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平成２５年第３回大玉村議会定例会会議録

第３日 平成２５年３月６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
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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、傍聴に渡辺光雄さんほか４名の方々がお見えになっておりま

すので、ご報告申し上げます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、一般質問を行います。

９番佐原吉太郎君より通告ありました「原発に依存しない安全なエネルギーを９月

の定例会で質問し、村長が再生可能エネルギー利用推進の村として宣言したが、これ

らについて」の質問を許します。９番。

○９番（佐原吉太郎） 議長の許可を得たので、３件について一般質問を行いたいと存じ

ます。

まず、本題に入る前に一言述べさせていただきたいと存じます。まもなくあの大震

災から丸２年になろうとしているわけであります。そういう中で、我が県は原発によ

る災害が、いまだに解決しないまま進んでいる状況にあります。そういう中で我が村

も除染に明け暮れている状況であります。そういう中で予算もまず９０億円近い除染

を含めた予算になっておるわけでありまして、これは今後も大変膨らんでいく、予算

がどんどん膨らんでいくという状況にあります。そういう中で、すべての国民が負担

になるわけでありまして、まず、原子力に頼らない再生エネルギーをまず拡大してい

くことが、国、県、市町村にとって大事であろうと思っている一人であります。村は

再生エネルギー利用推進宣言をされたことは、今後、村が１００％再生エネルギーに

着手するということであると思っております。そういうことで、本題に入りたいと存

じます。

私が９月定例会に小水エネルギー大３河川を質問したわけでありますが、その中で

事前調査の結果ですね、３河川でどれだけのエネルギーを生み出せるかをまず、お聞

きしたいと存じます。

○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。

３河川、百日川水系、それから杉田川、七瀬川水系３河川を可能性調査として行っ

た結果、概算ではありますが、百日川においては７０～９０キロワットの発電が可能

であるというふうな中間報告を得ております。それから、杉田川につきましては、砂

防ダム近辺で３０キロワット程度が可能であろうと。七瀬川については、三ツ森貯水
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池近辺で３０～４０キロワット程度の発電が可能であろうというような中間報告を受

けているところであります。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） ちょっと椅子が低くて合わないので、申し訳ないです。大変申し

訳ございませんでした。

今、課長からお答えいただきましたが、実は百日川については７０～９０キロワッ

トということでございますが、実は杉田川についてはそれぞれ砂防ダムということで

お答えいただきましたが、３０～４０キロワットということでございますが、実は杉

田川は大体百日川からいきますと大体私の推測ですが、やっぱり１０倍とか２０倍の

水量あると思うんですね。そして、落差も当然砂防ダムから例えば不動橋までかなり

の距離があるわけですね。あの間、それぞれの課長さんがお話ししたが、規制が多分

あると思うんですね、これ当然。そういう中でこれをやはりクリアできるのは行政で

ありまして、もっともっと今、９０とか７０とか８０と言いましたが、杉田川につい

ては、多分これの１０倍以上の水力というものが可能ではないかと、こう私思ってい

る一人でありまして、いずれせよ、七瀬川についてもそうでありますが、これからも

っと民間とかいろんな知恵をお借りして、最大限の電力を生み出すということを掲げ

た以上は、要するに１００％という再生エネルギーを掲げた以上は、やはりまず、一

番安全な小水力のこれからエネルギーを生み出すことをとにかく村民一体となって、

やっぱりこれに取り組むということが大事であろうと思っております。そういうこと

で、村長さん、今後３つの河川について、もっともっといろんな各市町村で取り組ん

でいる。そういうのももちろんデータに入れながら、今回、設計と同時に河川からこ

れだけの電力は生むんだということ、もっともっとやはり踏み込んで､これに取り組

んでいくという考え方があるかどうか、それを含めて村長さんにお聞きしたいと存じ

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りましたが、杉田川につきましては、水量

は多いですね。ただ、今回は砂防ダムのところの放水ということで、調査をしました。

したがって、先ほど担当から話ありましたように、３０キロワット程度であると。た

だ、水量的には多いわけでありますから、例えば水量の量的計算で､場所によってこ

れを発電をするならば、これは１００キロワットも、あるいは２００キロワットも可

能であると。そういう見通し、これは見通しですがね、そういう話は受けております。

ただ、今回、一応焦点を絞って具体化したいなと思うのは、この百日川のあの落差を

利用して､今回、一応予算も計上させていただきましたが、発電をいたしたいなとい

うふうに考えております。大切なことは、やっぱり最初一応やってみると、そして、

あと処々方々に高低差があって、本村には恵まれた水量等があるわけでありますから、

こうしたことを１つの土台にして、今後普及をしていきたいなというふうに考えてお

ります。

○議長（佐藤 悟） ９番。
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○９番（佐原吉太郎） そういうことで、今後も行政一体となって、我々も含めて村民も

一体となって、やっぱり再生エネルギーというものに本格的に着手していただいて、

また、当然、予算化にこれなって負担率も増えるわけですが、それらも村民の理解を

得るということが大事であろうと思っております。そういうことで今後ともひとつ努

力をしていただきたいと存じます。

２点目でありますが、例えば全戸住宅の電力供給が可能とすれば、例えばどれくら

いの財源が必要なのかについて、まず最初にお聞きしたいと存じます。全戸を賄うね、

要するにためにはどれくらいの財源が必要なのかということもひとつお聞きしたいと

思います。もし、分かっている範囲で結構ですから。

○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。

２１年度の統計資料によれば、大玉村の個人住宅、企業関係で、今、３,８００万

キロワット、年間、このぐらいの電気の消費量があると。これを１時間当たりに換算

すると４,３５０キロワット、大玉村では必要になるということで、７０キロの水力

発電でいくと、年間の消費量の１.６％程度が賄える、こういう計算に基づきまして、

電力供給全戸と言った場合には、大体１キロワット、水力発電２００万円前後現在か

かるというような見通しに立ちますと、全戸消費するのには大体８０億円から１００

億円程度の財源が必要になるというふうに単純試算でありますが、そういう試算が出

てくる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） 約１００億円ということでございますが、全戸当然ね供給するに

は、今、お答えいただきましたが、私たちは原子力に依存しないと、安全安心なエネ

ルギーの供給が絶対に必要である。そのためには、当然、村民の理解を得て、そして

また今後はこういった要するに村民にどう例えば後から出てきますが、太陽光の場合

は、今、飛行場ですか、そこに県民の出資としてあるが、今後こういった大きな予算

が発生することによって、村民の理解を得ながら、今でもそれぞれ家庭には最低でも

１万５,０００円とか２万円は最低でも払っているわけですよね。そういうことをい

ろんな絡みから今後、やはり村民も同様にやっぱりそれに理解を得ながら、村民の参

加型でやはりこのこういったものを確立していくということが、私は大事であろうと

思っておりますので、村長その点も含めてひとつお聞かせ願いたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど担当課長のほうから水力のみの場合には、あのような金額に

なりますよと。太陽光もあります。また、これからいろいろと検討する余地はありま

すが、木質バイオマス発電、こういうことも総合的に考えていかなければならないな

というふうに思っております。しからば、やる方法について、どういう方法でやった

らいいかと。例えば太陽光のような場合は、今言ったように個々人の家庭で、それぞ

れの補助を受けて備えておると。こういうことでかなり進められるなというふうに思

っておりますし、また、水力発電、こういうものも今回まずやってみて、そして、そ
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れを１つのお手本にして普及をしていきたいなというふうに思っております。いずれ

にせよ、今度は個々で取り組みできるもの、あるいはまた、相当の１つの資本を投じ

て大規模なような計画も考えられるなと。そういうことにつきましては、例えば自治

体も出資するとか、あるいはまた民間にも出資をしてもらうとか、あるいは個々にも

出資をしてもらうとか、こういう方法もこれから先々はいろいろいかに結局大玉村に

ふさわしい再生可能エネルギーの取り組みの推進の村なんだなというようなことを持

ち味をやっぱりみんなで考えていかなければならない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） ただいま村長から今後のそういった取り組みについてお答えいた

だきましたが、そういうことだと思います。そういうことで、やはり原子力というの

は、いまだに全く分解できない、どうしようもないエネルギーということでございま

して、それらは自らが大玉村長が再生エネルギーの宣言をしたということはですね、

これ大変なやっぱり意義あることだと思うんです。そういうことで、我が県が直接こ

れ原発受けたわけでありまして、それらを解決するには、やはり自らがエネルギーを

生み出すということが大事であろうと思っております。そういうことでひとつ力を入

れていただきたいと思います。

３件目でありますが、これ同じようなものなんですが、先ほど申しましたが、県の

太陽光発電の建設が県民も出資とあるが、当然、我が村もこういった大きな予算が膨

大していく中で１００％供給ということになれば、当然、これは村だけの独自の単独

ではできないと思うんですね。そういう中で、県同様の出資というか、そういった方

法も我が村も取り組むべきかどうかも含めて、ひとつ再度お聞きしたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

県も県民全体に広げるというふうなことで、いろいろと考えております。やはり村

としても、再生可能エネルギーの積極的な推進をしていくためには、住民にまず、や

っぱりそのような意識に立っていただかなくちゃならないというふうに思っておりま

す。そういう意味では、住民が挙げてこの推進をしていくということである雰囲気を

作って、現実的には、具体的には住民ファンドと、こういうふうな手法も考えられる

なというふうに思っております。いずれにせよ、なるだけ短期間にいかに結局効果の

ある推進を実績を残していくか、これが大切であるなというふうに思っておるところ

であります。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） ありがとうございました。３件について、それぞれお答えをいた

だきましたが、まず、小水力発電、更には太陽光線、そして、バイオマス発電が実は

これ新聞等々で石原伸晃環境相が、バイオ発電が再利用する仕組みを作る考えを明る

みにしたということでありまして、今までこれにあまり手を付けなかったんですが、

そういうことで一歩も二歩も前進したということですね。そういうことで、村長が常

に言っている、私たちも実は昨年ですか、研修で河東のバイオに行って視察してまい
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りました。その中で、非常にある程度今のところは補助はいただいているけど、この

まま例えば補助とか切られると、なかなか採算性はいかないということでございまし

て、今度は国がそういったことでバックアップして汚染も含めた環境ですね、そうい

うこともてこ入れするところになれば、これはもうものすごい電力を生むわけですよ

ね。河東では、例えば住友でやっているんですが、約１万戸ですね、１万戸というと

本宮市そっくり供給できるんですね。そういう大きなことでありまして、今後は、こ

ういったことも積極的に進めて、そしていけば、当然これは、もちろん日本全体にこ

れを波及することになるんですよ。ただ、そこで問題は、やはりこの技術的になかな

か除染されたものを最終処分に持っていくと、皮むかないと汚染されているものです

から、これ公害が発生するわけですね。そういうことも含めて、莫大ないろんな支援

だけではなく、それで例えば福島県知事がドイツに行きましたね。しかし、ドイツの

技術者と提携をしながら、今後、そういったものに取り組んでいくという新聞にこれ

も掲載されておりました。そういう中、これほど再生エネルギーを宣言して、これは

県下でトップなんですね、大玉村は。そういうことは、すばらしいことなんですよ実

は。取り組むということはね。そういうことで、実はそういった先進国であるドイツ

ですね、ドイツの技術をやはり自ら体験して、やはり宣言した以上は、それをやっぱ

り１００％達成する。私これ原発を脱ということを宣言した以上は、それにやはり技

術的、それから今言う、もちろん木を切るにも、やはり次のステップがあるんですね。

ただ切っちゃったんでは、自然とかいろんなものが緩和しながら、それを残していく

必要があるんです。それは、やはりドイツの技術がすばらしいものがあるそうです。

そういうのが大玉村で、やはりそういった威力のある、それで取り組もうとする姿勢

の職員とかね、そういう課題も含めて、やっぱり研修という、そういうやはり達成す

るためには、そういったものも十分に考えていく必要があるのではないかと。もちろ

ん講師で行って、やはりそういった先端の技術をどういった方法で、もちろん電力は

生む、しかし、自然のバランスを崩さないと、そういうことも含めて、やはり今後、

そういったものに予算の計上というのは必要ではないのかと、そういうことでひとつ

村長、その点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） 世界でも環境関係については、ドイツは先進国であります。福島の

原発事故ということ敏感に受けて、ドイツは脱原発ということを国の方針として打ち

出しました。そういうことで、大変注目をされております。バイオマス発電等も非常

に進んでいると、そういうふうな状況でありまして、やはり先進のそういうところを

百聞は一見にしかず、見る必要があるのではないかと。また、それぞれの日本にも識

者がおります。村にもバイオマス発電関係、こういう方法で発電できる。あるいは、

こういうことで例えば樹皮とか、枝葉とか、こういうものは、こういうふうにして最

終的にはカーボンを取ることができるんだと。カーボンというのは、要するに電池の

心棒になる部分の原材料になるんだと。だから、無駄がないんだと。本当に汚れたも

のは、バグフィルターに、あるいはまた主灰、飛灰ということで、これもそう高くな
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い数字でもって主灰、飛灰もこれは出ることになるので、処理にはそう苦慮しないと。

問題は、バグフィルのこれは相当濃度が高い。こういうものは減容化されていますか

ら、保存方法は考えられると。そういうことでいろいろと識者も来ておるわけであり

ますけれども、今、提言ありますように、これはやはり先進国で直に学んでくるとい

うことは、これは大変意義があるなと。最終的にはこれはやはり森林の除染をしっか

りやりませんと、これは良い環境にはならないんです。森林をやっぱりやるためには、

森林をいかに資源化するか。やはり今、質問者がおっしゃられるように資源化をして、

そして、これらをやっぱり発電、あるいはまた最終的にはカーボン、あるいはまたオ

イルというようなことに向けるとか、こういうこのやっぱり利活用策を考えていかな

ければならないなというふうに思っております。いずれにしても、前向きにそういう

ことでのやっぱり研修の機会、これは与えたい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） 前向きな検討をいただいてありがとうございます。そういうこと

で、やはりこういうふうに取り組んだ以上は、やはり絶対１００％以上に賄うという

ことが大事であります。そのためにはやはり裏付けですね、すべてやっぱり先進国に

行って、やはりドイツというのはすばらしいんですよ。原子力をなくすんですから。

日本は、まだ依存したいなどという、こんな危険なもの、まだそういう考えをしてい

るんですよね。しかし、ドイツはいち早くこれを切って、そして、安全安心なやはり

孫彦に安全なエネルギーを供給するんだと。これはすばらしいことですよ、国を挙げ

て。そういう推進国を今、村長は向こうに視察に行くことを前向きに検討すると。こ

れはすばらしいことですよ。そういった民間も含めて、やはりそういった方々を研修

して、そして、絶対なエネルギーのやはりこの安全で、しかも切った後、自然に要す

るに入るようなやはりそういった取り組み、私は分からないけど、多分取り組んでい

たと思うんですよ。そういうことも、是非実現していただきたいなと、そういうふう

に思っている一人であります。そういうことで、村長が再生エネルギー推進の村を宣

言したことは、全国に先駆けてすばらしいことで、再生するということはですね。と

同時に、積極的に原子力に頼らない安心、そして、エネルギーを生み出すということ

は非常にすばらしいことであります。私は、常に村長といろいろ会話戦うこともあり

ます。これは議会の使命でございます。しかし、是々非々の中で、やはりこういった

ことはもう全面的に私も協力して、そして、安全な供給ができる村にしたいなと、そ

のように思っている一人でありまして、是非とも再生エネルギー、そして、村民方の

すべての方々の参加によってやっぱり再生エネルギーを共有できると、そういうやは

りこの村にしていくべきではないのかなと、そういうことを思っている一人でありま

して、そして、村民の理解を得られるよう進めていただきたいなと、このように思っ

ております。そういうことで、村長にもう一度やっぱり強い意志で、もちろんこれ宣

言されたわけでありますから、そういったことに取り組んでいく決意などをもう一度

お聞きしたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） 大玉村は議会の皆さん方のご理解も得て、再生可能エネルギー推進

の村ということで、議案として提案をさせていただき、満場一致をもって議決をして

いただきました。大変感謝をいたしておるところであります。こういうやっぱり尊い

自治体の意思でありますから、これらをやっぱりしっかりと踏まえて、着実にこれか

ら積極的に推進をしていきたいと、そういう決意でおります。

○９番（佐原吉太郎） これをもちまして、一般質問を終わりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 以上で９番佐原吉太郎君の一般質問を打ち切ります。

続きまして、３番武田悦子君より通告ありました「子ども・子育て新システム（子

育て３法）への対応について」、ほか２件の質問を許します。３番。

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

ました３点について、一般質問を行います。

はじめに、子ども・子育て新システムに関して質問を行います。この問題について

は、昨年の３月議会でも質問いたしました。民主党政権下でのシステム設計でありま

したが、保育所待機児童の解消にどのように結びつくのか。保育は、措置制度として、

保育に欠ける児童を自治体が責任をもって実施してきました。新システムでは、幼稚

園と保育所の別々に認可されていたものが、総合こども園という形で一本化され、新

しい概念の年少教育、保育が行われますが、これらの概要と大玉村の方針について、

質問したいと思います。

子ども・子育て新システムは、すべての子どもに良質な生育環境を保障し、子ども

・子育て家庭を社会全体で支援することを基本に、子ども・子育て支援法が昨年８月

２２日に成立いたしました。この法律の概要は、子ども・子育て支援給付、給付の中

身は、従来の子ども手当から名前を変えた児童手当としての現金給付と子どものため

の教育、保育の給付、そして、こども園及び指定地域型保育事業者、地域子ども子育

て支援事業、県や市町村による子育て支援計画の策定、国と地方の費用負担、更に、

子ども・子育て会議の設立などが定められ、子どものための教育、保育の給付を担う

施設として、総合こども園に関して、新たな法律総合こども園法が成立いたしました。

この新たなシステムによって、就学前の保育教育は、どのように変わっていくのか。

その概要について伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。

ただいま３番議員さんからお話しありましたように、新しいシステム成立したわけ

でございますけれども、これらについては子どもの育ち、子育て家庭を社会全体で支

えるというようなことで幼保一体化、あるいは子ども手当を含めて制度財源、それか

ら給付について包括的で、また、一体的な制度として再構築するというようなことで、

すべての子どもと子育て家庭に対して、妊娠から出産、そして育児休業、保育サービ

ス等の利用について、放課後対策まで切れ目のないサービスを提供するというような

ものでございます。先ほどお話しありましたように、待機児童の解消、それから二重

行政をなくすというようなことを目的としておりますけれども、まだまだ不透明な部



- 47 -

分が多くありまして、詳細については、今後示されるというような内容でございます。

大玉村における今後の方針ということでございますけれども、新制度では、今まで保

育に欠けるとか、保育に欠けないというような表現をしておりましたけれども、新制

度におきましては、保育の必要性の認定を受けた子ども、保育の必要性の認定を受け

ない子どもというような表現になります。市町村が保育の必要性を認定する仕組みと

いうことになるわけなんですが、質の確保された学校教育、保育の提供を目指すとい

うことにはなるわけですが、この認定を受ける、受けないのイメージに関してもなか

なか今の段階では確定していない。前とどう違うんだという部分がなかなか見えてこ

ないというのが現状かというふうに思います。更に、先ほどお話しありましたけれど

も、保育制度、この制度に向けまして、２５年度以降、支援事業計画に向けたニーズ

調査を予定しております。このニーズ調査の内容につきましても、国で示すというよ

うなことでございますので、夏ごろには国で、その調査の内容も含めて示すというよ

うなことでございます。それから、そのニーズ調査を踏まえた中で、子ども・子育て

の支援計画を策定してまいりたい。更には、その策定に当たっては、子ども・子育て

の支援会議、村民による各関係機関、それから村民の皆さんの子育てに関わる方等を

含めた会議を設置した中で、計画を策定していきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。なかなか内容が不透明な部分が多いという

ようなお話しでありましたが、法律そのものは成立しましたが、この総合こども園、

これをいつまでに作れというふうな、ようになっているのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） 国で示しております計画の中では、２７年度目標という

ことでございますので、現実的に２７年度から大玉村でスタートできるかというのは、

まだ今後の計画の中でやっていきたいというふうには思いますけれども、国としては、

２７年度のスタートを目指すというような内容でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。なかなか中身が見えてこない。今の現行の

