し、これ取り崩し後、

残高いくらになるかお示しいただきたいと思います。

それから、道路改良事業負担金、これ広域行政組合等の関係で負担金というふうに

思われますが、これらの契約、いつどのような内容で契約されたのか、それについて

伺いたいと思います。

それから、９ページの④の方の委託料でございます。水田土壌の交換性カリ含量の

分析などを実施されたか。あるいは今後する予定があるのかどうか、それについて伺

います。土壌によって放射性セシウムの移行係数に差があるというようなことを言わ

れておりますが、村内の使用量はすべて一律なのか。それとも、土壌体によって、そ

れぞれ配布量が違うというふうに考えているのか、それについて伺いたいと思います。

それから、塩化カリの使用については、元肥、そして追肥２回ほどの例として載っ

ておるようでございますが、本村のこの１０アール当たり１袋の配布というのは、あ

くまでも元肥に使用しろということなのか、あるいはそれぞれ農家の方々の判断で元

肥、あるいは追肥というふうな使い方をしても良いというような指導の下に配布する

考えなのか、それについても伺いたいと思います。

それから、以前、獨協医科大学の木村先生でしたか、彼の言われている理論とは全

く反対のような施与方法ということで考えざるを得ないのでありますが、木村先生の

言った理論というものをどのように整理して、この塩化カリを村では採用したという

ふうに考えているのか、それらをきちっと説明いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。
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○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

７ページの歳入関係でありますが、財政調整基金繰入金、今回１,５００万円を取

り崩すことによりまして、残高が４億７,０００万円程度となる見込みであります。

それから、道路改良事業負担金、これについては広域行政組合からの要請等に基づ

いて、１月２８日、村道拡幅事業に伴う負担に関する協定書を締結したところであり

ます。なお、この協定書の中で、第５条で、この協定は、事業の施工に伴う必要な予

算が大玉村議会において可決された日から効力を発揮するというような協定でありま

す。以上です。

○８番（遠藤文一） 負担割合は。

○企画財政課長（武田正男） 負担割合は２分の１であります。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに９ページの水田抑制の関係でございまして、施

与量、土壌調査の関係でございますが、土壌調査につきましては、先般、１１月に

１００ベクレル超の農家、当該農家のほ場と当該農家の別なほ場と隣接ほ場等々を県

に依頼しまして土壌調査を行いました。その中でも極端にいわゆるカリの量が少ない

ということで、通常２０以上なければならないのが５とか６の数字ということで、隣

接のほ場からすると５分の１から１０分の１の量だったということで、それはいわゆ

るわらを持ち出したために、いわゆる極端にカリ成分が少なくなったために、カリ成

分の代わりにセシウムを吸収したということでございます。あと土壌調査につきま

しては、現在、昨年の全袋検査において、ある程度、一定程度高いセシウムの濃度が

５０以上検出された農家については、現在、土を採取しまして、県のほうに分析を

２０数点依頼しているところでございます。そういった中で今回、想定している、い

わゆる１０アール当たりの２０キロの塩化カリにつきましては、先ほどもお話しがあ

りましたが、県の農業総合センターの中で、いわゆる研究しました結果の中で、いわ

ゆる一律に２０キロを施与しても作物に害が出ないということの研究結果がなされて

おりますので、そういった中で、今回につきましては一律の散布を考えておりますが、

ただ、極端に高い濃度のセシウムが検出されたほ場については、一定程度量の追加と

いう部分も想定しているところでございます。

あと塩化カリ、元肥か追肥かそれぞれその辺の散布時期という内容の質問でござい

ますが、先ほども申し上げました県の技術情報の中では、いわゆる元肥として施与す

るのが一番効果が高いということで、元肥の施与ということで考えております。

また、獨協大学の先生の見解でございますが、いわゆる獨協大学の先生はゼオライ

トとカリの関係でいろいろ研究の成果、いろいろそういう内容でございますが、今回

につきましては、あくまでも土壌のカリ成分が少なくなったために、それをある程度

一定程度追肥、補充施与すれば稲に吸収されないという研究結果の下にカリを施与す

るという内容でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ９ページの③にしろ④にしろ、現在の実態をきちっと把握しておけ
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ば、それに基づいた対応も理路整然と説明もつくはずなんですよね。だから、道路等