保育制度、幼稚園制度等の違いというのが見えてこないということでありますが、こ

の大玉村として総合こども園をどのような形で作っていくのか。現在の幼稚園、更に

は保育所、これらの形をベースとして考えていくのか、それらの方向性についてのお

考えを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） ３番議員さんにお答えいたします。

現行制度、幼稚園、それから保育所とあるわけでございますけれども、総合的に一

体的にというふうに国では申しております。ただ、現実的にどういった方向が良いの

かというのは、国の方針等も考慮しながら、村としてはどういう方向が良いのかとい

うようなところは、今後検討するということでございますが、幼稚園の３年保育と現
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実的にどういった方向が良いのかというのは、今後ご意見をお聞きしながら計画を策

定していきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 現在ですと保育所は住民生活課、幼稚園は教育委員会ということに

なっておりますが、教育委員会としては、これらの方向性については、どのように考

えていらっしゃるのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） 今、村長の指示によって健康福祉課を主管として、このことにつ

いて検討会を庁内で開いておりますので、ただ、この法律は税と社会保障の一体改革

の中で実施をしていくということですので、法律施行後、２年をめどにして詳細を詰

めていくということで、まだ、詳細が決まっていないということで、総合こども園と

いう言葉はなくなりまして、幼保連携型認定こども園という名称に変わっております、

自民党になってから、可決したのは。幼稚園も保育所もそのまま存続することは可能

だという考え方ですので、必ず認定こども園に移行しなければならないということで

はありませんので、それも含めて３歳保育にとりあえず単独で移行してから、認定こ

ども園に移行するのか、それとも最初から認定こども園に移行するのか、それを今、

内部で検討をしております。時間がだいぶまだありますので、じっくりと検討してい

きたいと。ただ、幼保連携型の認定こども園は、幼稚園を保育所のほうに取り込むと

いう形になります。今、延長保育やっている部分については、保育所で管理をする。

ですから、保育所業務がサンドイッチのように幼稚園を挟むという形になりますので、

３歳保育のあかつきには保育所業務を教育委員会に移管したいというふうに考えてい

ましたが、認定こども園になった場合は、逆に子育て支援を一体化するという意味で、

町部局の方に認定こども園の所管が移ります。教育委員会の方は、首長は教育委員会

の意見を聞きながら運営しなければならないというふうな内部の規定もございますの

で、少し所管の部分も含めて、時間をかけて検討していきたいというふうに考えてい

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。なかなか中身の見えてこない新しいシステ

ムになるわけですが、今回のシステムの中で、先ほど健康福祉課長のほうからもあり

ましたが、給付という形の問題、新しい形になろうかと思いますが、この給付につい

てお聞きいたします。新しい法律では、３歳以上の幼児をすべて受け入れが義務付け

られ、標準的な教育時間の学校教育がすべての子どもに保障され、保育を必要とする

子どもには、学校教育の保障に加え、保護者の就労時間などに応じて保育を保障する

とされておりますが、これは現在の大玉村のこのスタイルでありますね。幼稚園の預

かり保育、こういうスタイルと似ていると思いますが、これらの考え方は同じである

というふうに考えてよろしいのでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。
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給付の考え方でございますけれども、施設型給付というふうなことで、幼稚園、そ

れから保育所、そういうものを通じた共通の給付というようなことでございますので、

民間保育所、それから民間保育所については、市町村が保育所に委託するというよう

なことで、大玉村の場合は民間保育所というのはございませんので、すべて市町村が

行うというようなことにはなりますけれども、利用者の負担も徴収については、市町

村が行う。地域型保育給付というのがあるわけなんですが、この地域型給付というの

は、小規模保育とか家庭的な保育、それから居宅訪問型保育とか、事業所内の保育と

か、小規模で行うような保育ということになるわけですけれども、こういうものにつ

いても、給付を行うというようなことになるわけですが、国では保育にかかった経費

を市町村が請求するというような形でございますので、ただ、今までの給付していた

ものについての上乗せで給付するのか、新たに今のシステムになったものを給付する

のか、なかなかその辺も含めてまだ詳細が分かっていないということですので、給付

自体がどういう形で行われるかということも含めて、今後、示されるというような内

容でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） なかなか難しい形になろうかと思いますが、保育を必要とする３歳

未満児、この子どもたちについては、保護者の就労時間に応じて保育を保障するとい

うふうになっておりますが、これらの認定ですね、以前だったら保育に欠けるという

ふうな文言があったわけですが、保育に欠けるという条件がなくなって保護者の資格

の認定とか、保育を必要とすることを認定するという形になるのかと思いますが、介

護保険の制度が、そのような認定、介護を必要とするという認定の下に行われるわけ

ですが、これは同じような形であるというふうに理解していいんでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えします。

その認定というような形で、イメージとしては今の介護保険制度の認定と、ただ、

その段階ですか、保育に欠ける状況も一定ではないということからすれば、介護保険

と同じような認定システムになるというふうには思っております。３歳以上について

は、３歳未満については、保育に欠ける状況によって認定していくと。３歳以上につ

いては、学校教育法の関係もあって、幼稚園に入園できるというようなことはありま

すけれども、原則としては、３歳未満については、今の保育に欠けるというのが基本

になってくるのかなというふうには、考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） こども園の給付の問題、先ほどもありました。小規模保育、家庭的

保育、延長保育事業、幼児病後時保育、これら様々な事業があります。村としては、

これらについても、どのような体系で実施していく考えがあるのか。また、この総合

こども園の設置は地方自治体のほかに、学校法人、社会福祉法人、株式会社やＮＰＯ

なども設置できるということになっておりますが、先ほどの給付の認定を受けても、

村の施設が満杯な場合、これらの場合は結局は自分で預ける施設を探さなければなら
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ない、このような形も考えられるんでしょうか。これらも併せてお聞きいたします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） お答えいたします。

考え方としては、総合的にこれから検討していくわけですけれども、例えば幼稚園

が３年保育になった場合には、保育所のスペースが空くと。保育所の空いたスペース

を利用したサービスというのは考えられるというふうに思っております。今後のニー

ズ調査で、どういったものを求めているかということで、ある程度判断していきたい

というふうには考えておりますけれども、併せて行政だけで対応できない部分、夜間

保育とか、そういった部分について、民間事業者の参入とか、そういったことも併せ

て検討しなくてはならないというふうに考えておりますし、大玉村だけでなくて、近

隣の市の施設、そういった部分についても、総合的に検討していくというような部分

もあるようですので、これからそういう調査を踏まえたうえで、総合的な検討をして

まいりたいというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） なかなか見えないことばかりなんですが、２７年の１０月には、創

設を国のほうではしろと言っているわけでありますので、この子ども・子育て支援会

議、これは４月１日設置ということになっているかと思います。村でもこの会議を設

置するわけでありますので、支援計画の策定など様々な形において、更には給付の認

定などにおいても様々課題があると思いますが、子育て世代の現状を踏まえ、住民の

要望を組みつくしたものにしていっていただきたいと思います。

次に、平成２４年度国の補正予算における「元気臨時交付金」について伺います。

国の補正予算は、先週成立いたしました。総額１３兆円を超えるものです。その中で

地域の活性化、雇用創出臨時交付金として、地域の元気臨時交付金１兆３,９８０億

円が決定されました。この交付金は、国の経済対策に地方が動員されることから、地

方の資金調達に配慮して作られたようです。公共事業費の８割程度をカバーすると言

われていますが、村はこの交付金をどのような分野で活用する予定なのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ３番議員さんにお答えいたします。

この事業でありますけれども、建設公債の対象となる国庫補助事業、それから建設

地方債の対象となる地方単独事業というふうなことが現在までの情報として伝わって

おります。更には、２５年度以降においては、２５年度に消化できない部分について

は基金を造成して、その後に使っても良いですよというようなことでありますが、そ

の算定基礎になる対象事業がまだ明示されておりません。この辺については、今後の

通知次第ということになりますが、現段階では社会インフラの整備等に充当していく

というようなことで考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。社会インフラの整備というお話しありまし

た。村内でもあちこちに整備しなければならない箇所あると思います。老朽した橋、
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更には水道の石綿管、これらの更新も必要とされておりますが、これらに活用すると

いうような考えはあるんでしょうか、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） ３番議員さんにお答えいたします。

水道管の配水に利用できないかということでありますが、水道事業、公営企業会計

でございます。公営企業会計において、また、違った見方を国のほうではしておりま

して、地方負担額にかかる建設地方債の発行対象経費のうち、一般会計が負担すべき

ものがある場合には、その一般会計が負担すべき部分にかかる繰出金等について、こ

れは対象となりますよということが、現在まで通知の中で明示されております。

それから、老朽橋梁の改修でございますが、これにつきましては老朽橋梁の補強、

修繕、こういうものについては、建設地方債の対象とはならないということで、こう

いうものについては対象から外れる可能性がある。ただ、老朽橋の改築、こういう場

合については、当然、建設地方債の対象になるわけでありますから、この部分につい

ては対象になるのではないかということで、まだ、詳細についてはつかんでおりませ

んが、一般的な考え方として、そういうふうなことになるだろうというふうに思って

おります。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 是非有効に活用していただきたいと思います。

３点目の質問に入ります。放射線から子どもたちの健康を守る取り組みについて伺

います。放射線から子どもたちの健康を守るうえで、重要な課題の１つとして、子ど

も自身が自分を守るすべを持つことが重要と考えます。放射線から身の安全を守る学

習をどのように進めるのか、まず、教育委員会にお聞きいたします。子どもと言って

も、幼稚園、小学生、更には中学生、高校生までと幅広い年代にわたります。これら

の子どもたちが危機管理として、まず、初めに取り組むのが、交通事故から我が身を

守るすべであります。右を見て、左を見て、もう一度右を見て、車が来ないことを確

認して横断をする。小学校に入学したばかりの子どもたちに対して行う最初の危機管

理教育です。これには学校ばかりか、交通教育専門員、母の会、交通安全協会、そし

て警察署はもとより、地域の多くの大人が関わり、子どもを交通事故から守る取り組

みを進めています。その結果、かなりの効果が上がっております。この教訓を放射能

の部分にも生かす必要があります。放射能は、その影響が見えません。臭いもありま

せん。相当に手強い相手です。車は目や耳で認知できますが、放射線は人間の五感で

は認知できません。ですから、測るということがすべてだと思います。この地で生き

ていくためには、小さいときから課題を持って放射能問題に取り組む必要があります。

そこで今、一番大きな問題は、内部被ばくの問題です。内部被ばくは、食品からの摂

取が一番の問題です。子どもたち自身が、その発達段階に応じて理解できる教育上の

対策を検討すべきと思います。まずは、食品の安全をどのように確認するのか。学校

の中に食品を検査する機器を備え、学習に活用していく、このような考えはありませ

んか伺います。
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○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。

放射線から身の安全を守る学習につきましては、平成２４年度各小中学校において、

文部科学省が発行いたしました副読本、更には県が作成いたしております指導資料に

基づいて、主に小学校においては学級活動、中学校においては学級活動のほか各理科

等の教科を利用して学習を行っているところでございます。更には、幼稚園、小中学

校の保護者向けに各施設１か月に一度、各施設の放射線量を測定いたしておりますが、

それらの情報とともに、放射線に関する、あるいは各検査等に関する情報を提供して

いるところでございます。今後につきましても、学校での学習とともに、保護者に向

けた情報の提供を行うことによりまして、放射線に対する知識と注意の喚起に努めて

まいりたいというふうに考えてございます。

それから、各学校に食品等の検査機器を配置しというご質問でございますが、機器、

これにつきましては機器の導入、あるいは設置場所の施設の改修、更に、測定を行う

人員の配置というふうな部分に比しまして、実際に学校がこれらの学習に使える授業

時数にはおのずと限りがございます。十分に活用して学習を行うということが、現時

点においてはやや難しいものと考えてございます。食品等の検査に関する子どもたち

の学習につきましては、現在の検査施設等々の見学、それらを通じて学習に反映して

まいりたいというふうに考えてございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。２４年度から様々な学習には取り組まれて

いることは十分承知しておりますが、この先何十年もの間にわたって放射能の影響は

あるわけです。学習の中身をもう少し子どもたち自身の身に置き換えるような学習に

していく。そういうためにも、まず、測る、それぞれ自身が測るという行為をもっと

経験させてやりたいなというふうに大人として考えるわけであります。是非子どもた

ちに身近に検査する。チェルノブイリでも、今もまだ学校にそれぞれ機器があって検

査をしていると、日常的な生活の中の一部として検査をするということが行われてい

ると聞いております。そのような形で、まず、子どもたちがこの先安全なのか、これ

はだめなのか分かるというような学習に進めていっていただきたいというふうに思い

ます。

次に、ホールボディカウンター検査、更には甲状腺検査の頻度について、どのよう

に進めるのかをお尋ねいたします。この問題を子どもたちにどう伝えるのか。これは、

放射能問題の基礎教育ともかかわりますが、ホールボディカウンターや甲状腺の検査

を小学校１年生から中学生まで、それぞれの発達段階で分かる教育を組み立てていく

必要があると思います。この検査はどうして行うのか、自分はこれで安心なのか、来

年も受診する意味、これがどうしてなのか、どこにあるのか、各学年、子どもの発達

段階に即した教材と指導の方法について確認していく必要があると考えます。更には、

頻度の問題に合わせ、教育現場で検査結果を活かす取り組みができるのかどうかにつ

いても、併せて伺います。
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○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） お答えをいたします。

県による内部被ばく検査につきましては、定期的に行うというふうにはされており

ますけれども、じゃ具体的に何年に１回行うんだというような予定については、今の

ところ詳細な予定は示させておりません。また、甲状腺検査につきましては、１８歳

までは２年に一度、それから１９歳以降については５年に一度行うというようなこと

でございますが、大玉村につきましては、内部被ばく検査については昨年５月、６月

に実施したと。甲状腺検査につきましては、９月の末と１０月の頭に実施しているわ

けですけれども、甲状腺検査については２年に一度、１９歳以上は５年に一度という

ような、そういう年数が示されておりますけれども、内部被ばく検査については定期

的と言っているだけで、あと何年に一度というようなものがないというような状況で

ございます。ご質問のとおり、継続的に定期的な検査というのは、当然必要だという

ふうに考えているわけでございますが、子どもたちが理解できるような、そういう学

習の場というのも、当然大切であるというふうには感じております。国、県に対しま

しては、住民の継続的な健康管理実施のために、機器や検査体制の充実、併せて検査

結果を村でも共有できるような形で協力して健康管理を行うよう、県のほう、また、

国のほうには要望しているところでございます。また、今後につきましても、国、県

に対しまして要望しながら、じゃ村として何ができるのかというような部分につきま

しても、検討してまいりた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） ホールボディカウンター等での内部被ばく検査、あるいは

甲状腺検査、この意義について、子どもたちも学べる環境ということでございますが、

これらの検査の目的、あるいは人体への影響等々につきましては、放射線教育の中で、

学校で取り組んでいけるように、この中で進めていきたいというふうに考えてござい

ます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。ホールボディカウンター、甲状腺、１回は

検査しましたが、その次の検査の見通しがなかなか立たない。保護者からすれば、も

う何回でもやってほしいと、そういう願いがあるわけですので、その辺も強力に要望

をしていっていただきたいというふうに思います。この甲状腺検査や食品検査、ある

いは空間線量の計測、これらを記録できるもの、学習健康手帳なるものを作成し、子

どもたち自身が記録していくこと、これも大切なことだと思っております。小さなう

ちは親御さんが記録をするわけでありますが、小学校の高学年あたりになりますと、

自分で記録できると思いますので、自分で持ち、自分で記録するなど、自らの健康を

守るものとして活用できるのではないかと思います。このような取り組みについて、

今後、検討する、そのような考えがあるのかどうか伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） 質問にお答えいたします。
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確かに子どもの育ちの中で、自分の健康は自分で守るというようなことも含めて、

自分で記録するというのは、確かに良いことだというかすばらしいことだというふう

に思います。そういうことも今後、検討していきたいというふうには考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございました。放射能とは、長い闘いになります。東電

の事故を風化させないためにも、未来を担う子どもたちが放射能問題を自分の問題と

していくためにも、是非様々な検討をお願いしたいと思います。東電の事故から２年

が経ってしまいました。目立って環境が変わったとは、実感できません。除染は進ん

でいますが、積算線量計による測定などは減っていると聞いております。目に見えな

いから安心ではなく、きちんと測って安心を得る、このことを定着することが、これ

から大事なことだということを指摘をして、私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。

○議長（佐藤 悟） 以上で３番武田悦子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２５分といたします。

（午前１１時０８分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時２５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 引き続き、１０番須藤軍蔵君より通告ありました「国県予算と本村

財政の見通しについて」ほか２件の質問を許します。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） 議長の許可を得まして、通告いたしております質問を行います。

はじめに、国県予算と本県財政の見通し等について、いくつかお尋ねをしたいと思

います。政府の大胆な金融政策、あるいは機動的な財政政策、そして、民間投資を喚

起する成長戦略などと、これらを３本の矢などと称して、マスコミも盛んとアベノミ

クスとして持ち上げているわけでありますが、金融緩和などでの物価上昇２％を掲げ

ておりますが、更にはまた、大型公共事業をどんどん行うことによって、それのおこ

ぼれで国民の経済効果が上がるというようなやり方でありまして、私どもはこれらに

ついては、これまでも使い古された矢を３本並べただけだというふうに評価をいたし

ておりますが、本来はやっぱり今、国民の暮らし向き、あるいは働く人々の賃金なり、

生業をきちっと行えるような、そういう手立てこそ、今、求められているというふう

に思っておりますし、今のやり方は安倍さんが方便にいったというような状況だとい

うふうに私どもは思っております。当然ながら、公共事業がしからばすべて悪いかと、

そういうものでは当然ありません。これ福島県においては、特に復興、復旧、こうい

う予算、それから住民のための予算も含まれているわけでありますから、この地域に

よって使い勝手の良い方向にやっぱりさせていくということも、私どもの務めではな

いかというふうに思いますし、国の補正予算、あるいは１兆７,０００億円と言われ

る県の今度の予算等々について、まず、村長は大ざっぱに見て、これらをどのように
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受け止められておられるのか、まず、お尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

この３本の矢、これは率直に言って期待をいたしたいなというふうに考えておりま

す。反面、心配な面があります。特に心配なのは、金融政策であります。今でもある

ところには金が大変あると。一般の消費するような国民には、お金がないと。こうい

うときに、金融政策でかなり日銀が印刷をするという、これは間違えると大変なこと

になるなと。それともう１点心配なのは、財務省に国民に明らかになっていない為替

の枠なんだわね。外国の国債等を買う為替介入、これは財務省に枠があるわけであり

ますが、この為替介入枠等がどういうふうになっているのかな。これはどこにも予算

には現れてこない。しかし、実質には為替介入の形で、外国の国債等を買う。こうい

うこと等にも大きく支出されると、我々が期待しているような国民の生活の向上、活

性化、こういうことに期待はしておりますが、誤れば大変危険な面もあるなと、率直

にそんなふうに考えております。願わくば、本来の目的とする国民が本当に良くなる、

そういうことに３本の矢が使われることに期待もし、そして、自治体の我々にとって、

いろいろ結果的には使い勝手が悪いと。住民のためにお金を使えない。実質は来ない。

こういうことにならないようにこれは願っておりますし、我々はやっぱり我々の立場

として、本来の目的に沿った国民のための３本の矢であるべく要望、要求等を強力に

推し進めていかなければならないなというふうに考えておるわけであります。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） はい、ありがとうございました。今、それぞれ期待とそして危険

な面もふれられましたが、その中での１つの今の予算の中で、具体的に我が村で、そ

れらの事業を予算を使って実行しようとする場合、今までもありましたきめ細やかな

何々事業というのが連続してあった時期があったと思うんですけれども、かなり事業

も展開できたのかなというふうに思いますけれども、そういうものとも比較して、こ

れらのいろいろ出ております予算いっぱい並んでいるんですけれども、なんか見ても

これっというのが出てこないんですけども、それらの有利な点、あるいはこれは問題

だなというような点いくつかあれば、お答えをいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。

過去において、それぞれいろんな地域経済対策が行われました。麻生政権下では、

地域経済活性化対策、公共投資事業、こういう形で具体的に言いますと入海－台線、

それから光ケーブル、学校ＩＣＴ、こういうやつの補助にも充当できたということで、

当時の金額で４億円ないしは５億円程度の経済対策が行われたように記憶しておりま

す。また、鳩山政権下でもきめ細かな交付金という形で台－六社山線をはじめとする

公共事業、それから図説大玉の歴史でありますとか、各公共施設の図書の充実、それ

からスクールソーシャルワーカーの活用と、そういうソフト事業にも使えたと。ただ、

規模的には麻生政権のときの１０分の１程度に終わったということであります。今回
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の臨時元気交付金については、いまだ算定基礎となる対象事業費が示されておりませ

ん。ただ、２４年度の繰越として、２５年度に単独事業として発注するか、２５年度

中に発注できないものについては、その後、基金を造成して、それに充てることがで

きるんだというような概要の説明は受けておりますが、今後、予定される重点事業、

インフラ整備事業、これらの前倒しで達成できるような形で、なんとか今回の臨時元

気交付金についても、大きく活用を図っていきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） はい、ありがとうございました。それぞれの状況の中で４億円な

り５億円の事業が展開できたということでございますが、今回については、なかなか

そういう見通しが厳しいというのが実態だというふうに思います。国は公共事業をば

んばんやるんだというようなことを盛んと宣伝しているわけでありますから、例えば

村道整備なども１５メーター、２０メーターぐらいちょこちょこやったんでは間に合

わない場所もいっぱいありますね。一昨日ですか、私どもの住んでいる８区なり９区

の区長さんなり部落の代表で連名で、道路全部ぼこぼこになってなんともしょうがな

いから直してくださいというような陳情もあったかと思いますが、こうした事業を使

っていっぺんに直すとか、そういうことも是非できれば有り難いなというふうに思っ

ておるわけであります。更にまた、いつぞや行った凍上災、凍み上がりですか、これ

に対する緊急な予算も付いたときもあって、糀免、五ノ神線ですか、あそこを直した

ような記憶もあるわけですけども、今回も特に凍み上がりというのが今、出てきて、

今、暖かくなって抜けているといような状況もあるわけですが、そうしたような事業、

状況は、見通しはどうでしょうかお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。

地方の元気臨時交付金については、建設地方債が対象となる地方単独事業というふ

うな概要説明を受けております。今おっしゃったような事業の中で、地方債が該当す

る路線等については、整備の進捗が可能な場合もございますし、維持補習的なものに

ついては、なかなか難しいというふうなことになろうかと思います。その辺について

は路線ごとに、それぞれ見当を付けながら、精査をしながら対応してまいりたいとい

うふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。是非取り組みを強めていただきたいと

思います。

この項目での最後の質問となりますが、今、非正規雇用の状況というのが、実は最

も多い年代は年齢的にも２０歳代だと言われておりまして、大変憂慮される状況であ

りまして、これでは結婚はもとより、なお一層少子化に拍車がかかると、憂慮する事

態だというふうに思いますし、金もなくて暇はあるという状況になれば、様々な形で

の悪の影響というのも当然のことながら予測されると、こういう大変な状況の中にあ

るわけでありまして、こういう中で特に地方交付金について、地方の公務員の給与が
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高いからだんだん出さなくするぞというように言われているような向きもあるわけで

ありますけれども、これらのことについても、特に公務員給与についても、以前です

と従業員２００人規模程度の人のところを調査して、それに基づいて、給与水準はこ

うあるべきだというような水準があったわけですけれども、現在ですと従業員５０人

規模の工場なり、そういうところを基準にして考えるんだというふうなことで下がっ

てきているわけであります。本来、先ほど言ったように、村長も言ったように、庶民

の懐を温めてこそ、全体に暮らし向きも上がるんだというふうに思いますけれども、

この公務員についても、やっぱりそういう水準もきちんと維持しながら、全体を底上

げしていくということが大事だと思うんですけれども、昨日のテレビでしたか、セブ

ンイレブンですか、コンビニですか、でも給与を上げるというような話もあったわけ

でありますけれども、こういう地方の交付金をそういう理由だから減らすうんぬんと

いうことについて、そのこと自体についての村長のご意見を承りたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 現実的には今言ったように、こういう低迷化している社会情勢の中

で、公務員は比して給与のベースが良いのではないかというようなことで、ちょっと

これはいわば下げますよと、こういうことを政策取り組みをされている。これは大方

の住民が、そのようなことで考えているということでありますから、これはやっぱり

そういうことでやむを得ないなというふうに思っております。ただ、私はいろいろ読

ましていただいたり、話を聞いたり、それから見たりということで、本当に日本の金

融政策というのはこれで良いのかと、財政政策はこれで良いのかと。例えば特定の資

本金１０億円以上のようなところに、社内留保資金ということで２６７兆円くらいの

留保資金がある。やっぱりお金というのはお足ということでありますから、これはや

っぱり回ってこそ金融の価値がある。そういう政策の歪み、これが現実的に結局しわ

寄せが末端に行くようでは困るなと。そして、ひいては本来ならば下げなくとも良い

ものを下げることに結びついていくということになれば、これは良い方向に向いてい

くのではなくして、悪い方向に一歩誤れば行くという、総なめのそういう危険性もあ

るなというふうに思っておるんです。今、日本で個人金融資産は１,４００兆円ぐら

いあるとこう言われておりますが、そのうちの先ほど言ったように２６７兆円ぐらい

は、大資本の企業の社内留保資金、あと６０歳以上の方が大体６００兆円と、こう言

われておる。６０歳未満が肝心要の方が、消費するような方が６００兆円だと。こう

いう状況、そこに消費税というようなものが計画をされているということになって、

しかも、今言ったように公務員がどうだこうだということで下げるというようなこと

になってきた場合に、良い方向に向くんでなくして、総なめにより以上底辺が容易で

ないような状態に陥るという危険性がないのかなと。もっとやっぱり金融政策という

ものは、本来のやっぱり目指すべきお金の値打ちのありようというのはどうなのかと

いう、そういうことをこれはやっぱり真剣に考えていただきたいと思うし、また、我

々もいろんな面で、そういうことを声を発信をしていかなければならないなと。率直

に言って、ちょっとお金の使い方間違っているのではないかと感じはいたします。
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○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） はい、ありがとうございました。村長より大事な点があったわけ

でありまして、なお一層、雇用の問題も含めて地方の活性化、そして自治体の長とし

ての今後、ますますのそうした発信を要望をいたします。

次に、村民の健康を守る取り組みについてであります。その下の３番目についても、

実は基本的には同じ中身でありまして、ただ、整理上そうしただけでごちゃ混ぜにな

るかもしれませんが、１つは、要するに県知事もようやく人災だと、やっと去年の暮

れあたり認めたわけであります、この原発の爆発事故と、こういうものからのまもな

く２年でありますが、こうした中で今、経過する中で人々の考えも様々深く、また、

変化もしております。こうしたことについての様々な心の問題もありますし、心身と

もの健康という面での課題が浮き彫りになっているのではないかと思います。先程来

も３番議員さんも取り上げましたけれども、そうした健康、そして食の安全、こうい

うものは極めてこれからも重要だという観点から幾つかお尋ねします。先ほど話しあ

りましたように、子ども、妊婦のホールボディカウンターによる内部被ばくの検査等

々についても、引き続きやるようになっておるようでありますが、もう１つ加えて長

時間外にいる、あるいは土に携わる、つまり農家の人なども含めて、そういう方につ

いても検査する必要があるのではないかというふうに思います。去年ですか、実際、

測ってみた方の話を聞いて、簡単には独立行政法人何とか研究所というようなところ

でないと、なかなか分析ができないというようなことでありますが、要するに私が言

わんとしているのは、まもなく２年になるけども、測ってみなければ実際どのくらい

被害を受けているかということが分からないわけでありますし、数字やら心配するこ

とないと言ったって、測ってみなければ分からないと先程来も話ありましたが、そう

いう意味できっちりとそういう方も測れるような、そういうシステムを村独自ででき

なければ、それらをさせていくというようなことが是非村としても必要であろうと。

それをやっても特別な問題がなければ、それはそれで大いに結構なことでありまして、

去年ですか、その検査を受けた方では、去年と一昨年やって９万４,０００人から５,

０００人近くが検査した結果、実際は甲状腺の影響というのは少なかったと。３人で

すか、今年になって２人とかと言ったけども、それは原発との関わりはほぼないであ

ろうというようなことがありましたけれども、なければないで大いに結構なことであ

りますが、しかし、やっぱりきちっと測るということが必要でありますから、そうい

う方についても、今後、対象をひとつ広げるべきだという観点での質問でございます

ので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えいたします。

長時間にわたり土にかかわるような職業の方について、内部被ばく検査というよう

なことでございますけれども、内部被ばく検査については主に食品に含まれる放射性

物質を摂取することによって被ばくするというのが一般的ではございますけれども、

比較的放射線量の高いようなところでは、土埃とか、作業の状況によっては、そうい
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ったものを吸引することによって内部被ばくするというようなことも考えられるわけ

でございますけれども、村としては内部被ばく検査につきましては、県で行っている

検査、そのほかに本宮市との協定によりまして検査を実施しているわけですが、対象

につきましては、本宮で実施できる範囲の中で行っておりますので、２４年度につき

ましては４歳になったお子さん、それから妊婦というようなことで、内部被ばく検査

を実施したところであります。２５年度につきましては、本宮での契約というか協定

の中で、人数を増やしていただきたいというような申し入れをしておりまして、当初

５００人程度増やしたいなというような考え方で、今後、協議するわけでございます

ので、明確なことは申し上げられませんけれども、そういう中での検査を先行させた

い。県についての計画がはっきりされてないという中でございますので、当面、そち

らを優先して検査を実施していきたいというふうに考えております。ただ、その中で

どういう方を検査していくかという部分につきましては、昨年、３０歳までの男女の

方、内部被ばく検査を実施しました。その中では、年間の自己線量が１ミリ以下とい

うような結果はございますけれども、今後につきましては、女性を中心として、年齢

をもう少し増やしていきたいというような基本的な考え方がございます。その中で内

部被ばく検査を必要とする方がいらっしゃるというようなことも今言った中ではござ

いますが、主にそういう外部被ばく検査を中心として、積算線量計をモニターという

ような形で持ってもらうとか、そういう方法でどの程度外部被ばくが影響しているの

かというようなことも含めて、今後、検討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） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） はい、ありがとうございました。平田村では、一般の希望の方に

も拡大してやるというような話の報道がありまして、実は日曜日だからあれだったん

ですけども、たまたまそっちのほうに行く用があるので、この前の日曜日にどこでや

っているのかといって見てきましたが、中までは残念ながら行きませんでしたが、と

にかくそういう取り組むということに出ているわけですから、大玉村だけでどうのこ

うのとばっかりも言えないけども、やっぱり県にきちっとさせていくということが、

求めていくということが大事であろうということを強く要望をいたしておきます。

それから、前後しましたけれども、この放射性物質による汚染は、これ山や田畑す

べてが及んでいるわけでありまして、特に田んぼ、畑については、除染については物

理的にもなかなか実際、やれといったってこれ難しい話でありますから、当然、ケイ

酸カリ降ったり、カリ降ったりということを今までやられてきました。したがって、

これからもそういう有効とされるものは何でもやると。そして、少しずつ減らしてい

くんだということでありますから、これは付き合いながらずうっと行くんだという認

識に立たなければならないというふうに思います。その上に立って、特にこの議会で

も特に私はしょっちゅう山をながめているんですけど、安達太良連峰ね、場所が変わ

ったからこっちの方見えなくなったんだけど、あそこの森は海を育てるとよく言葉が

あって、なるほどなと思って今までは見ていたんですけど、それが逆に今度里に下り
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てくることによって影響を受けるという、この極めて自然の眺めがだめになったとい

うことに対しては、やっぱり極端な言い方ですけども、車何かで落書きされたり、傷

つけられたら、それとんでもない話だぞ、保障してくれと、こういう話になって、じ

ゃその程度はどうだという話し合いはいろいろ程度によって違う。それは、やっぱり

測るということが前提だと思うんですね。したがって、田畑についても、私は測る必

要があるだろうというふうな観点から、このＧＰＳ付きの土壌検査の関係というもの

が必要ではないかというふうに思いますので、なかなか日本ではまだ開発されないと

いうのもありますが、ベラルーシから買ってきたというのを私も２～３か所やってみ

ましたが、２００万円くらいなそうでありますが、今まで大玉村ではどのような土壌

なり、あるいは空間線量なり、更には食料についての検査、こういうものを実施され

て、更にはまた、これから先はどのようなことで進めようとしているかということに

ついて、だんだん時間ですので、端的にお答えをいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １０番議員さんに農地関係の調査のこれまでの実施関係等々で

ございますが、まず、農地については、昨年、村内８０か所ほど空間線量と土壌のい

わゆるベクレルを調査しまして、それを広報紙によって公表したところでございます。

そういう形で、今後の調査というのを当然定期的に進める部分もございますが、特に

農地、特に水田につきましては、いわゆる土壌中のベクレルだけではなくて、昨年の

全袋検査からも結果の、土壌分析からも分かったように、いわゆる土壌中のカリが不

足すると作物に、いわゆる稲に移行しやすいという部分もございますので、土壌のベ

クレルだけではなくて、そういうカリ成分等の含量等についても関係機関と連携しな

がら調査していく必要があるのではないかと思っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 今もお尋ねしましたけれども、要は今、課長からも話ありました

ように、カリをやって、それを放射性物質の吸着を防ぐと。つまり防ぐということだ

から、あるということなんですね。そういうものと共存ずうっとしていかなくちゃな

らないということの認識だと思うんですね。そういう意味での中でのやっぱり測って

いく、そして、きっちりと記録をする。そのことは、やっぱりそういう人災でありま

すから、それらに対するやっぱり補償というものをさせていかなくてはならない。な

かなか東電は、私も実は今日１時半頃、うちにも東電の所員２人来るんですけれども、

２２年と２３年との比較、それ以外は絶対譲らないですね。それ山に行かなかったべ

などというと、それは８万円、４万円上げたでしょうと、こういうことですね。はん

こを押さないと言ったら、今日は現場を見に来ました。現物を見て、そして、あと記

録がありますかと。記録と照合して妥当であれば払いますということでありまして、

私いない方がかえって話がぎっちり詰められるのかなと思ってはいるんですけれども。

要するにやっぱり記録をして、やっぱりそういうせっかく１年に１回しか田んぼや畑

やそうはできないわけですから、そういうものが実は汚されたわけですから、それは

やっぱり償いをさせる。そして、どういうものがじゃこれから今後は、それに合うの
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かという選択もしていく。これは次世代に我々のこういう爆発があった、被害をくっ

た、そういう世代の我々の１つの責務ではないのかなとそういうふうに思いますけれ

ども、村長のこうしたことについての取り組みについてのご見解を承って質問を終わ

りたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

一番大切なことは、実態を知るということだと思います。実態を知るということに

つきましては、やはり根拠に基づいたしっかりと測る。そして、きちっとそれらの数

字に対応した対応策を講ずる。そして、そういうことを単年度ではだめだと。例えば

セシウム１３７は、半減期が３０年もあるわけでありますから、長いことの継続、こ

れをしていかなければ、いつどこで健康に影響するか、あるいはいろんな食べ物関係

等に影響するか。せっかく少しは良くなったかと思うと、途端に例えば出荷した野菜

等とか農産物等から出れば、いっぺんにまた、やっぱりだめだと、こうなってしまい

ますから、こうしたことにつきましては、もう実態を知り、そして、しっかりとその

実態を知るためには、やっぱり計測等をする。そして、対応策をしっかり講ずる。こ

れは長い期間目の色を変えて最優先課題として取り組んでいかなければならないなと。

また、特に健康関係にかかわる、こうしたこと等については、やはり場合によっては

相当英断をもって対応していかなくちゃならないと。大変な罪を作るようなことをし

てはならないと、そんなふうに考えておりますので、例えばＧＰＳうんぬんなどとい

うのも今、話が出ました。こういうことも視野に入れて、あるいはいろんな健康関係

を把握する。なかなか県だけでこれを騒いでも答えない。打てば響くというような状

況にならない。最終的にはやっぱり自治体の責任で住民の健康を守らなくちゃならな

い。そういうこれは時と場合によっては決断をしなくちゃならないなというふうに考

えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ご丁寧な説明ありがとうございました。我々も含めて引き続き全

力で取り組んでいきたい。そして、また、取り組んでいただきたいということをお願

い申し上げまして質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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５７分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ２番押山義則君より通告ありました「基幹産業としての農業施策の

充実を」ほか３件の質問を許します。２番。

○２番（押山義則） ２番押山義則であります。議長の許可をいただきましたので、３月
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定例議会一般質問を始めます。

東日本大震災、そして、原発事故から２年が経過いたしました。いまだ続く原発事

故との闘い、事故に起因して再構築が求められるエネルギー環境政策、不透明感を増

す経済状況への不安、そして、歴史に類を見ない超少子化、高齢化社会の到来、すべ

ての課題が複雑に絡み合いまして、私どもの将来を覆っております。特に福島は、復

興再生との格闘を余儀なくされ、我が大玉村も除染に大きなエネルギーを費やしてい

る状況にあります。そんな中にありまして、今回の一般質問は、復興という観点から

大玉村の基幹産業は農業であるという原点に立って、農業への取り組み方針を様々な

角度から伺ってまいります。

さて、安倍総理が訪米されまして、いよいよＴＰＰに対する拡大解釈と言いますか、

協議参加の意思表示をされました。そして、農業部門からの反対意見を踏まえつつ、

首相談話で農林水産業の強化策と言いますか、攻めの農業施策、構造改革の加速化、

食糧の安全保障、流通金融相手などの異業種と提携した販売輸出の拡大、また、戸別

補償制度、これ見直しをして一定規模以上の農家を対象とするということなどと言っ

ております。また、一方で美しいふるさとを守る機能を大切にすると強調され、ＴＰ

Ｐをにらんだ強化策として打ち出されました。農業を語るとき、よく言われるのが、

農業の可能性は無限である。生産はもとより加工販売、また、食育などと取り組み次

第、創意工夫次第で、多くのビジネスチャンスがあると。食事するということは、生

きるということだと。命を担っている農業を衰退させては絶対にいけない。農業の方

々の使命感に誇りを持っていただきたい。まあそう言われます。正にそのとおりだと

思っているのでありますが、まず、村長に伺いたい。農業の可能性、大玉村での農業

の可能性、改めてその認識を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 食糧については、これは食糧安全保障ということで、国家でもって

しっかりと位置づけをするべきである。したがって、命の胃袋を外国に委ねるような

ことは間違いであると。我が国のカロリーベースで、今、４０％切っているような状

況であります、自給率がね。これはやっぱり少なくとも５０％以上、これは国家責任

において食糧の自給率はしっかり位置づけすべきである。こういうふうに考えており

ます。しかしながら、国策に大玉の村長がいくら叫んでも、思うようにこれいかない

面があるわけでございまして、現実的にしからば大玉村の農業の可能性はどうなんだ

と。結論的にあるというふうに思っております。今後、いろいろと国も展開されると

思いますが、我々はやっぱり我々の立場として、しっかりとこれはやっぱり主張して

いかなくちゃならない。地球規模で今、地球上に１０億人くらいの方々が飢餓の状態

でいるということは、やっぱり我々は忘れてはならないと思うんです。したがって、

大玉村は豊かな農地を持っておるわけであります。この生産基地、これをもっておる

わけでありますから、大きくは政治的に過渡期ではあるなと認識をいたしております

が、創意と工夫によって、この豊かなる農地を活かした大玉の農業の将来、可能性は

どうだと、これはあると。また、そういう位置づけで農業政策を取り組んでいかなけ
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ればならないと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。確かに村長の言うことは分かります。し

かし、現実は大変厳しい状況にあります。農業は、挑戦の連続であるなと言われてお

ります。私なども少し絡んでおるんでありますが、栽培法１つとっても、正解にはな

かなかたどりつかない。毎日が気象条件に左右され、作れば売れる、金になる時代で

もない。収入が安定している仕事とは決して言えません。そのような中で真剣に農業

に取り組んでいる農家の皆さんには、敬意を表するものでありますが、基幹産業を農

業ととらえるなら、大玉村、今の状況で良いのか検証する必要があると思っておりま

す。そこで、改めまして、大玉村の農業の現実を検証してみたいと思います。単刀直

入に担当に伺います。まず、大玉村の農家の現状と将来像について、農家数の推移と

か、農業従事者の年齢層、また、農家の規模、収入の状況など、何年後はどうなる予

想か、どうとらえておられるのか、そういうことも含めまして伺います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに農業従事者の現況と将来像ということで、数字