の水利施設等の除染、あるいはカリ施与についても、現在の事実はこうだと。だから、

これだけ必要なんだと、だから、こういうことをするんだと、だから、土砂払いをす

るんだということであれば、これは説得力あるし、誰でも理解できるし、説明もつく

はずであります。ですから、まず、カリ施与するにしても、できるだけ多くの水田の

交換性カリの含量、それがどうなっているかということをまず、きちっと把握してい

ただきたい。そして、水利施設の土砂払いについても、これだけの濃度なら、こうし

ておくわけにはいかないと、だから撤去するんだというようなきちっとした現在の事

実事態をまず把握していただきたい。これ我々今だけの話じゃなくて、そういう記録

をきちっとあることによって、５年後、１０年後、やはり参考になるということもあ

ろうかと思います。ですから、まず、人もいない、金もないということであっても、

できるだけ多くの農地の実態を把握してもらいたい。と同時に、土砂払い等々につい

ても、本当にセシウムなんか放射性物質がないものをやる必要がないんでありますか

ら。ところが、あるところは絶対にしなければならないんですよ。ですから、その事

実、実態をまず確認して、そして、今年はこれしかできなかったけど、じゃ来年はこ

うするか、ああするかというような前もって計画を立てて、そのときそのとき実態、

これはきちっと確認してやっていただきたい。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ私のほうから答弁したほうが良いと思いますが、土壌の汚染度

合とかね、これは前に明らかにしているとおり、全村濃度の違いはあれ、全部汚れてい

ます。したがって、その中の一昨年の調査をしまして、森林等ね、その状況はどうだ

と言うと、例えば森林もそうであります。６３対３７くらいになっている。だから、

１３４はね、これは２年半減ですから下がっていきます。しかし、６３％の今の１３７

は、これは半減期間３０年ですから、どことも汚れています。あの一覧表を見ていた

だきたいと思うんです。あの土壌の調査の一覧表。したがって、全村、これはやっぱ

り対象地域であるという観点に立ってもらいたいと思うんです。ただ、今回やるのは、

たった水路もこれ４３キロね。これも毎年土地改良区が水路の手入れということでや

っているところをやっぱりお願いをしたいと、こういうことでありますから、それ以

外と言ったら、これは大変なこれはメーターになると思うんです。だから、そういう

のをやっぱりこれから現時点においては、最低必要限、最大の努力をせざるを得ない。

しかし、あと今度毎年やっぱり線量等を部分的に測って、ここのところは思ったより

強いなというようなところ、先ほど話しあったような池の問題とか、あるいは森林は、

今、猛烈に運動を起こしております。森林のような問題とか、あるいは今度思わぬこ

ういうところにホットスポット的なものがあるなと、そういうところとか。これはや

っぱり毎年毎年やっぱりそして調査をして、そして、やっぱり対応していかざるを得

ない。だから、長いことそういう面では良い環境にしていくためには、村民挙げて、

そして、そういうことでやっていかないと、これは良い環境にはならない。だから、

もう１回くどいようですが言いますけれども、現時点、大玉村は全部汚れているんで
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す。したがって、特別こうだああだという根拠うんぬん、それは前の一覧表をご覧な

っていただきたいと思うんです。だから、全村必要でありますから、その中でも最低

必要限、今年こうして取り組みをしていきますよということであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 質問というより要望になるかと思いますが、要するに全村汚れてい