的な変化というような部分の質問でございますが、まず、農林業センサスのいわゆる

統計の数値から申し上げますと、販売戸数では２０００年のセンサスでは、販売農家

数は２０００年のセンサスでは８７２戸でしたが、２０１０年の農林業センサスでは

７００戸ということで、１７２戸の減という数字でございます。また、年齢層、これ

は農業経営者の年齢層ですが、細かく１０代刻みになっておりますが、総体的に申し

上げますと、１０年前と比較すると、５０代以下が２０６戸の減少、そして、６０代

で１０年前と比較して２１戸増、７０代以上で６９戸増ということで、センサスの結

果からも、農業経営者の高齢化という形で示されております。また、経営規模でござ

いますが、これも２０００と２０１０年の農林業センサスの数値でございますが、経

営規模別ベースを１０年前と比較すると、２ヘクタール未満の農家が１５３戸減少し

ておりますが、反面、５ヘクタール以上の経営規模の農家が２９戸増加していると

いうことで、いわゆる規模拡大の傾向が現れているという内容でございます。また、

販売農家別の農家数、これもセンサスの数字で比較しますと、２００戸以下の農家が

８０戸減少しまして、５００万円から１,０００万円の農家が３１戸と、１０年前と

変わらない数字でございますが、２,０００万円以上の農家が６戸から８戸というこ

とで、２戸増加しているという内容でございます。これら１０年前の統計の数字と比

較して、今後の農家のこれらの数字は、将来像はどうかといいますと、いわゆる今後

につきましては、農家数はやはり減少傾向に現れるんじゃないかと。反面、いわゆる

中核的農家、担い手農家等が農地を集約して大規模化によって経営がなされていくと

いう統計から、そういう将来像が見えるかと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。別の角度から伺いたいんであ

りますが、大玉村で農家の存続、収入の安定を考えるとき、安定産業としての農業の
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位置づけ、また、採算から考えて、例えば稲作なら何ヘクタールやれば農家としてや

っていけるか。例えば野菜中心なら販売額、こういうものとか、畜産であれば例えば

牛なんかだったら繁殖、それぞれ何トンぐらいで、これ試算されたことありますかね。

数字的につかんでおられましたら伺いたいんです。つかんでいなかったら、課長の感

想で結構です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、いわゆる農家として安定して経営、いわゆる

規模等でございますが、やはり金額的なことを申し上げますと、販売金額については

２,０００万円程度以上ないとなかなか難しい部分がございますが、それぞれ経営部

門で申し上げますと、水稲については何ヘクタール以上という数字ではございません

が、これらにつきましてもある程度大型機械の作業機械体系を有してないとなかなか

大規模な農業経営ができないと部分では、稲作部門については機械投資が何百万円か

ら１,０００万円単位近くかかりますので、それをある程度個人の経営で、いわゆる

農家の収入でぺイしていくというのはなかなか難しい部分がありますが、そういった

中で大型機械を有するのであれば、大玉村にも現在、１５ヘクタールから２０ヘクタ

ールくらいの経営をなさっている方もおりますので、ある程度そういう１０ヘクター

ル以上の経営規模がないとなかなか稲作では難しいのではないかと考えております。

また、畜産部門とか野菜部門がございますが、それぞれ大玉村の特徴としては、いわ

ゆる稲作プラス畜産並びに野菜という形態でございますので、ある程度一定規模の稲

作の経営をしながら、畜産なり野菜関係をしていくということで、そういう複合経営

という形での農家の形態になるかと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。なぜこのような質問をするかと言います

と、農業の担い手確保、行政として具体的にどう考えていくのか。担い手育成にどう

いった対応ができるのかといった問題提起なんであります。担い手育成対策、この言

葉を伺ってからかれこれ２０年ぐらいになりますが、毎年毎年予算項目にも挙がって

おりますが、成果のほど、どう思っていらっしゃいますか。政府の新年度予算でこん

なことを言っております。４５歳未満の就農を目指す方に最長２年間、年間１５０万

円の給付金、また、農業経営を始めてからも最長５年間など年１５０万円の給付金、

このような施策が打ち出されております。そこで伺いたいんでありますが、このよう

な施策、大玉村は条件的に受け入れ可能と思っていらっしゃいますかね。農政課にも

農業委員会にも伺ってみたいんですが、施策を誘導しての担い手育成、これを我が村

はこういう施策で可能でありますか。それぞれの認識ちょっと伺ってみたいんですが。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに担い手の育成の関係でございますが、いわゆる

担い手ということでございまして、認定農業者、大玉村に８０戸程度認定農業者あり

ますが、これらの方が中心となって、地域の農業を振興していくんだという考え方で

ございますが、あの担い手の育成、いわゆるこれらの方が中心となって、先ほど申し
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上げましたいわゆる農地の集約化という部分で、国では人、農地プランということで、

地域の方々の話し合いを持って、高齢化する農業で農地を耕作放棄地にしないような

形で、人農地プランを作って、先ほど２番議員さんがおっしゃいました青年農業者に

いわゆる１５０万円、５年間給付するとか、あといわゆる高齢化等によって離農する

農業者にも、経営規模によって５０万円とか７０万円という部分での農地の集約協力

金がございますが、いわゆる担い手の集積ということでは、単年度でなかなか見えな

い部分もございますが、こういう国からの施策を誘導しながら、いわゆる担い手、中

核農家に集積して農業振興を図ってまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（本多保夫） ２番さんにお答えします。

ただいまの農政課長の答弁とだいぶダブってくるところがございますが、農業委員

会といたしましても、農政課又はＪＡ、農地再生室等々にかかわってくる問題でござ

いますので、これにつきましては農協さんも集積円滑事業団体ということでございま

して、農協さんを抱き込んでの集積を図っていって、今、農政課長が申し上げました

認定農業者、または担い手の方に誘導を図っているといったような現状で、今、進め

ているところでございます。これからの農業については、やはり集積が大事であろう

というふうに認識しております。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。先ほども言いましたが、担い手育成ずう

っと対策を講じてきたわけでありますが、その成果のほどというのは、なんとなく村

民の目に見えない、そういう感じがしております。私が願うのは、とにかく現実的に

目に見える担い手確保の施策、村民の理解できる、また、利用のできる施策として、

改めて条件整備、また、発信をしてほしいと願っております。村長の強い指示が大き

いと思うんでありますが、村長改めてこのことについて伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど課長の方から話がありましたように、本村にも２,０００万

円以上の農家が８戸誕生したという、こういう数少ないとは言いながら、これはやっ

ぱり非常に大切なお手本になっていると思うんです。こういうお手本があるわけであ

りますから、農地のやっぱり面的に広げてやる。これはやっぱり田んぼの場合だった

ら、やっぱり２０ヘクタールくらい必要じゃないですか。それからあとそれ相当の収

入を上げる。例えばハウスのようなもの、そういうことで面積にあまりかかわりなく

高収益を上げる。相当多収益を上げる方が、現実に本村にも誕生いたしております。

また、そのほか例えば加工等、今の６次化産業ですね、こういうことによって、相当

の収益を上げることも可能性があると。現実にお隣の農業生産法人でね加工をやって

おります。これは水田の大体２５ヘクタールくらいやっている。女性の方が中心に、

加工等をやっている。どちらが懐に入る方の金が多いかというと、加工の方が多いと

いう、直に経営者に聞いてきておりますから、やっぱりそういう今度６次化産業とい

うようなこともいろいろと議論をしていただいておりますが、方向性をやはり見いだ
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していく必要があるなと。いずれにせよ農業の可能性は、これはなんでかんであると。

あるように、やはり創意と工夫を凝らすしていかなければならない。その具体的な策

については今言ったようなことで、それをより具体的に、これは先ほども言ったよう

に、ある意味においてはやっぱり今は大きな過渡期であるという、この過渡期をやっ

ぱりちゃんと創意と工夫でこれを克服していかなければならない。そういう攻めが、

現世の我々に課せられているなというふうに認識をいたしております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。ちょっと質問が行ったり来たりしますが、

農地の利活用について、ちょっと伺います。就農への第一条件は、これ農地の確保で

あります。改めて農地の活用状況とか、村の活用率、結局どれだけ農地があって、ど

れだけ利用しているのか、その何パーセント程度なのか。また、これ特に農業委員会

に伺いたいんでありますが、集約化の構想、どういう形で集約化をやっていくか。ど

ちらかというと、今、ＪＡが主体になって集約化になっているように伺っております。

やっぱり行政が窓口になって、この役割を担うべきと私は考えるんでありますが、遊

休農地対策を含めまして、どのように考えておられるのか。また、農地法の規制緩和、

これを踏まえた農地利用の拡大解釈といいますか、開放まで考えた村独自の施策など

考えたことがないか。農業委員会で、そんなことテーマになったことないか、その辺

また、農業委員会として、どういう見解をしておられるのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（本多保夫） ２番議員さんにお答えします。

先ほど申し上げました集積関係でございますが、農協さんは、今、ビジネスとして

の集約をやっております。最終的には農業委員会の許可が必要となりますが、先ほど

申しましたように、集積円滑化事業団体でございますので、そこを通すことによりま

して、貸し手、借り手に補助金が出ると。１反歩当たり２万円なりとか、そういった

金銭的なものも絡みますので、農業委員会直接行政がやるのが当たり前なんでござい

ますが、今は農協を経由して農業委員会の方に提出願いたいと、こういった指導をし

ておりまして、農業委員会が集積をやらないというわけではございませんでして、い

かに農家の方々に喜んでいただけるような集積、皆さんがやる気を出せるような集積

を図っているところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。ＪＡが窓口をやっていることであります

が、ちょっと局長の答弁はなかったんでありますが、農地利用の拡大解釈と言います

か、国会などでも株式会社の農業への参入ということで、いろんな角度から問題にな

っております。かつて村長からも、そういうものに対して心配しているということの

考えもあったんでありますが、今も村長そういう考えお変わりありませんか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 農地の転用等については、これは権限移譲で、大玉村の場合は大変

スピード化図られているなと。これ良かったと思っております。それで、これからの



- 67 -

拡大解釈ということで、いろんな開発絡みでもって、特に復興関係でもって企業立地

補助金等に基づいて、農地の方の絡みが出てまいりました。あるいは、農振法上の問

題が出てきます。これは大玉のみならず、こぞって市町村自治体として、これらの規

制緩和、復興のための規制緩和策をこれをお願いしたい。杓子定規でなんとかならな

いのか、早めることができないかと、これは強く要望等をしております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 今、村長からは明確な答弁なかったんでありますが、私が言いたい

ことは、どうしても後継者不足で悩んでおります。我が大玉村農業として生きていく

んであれば、例えばきちんとした株式会社などのそういうところも取り入れて、村の

農地を有効利用を図っていただきたい、そういう考えだったんでありますが、改めて。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど農業については、これ過渡期だなと。思い切ってここで創意

と工夫が必要だなと。そういう中で、例えば生産法人、こういうことも当然取り組み

をしていくということも生じてくるなと。また、個々にやれるものについては、なに

も無理して行政が行政力をもって、個々がやっているものをこれをこういうふうにし

ないかとか、こういうふうなことは必要ないと思うんです。やれる方は、それでよろ

しい。自分でちゃんと立派に、農地は農地で耕作している方は、それでよろしい。し

かし、やりたくてもできない方が、どんどん出てきているんですね。これは目に見え

て分かるんです。そういう農地は、やはり遊休化させないで、しっかりと先ほど認定

農家が８０戸くらいあるわけでありますから、そういう方に行政の例えば農業委員会

とか、あるいは農政課とか、あるいはそれぞれのＪＡの関係とか連携を密にして、こ

れはやっぱり法人組織とか、そういうことで食える農業づくりということで、これは

今までと同じではだめだなと。やっぱりそれが創意工夫を要すると、必要性が生じて

きたというふうに、先ほど申し上げたわけであります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 株式会社の参入するとは言えないことは分かっておりますので、こ

れはその辺にしておきます。

次に、農業指導者の確保ということで伺います。このことは何度も申し上げており

ますが、村内にも立派なしっかりとした農業経営をされている方が多数おります。し

かし、農業を基幹産業とする我が村であります。更に、上を目指すうえからも、大玉

村の農業を支えられる、農業全般に精通した指導者の確保が欠かせないと考えており

ます。また、新規就農者とか、そういう支援拡大のためにも、既存農家とか新規就農

者との交流連携、それなんかも改めて必要大切と考えております。農業の充実とそう

いう意味から、村長に改めてそういう考えをどういうふうに思っているのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） やはりこういうときな大切なことは、情報の交換、それからやる気

を起こす、そういう意味での連携を関係、かかわりのあるものが連携密にして、よし

やっていこうじゃないかと、こういうことは非常に大切なことであるなというふうに



- 68 -

考えておるわけで、そういう誘導策、これは行政の役割として、過渡期減少における

行政の役割として、非常に重要であるなというふうに認識をいたしております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 私もそう思います。大玉村の農業あらゆる角度から世代交代の時期

と思っております。緩衝にとらわれない農業、視点を変えた農業政策が必要不可欠で

あります。その意味から現在の農業の現況といいますか、脱却とか、新たな農業振興

を目指すためにも、支援組織の確立とか、そういうものの必要性を求めます。現実に

は、ＪＡがその役割を担うべきと考えておりますが、ＪＡと行政の取り組み状況の現

実、どういふうにとらえているのか、また、どうあるべきかを伺いたいと思います。

村長からは、ときどき川上村とか昭和村の例を度々話されますが、昭和村、流通と一

体化した農業携帯、また、川上村は既に国際化を目指した、そういう農業携帯で発展

しております。ＪＡと行政の果たす役割どうあるべきか。将来像とか理想像も含めま

して、村長に伺いたいんでありますが。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 行政は言うまでもなく、地方自治法に基づくところの自治体であり

ます。ＪＡにつきましては、これまた農業協同組合法という、そういう法に基づいて

の組織であると。それぞれ法的な立ち位置が違うわけでありますが、しかし、現実的

にはそれのいろんな立場で、だれのためにと言えば、住民のために行政もＪＡも、こ

れは攻めを果たさなければならない。そういう立場において、うまくこれは行政とＪ

Ａが連携を持ち味を生かして密にしなければならない。これは当然だと。今も例えば

放射性物質に対する取り組み、これについても現実によくやっております。ただ、川

上のようなところで学ぶ、私が大変関心したのは、あの標高１,２００メーターのと

ころでわずか６００戸の専業農家ですね、人口が４,５００人、そういう中でＪＡが

３つあるんだね。それから、群馬県の昭和村、これは７,１５０人で、そしてあと専

業農家が３８０戸、ここにＪＡが２つあるんだわね。これはやっぱり注目に値する。

それだけ密接な関係で、ＪＡは農業協同組合法の精神のもとに、農家と関係を持って

いる。また、行政もそこにうまく至近距離の中でかかわっている。だから、条件の悪

いところで、こうしてしっかりとやっているんだなということを感じてきたわけであ

ります。ただ、一概に良いとか悪いということは、その地域地域でね決めることであ

りますから、また、組織が決めることでありますから、私は立場上、そうは言いませ

んけれども、福島県は２８年に、要するに福島県４組合にするということで、今、向

いているようでありますから、そういう面では川上とか群馬県の昭和とは、全く別な

んだなと。地域性と言えば地域性だけれども、そういうふうになると、これからます

ます農業の立ち位置というものをしっかりと踏まえて、今、過渡期にある、この過渡

期からどう結局創意と工夫を生かして、農業でやっぱりやっていけるようにしていく

かということについては、これは行政と、それからＪＡというものは、非常に密接な

関係を持ってやっていかなければならない。だから、今の組織よりも多くなるＪＡと

いうものを相手にして考えていくことについて、これはやっぱり相当お互いに努力を
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していかなければならないことは労を待たないなというふうに考えております。いず

れにせよいろんなことを心配しても始まらないんでありまして、やはり一歩二歩と踏

み出していくと、そういうことが大切であるなと。とにかく踏み出していくことが大

切であるというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。農家とＪＡ、信頼が最も重要、大切であ

ります。なんとなく最近の農家の皆さんとＪＡの関係が薄れていくような、そういう

気がしてなりません。どうぞその辺を心に留め置いていただいて、ＪＡが農家のため

になるという、そういう指導よろしくお願いしたいと思います。いろいろ申し上げま

したが、我が村６次産業化の発展も目標であります。農業の将来像、理想像、大玉村

の農業はこれからおもしろくなる構想を次代を担う農業者のためにも、村発展のため

にも、この農業環境を今の状況をきっかけとして、次世代に伝えていくプロジェクト

と言いますか、そういうものを立ち上げたいと思っております。国の施策、結局は先

ほどの戸別補償制度のこともありましたが、補助金の配分施策でしかないと思ってお

ります。成長分野として農業をとらえ、大玉村としての広域性、社会性を考えた規則

緩和、それを打ち出して、国のモデルになるような農業施策、成長戦略を確立してい

ただいて発信してほしいと願います。住宅誘導政策で成功してる村長であります。新

しい住民のために支援している状況もあります。村の基幹産業としての農業を支える

ためにも、思い切った構想と支援をお願い申し上げたいと思います。この項の質問を

終わります。

次に、子育て支援ということで質問申し上げます。先ほどの午前中の質問者からも

あった内容でありますが、午前中は国システムについての質問でありましたが、角度

を変えて村の現状について、そういう内容で伺っていきます。幼稚園の預かり保育と

か、また、小学校の放課後子ども教室などについて伺っておきます。いわゆる学童保

育の一部ととらえておるんでありますが、大玉村でも大変人数が多い、増加する傾向

と伺っております。今や子育ては、保育所の０歳保育にはじまりまして、学校や社会

に委ねる、それが当たり前のような時代になっておりますが、果たしてこれで良いの

かと疑問に思うところもあります。学童保育、言葉は難しいんでありますが、健全性

という観点から学童保育本来のあり方について、村長、できれば教育長の認識を伺い

たいのでありますが。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 子育てというのは、私はこれはやっぱり社会性、公共性、そういう

立場でしっかりと次世代の子育てはしなくちゃならない責務があるなというふうに考

えております。今までは、親がというふうに、そういう形できました。しかし、現実

的には大きく変わってきております。生活の形態が変わってきている。ということに

なりますれば、これはやはり親だけで面倒を見れるわけでない部分が、これは絶対的

に出てくるわけでありますから、それには安心、安全に社会的責任、それから公共的

責任において、しっかりと子育てはしていかなければならないと、そういうふうに思
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って、今までもやってきたつもりでありますし、今後もそれは考え方は変わらないと

いうことであります。なお、あと教育長ということもございましたので、そちらの方

にこれで私の答弁は終わります。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。

学童保育の健全性についての認識ということでございますが、学童保育、何歳まで

を学童というふうにとらえるかということですが、ですから保育関係、どうしても午

前中の議論にありましたように、文科省所管と厚労省所管というふうに国の縦割りの

影響が、こういう地方の学童保育にまで及んできているということで、学校は学校、

教育委員会は教育委員会、保育所は保育所というような形ではなくて、これから村と

しては、これを１つの１本の線として連携を図りながらやっていかなければいけない

というふうに考えておりますが、学童保育の今、一番の目指すところは、やはり最終

的には知徳体のバランスの取れた、これからを生き抜くことのできる力を備えた子ど

もを作っていくということが、今、最大の目標でございます。ただ、問題は、今、村

長が言われたように家庭力が落ちていると、すべて幼稚園、学校に委ねてしまうと。

箸の持ち方から言葉遣い、返事まで、あいさつまですべて学校に委ねると言うことに

ついて、もう少しコミュニティスクール等を通しながら、家庭でやるべきこと、学校

で本来やるべきでない、幼稚園でやるべきでないようなものについては、家庭でやっ

ていくようにだんだん持っていきたいということ。それが結局家庭力がつけば、常日

頃の子どもの学校だけではなくて、家庭での健全育成に結びついていくだろうという

ふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 家庭力、正にその必要性は大事だと思っております。ありがとうご

ざいます。

次に、ニーズにこたえるための受け皿としての保育所、それから幼稚園、小学校そ

れぞれの現状と必要性の状況、それから今後の取り組みとか方針について、それぞれ

伺いたいんであります。また、併せましてそれぞれの施設とか、体制について十分な

のか。また、問題点はないのか。例えば細かいことで言いますと、ソフト面などで預

かり料などについて、何を基礎として算定しているのか、そういう問題点を含めまし

てお願いします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。

保育所と現状ということでございますので、まず、保育所等についての現状を申し

上げます。保育所等につきましても、基本的には現段階では、保育に欠ける児童を入

所させるというようなことでございますので、保育に欠ける度合の高いものから入所

させているというのが、状況でございます。２４年度の入所状況につきましては、０

歳児が２７名、１歳児２９名、２歳児３９名、３歳児４７名ということで、３歳児の

入所が多くなっているというような状況にございます。それから、幼稚園につきまし
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ては、幼稚園の通常の時間以外、預かり保育というような形で預かっておりますのが、

玉井幼稚園につきましては４９名、それから大山幼稚園につきましては３３名という

ような状況でございます。それから、放課後児童クラブにつきましては、１年生２８

名、２年生３５名、３年生２７名、４年生１３名、５年生６名、計１０９名というふ

うになっております。それから、施設等の問題、ソフト面、ハード面、そういうよう

なご質問でございますけれども、入所者が増えるということによりまして、施設等が

手狭になって、保育所等におきましても、増築しながら対応してきたというようなこ

ともございます。それから、当然、保育士等の増員も図ってまいったというような経

過もございます。児童クラブ等におきましても、入所定員９０名というような定員の

中で、先ほど申し上げましたように１０９名の入所者がおるというような中でござい

ますけれども、これらにつきましても、適正な施設の利用等を図りながら対応してい

るというような状況にございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ２番議員さんの質問にお答えいたします。

預かり保育、玉井幼稚園、大山幼稚園のそれぞれの人数については、今ほど健康福

祉課長からお話しをされたところでございます。預かり料でございますが、通常の預

かり保育料につきましては、月額５,０００円ということで徴収をいたしております。

ただし、同一世帯で３人以上の児童を養育している場合、３人目以降の児童にかかる

保育料については免除というふうな形で措置をしているところでございます。更に、

定員でありますが、現在、預かり保育幼稚園につきましては、それぞれ各園３５名と

いうことで、玉井幼稚園については現在のところ定員を超して預かり保育を行ってい

るというふうな状況でございまして、今後、世帯状況、あるいは就業構造の変化に伴

いまして、ニーズは更に高まっていくのではないかというふうに考えてございます。

これらについては、必要な施設、人員の配置をしながら進めてまいりたいというふう

に考えてございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。ますます増加する状況にあり

ます。しっかりした対応をお願いしたいと思います。

次に、話は変わりますが、社会状況の変化に伴いまして、休日や夜間にも対応した

保育所の必要性、これ最近問われております。大玉村として将来も含めまして、取り

組みをどう考えておられるのか、村長からお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 生活の多様性と言いますか、かなり変わってきております。こうい

う状況を踏まえて、休日と夜間の対応、例えば私が昨年行ってきた川上村では、２４

時間図書館などというのをやっているんですね。そういうやっぱり取り組みというの

は、都会生まれの都会育ちのお嫁さん等が非常に多い。そういうことで、要するにそ

のような対応もしている。また、いろいろと農業の作業のそういう関係もあるという

ことで、そのようなことをやっているようでありますが、これはやっているところも
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あるわけでありますから、やはりそういうこともしっかりと踏まえて、要するに住み

良い地域づくりのためにはどうあるべきなのか、そういうデータ等も踏まえて、ある

いは予算等の関係、もろもろの関係を調査をして、これはやっぱり前向きに検討をし

ていくに値するなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。更に、関連してでありますが、追加質問

にも載っけたのでありますが、幼稚園の３年保育について伺います。どう考えている

かということでありますが、保育所の待機児童解消策としての有効な施策とも言われ

ております。大玉村として、今回の施政方針の中にもちょっと載っかってあるんであ

りますが、取り組みいつ頃考えておるのか、これ村長に伺いたいんであります。教育

長からも先日の傍聴の際にそれらしいことも伺ったんでありますが、その辺も含めま

して、教育長としての立場からも構想おありでしたら、併せてお二方お願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 幼稚園の３年保育については、これは保育所２階増築をして、すぐ

満杯になると。うれしい悲鳴でありますがね、そういう中で３年保育ということを幼

稚園で考えることできないのかと。そして、これはいろいろ現時点においては、縦割

りの法的な制約があると思うが、幼稚園と保育園を合わせたような幼保園というよう

なことができないか。そういうことで、私のほうから指示をして関係者でもってよく

検討をしてくれないかというふうに話をしておるところで、いろいろと今、検討の過

程にあるというふうに私は考えておるわけでありますが、状況は私の考えとしては、

そういうことであるということを申し上げておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ２番議員さんに３年保育の検討についてお答え申し上げます。

３年保育については、平成２４年度も教育委員会内部では検討を進めてまいりまし

た。時代の流れとして、３年保育はやはりやらなければいけないだろうという方向性

は一応考えております。ただ、今、村長言われたように、子育ての関連三法が成立し

まして状況が少し変わってまいりました。先ほどのように認定こども園になった場合

には、所管が教育委員会から離れるというようなこともございますので、何年後とい

うことではなくて、２年後には消費税が１０％になった時点では、その財源が子育て

三法のほうにも関連として向くという話ですので、その辺を見据えながら、２５年度

中に方向付けをきっちりとしたいというふうに考えています。ただ、３年保育はいず

れにしても必要だろうというふうに考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 明確な答弁ありがとうございました。この項の最後になりますが、

国策の様々な子育て支援について伺っていきます。民主党の掲げたチルドレンファー

スト、その理念と言いますか、また、現政権の支援内容、子どものための手当なった

り児童手当になったり、ちょっと複雑なんでありますが、高校授業料の無償化とか保

育料うんぬん言われております。ばらまきとは言わないんでありますが、なんかちょ
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っと違和感、違うような気がします。最も援助の必要な若い人たちに手厚い支援、そ

れを願うのであります。村長に強く訴えたいんでありますが、大玉村の保育料、今年

の予算１,８８０万円でありました。幼稚園６１４万円、預かり保育約５００万円、

その程度であります。いろんな誘導政策やって、それぐらいの予算はなんとなく出せ

るような気がするんでありますが、全国に先駆けて、こういう施策どうでしょうか、

村長改めて伺います。無茶な話ということは承知のうえで伺っております。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） それぞれの自治体にそれぞれの自治体づくりがあると思うんです。

私は、いつぞやも申し上げました。人は活力の源、自治体というのは、これはやっぱ

り人の構成なんですね。分かりやすい言葉で言えば、明治初年にできた両小学校、学

校経営ができなくなるような生徒数減少、これは絶対そういうふうになってはならな

い。それから、全体人口の底辺がそれ相当に拡大すれば、おのずと長生きしても高齢

化率は上がらないんですね。高齢化率は２５を超えないように努力しなくちゃならな

いなと。大きな目標としてきた。大体そういうことで、ご協力によって今までやって

きました。したがって、今後もやっぱりそうしていく必要がある。そのためには、若

い人が好んで、一番良いのは、今の後継者、２０歳から４９歳までね約１,３００人

くらいいるんだよね。この方たちが結婚してくれれば、これ良いんですが、なかなか

簡単にはいかないんですよ。と言うことになりますと、これはやっぱり大玉村に好ん

で住んでいただける、そういうことを積極的に定住人口増加対策をやってきた。その

ための子育て支援策を先行してやってきた。だから、そういうことで、例えば保育料

の２子目から無料にするとか、中学生までは医療費無料にするとか、高校生までもこ

れ無料に先駆けでやるとかやってきました。その効果というのは、着実に上がって、

大玉村に若い人が住んでくれています。だから、その頂く面とか出す面ありますけれ

ども、総合的には村のやっぱり大きな人口構成のこれやっぱり活力の石垣になってい

るんですね。だから、おかげさまで小学校の経営が危ぶまれると、そういう極端な生

徒数が確保することができないということにならないで、今日こうしていることがで

きるということでありますから、この住宅誘導政策、定住人口増加対策は、これちょ

っと気を緩めたらば、これはがたがたと崩れていきます。これは緩めずに、やはりこ

れはやっていかなくちゃならないなと。そうすればね、これは民税に跳ね返ってきま

す。そうすれば今回の当初予算で、対前年度で民税も伸びているんですね。固定資産

税、これはがたと落ちるかと思ったら、金額は少ないけれども、伸びているわけだね。

それからあと大変これは担当の苦労というようなことで私も感謝はしているんだけれ

ども、税収関係もこれかなり伸びているんだよね。だから、こういうことで、固定資

産税に跳ね返ったり、民税に跳ね返ってくるわけでありますから、だから、損して得

取れということありますけれども、いただくべきところはいただかなくとも、それよ

りもやはりちゃんときちっと得るものは得ると、こういうことで自治体としては非常

に大切な政策であったなと、そういうふうに今後もやっぱり継続していく必要がある

なというふうに思っております。



- 74 -

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。保育料の無償化とはなかなか言えません

ので、これはもっともな答弁だと思います。以上で子育て支援に関しての質問を終わ

ります。

次に、村長選についてという内容で伺います。さて、前回の１２月議会で申し上げ

ました。新年度の予算編成にあたり、８月村長改選期に当たるが、編成方針、整合性、

心構えは覚悟のほどを伺いました。村長からは、任に当たって責任を全うする、その

考えですと。まあもっともな答弁で、はっきりとした再選への意思表示がなされませ

んでしたが、この時期になりますと、村民からは様々な憶測が飛び交っております。

村長の年齢から、そろそろ後継者をとか、まだまだ気力、体力十分だ、続投だと。ま

た、他薦の批判も聞こえてまいりますが、この時期、年度初めに当たりまして、そろ

そろはっきりした態度意思表示をして、村民の安心、安定を図るべきと考えておりま

す。私はこれまでも村長に対して、監視評価を職責といたしまして、あなたを一番身

近に見てまいりました。この期に当たりまして、あなたの能力はもとより、気力十分、

体力おう盛、村長として２０年、人間で言えば成人式、いよいよ佳境かなと。改めて

実力発揮のときと思っております。我が大玉村かつてない１００億円以上といった規

模の予算編成、行政運営、そして復興再生を考えるときに、過去２０年の経験、実績、

ずば抜けた行政手腕を持つあなた以外に、この難局を委ねられる方はいないと評価し

ております。そこで、改めてぶしつけな話ではありますが、この際、村長選への再挑

戦をご期待を申し上げまして、覚悟のほどを、そして意思確認を申し上げたく質問申

し上げます。是非はっきりとした意思表示をお願い申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 考えてみれば、大変皆さん方にお世話になって今任期２０年、５期

これ満了するわけでありまして、８月２３日になっております。今日この場所ではっ

きり聞きたいんでしょうけれども、期待に添わないで大変残念でありますが、支持者

とよく詰めて、しかるべきときにはっきりと態度を表明させていただきたいと存じま

す。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 今、後のほうから改めて質問者に変わりまして質問ありました。し

かるべき時期、これある程度明言していただきたいのでありますが、お願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 誰かは近いうちと言って命取りになった方がおりましたが、やっぱ

り一番私は適切な言葉は、しかるべきときというのがこれが一番適当だと思うんです。

しかるべきとはいったいなんだと言うと、しかるべきなんです。まあそういうことで、

態度ははっきりと表明させていただきます。そんなことでご理解をいただきたいと存

じます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。是非そのように。
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次に、追加質問の内容に入ります。施政方針の中にありました内容の中から何点か

お伺い申し上げます。職員の育成についてのことであります。自治体を取り巻く社会

環境、年々厳しい状況であります。そのような中で働く職員の皆さん、大変さは十分

理解しております。そのうえに行政区支援職員として、地域に奉仕している姿勢には

感謝するものであります。さて、総務課長に伺いたいんでありますが、産業医の予算

項目が削除されましたが、その理由を伺いたいんであります。また、このことについ

て、どのような考えを改めて考えていらっしゃるのか伺います。まず、その点伺いま

す。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。

産業医の件でありますが、これにつきましては、常時５０人以上従業員さんがいる

場合の産業医の設定１０万５,０００円でしてますが、今回外した理由ですね、これ

は既に県の衛生協会、こちらのほうに今回は委託をしまして、人間ドック関係、それ

らすべてそちらで対応しているということでおります。産業医です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。そうすると従来どおりの体制はできると

いう理解してよろしいんでございますか。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。

そのとおりです。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、分かりました。次にでありますが、人事のことに口を出す考

えはありませんが、条例改正で新たに設けられる予定の水道事業嘱託員、それからプ

ール所長、それから直売所所長も設けるとのことでありますが、それぞれの必要性の

理由と根拠を伺います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ２番さんにお答え申し上げます。

まず、水道事業関係でありますけれども、今年度定年退職するということで、退職

不補充ということにしております。ただ、水道事業につきましては、それぞれ技術を

要しますので、その技術の補佐ともう１点は、緊急時の消火栓等の管理、これについ

ては職員が１人ではなかなか難かしゅうございます。したがって、そういった非常事

態の消火栓の維持管理について任を全うしてもらうということで、今回、退職される

技術部門の方をそれに充当したい。これにつきましては、条例上、定めなければなら

ないとなっておりますので、今回、条例を提案する予定になっております。

もう１つはプール関係でありますが、規則で所長を置くとなってございます。今ま

でも随時、必要あれば置いてきたわけでありますが、今回につきましては、かなり職

員がそこに従事してないと、あっ先ほど規則と申し上げましたけれども、条例で定め

てございます。したがって、今回、教育委員会との施設管理運営にプールがかなり充
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実させなければならないという観点から、条例どおり１人所長を置くということでご

ざいます。

それから、産業振興センター所長ということでありますが、これは条例等もござい

ません。産業振興センターの設置条例の中にはございませんが、今回、西側を買収し、

６次化産業の拠点とすると。まして、芝生化事業部門、２５年度実施する予定になっ

てございます。多角的な目的がございますし、６次化産業の充実を図るために職員の

経験、あるいはその分野の経験、あるいは農地等の部門に精通しているものを所長と

して置くと。これにつきましては、先ほど申し遅れましたが、水道並びにプールにつ

いては、非常勤特別職で週３日半という条例に基づいた制度を適用する。ただ、産業

振興センターにつきましては、６次化産業の問題もありますし、直売所、皆様方大変

ご心配のとおり、運営上なかなか今の人数ではきつい。現状を申し上げますと、昼の

休憩も取れない状況にあるという観点から、週５日を勤務していただいて、総体的な

運営管理に努めていただくと、そういう趣旨の下で設置する予定になってございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、分かりました。副村長から説明ございました。職責によって

は、若手の育成も必要であります。また、今般、これまでもありますが、様々な角度

から予算について検討されているはずであります。なんとなく世の中の流れに逆らう

ような気がするんでありますが、村長改めてどういうふうに思っておりますか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 雇用の新規雇用ということも考えなくちゃなりません。また、退職

者ということでもって、不補充、補充していませんので、今の行政サービスが低下し

てはならないという、やっぱり一大大きな命題があるんです。そういうことで、これ

は新規でもってすぐにできるかというと、これは無理な面もございますので、経験を

活かして、そして、要するにしかもコストの関係もかなりダウンすると、やるべきこ

とはしっかりやっていただける。こういうことで考えているわけでありまして、じゃ

全く若手の採用等を考えないのかというと、それも十分雇用の関係で考えております。

考えてはおりますけれども、今回、役場関係はそういう事情があるんだなと。経験者

をやっぱり活かさなくちゃならないんだなと。それは、やっぱりなぜかというと、行

政サービスの低下につながってはならないと、そういうことで３部署を考えていると

いうことをひとつご理解をいただきたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） あまりいい言葉ではありませんが、天下りなどと言われないように、

そういう職責をしっかり果たすような、そういう指導をお願いしておきたいと思いま

す。

アットホームの運営について伺います。アットホーム開業２０年を迎えると伺いま

した。これまでの運営方法については、様々な意見も伺ってまいりましたが、２０年

という長い間行政が携わってきて、それなりの実績を上げてこられました。そこで改
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めて村長にお伺いいたしたいんでありますが、運営方法、様々な形、指定管理者とか、

民間参入させるとか、テナントを入れるとかいろいろ考えられますが、今後も今の運

営方法、将来とも継続させる考えであるのか。また、新たな運営研究されておられる

のか、２０年を節目ということで改めて伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） アットホームも開所以来２０年ということで、今年は２０周年のそ

うしたけじめをつけるということで、予算に若干計上させていただいております。そ

ういう時点で今までと同じような経営方法でいいのかということでございますけれど

も、これは過去にいろいろ検討した経過はあるんです。しかし、結果的にはなかなか

そういうことに移行するということでも、あまりメリットというのを感じることがで

きなかったのね。しかし、そこからまだ何年か経過してきておりますし、世の中も変

わってきております。そういうことを踏まえて、これから従来のようなアットホーム

の運営のあり方で良いのか、あるいは、これはやっぱりちょっと変えたほうが良いの

か。これもね直売所と同じようにいろいろと検討をする必要があるなと。そして、今

言ったように経営の面も、それからいろんな雇用の関係にもつながったりと、活性化

ですか、こういう１つの目玉に、いくつかある目玉の１つに位置づけるのも大切なん

だなというふうに考えておりますから、よくその辺は検討してもらうような、そうい

う組織立てを作る必要があるなというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。村民の一番目につくところであります。

十分検討してきちんとした運営、考えていただけるようお願い申し上げます。

さて、施政方針の結びに、時代は地方にとって大きな変革のときとの認識と、時代

の潮流を的確にとらえるとございます。今日申し上げました農業問題、それから子育

て支援、国はもとより我が村にとって一番の課題であります。村長をはじめ職員の皆

さんの頑張り、更なる躍進をご期待申し上げまして、これにて一般質問を終わります。

どうもありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で２番押山義則君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後３時といたします。

（午後２時３９分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後３時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ７番佐藤誠一君より通告ありました「来年度の基本政策について」

ほか１件の質問を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 議長の許可をいただきましたので、既に通告しておきました２点に

ついて質問したいと思います。

まず、はじめに、この一般質問を通告した当時いろいろな資料もございませんでし
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たので、ざっくばらんに来年度の基本政策について、重点事項については、①、②の

ような事項を掲げておいたわけでございますので、予算書を見れば分かりますけれど

も、まず、はじめに、来年度の基本施策について、特に重点事項について、ハード面

はどんな事業なのか、ソフト面はどんな事業なのか、羅列をすると１０も２０も出て

きますけれども、当局には２～３点、その重要な事業についてお示ししていただきた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 施政方針の中でも明らかにさせていただきました。何と言いまして

も住民の視点に立って住民の安心、安全、安定の村づくりということで、除染関係の

事業を最大最優先ということで、予算を編成をさせていただきました。今、具体的な

質問のハード面、ソフト面の主たるもの、これは担当課長から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。

まず、ハード面でありますが、各予算ベースで各課ごと見繕ってご報告したいと

思います。総務関係であります。今、村長申しました住宅と除染、これが５０億

９,０００万円程度ございます。それから、農業関係除染につきましても７,０９８万

円ほど計上しております。そのほか総務関係では、６次化推進のための環境整備事業

で２,４００万円。小水力の詳細設計関係で１,５６０万円程度予算化しております。

衛生関係では、太陽光６,３１０万円、それから保健センターの屋根の改修２,５００

万円程度見ております。農林水産業関係では、改善センターの駐車場の整地３００万

円。商工関係では、コテージの改修等で８５０万円。土木関係では、道路新設改良と

いうことで１億５,２００万円程度計上しております。消防では可搬付きの積載車購

入７９８万円。教育関係では、大山小のプール漏水の修理工事４６０万円、それから

村民テニスコート改修３,６００万円程度見込んでおります。

それから、主なソフト事業でありますが、総務関係では全庁ＯＡ化対応情報処理と

いうことで６,８００万円程度。ふるさと創生事業関係で２,６００万円。民生費関係

では障がい者自立支援、１月からは総合福祉関係法という形になりますが、ここで１

億４,１００万円程度。それから、後期高齢者医療負担金、これが１億４００万円。

子育て支援医療で５,２００万円。衛生関係では、清掃費関係の広域行政組合負担金

が１億２,９００万円。予防接種関係、これらについては３,７７０万円程度見込んで

おります。労働費関係では、緊急雇用の創出ということで２,２７０万円。農林水産

業費では、中山間地域の直接支払で４,４２０万円。それから、産業振興センターの

運営費１,６６９万円。商工関係では、商工会振興協力組合の補助金等で１,２２０万

円。教育関係では、スクールバス運行、外国青年招致、スクールソーシャルワーカー、

これらでそれぞれ計上しております。幼稚園の預かり、コミュニティ学校支援地域本

部等でそれぞれ予算を計上しております。主なハード、ソフト事業については、以上

のとおりであります。
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○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） ２～３点というところをいろいろ羅列していただきまして大変あり