るということは認識しています。去年もそうだったと。でも、それはその年その年で

違うかもしれません。ただ、さっき言った獨協医科大ですか、かの木村先生ですか、

あの人の言う理論が、もしかすると活かされるんじゃないかなというふうに私は思っ

たんですよ。というのは、要するに土壌中の塩化カリが例えばゼオライトを散布した

ときにくっついちゃうと。あるいは粘土質なら粘土質を塩化カリがくっついちゃって、

放射性セシウムがそこからはがされてしまうと。つまりそれは、水の中に入ってしま

うというような理論だったと思うんですよ。だから、それをやるなと。そういう水が

汚れるからやるなというふうな理論だったんじゃないかと思うんですよ。それが本当

に正しいとするならば、代掻き除染等々で塩化カリをいっぱい散布したうえに排出す

れば、そのセシウムは出るはずなんですよ。この木村先生の言う理論が当てはまると

すれば。だから、そういう１つの理論としてやれるかやれないかということなんです

が、ただ、今、塩化カリやろうとしているは、ただ単にそこに閉じ込めると。そこか

らセシウムがなくなるわけではないので、ただ、その移行係数を下げようと、移行し

ないようにしようというだけの話で、そこにセシウムが残ちゃっていることは間違い

ないんですよ。だけど、そっからセシウムをなくそうとすれば、木村先生の理論がも

し有効だとすれば、その１つの方法として考えて良いんじゃないのかなというふうに

思いますが、これもひとつ実験的にやってみるという考え持っていただけませんか、

村長。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 木村先生の講演会、私のほうでやってきた経過があるので、

お答えしたいと思います。

今、８番さんおっしゃるとおり、木村先生の知見も１つの知見というふうに考えて

います。塩化カリウムを土壌粒子に結びつくと、それからセシウムについても結びつ

くと、そのバランスの問題だと思うんでよすね。したがって、先生の知見も確かめら

れた知見というよりも、むしろ理論上の知見と。いわきの志田名地区でやっているの

は別な方法ですよね。あの繊維を使った方法なので、それはそれとして有効なんだろ

うと思いますが、いずれにしても、それは土壌粒子と結びついたセシウムをフィルタ

ーで取るというふうなことだと思います。様々な実証については、これから木村先生

もそうでありますが、今年についてはまもなく微生物資材を使ったセシウムの無毒化

について実証を大玉のほ場でやっていく予定にしています。これは酪農大学のグルー

プの研究のステージとして村のほ場を提供していくというふうなことにしております

から、そういう様々な実証については今後もやっていきたい。もちろん木村先生の知

見についても決して無視した話ではなくて、土壌に、粘土質と結びつくという点では、
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カリウムもセシウムも同じだと。そのバランスだと思うんですね。そういうことでご

理解いただきたい。

それから、先ほど堆積土砂の調査については、全体的なベクレルをすべての路線で

やったかというと、やっていません。それは水路についてはですね。ある程度のとこ

ろではやっていますけども、すべてやってないと。先ほど７番さんの質問にも答えま

すが、今回の計画箇所については１８８か所の水路路線がありまして、そこのどうい

うふうに調査しているかというと、土砂の堆砂があるかないか、それから葉っぱとか

枝類があるかないか、ごみ類があるかないか、全部１８８については、土地改良の協

力といいますか、努力で調査してあります。おおよその堆砂量、例えば１１区の東組

の１の１という水路については、距離が２００メーターあって、土砂高が１０センチ

で、度量が０.８立方だと。したがって、土嚢袋がいくつほしいと。ここについては、

土砂も葉っぱも枝類もゴミ袋もすべてあるよと。あと場所によっては、枝とか葉っぱ

はないよ、土砂だけだよと。それから例えば遠藤議員の大玉６区の坂下幹線用水路に

ついては、土砂の堆積はないよと。しかし、枝葉とかはあると。その実態に合わせて、

土嚢袋の量であるとか、作業の内容というのは、当然変わってくると思います。あと

放射線量については先ほど申し上げましたように、着工前と着工後で測っていって、

その効果をやっぱり確かめていくというふうにしておりますので、今後もやっぱり実

態を把握するというのは積算上もっとも根拠になるものですから、今後ともそういう

立場でやっていきたいというふうに考えます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） もう一度伺いますけども、塩化カリについて、村長にも言ったよう

に、これは塩基になるということは非常にこれは悪いことだと。また、別な角度から

言いますと、豚糞のような尿を大量に散布しますと、硝酸態窒素というものが出まし

て、それを大量に動物たちが食べますと栄養過多、すなわち最後には吸収してしまう

というような実態もございます。そういったことで、大方の農家の人は塩化カリを今

まで使うということはこれはタブーとされておりまして、是非とも私は昨年度使った

別なカリを使いたいんだと言った場合は、それを拒むことができるのかできないのか。

そういった場合のその塩化カリの代金については、これは要らないわけですから、そ

ういったものはどう処理するのか伺いたいと思います。

更に、この水利関係でございますけども、だいたい私たちも水利関係についての土

砂払いは、朝６時から始まり、だいたいこういう放射能関係がない場合は、約１時間

でこれ作業済むわけです。しかしながら、こういった土嚢に入れて持ち運ぶとなれば、

この時間的に３時間、４時間オーバーするわけでございますけれども、そういったこ

との今までコーヒー１本くらい終わっていたものですから、そういった費用について

も計上されているのか、その点を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに塩化カリの施与の関係で、いわゆる塩化カリに