がとうございました。予算書の中に、それは全部あるわけでございますけれども、何

がなんでもやっぱり今年度の予算規模を見ますと、一般会計で９０億円、特にその中

で５０億円が除染対策に組み込まれているわけでございますので、間違いのない予算

執行をしていただければというふう思って、次の質問に入りたいと思います。

平成２５年度村政執行基本方針について伺いたいと思います。村長も言ったように、

本年度の最重点目標は、除染だということでございます。つきましても、当初に見て

みますと、平成２５年度には第１には、大玉村の品格として、歴史と伝統のある大玉

村のよさをしっかりと出していくんだということでございます。第２点については、

放射能物質除染の積極的推進である。第３点においては、定住人口増加対策。第４点

としては、財政健全化ということを念頭にあげておきます。

つきまして、この除染について伺いたいと思います。まず、はじめに、当初私も議

運でございますので、当局に聞くと、今年度、平成２５年度中には、面的な住宅除染

は終えるということでございますけれども、基本方針の中で、村長これ言った後で、

平成２６年度までかかるというふうなこともちらりと伺ってますけども、実際この面

的な住宅除染は何年度に終了するのか、まず、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ２４年度に予算措置しました。これについては発注をしております

けれども、実質は４月以降まで、これは工事がかかるわけでありますので、繰越明許

になります。そして、残り分は、今度全部住宅の除染は、今回、当初予算に計上させ

ていただきました。当然これは２５年度中にはできないと思うんですね。したがって、

２６年に繰越明許になりますよということで、提案理由の説明のときに申し上げたわ

けであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 繰り越して平成２６年度には終了するということで理解できました。

特に村内の除染につきましては、村内の業者、今までですと２３会社、２３グループ

と申しますか、その業者等で行ってきたわけでございます。今後もこの業者に変わり

ないのか、まず伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。

基本的には、村内の事業者を中心に今後とも進めていきたいというふうに考えてお

ります。数については、一定要件を備えたということになっておりますので、一定要

件を備えていれば、新規の参入は、当然認めていくということになろうかと思います。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） グループ数については、一定要件を揃えば、それぞれいつでも参入

できるということも確認できました。特に私５０億円もの金の流れを問うということ

うたっておりますけれども、せっかく５０億円の金、これはもう当初予算にしてみま
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しても、大玉村の一般会計では３９億４,５００万円が今年度の当初予算で、それを

はるかに１０億円も上回る金がここ１年で動くわけでございますので、特に業者は村

内でありますけども、この除染にかかるその作業員の動向を伺いたいと思いますけど

も、村内在住者の比率というのは、どの程度つかんでいるのか当局に伺いたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。

村内居住者の除染従事者については、昨年まではこの従事者名簿等々の提出を義務

付けておりませんでした。なので、業務日報等から判断するしかございませんけれど

も、１２月暮れの発注分からは、すべて従事者名簿、これを提出させております。以

後についてはかなりはっきりと分かりますが、その中で昨年度分、あるいは２３年度

の繰越分については、作業日報からの推計というふうになってしまいますけども、今

現在、大体４５％程度が村内従事者です。数から言うと５０～６０というのが、我々

が把握している村内の居住者というふうになってございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 村内に居住する従事者は、４５％程度だということでございます。

１００％の村内居住者の作業員というのは、これ無理なことは私も重々知っておりま

すけども、やはりこれだけのお金が流れるということは、大変村も潤うわけでござい

ますので、やっぱりこの比率をいくらでも高めてもらうのには、村内従事者が携わる

のが妥当であろうというふうな認識でございますので、その点もチェックも大切にし

ていただきたい。なぜならば、平成２４年度当初行った大玉１１区、１６区との作業

現場に私もたまたま行ったところですね、２つの現場を掛け持ちで、朝になると１２

人か１３人集まって散らばって、また、今度お昼にそこさ来てご飯食べて、また、散

らばってと、その間に責任者になる方が１日２回くらい来てチェックしている。言葉

聞いてみると、この辺の言葉でないなと。あんたどこですかと、関西だ、九州だとい

うことで、ほとんどの作業員が村内はもちろんのこと、県外の作業員だったという方

も働いておりますので、その点については、これ出稼ぎ、まあそういったことは必要

であろうとは思いますけども、なるだけ村にこれだけのお金が出回るわけでございま

すので、やっぱり村内に居住する作業員をなるべく多くしていただければというふう

に思っております。

次に、この作業員やっぱり大玉村においてもこの場所、場所、あと雨戸１つとって

も、横樋よりも縦樋の方が線量が高いんだということでございますけれども、ざっく

ばらんにお聞きしますけども、村内でやっぱり一番線量の高い地区と、その線量はど

の程度なのか、当局に一番高くてどのくらいだった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） ７番さんにお答えいたします。

線量の高いところは１１区とか１６区でありますが、特に雨樋、今おっしゃる縦樋

の水受けですね、ここについては非常に高いと。部分的に非常に高くて２マイクロシ
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ーベルト程度のところもあちこちに見受けられました。あと高いところは、そういう

庭の水の流れの流末ですよね。コンクリであったとしても、流末近くは当然高くなる

という傾向が見られました。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 聞くところによりますと、作業員の話ですと、空間線量でなくて地

面、これ当然マス等も地面になるわけでございますけれども、ある地域に行って染量

を測ったら、特に竹藪等の線量ですね、地面に付けたら５～６くらいあったというこ

とをそういった話を聞いておりますけども、そういった事実があったのか、なかった

のかお聞きしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。

私どこの業者がどういうふうに測ったかそれは分かりませんが、一般的に５とか６

とか、あるいは場合によっては１０近く線量があるところも存在しています。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） それでは、そういったところで作業する人の健康管理については、

当局ではどのように把握し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） 作業従事者の安全管理については、電離則という厚生労働

省の規則がございます。これに従ってやるように、既に研修も受けてもらっておりま

すし、現場監督なりなんなりは、それに従ってやるというふうになっています。基本

的には、外部被ばくというか、それを外に持ち出さないよう、例えば家の中に持ち込

まないような配慮ですね。例え長靴、作業靴等であれば、外で脱ぐ、そして、住宅に

入る前に上着等々についても、きちんとはたいて中に入る。作業中はもちろんマスク

等で呼吸することによる内部被ばくを防ぐ。そういうことをやっています。もちろん

被ばく管理についても、従事者についてはやるというふうになっています。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 特に健康管理については、病院等々に行くか行かないかは分かりま

せんけれども、そういった国の方針はあるのかないのか伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。

原発作業、特に原子力発電所での作業規制は、当然ございます。１００ミリを超え

るというようなことについては、当然排除されますけれども、一般の作業の安全管理

については、先ほど私が申し上げた電離則に従って作業をやってくださいよというこ

とで、もちろん積算線量で例えば１００ミリを超えるような値になれば、作業従事は

させられないというふうになりますが、個々のレベルで仮に１年間やったとしても、

そういうレベルには決して達しないというのが、今の現状です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） いろいろな対処をしながら、除染に努めていただけることを願って、
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次の質問に入りたいと思います。

今回の基本方針の中で、村長が述べました２ページの中段に、大玉村復交再生事業

として、小電力発電や木質バイオマス発電の検討等うたっておりますけども、これは

もうこの原子力始まってから先の質問者にもあったように、村では昨年の９月に再生

可能エネルギー利用促進の村という大々的な宣言をしてきたわけでございますけれど

も、村長の示す小電力発電や木質バイオ発電によって村のどの程度の発電を供給でき

るかをその構想の中で持っているのか、まず、お聞きしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 再生可能エネルギーの推進の村、これを宣言した大玉でありますの

で、前の質問者にもそれぞれ答弁をいたしました。積極的に推進をしていかなければ

ならないというふうに考えておりまして、大玉村はそういう意味で、施政方針の中で

も小水力発電、それから大玉の場合は太陽光、それに木質バイオマス発電、こういう

ことだなと。その木質バイオマス発電については、予算関係には反映してございませ

ん。反映していないという理由と根拠は、これはまだ環境省のほうで森林除染のガイ

ドラインができていないんです。ガイドラインができた時点で、このそれではこの分

野ができるんだなと。そうすれば当然、それぞれの面積的なもの、量的なものもある

程度把握できますので、そこからそれではそれを資源化をして、木質バイオマス発電

を考える。こういうことに発展していくわけでありますので、今のところガイドライ

ンができておりませんので、考え方としては持っている。これは、ガイドラインがで

きた時点に、検討していただく必要があるなというふうに思っております。

ついては、どのくらいの発電を考えているんだということでありますが、理想は大

玉村全体で必要な電力量ですか、これは３,０００なにがしというキロワットでござ

いますけれども、これ全部と言いたいところでありますが、こうしたことについては、

今度具体的に推奨していくうえに、再生可能エネルギーの推進の村を宣言をしたわけ

でありますから、今度具体的なそういう何をどういうふうにどの程度考えているか。

こういうふうなやっぱり推進する組織立て、推進協議会のようなもの、こういうもの

をやっぱり住民参加方式で立ち上げたいなと。そして、見える形で認識をして進めな

いとうまいことにいかないなと、こう思っておるわけで、そういう中で、では大玉で

はどのくらいが可能なんだと、こういうことを十分検討していきたいというふうに思

っておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。村長かねてバイオマス発電について

は、安達地方を一面として、できれば大玉村あたりに発電所作りたいというような構

想を持っておりましたけれど、この森林除染のガイドラインができるという見通しは、

今、国としてはどのような方針を示しているのか、伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） この森林除染については新聞にも出ました。森林除染は不要だなど

というようなことを出たんで、実は昨年、これは大変だということで、即運動を起こ
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しました。８月７日に私どもの森林林業緑化団体、関係団体で行ってお願いをし、更

には、８月１５日は、内堀副知事を筆頭にして、県の方からも行っていただきました。

そして、８月２９日は検討するそういう検討委員会がありました。その検討委員会に、

県の畠部長をはじめ関係者が行って、森林の汚染の状況、そして、除染の必要性を検

討委員会で述べていただいて、不要というのが今度消えて先送りになって今日まで来

ているということでありますから、とにかく汚れている実態、どの程度必要性がある

のか調査をしてくれと。調査をしないで不要だとはなにごとだということで、それか

らずうっと今日まで来ているということでございますから、実はこの議会を終え次第、

また、国等にその後どうなっているんだと、どの程度進んでいるんだというようなこ

とで、運動を展開することになっております。だから、だいぶ期間が経っているなと。

やっぱりこれは実状をよほど強く言わないと、森林というのは面積も広いし、なかな

かおいそれとはこれは腰を上げないんだなと。大体ね県のほうで試算したんです。森

林の民間林というのは、５６万３,０００ヘクタールあるんだよね。５６万３,０００

ヘクタールのうち、空間線量関係で毎時要するに０.２３、それから年間１ミリを超

える面積はどのくらいあるかというと、２６万５,０００ヘクタールあるんです。そ

のうち８万２,０００ヘクタール、これは今の現在のガイドラインで枝打ちしている、

そういうものとか、それから双葉地方の面積、これを加えますと大体８万２,０００

ヘクタールというんだね。そうすると、あとの残った面積はどのくらいかというと、

１８万３,０００ヘクタールが、これは対象面積なんじゃないかと我々は言っている。

１８万３,０００ヘクタール。だけれども、それをどの程度認めてくれるか、これは

国等とのこれからの駆け引きと言いますか、我々のどれだけ声が届けることができる

かどうか、こういうことを運動をこれから本格的に強めていく必要があるなと。そう

いう面では、今度福島復興再生総局ということで、２局本社体制と、東京都福島とで

本社体制ということになって、同一の権限で事に当たるというようなことになってお

りますから、それとまた、そこに権限のあるそれ相当の官僚等も張り付けになってい

ると、こういう状況でありますので、今度はちょっとそういう面では進むのかなと。

また、進めてもらわないと困るということで考えておりまして、とにかく必要性は、

森林をやらなければ絶対環境は良くならない。全部とは言いませんが、その必要性の

面積は、やっぱりプロの立場でよく仕分けをしてもらいたいというのを今、要望をし

ているわけでありますが、そういうことでこれからも根強く運動をしてまいりたいと

いうふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 村長言ったように、森林除染は不要だということについては、私も

これ納得できない問題でございますので、今、除染した業者の代表に私伺ったところ、

どうしてもこれいぐねがあって、竹藪なり杉の木の葉っぱが落ちてしまうと、本当に

除染して１週間過ぎちゃうと、また、元に戻ってしまうんだというふう話もあります。

いぐねひとつでそうですから、森林となれば膨大な面積になりますけれども、村長そ

ういったいたぐいの県の会長もしておりますので、これ総局も福島市を出てですね１



- 84 -

区選出の国会議員が政務官になってて、常駐している。よっぽど大きな国会での審議

がない限り、常駐しているということが昨日テレビで報道されておりますので、わざ

わざ東京に必要もなくなったわけでございますので、この森林除染については、是非

ともですね早急にガイドラインを作っていただいて、木質バイオマスとの発電に向け

て全力を尽くしていただきたいなというふうに思っておりますので、再度その点につ

いて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） これは何度も申し上げているように、森林をやらないと良い環境に

はならないということは、我々素人なりに考えております。そういう声を挙げてきて、

国もようやくある程度分かってきていただいてきております。除染推進協議会でも、

参考のために皆さん方に一覧表で食物を測るのと同じように、１キログラム当たりど

のくらいのベクレルになっているのか、これを一覧表を参考資料としてお配りしてあ

ります。あのような数字になっておるわけでありますから、私も環境省の南川という

事務次官に、これは本当の参考の資料だけれども、１００ベクレルを超えたものは食

ってならないんだべと。そういうものが３０倍も４０倍ものものが、これぶら下がっ

ているのと同じじゃないのかと。風吹けば飛ぶべ、雨降れば落ちるんだべと。そうい

うことで、一応参考にしてくれませんかということで、南川事務次官にその資料を置

いてきた経過もあります。そういうことで、先ほど言ったような経過も踏まえて、今

度先送りと、では検討しましょうということで今日まで来ていると。だから、どの程

度進んでいるのか確認もする必要もあるし、また、なんでかんで必要ではあるんだぞ

というようなことをこれは要望を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） ７番。

○７番（佐藤誠一） 是非ですね、村長の発揮力で、この問題については早急に進めてい

ただきたいというふう思っております。

次なる質問に移りたいと思います。次は、一般会計でございます。先ほども今年度

のハード事業、ソフト事業のそれぞれの事業内容については、当局に伺っております

けども、今回の基本方針の中でも、５ページに一般会計は対前年比８.２％増となる

３９億４,５６９万９,０００円となりましたということでございますけれども、この

８.２％の増はどの部門なのか、まず、お示ししていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

一般会計８.２％増につきましては、安達地方広域行政組合の予算についての説明

ということで、ご理解賜りたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） その内容についてはお示しできるんですか、事業の内容については。

お願いします。

○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。
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安達地方広域行政組合３９億円の一般会計予算であります。その中身につきまして

は、まず、総務関係費では通常の一般行政事務、それから行政改革推進本部計画に基

づく諸事業を司っております。衛生関係では、安達地方の病院郡輪番制の推進、それ

からごみの減量化、資源化の推進、共生センターの管理運営費、そういうものの経費

でございます。消防関係、これらについては、消防士の維持、継続、管理運営、それ

から高度化した消防業務に対応するための人材育成、こういうものをまとめて３９億

円の予算を平成２５年度で編成したものであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 内容についてはなんとなく分かりますけれども、そういった８.２

％だというふうに理解しておきます。

次に、この下段になりますけれども、滞納についてですね、今回、丁寧に税務課関

係でやっぱり５ページに徴収委託ですか、嘱託員の設置や厳正な滞納処分の実施によ

り、収納率の向上と自主財源の確保に努めてまいりますということが記載されており

ますけれども、滞納についても、これ一般予算の中でもいろいろ村民税や固定資産税

等に記載しておりますけれども、滞納のこういった記載するべきものは記載したわけ

でございますけれども、会計になれば９月なんですけども、現在の滞納の金額につい

て、できるならばお示ししていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ７番議員さんにお答えいたします。

２４年度の１２月末現在の数字でございますが、滞納額につきましては、市町村

民税個人の分で３,１０２万５,０００円、同じく市町村民税の法人の分で６４万

１,０００円。固定資産税につきましては、４,５２９万４,０００円。軽自動車税に

つきましては、４６万６,０００円となっており、合計で７,７４２万６,０００円と

なっております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） せっかく徴収嘱託員を置くわけでございますけれども、この７,７００

万円も滞納しているという金額を聞いて今、びっくりしたわけでございますけれども、

いろいろ一般の職員もそれぞれ訪問や電話等で相談もしていると思いますけれども、

これ村長に伺いますけれども、収納率についての向上について努めると文字では書け

ますけども、いったいどのような指導をしていくべきなのか、村長の立場から伺いた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、税務課長の方から実態について話がありましたが、他の自治体

等と比較をすれば、大玉村はかなり頑張っていただいておるなと私は評価をしており

ます。これ市分になれば、また大変です。その辺は、やはり小規模自治体ということ

で、また、職員の努力なり、あるいは住民の理解なり、そして、なおかつ嘱託員とい

う、そういうこと等によって、税はあくまでもやっぱり強制ということでなくして相

談と、理解をしていただいて納付していただく、こういうことで進めておりますので、
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滞納額、それだけ今、ありますけれども、それが決して自治体ということで非常に目

立つほど多いかというと、そうではないんではないかなと、そういうふうに認識をい

たしておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 再度伺いますけども、特に多い固定資産税については、どんな因果

関係で何戸になるか、何件になるか分かりませんけれども、どの数字になっているの

か伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ７番さんにお答えいたします。

固定資産税の内容でございますが、滞納者につきましては１８３名となっておりま

す。主な中身につきましては、法人の所有する財産がかなりな金額を占めているとい

うような内容になっております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） いくらでもより多くの収納率の向上に今後とも努めていただくこと

を願って次に入りたいと思います。

今回、基本方針の中で、この６次産業について、２ページと４ページと６ページ、

３か所にわたって記載されております。特に農業委員会関係においては、安達普及所

及び認定農業者との連携を図り、６次産業への誘導しながら、後継者育成を推進し、

農業による生活の安定化を図るということをうたっておりますけれども、６次産業化、

まだまだ小規模なできでありますけれども、今度産業センターの西側にできるところ

も加工場もやるんだというような話をしておりますけれども、片手間でなければ、農

業を個人としては私はできないと思うんですね。なかなかこれ口では６次産業、６次

産業、私も水田約４ヘクタール、果樹園１ヘクタールやっていると、なかなか６次産

業になると、果実でさえ本当の片手間で、日にちにして１週間しかできないんですね、

忙しくて。それをどのような方向で導いていくのか、まず、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（本多保夫） ７番さんにお答えします。

現在、村で主としているのは、米が主かと思います。ご存じのように後継者不足、

農業従事者の高齢化等々踏まえますと、これからはやはり今作っているものを利用し

ていくか、又は冬場の作業にどのようにかかわっていくか、それを解決していかなけ

れば、後継者なり農業の収益化は難しいのではないかと。そうすれば、何が一番適切

かと考えた場合は、やはり６次化のほうにもう少し力を入れて、農業による収入増を

図っていけるようにかかわっていきたい、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今、局長の言ったような理屈は分かるります。体がついていかない。

資金もほしいです。そこで、この推進をしていくということには、ちょっと無理があ

るのではないかなと。本当に私もやりたいんです。米の場合は、米粉にするか餅とか

おにぎりとかにする。野菜だのは漬物だのにする。果樹の場合は、缶詰だのにする。
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これは理屈は分かっているんです。ただ、労働範囲の中で先ほど言ったように無理が

くるんです。加工場だの持つと、私も単純にうちの女房も資格持っているから加工場

造ろうかと思って試算したら、浄化処理の施設もほしいですから。そうすると４００

万から５００万円ぐらいかかるんです。１年にたかだか３０万円、４０万円直売所で

売るのに、それだけの資金をかけて良いのか。人まで使ってまでできるか。人を使え

ばこれ人件費がかかりますから、その点で当局に再度伺いますけども、この６次化産

業、口では言いますけども、本当に進めていけるのか。小規模ならできますよ。やっ

ぱりこれはもう農業者だったら農業者、会社だったら会社、漬け物工場を含めた加工

場と、そういったやっぱり分離施策していかないと、農業者が６次産業をやるという

ことは、これ無理です、絶対。そこをどう進めていくのか、まず、村長にどのような

方向でいくのか、再度伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 個人にこれはやっていただく分野もあると思います。この６次化産

業の位置づけというのは、あの直売所のところ、あの西側に求めた土地は拠点にした

い。今の直売所も含めて６次化産業の拠点にいたしたい。十分これは住民のこれから

検討等もしていただいて、しからば、じゃ、どういうものから６次化にするか。例え

ば１つの例でありますが、直売所に葉物を売った。葉物は、これは長く置けないから、

すぐに持ち帰らなくちゃならない。これをじゃ直売所で持ち帰らないで、これをなん

とか買って、それを加工できないか、漬物のようなものにできないか。そうすれば、

生産者も、それからそれに付加価値を付けて加工して売れば、それなりの収益にもつ

ながる。だから、そういうふうにして、要するに生産そのものを売るというだけでな

くして、加工して、そして、付加価値を付けて販売につなぐ。そういう６次化という

ものをあそこを拠点にしたいということでありますから、個人取り組みのやる方につ

いても、いろんな支援策をこれから検討してもらいたいなと。とりあえず行政が６次

化を前面にお手本的に進めたいというのは、あの直売所を中心として、この６次化の

取り組みをしたいと。それについてはいろいろ関係者等の意見を踏まえながら、具現

化をしていきたいなというふうに考えているわけです。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今、村長が申したことは、私も持論として何人の方に言っているん

です。これ軟弱野菜なんては、日持ち１日しか持ちませんから、次の日には別な加工

にすると。これは本当にそのとおりだと思うし、私これ３か所も書かれていたから、

これ個人による６次化をどんどん進めていくのかなというふうに思ったところ、今度

できるであろう直売所の裏に、そういった拠点を造るということには大賛成でありま

すので、そういったやっぱり加工場を個人に使わせるというふうな方法に持っていっ

て、やっぱりいくらでもお金を上げるということが大切でありますので、そういった

方法についていくなら理解しますので、どうかそのような方向に持っていっていただ

ければというふうに申しておきます。

最後になりますけども、水田調整について伺いたいと思います。来年度の水田の配
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分率、既に各農家にも配分されましたところ、配分率が６０.８％と言いますと、減

反率が３９.２％なんですね。今、宮城県から福島県においていろいろ岩手県は一部

山間地でもございますので、津波によって何万ヘクタールという水田が塩害によって

使われていない状況があるわけでございますけれども、なぜこういったご時世の中で

昨年度は３８％と記憶しておりますけども、１.２％ほど減反の配分が増えたのか、

そういった因果関係をまず、お示ししていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに減反率３９％という数値の内容ということでご

ざいますが、いわゆる生産調整につきましては、国が米の需給動向を勘案して、県別

に各都道府県別に生産目標数量を配分するという形になっておりますので、福島県に

米の需給状況の動向を踏まえ、福島県に示された数字を県が市町村一律に配分したと

いう内容でございます。それらに基づいて、県から大玉村に配分されたものを作付け

面積、いわゆる農家一律に配分し、２月７日の地域農業再生協議会において、先ほど

数字が出ましたが、配分率については、生産目標数量については６０.８％。反面の

減反率から申しますと、３９.２％という数字で配分した内容でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） それにつけても、一部これ津波等で何万ヘクタールというような作

付けできないところもあるんですよ、現実に。福島県で言えば新地、相馬、南相馬あ

たりはもう作付けできないし、今、放射能を浴びているところは、なおさらできない

わけでございます。そういったことも１つの因果関係で、逆に私たちは減反の配分率

は減っていくべきであろうと思っておりますけども、これ風評被害等のそういった因

果関係も加味されているんですかね。福島県の米は、いろいろ１００ベクレル以上出

るとか、そういったこともあるのは確かでございますので、そういったことで福島県

の減反の配分率が上がってきているかと思うんですけども、その点はどうなっている

のか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに配分率の関係でございますが、いわゆる浜通り

のいわゆる水田の作付けができない部分についても、先ほど国、県という形で、最終

的には市町村に配分されたということで、作付けされていない浜通りの市町村につい

ても、当然、面積は配分されております。それはいわゆる市町村間の調整とか、そう

いう形で調整されるということで聞いておりますので、県に配分されたものが一律に

市町村に配分され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） もう一度角度を変えて伺いますけども、先ほどの質問者によります

と、村で２,０００万円以上の所得を上げている農家が８戸か７戸あったというふう

に伺っております。この基本方針の中でも６ページの中ほどに、また、農地の集積化

促進のためＪＡとの連携を図り、規模拡大の促進に努めてまいりますということをう

たっておりますけども、どうしても大規模農家、先ほど言った稲作であれば２０ヘク
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タールくらい作らなければならないというふうなことでございますけれども、３９.２

％の減反という、私も２件ほどの土地これ作ってくれと頼まれて作っておりますけど

も、どうしてもこれ減反が付いてくるんですね。大規模になればなるほど、面積が多

くなるんです、比率３９.２％もありますから。そうした中で、私も息子おりますけ

ども、息子は今、別な仕事に就いておりますけども、農業したいんだというふうに今

日もちょっと今日休みだったので、お昼に、お父さん、こういう質問するんだと言っ

たら、やりたいんですけども、どうしても減反がネックになってですね、やはり大型

農業となれば、水田が一番手っ取り早いんです。そういった中で、いくら後継者作る

んだと言っても、３９.２％の減反がネックになって、私は息子に農家を継がせる気

はございません。今、やっぱり外貨獲得したほうが良いです。私は私なりに苦労して

きましたから、そう言います。この３９.２％のこの意義というのを村長に伺います

けども、これどういったものなんでしょうかね。今後ともこれ私が昭和４５年に高校

卒業したときから一律減反始まって約４０年になるんですけども、一向にこの米の減

反は収まらないわけです。その間に１０か年くらい名称が変わったんですね。そうい

ったことで３９.２％の意義。皆さん方によりますと、給料の４割カットとなったら

どういたしますか。その点について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これはね、私も大体は農政に対する食糧安全保障という、そういう

位置づけが政策的にやっていないから、こういうことになる。それともう１点はね、

需要と供給の関係で、米の消費量が１人当たり減っているんだわね。こういう状況の

中で今回、国が各県に配分した。受けた県は、結局それをそれぞれの市町村に一律に

配分をした。本家本元は、国策にあります。国のほうがこういうことで県に配分して

いるわけですから、だから、極端に言えば、浜の方は作付けしたくともできないんだ

と。だから、福島県あたりにはもっと中通りとか会津のほうには、これ作付けできる

ように、その辺なんとかならないのかと極端に考えるんです、率直にね。ところが、

そういうことにはいかない。それは国全体で、要するに需要と供給の関係で、これだ

けあれば良いんだと。だから、そのためにはこれだけの量を生産してもらうんだと。

そうすると、国から県にばたっと寄こして、それを県も今度は市町村に一律に配分し

たと。大玉に来たのが、要するにこういうふうな何回も話されているような、こうい

う実態になっていると。これが政策上、位置づけ上、食糧の安全保障というようなこ

とで、そうしてしっかりと位置づけされて、農家のやっぱりそういう農業経営も成り

立っていかれるようにというような位置づけをして、そして、あと生産農家の例えば

おいしい米の生産できるところ、あるいはそうでないできないところ、こういうとこ

ろをそれ相当に補償して、そして、きちっと農政政策を位置づけしてもらえれば、こ

れはまた変わってくると思うんですね。大体米のおいしいのというのは、これあれで

しょう。宮城県とか福島県とか山形県とか、秋田県とかでしょう。あと北海道の旭川

とかには、これは大変おいしいというようなことになっておりますが、大体はそうい

うところに本当は米のおいしい生産できるところには、きちっとそういうふうになる。
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あとそうでない他のところには、他の産物に対して、それ相当に補償するというよう

な、農業でもやっていけるような政策をちゃんと位置づけしていれば良いんだけれど

も、残念なことにそうでないんだわね。だから、やっぱりそういうのには、今、人を

頼りにしてだめなんです。農業者自らがやっぱり声を挙げていかなくちゃならない。

我々自治体のトップに立つ者も、それからＪＡのような組織のそういう立場にいる者

も、とにかく政治力が弱い。ずうっと見ると、農林省の予算というのは、３兆円超え

ていたんだよね。財務省の次に一時期は、昔は大蔵省と言ったの。大蔵省に次に政治

力があったというのは、農林省だったんだよね、農林水産省だった。ところが、今は

変わってきて、農林水産省はこれいろいろそれでも３兆円ちょっとオーバーしたんで

すか、今度の２５年度の予算でちょっと、あっオーバーしないね、３兆円オーバーし

ない。そういうことの実態ですから、非常に農業政策については、我々も憤まんやる

かたない。これはやっぱり声を挙げて、しっかりとやっぱり位置づけをしてもらう必

要がある。そんな感じはしますね。だから、これ私らがどうしようもないんです。県

のほうに配分になる。県も今度市町村に均一に配分するということですから。だから、

こういうこの実態下にあるんだと。しからば、じゃこの３９.２％の土地をどういう

作物の取り組みをするかというのは、これはやっぱりそれをただ遊休化したのでは困

りますから。その辺はそれぞれの知恵を出していく必要があるなと。遊ばしておくよ

うでは困るなと。米、あるいは米以上に収入を上げられるようなことを何か考えられ

ないか。これは真剣にみんなでやっぱり取り組みを考え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） 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） 異議なしと認めます。会議時間を延長することにいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 最後になりますけども、今、話題のこれＴＰＰ問題ですね。安倍総

理大臣は、オバマ大統領と例外があるのかないのかと。例外はこれあるんだというふ

うな認識の下で、早ければ今週中にもＴＰＰにこれ参加する。そうしますと、いろい

ろ毎日話題になっておりますけども、北海道の農業ね、北海道型の農業、特に米です

けども、米、大豆、テンサイ、酪農の乳製品、これが大打撃を受けるというふうに毎

日言われております。農業ばかりではございません。日本は皆保険というような保険

制度を取っておりますので、そういったことにも参入しますし、病院関係、その他保

険関係にも介入するんだと。これもうフリーになりますと、なにもかも関税がなくな

ってしまう。アベノミクスということで円高で潤っているところは潤っておりますけ

ども、昨日もちょっと車にガソリン入れたら、この農協ではいちばんこの辺では安い
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ですね、今、１リットル１４８円ですから。ちょっと郡山や福島に行きますと、セル

フサービスで１５１円や１５２円します。なんなもんだか本宮近辺は、ガソリン安い

です、２～３円。しかしながら、先ほどの話に戻しますけども、ＴＰＰ問題で農業問

題もこれ巻き込まれてずうっと行っちゃったら、これはもう日本とアメリカの約束ば

かりではできませんので、その点、これ農家は壊滅状態になるというのは目に見えて

分かりますので、その点を伺って質問を終わりたいと思います。よろしく村長さん、

お願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 我々町村自治体としては、ＴＰＰ大反対なんです。これは町村自治

体は、農山漁村が国土の大半を占めているわけでありますから、これは大反対でもっ

て町村長全国の大会でも大上段に掲げているんです。しかし、残念がらこれ今、そう

いう世の中の状況になっているんだわね。例外を認めるとかというようなことで、こ

れ突っ込むようだと。だけども、最初はそれはある程度認められるか分かりませんけ

れども、これは突っ込めば、そこで頭に浮かぶのが、今の材木なんだよね。昭和３０

年代に丸太輸入を認めたでしょう、丸太輸入。丸太輸入を外国から輸入を認めたらば、

国産材は全然今度ははけなくなった。そして、山は荒れ放題になった。だから、そう

いうことになったら大変だなと。それから心配なのは、これ農業だけでなくて、今言

った保険のようなことにも影響するし、それから今の金融、それから今言った保険、

医療、こういうところにもいろんな関係でアメリカというところには藤原先生は長い

こといて、世界の大国には間違いない。だけれども、長いこと住んでいたけれども、

これが本当に民主主義の国家なのかなと。４,０００万人、５,０００万人の方が、医

者にかかりたくともかかれないということになるわけです。そういう方がいるという

ことです。だから、国民皆保険の制度化になってない国であると。まあいろいろやっ

ぱり考えると、私は思想とか心情とか、そういう以前の問題として、ちょっとこの辺

に本当の外交力というものを発揮していく日本人魂が必要なのではないかなと。これ

今、立ち所に影響してくるのではないかなと。努力しても努力してもやっぱりどうし

ようもないという、そういうことになっていく危険性があるのではないかなと。これ

金融界なども本当の大金融界は、力のあるところは良いですよ。この辺の小金融界な

どというのは、これどうなるのかなと。そして、提訴の国ですからね。至る所に提訴

ばんばんばん今度あれになれば提訴しますから。そうすると、これはなかなか立ちゆ

きいかなくなる。非常にすそ野が広いんです。だから、私ら町村自治体としては大反

対ぶっているわけなんだけれども、いまだに反対しております。ただ、それがやっぱ

りなかなか通用しない状況にあるなと思っているんです。もちろん今のＪＡ等も反対

ということを言っておりますが、この間、萬歳さんがこれ一族幹部引き連れて総理に

行って話したと。だけども、一歩も考えるからということは言っていませんから。だ

から、これは突っ込むのは大体間違いないのかなと。そういうことになっている状況

の中でどうしていくかという、やっぱり死ぬわけにはいきませんから、生きていかな

ければならないわけですから。生き抜いていく方策をどうするかと。これがやっぱり
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我々に課せられている大きな課題だなというふうに思っております。いずれにせよ、

やっぱり日本列島というのは均衡ある発展。私から言わせれば、２０世紀というのは、

都市づくりでどんどん都市が増えた。北海道で言えば、どんどんどん札幌だけが増え

た。この本州のほうで言えば、東京だとか横浜だとか、そういうところは増えている。

その代わりどんどんどん安達地方だって、これ昨日の会議でもって、県北地方で過疎

地域でないところというと、桑折と国見と大玉だけなんですね。あとは本宮なんで挙

がっているのかなと思ったら、旧白沢が過疎になっているから。二本松も旧岩代と東

和が過疎になっているから過疎に挙がっている。この県北地方関係では、今言った３

町村きりない。そういうことに平成の合併で展開した。そういう弱くなっているとこ

ろに今度こういうことに波が押し寄せてくるということになってくると、さあ、これ

どうなるのかなと。率直に言うと、非常に心配です。これはやっぱり最後は、本当の

声をやっぱり、本当の力を発揮していかないと、なかなか生活の安定確保というのは

できないのではないかなと、まあそんな思いをしております。いずれ、やっぱり頑張

っていくしかないというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） せっかく村長丸太の話出したんで、私あの牛肉、オレンジの自由化

において、ミカン農家は半減したと。肥育農家も四苦八苦でやっと今やって、ほとん

どの肥育農家は経済連傘下になって、自分の牛は１頭もいないというような今、現実

なんですね。私もかつて肥育の前の哺育やっている。見事な大赤字で終わったわけで

ございますので、やっぱりＴＰＰというのは、すごく危険な自由貿易でございますの

で、声高らかにやっぱりトップセールスの中で、ひとつ国政に届く声を村長に求めな

がら、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で７番佐藤誠一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は、午後４時２０分といたします。

（午後４時０４分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 （午後４時２０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） １番鈴木康広君より通告ありました「「再生可能エネルギー利用推

進の村」宣言について」、ほか１件の質問を許します。１番。

○１番（鈴木康広） １番鈴木康広です。議長より発言の許可をいただきましたので、先

に通告しました「再生可能エネルギー利用推進の村」宣言についての質問を行います。

まず、最初に、村の再生可能エネルギー利用の計画について、小水力、太陽光のそ

の箇所並びにそのキロワット数について、午前の質問についてもいくつかあったんで

すが、改めてお願いします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。
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村の再生可能エネルギーの計画ということでございますが、まず、小水力におきま

しては、現段階では平成２５年度に７０キロワットから９０キロワット程度の小水力

発電所に向けての詳細設計を現在、予算化で提案しているところでございます。それ

から、太陽光につきましては、当初予算の中でも保健センター、それから包括支援セ

ンターのほうでそれぞれ１５キロワットの太陽光発電、平成２４年度におきましては、

改善センターに３０キロワット、同じく大玉中学校には２０キロワット、そのほか個

人住宅におきましても、現在まで５００キロワット程度の太陽光の個人住宅の発電が

なされているということでございます。今後、具体的な計画につきましては、それぞ

れの可能性、それから投資額、費用対効果、これらを調査研究、そして、実証を含め

まして計画を立てていきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 答弁ありがとうございます。今、答弁の中に個人住宅についても、

太陽光発電の利用が件数のほうはなかったようなんですが、合計で約５００キロワッ

トというふうな内容をお聞きしました。１件当たりの大体の発電量を知りたいので、

改めてどれくらいの件数で実施されているのかをお伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

年度を追ってご説明申し上げます。平成２２年度以前、平成２２年度から補助事

業がスタートしたということでありますので、それ以前にも２３件の設置がありまし

た。２３件で合計で１００キロワットでございます。平成２２年度には２３件、９５

キロワット。それ以前が２３件で１００キロワット。平成２３年度が同じく２３件で、

１０６キロワット。平成２４年度から現在まで４６件、２２０キロワットであります。

合計いたしまして１１５件、５２１キロワットというような状況であります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今の話からすると、当初については約２３

件で１００キロワット、当初についても大体４キロワットから５キロワットくらいの

１件当たりの発電量が見込まれているというふうな内容かと思います。よくネット上

で調べますと、約２.５キロワットくらいのソーラー発電についてはよく見積もりが

出ています。これはたぶん住宅自体の屋根の大きさ、大玉地区については比較的大き

な屋根を持っている住宅が多いということの関連があるのかもしれません。

では続いて、関連して質問いたします。村内事業者、一般住宅で消費される電力に

ついて約３万８,０００キロワットで、１時間当たり４,３５０キロワット／アワーと

いうふうにあったんですが、この内訳として事業者、一般住宅の内訳が分かればお願

いします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

午前中の答弁で、平成２１年度の資料で３,８００万キロワットというようなお答

えをいたしました。これにつきまして、その後の調査で平成２３年度につきましては、
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３,９８６万５,０００キロワットというような数字を電力会社のほうからいただいて