つきましては、先ほども申し上げましたが、県の技術情報第３４号で吸収抑制対策と
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いう中で、農業総合センターの研究の結果、先ほども申し上げましたが、１０アール

当たり２０キロを散布しても、いわゆる作物等々には影響がない量だということで、

２０キロ当たりカリの成分については６０％という数字が出ておりますが、そういっ

た中で、作物には影響のない２０キロを散布するという形で、その中で吸収抑制がよ

り高められるという技術指針が出されておりますので、そういった中で元肥に施与し

ていくということで、各農家にご了解を推進し、ご理解を得てまいりたいと思います。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。

今回の作業については、従来の昨年度もやりましたが、昨年度もやったような方向

でやるということで、今おっしゃられたお茶代どうするのかとか、あるいは手袋どう

するんだとかという話が出てくると思います。これらについては、昨年度やった以下

にならないように考えていきたいと思います。全体的には、土地改良が従来やってき

たものを除染作業として取り上げてやるということになりますから、これからこの作

業については土地改良区に委託したいと。土地改良の中でどういう検討をするか、今

おっしゃられたような点についても経費の中で対応できるような方向で調整をしてま

いりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 塩化カリについては、今のいろんなやりとりの中で理解したつもり

でございますが、私も塩化カリについてはとちょっと疑問があったわけでございます。

と申しますのは、あまり普通は使わないんですよね。窒素過多であまりにも色が濃く

て、倒伏しそうだなというときにちょっと使うという感じで、通常はあまり塩化カリ

使わない。いろんな障害が出るということでおったわけでございますが、今回、いろ

いろと村長の答弁の中でも一元的に大玉村の放射線量を絶対的に下げるんだと。この

大きな大前提の中で施与せざるを得ないということだと思います。それもそのとおり

だなというふうに感じておりますが、そこでですね、昨年のケイ酸カリについても、

非常に今、高齢化社会の中で散布する人がなかなかじいちゃんというのは大変なんで

すよね。それで、隣の父ちゃんにやってもらったとかいろいろあるんですが、せっか

く配布してもですね、これ納屋に眠っていたんでは何ら効果が上がらないわけですか

ら、全村一斉にやらざるを得ないんですね。そういう意味では、非常に散布に対して

の労力、それから眠っていないような追跡調査を是非把握して、これをやってもらう

という啓蒙ですね、これを是非ともやってもらいたいんですね。そうしないと、効果

があちこちぽろぽろ上がらなくて出たことには大変なことになっちゃいますから、確

実に実行するということで、ひとつ農協等も踏まえながら、実施１００％やるという

ような追跡調査並びに啓蒙、この点について是非お願いしたいと思いますが、それに

ついてお聞きしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これセシウムの抑止を第一義的に考えるということでありますから、
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各農家とかなんかに配ってやりましたと言ってやられないと困るんです。だから、こ

れは強力なやっぱり行政指導の下に、これは課長に私指示しているんですが、ＪＡの

ほうに今の塩化カリと、それから散布量と、面積なんぼと委託してくれないかと、セ

ットでね。そして、散布はあくまでもブロードキャスターで一斉に今のＪＡのほうか

ら今のゼオライト散布したような、ああいう方法でオペレーターの方選んでいただい

て、そして、全部区域割りをして、全村徹底してやってくれないかと。それはよその

どうのこうの考えることないと。大玉村２７０、２８０出たという、そういうことで

大変な経過を踏まえているんだべと。だから、それは強力な行政指導でＪＡのほうに

散布関係は委託してくれと、こう指示をしております。その辺は徹したいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切ることにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

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１号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午前１１時２５分といたします。

（午前１１時１４分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時２５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第２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。２番。

○２番（押山義則） 今回のこの補正は保険給付費の増ということでありますが、村長か

らもちょっと端的に話があって、受診率が上がったせいだとか、そういうことの話聞

いたんですが、保険給付費の上がった要因、これ担当としてどういうふうに考えてい

るか。２３年度では一般会計の繰入金１億５,０００万円以上いったわけであります

が、２４年度予想される繰入金額、どのように考えていらっしゃるか、それをまず、
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端的に伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番さんにお答えいたします。

まず、この一般被保険者の療養給付費が伸びた要因ということでございます。提案

理由では、受診件数の増加、それから給付費の増加ということでご提案させていただ

いておりますけれども、更に詳しく見ると、恒常的に医療費のかかる疾病、精神疾患

であるとか、あるいは人工透析ですね、こういったものについては経常的に医療費

がかかっております。今回、各月ごと、今１１月までしか診療費は見れないわけで

すけれども、この中で見ると、毎月４００万円から５００万円ずつ増加してます。去

年あたりは３,３００万円、月の医療費が。それが３,９００万円、３,８００万円、

４,０００万円を超える月もございました。れらを見てみますと、今年に限って言え

ば、精神疾患の通院患者さんの入院、これもございました。それから、循環器系の疾

患、脳血管疾患ですね、脳卒中関係でかなりの入院があったと。それから、悪性生物

で高額な医療費が発生したと。こういうことがずうっと続いておりまして、既に１年

分の予算に近づくほどの支出が発生していると。今後インフルエンザ等々、季節性の

疾患の動向なども踏まえれば、この予算的に大変厳しいということで今回、補正計上

をさせていただいたところでございます。

それから、２点目の一般会計からの繰り入れの関係ですが、この繰り入れに関し

ては予備費があるということで、今年度については当初の、あるいは６月の段階の

８,０００数百万円でしたか、その水準で新たな繰り入れはやらないということで、

今、考えております。今回、診療費の増加に対する財源については、基金を取り崩す

というふうなことにしておりますが、これから１２月から３月までの医療費の動向を

踏まえて、減少すれば当然、繰越金として残ってくるわけなので、今後の判断につい

てはこれからまた１か月、２か月、３月の議会も踏まえて対応していきたいと思いま

すが、当面、一般会計からの繰り入れは、新たなものは今年度においては予定してい

ないというふうに、今、現時点ではそのように考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 丁寧な説明ありがとうございました。今年度の基金は取り崩すとい

うことで、基金の残高あといくらぐらいになるのか。私はこの要因、ちょうど我々の

年代ですか、大量にみんないい加減な年になってきて病気にかかってきたものだから、

そういうのがこれからどんどん増える要因なのかなと考えているんですが、これちょ

っと大変かもしれないんですが、２５年度のそういうものの予想されるトータルの金

額でも結構ですが、どのようにとらえていらっしゃるのか、それも併せて伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番さんにお答えいたします。

まず、基金の残高ですが、最後までの数字ちょっとあれですが、今回の取り崩しさ

せていただいた後の残高は３００万円ほどです。

それから、２５年度の動向ですけれども、あくまでも計数的に３か年平均で割り返
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してやったりするということもあるので、来年度については医療費については１０％

以上伸ばさざるを得ないというふうになります。ただ、非常に小規模保険者です。一

般被保険者が１,８００人の半ば、退職で１７０～１８０人、こういう小さい保険者

であるので、金額の大きい医療費が出れば、当然、グッと上がってしまう。そういう

リスクというのは常に抱えているんですね。したがって、今年度についてはずうっと

医療費が高くなりましたが、これが今後も同じように継続するというふうには見てい

ません。つまり一定のサイクルがやっぱりあるということで、２２年、２３年という

のは上昇率で１％程度です。今回は今現時点で６.５というふうに提案理由で書いて

おりますけども、これが今後の動向では１割程度になるかもしれない。やっぱり３か

年平均で２５年度については予算編成をしていきますので、当然、２３年度よりはか

なりの水準で給付費を高く見ていく必要は出てくるだろうと。今現在、精査中であり

ますが、２５年度に関しては、２４年度当初をかなり上回るというふうに考えていま

す。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。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２号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

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

ました。これをもって本日の会議を閉じ、平成２５年第１回大玉村議会臨時会を閉会

します。ご苦労さまでした。 （午前１１時３２分）
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