おります。ただ、残念ながら個人住宅、企業、これらの内訳については承知しており

ません。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今、小水力、太陽光については、今現在、

予算等を取っているものについてのみの計画の発電量を伺いました。午前中の質問に

よりますと、水力発電についても３か所、場合によってはもっと多くの発電が見込め

るという話を聞いたと考えております。水力発電３か所の今現在の見込みで結構なん

ですが、３か所の見込みの総量、あともし、今回の太陽光発電等の今までの実績、個

人住宅の実績を踏まえた形の今後の村が考えているような計画等があれば、何年度に

どれくらいの発電量を考えているのか。もし、そういうものについて、資料があれば

お願いします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

小水力につきましては、可能性調査３か所行いました。これらを合計しますと、可

能性調査という範ちゅうの中で、大体１３０キロワットから１５０キロワット程度に

なるのではないかと思います。ただ、杉田川については午前中も申し上げましたが、

砂防ダム近辺ということもありまして、それ以下の流域についてはもう少し可能性が

あるというふうに考えられますが、これらについても調査がまだされておりませんの

で、現段階では１３０キロワット～１５０キロワットというようなことになろうかと

思います。それから、太陽光につきましては、平均４.５キロワット程度で現在まで

推移してきております。これらについても屋根の面積等から考えれば、最近では１０

キロワットに近い発電をされる方もいらっしゃいますが、平均的には５キロワット前

後くらいになるのかなと。平成２４年度、既に４６件の申請がありますが、これにつ

いては２５年３月、売電価格が現在の４２円から見直しをするということも踏まえ

ての追加の需要が発生しているのだろうというふうなことから考えますと、例年大体

２０件から３０件程度、発電量で１００キロワット前後ぐらいの発電は、今後も続け

ていくのかなというような気はしておりますが、具体的なそれら今後、こういう目標

でやるというのは、まだ現在、計画等は立案しておりません。以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。具体的な計画はないということなんですが、

今現在、住宅太陽光について５００キロワット、それに年間１００キロワットずつ増

えて５年経ったとしても、合わせて１,０００キロワット程度ですか、あとそのほか

に水力発電の方が１５０キロワットと考えますと、合わせても１,２００キロワット

となると、村内のすべての電力を賄うということを考えた場合には、その単純差引

でいくと４,３５０キロワットから１,２００キロワットを引きますので、３,０００

キロワット／アワーくらいの電力が必要だという計算になるかと思います。あっ

４,３５０キロワット／アワー、３万９,０００キロワットという形、それは年間で１
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時間当たりのたぶん計算だと思うんですけども、まず、計算の間違いであれば指摘して

ください。３,０００キロワット／アワーということであれば、５キロとして６００

件の世帯がソーラーパネルを上げれば需給量が間に合うという形になるかと思うんで

すが、ちょっと今、理論上２,４８０世帯、大玉には今現在ありますので、もし、こ

の計算が間違っていなければ、全体の今までの分も含めても８００件としても３分の

１で賄えるような計算になるのかなと。ちょっとなんかすみません。答えと今の普通

に認識の状況がかけ離れているので、実はこういうことを申し上げているのは、大玉

村で実際に売電などをして電気を引く側としても、今回、午前中にもちょっと一時話

が出て、水力発電ですべて村内の発電を賄うのにどのくらいの要するに予算が必要か

という話が出ました。これは水力発電だけではなくて、太陽光発電、若しくはバイオ

マス発電も含めて、いろいろな発電効果があると思うんですが、再生可能エネルギー

推進の村というのを挙げたとき、もし、可能であれば発電量と要するに消費量を均衡

さというようなことがもし村内にできるとすれば、これについては非常に外部に対し

て、村の自治体の利用推進大きな成功を挙げているというふうなことなのかなと実は

考えてこんなことを申し上げました。今、実際に、それだけの件数を今のペースで、

年間４０件のペースで上げていったらどうなのかというと、６００件で４０キロです

から、そんなに上がるわけではないんですね。実際には、現実不可能な数だと、実際

には思います。となると、民間の今、メガソーラー発電というのをよく取り沙汰され

ています。発電所など電気事業連合会の公表の内容なんですが、東北地区においては、

八戸とかあと原町、原子力発電所ないのに１.５とか２とか３とか、メガワットのほ

うのメガソーラーが実際に稼動しているというのを聞いています。村内に１か所ない

し２か所のメガソーラーができれば、かなり電力量ということに関して考えた場合に

ついては、これは一気に差、２か所くらいあれば、実際には足りるのかなという感じ

が考えています。それに関しまして、見方を変えて農地の活用と太陽光発電という面

から、村内の今年度の減反面積、単純に要するに減反の割合と農地面積を計算したり、

あと実際に作付けされていない農地とか、耕作放棄地などの面積、この２つのに分け

て面積のほうを教えていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

減反面積については、私もちょっと資料を持っていませんので、作付けされてない

農地面積についてお答えいたします。昨年実施いたしました農地利用状況調査の結果

で申しますと、水田が８８ヘクタール、畑で２４ヘクタールの合計１１２ヘクタール

が作付けされていない。これについては、平成２２年に実施した世界農林業センサス

の結果から見ても、センサス数値では１１７.５ヘクタールということで、そんなに

変わりはないということで、１１０ヘクタール、１１７ヘクタールの間で作付けされ

てない農地があるということで、データが示しているところであります。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんに水田関係のいわゆる転作での作付けされていな
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い面積ということでの質問でございますが、村内に約１,２５０ヘクタール程度の水

田がありますが、そのうち水田、昨年の例で申し上げますと、水田の作付け面積につ

いては約９３０ヘクタールで、差し引きますと３２０ヘクタールが転作されていると

いうことでございますが、その中でいわゆる作物、牧草等で作付けされ、野菜もそう

ですが、作付けされている面積がありますので、約水田で保全管理で作付けされてい

ない面積については９０ヘクタールでございます。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今、実際に耕作されてない面積という形で

１１０ヘクタール、それに水田の保全管理と、要するに実際に作付けしてない９０ヘ

クタールと合わせて約２００ヘクタールの面積、あくまで理論上でばらばらにあちこ

ちにあるということですので、単純にやっぱり利用できるかというと難しいのですが、

せめてソーラーパネルをある程度この面積理論上敷き詰めれば、かえって大玉として

売電ができるほどの面積があるのか。これ農地を含んでいませんので、あっ農地じゃ

なくてすみません。林地、林とか山とか含んでいませんので、そういうものを含めれ

ば、何かやる方法があるんじゃないのかなというふうな気はちょっとしております。

実際にそれを行う場合については、当然、農地を転用しますので、いろいろな手続等

があると思います。続きまして、その手続について、農振の除外とか、若しくは農地

の転用についての手続についての方法を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

農地に太陽光を設置する方法ということでありますけども、農業振興地、農振地域

からの除外をしなければなりません。そして、農地転用許可ということが必要になっ

てきます。第１種農地でありますと、太陽光発電の設置による農地転用については、

難しいということになります。第２種、第３種農地については、転用の申請許可とい

う形でできるかと思います。ただ、このメガソーラー１,０００キロワットと言いま

すと、大体３ヘクタールの土地が必要になると、そういう意味でなかなか厳しい状況

にあるということであります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今、非常に端的な難しいというお返事をい

ただきました。当然ちょっと食い下がりたいと思いますが、難しいということなんで

すが、手続き上とかいろいろあると思います。実際にはその前例がないということに

なると思うんですが、その内容について、もし、簡単に説明がいただければと思うん

ですが、お願いします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 第１種農地ということになると、ほ場整備地域、集団的な

まとまりのある農地ということになりますから、これについては現行法上、困難であ

る。ただ、第２種、第３種農地につきましては、農地転用というような許可を取れば、

それは可能であるということであります。ただ、山林とかになれば林地開発、宅地に
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なれば都計法に基づく開発ということで３ヘクタールというふうな土地の開発となる

と、なかなか困難なことが予想されるということであります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 今、再度の答弁によって、約３ヘクタールという面積的なものを実

際に要するに集めるのが難しい。第２種、第３種であれば、実際には申請等について

は可能ではないかと。今、先に申し上げました２００ヘクタールの土地が利用可能で

あるとかというのは、あくまで先ほども言ったとおり、ばらばらの土地を便宜上集め

ているだけなので、実際にはそれは難しいのかなというのは理解したうえで、ちょっ

と話を進めさせていただきます。では、メガソーラーまでいかないにしても中規模、

０.５とか、若しくは実際に集める面積で、３ヘクタールところが０.５ヘクタールと

かとやった場合についての、そういう場合について、土地自体の利用が農地転用につ

いては可能であろうと。さっき言ったように第２種、第３種であれば可能ということ

で、その場合について、設置によって村がどういう形の恩恵とか影響があるかという

ことについてちょっとお聞きしたいと思いまして、農地転用を行った場合には、税制

上、どういうふうな変更点などがあるかを伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えします。

小規模の場合、こういうものについてはそれぞれの地目にかかる法律をクリアする、

転用、あるいは都計開発、そういうものをクリアすれば可能であります。そして、さ

らば例えば農地を転用して、そこにソーラー発電をするという場合には、当然、農地

の課税標準額から雑地程度の課税地目が変わるということでの、そういう土地に関

する固定資産税が新たに発生すると思います。通常ですと、農地ですと課税標準額で

５０円から１００円ぐらいのものが雑地ということになれば、５,０００円から地区

によっては１万円を超えるような、そういう地目も発生します。そういう意味で土地

に関しては、例えば３ヘクタールでメガソーラーをやった場合でありますけども、大

体２万円から４万円の土地が２００万円程度の土地というふうな形に変わるというこ

とが予想されます。それから、ソーラーパネル等を設置しますので、その設備投資、

概算で１,０００キロワット程度のメガソーラーですと大体５億前後なのかなという

ふうに考えております。単純試算で、その５億円すべてが償却資産の対象ということ

になれば、それで大体１,０００万円ぐらいの償却資産、毎年下がっていきますが、

当初において、そういうふうな償却資産の税収が見込めるというふうなことは試算し

ております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今、詰めている内容の中で、なんぼかムリ

ムリ内容を詰めているという感じがあったんですが、実際にこれは１か所でも可能で

あれば課税標準額の増加とか、若しくはその建物自体の施設に対する課税について、

かなりの税収が後の期間見込める。ただ、５億円という投資、それを実際に民間的に

回収することができるのうかどうかというのがあるかと思います。たぶん今のソーラ
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ーパネルの性能からいうと、東北地方の福島県でメガソーラーをやって、送電の設備

等も含めて実際には大丈夫なのか、可能なのかということについては、たぶん実際に

村のほうでも検討して難しいということが分かった。ただ、技術というのはどんどん

進んでいって、いろいろな変革が出てきますので、いつでも情報を密に取っていただ

いて、そういうものが可能な何か方法とか、若しくは制度の利用等があれば検討して

つなげたいと思います。実は大玉村のほうで今進めようとしているバイオマス発電に

ついても、主に浜通り地区の除染と関連させた形で、今までバイオマス発電といいま

すと、主に低温発酵のメタンガス発酵のバイオマス発電というのが多かった。日大で

研究されたものが多いです。最近はそれに加えて、乾式のバイオエタノールとなると

いう形で、ノルウェーなどで研究されていて実際に実施されている。この効率などが

非常に良いというふうに言われているものがあると。それが今、県の農業試験場のほ

うで研究されていて、まだ、研究段階なんですが、それをやっているときに、村の方

でもその用法について知っているかもしれないんですが、もし、それが浜通りで有効

であれば、中通りについても利用することが可能かもしれませんので、電力発電につ

いては、将来大きな可能性を秘めていると思いますので、いろいろな研究のほうをお

願いしたいと思います。

では、続きまして後半、学校を地域で支える「郷育」、ＰＴＡ活動、あのすみませ

ん。その前に最後に、前半の内容について、村長のほうに今後の村の長期的な再生利

用について、思いで結構ですので、計画とかいろいろあると思いますので、お願いし

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） いつの世も同じでありますが、次代を担うのは子どもであります。

そういう意味で子どもというのは、昔から宝というふうに言っておりますね。そうい

うところで、いろいろと社会の生活の対応も変わってきております。変わってきてい

るようなことに行政は応えていかなくてはならない。社会性、公共性、そういうこと

を前の質問者にも答弁をさせていただきました。そういうことで、この郷育というも

のをしっかりと次世代を担う（不規則発言あり）あっ戻っちゃったのね。はい、失礼

しました。前段を聞いておりましたので、後段にこれ戻った形ね、再生可能エネルギ

ーについての思いについてと、これは今までも答弁したとおり、これは宣言決議をし

ていただきました。これはやっぱり何回も答弁しているとおり、まず、可能なところ

からやっていく。やっぱり個々人には太陽光でしょう。これは先ほど話しありました

ように、かなり進んでおります。これはどんどんやって、やっぱり個々の取り組みを

してもらう。あとは水力発電、今回の百日川、これを１つのお手本にして、第２弾、

第３弾と、あるいは個々人の取り組み関係も発展させていきたい。それから、ガイド

ラインができてまいります、森林除染のね。こうしたことを踏まえて、木質バイオマ

ス発電、こうういうものもこれはしっかりと取り組みをしていく必要があるなと。こ

れは広域的森林やることも１つの方法です。また、塙、新聞に大々的に出ました。猛

烈な反対を受けているんですね。菊地町長、私に口説いていました。いや、隣のほう
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から反対来てしまった。だから、ああなると、なかなかやっぱりそういう自分たちの

地域の環境を良くするためには、やっぱり住民によく理解をしてもらって、やっぱり

自治体ごとに、よそから持ってくるというと、これは問題が出てくるんだわね。自治

体ごとに規模に合ったものをやっていく。そして、自治体の責任できちっと今のそう

いうバグヘルとか、それから今言った主灰とか飛灰とか、こういうものは中間貯蔵が

できるまでは厳重に管理をする。化学的根拠に基づいて、やっぱりしっかりと住民に

説明をする。こういうことは心配ないですよということで、やつぱり自治体ごとにや

っていかないと難しいのかなと。塙の新聞に大々的に出て、そして、あの直後に会う

機会があったんです。そしたら、まいったと。隣のほうからがんがん反対が来ている。

あれは規模が大きいんですよ。１万２,０００キロワットだから。今、大信にあるの

は１万１,５００キロワットですから。だから、１万２,０００キロワット、大体あれ

と同じ規模なんだけれどね。塙だけを考えるんでなくして、やっぱり広範囲に考えて

いるようだから、だから、今度はお隣のほうから今度反対が出てくる。地元にもポツ

ポツ出てくるということで、なかなか大変なようですね。だから、やっぱり木質バイ

オマスは、そういうことでいかないと、現実性はないのではないのかなと、そんな感

じをしたりしております。とにかく再生可能エネルギー推進の村の決議をしたわけで

すから、大玉で使う分くらいは、これはこれから十分立ち上げて検討してもらいます

けれども、使う分くらいは自らが水の利用、太陽の利用、木質バイオマスの利用、こ

ういうことで発電をする。そして、よその電気を頼らなくともね。そして、もう１つ

大切なことは、やっぱり電気をおこして売電するではね、これちょっとね、やっぱり

自前で蓄電して、そして一定の停電になっても、２日かそこらくらいはちゃんと蓄電

池にためておいて、そして、この自家賄いできる蓄電池、こういうのをやっぱり早く

開発してもらいたいと思う。今でもあるんです。ただ、高いんです。家庭にやっぱり

普通ちょっとして買い求めることができる。２日か３日くらいの蓄電は可能だと。常

にあれのときにためておく。２日や３日は、もう大丈夫だと。こういうことであれば、

本当に発電もするわ、いざというときにはある程度の自家賄いもできるわけです。そ

ういうことにすれば、なんにも人のほうに頼らなくともやっていけると。自分で使う

電気は自分でおこせる。そういうことにやっぱり将来は目を据え付けていく必要があ

るなと、そんな思いをしているところであります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 答弁ありがとうございました。大玉村が今回の宣言によって、今、

村長が言われたとおり、少しでも単なる発電というだけではなくて、いろいろな災害

時にも住民が生活の質が下がらないような、何かそういうような形も含めた施策のほ

うにつながっていくことを期待しまして、前半の質問を終わります。

続いて、学校を地域で支える「郷育」とＰＴＡ、スポーツ少年団などの関連につい

て、最初に学校教育のスポーツの教育の意義について、教育長並びに村長に端的にお

願いします。

○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） １番議員さんにお答えをいたします。

学校教育におけるスポーツ教育の意義ということでございますが、学校教育におき

ましては、知育、徳育、体育のバランスの取れた教育によって、確かな学力、豊かな

人間性、健康な体を育むということが肝要ではないかというふうに考えてございます。

スポーツを通じた体育教育でありますが、これにつきましては、児童、生徒の各発達

段階に応じて基礎的な体力、運動能力を高めたり、様々なスポーツにふれて、その楽

しさ、それから喜びを味わう、あるいは自分にあったスポーツを選択するというふう

なことを通じまして、生涯を通じて運動に親しんでいく、そういった基礎を身につけ

るということが、学校教育におけるスポーツ教育の意義ではないかというふうに考え

てございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今、言われたように、スポーツ教育の中に

は、多くの重要な意味を持っています。幼少期からこれに親しむためには、保育所や

幼稚園などの園庭などの場所の整備などが必要です。今回の予算にもそれが盛り込ま

れていることについては、とてもすばらしいことだと思っております。しかし、遊び

の延長からスポーツへと高めるためには、指導者やチームワークが必要です。現在の

スポーツ少年団の状況について伺います。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） １番議員さんにお答えします。

現在のスポーツ少年団の状況でありますが、本村のスポーツ少年団本部に登録して

おります団体につきましては、野球、サッカー、バレーボール、剣道の４種目、６団

体がございます。団員として登録しております人数につきましては、平成２４年度当

初の登録団員数でありますが、１２９名であります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。１２９名ということだったんですが、玉井

と大山小学校の内容の割合がもし分かれば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） １番議員さんにお答えします。

大山小学校でその団に加盟しております子どもにつきましては５９名、玉井小学校

が７０名という数字になってございます。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。大山小学校と玉井小学校のそもそも生徒数

が違いますので、この割合で言えば、若干大山地区のほうが参加の割合が高いのかな

という感じがいたします。

では、続きまして、地域の指導者が頑張ってこのスポ少に携わっていると思います。

それに応えるためにも、もっと多くの子どもたちが参加できればいいのかなと考えま

す。今現在、どのような参加のほうの呼びかけを行っているのか。また、今、何か新

しい勧誘方法などの考えがあれば併せて伺います。
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○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） １番議員さんにお答えします。

募集の方法につきましては、スポーツ少年団本部のほうで各団の募集要項をとりま

とめまして、一括して印刷して、学校を通じて児童の世帯の方にチラシを配布してい

るところであります。また、団によりましては、独自にチラシやポスターを作成して

児童に配布したり、また、学校の中に掲示させてもらったりしている団体もございま

す。スポーツ少年団としましては、体験教室というものを計画しているようです。そ

れにつきましては、生涯学習課として支援をしていきたいなというふうに考えてござ

います。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。その方法については、学校を通じてなので、

やはりもともと地域教育、学校のためにこのコミュニティスクールも含めて、学校の

教育環境を少しでも良くしたいというのが根底にあります。であれば、学校について

は、そういう点については、十分に協力をしていただくことと、今、話が出ました体

験、実際に体験することで、子どもたちはやってみたいなという形の気持ちを強くす

ると思いますので、是非それを進められるようにお願いします。

続きまして、放課後児童クラブ、子ども教室など、また、不登校児童などの支援と

いうものが大玉村ではないんですが、他市町村のほうになんか新しくできたらという

話を聞きました。その内容についてちょっと説明願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） １番議員さんにお答えします。

議員さんの質問の放課後子ども教室についてでございますが、スタッフとして地域

の人々に参画していただきまして、地域の方々と子どもたちが交流を通じて、地域が

一体となって、子どもたちを見守る環境づくりということでしております。毎週金曜

日、小学校４年生から６年生を対象としまして、安心安全な活動の場所を提供し、様

々な体験活動や交流活動、学習活動というのを行っております。また、本年度におき

ましては、これまで同様、地域住民のボランティアによる運営に加えまして、学校の

先生方もゲストティーチャーとして運営に参画していただきまして、子どもたちにと

っては、学校で学ぶことのできない内容の学習活動や体験活動というのも実施してい

るところでございます。子ども教室について、以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかに質問ありませんか。健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えいたします。

児童クラブ等につきましては、日中、あるいは夕方、保護者がいない、そういった

子どもたちを預かっているということでございますけれども、基本的には３年生まで

という中ではございますけれども、大玉村の場合は４年生、５年生であっても下の子

どもと一緒に兄弟が通っているというような状況でございます。不登校とかというこ

とに対する対応というようなことは、特にはその児童クラブ内では行っておりません

けれども、そういった放課後での過ごし方については、各指導員が指導して行ってい
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るというような状況でございます。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。

不登校状態にある児童、生徒の支援につきましては、学校として学級担任をはじめ

として、学校内でスクールソーシャルワーカー、あるいはスクールカウンセラーによ

る支援というものを含めまして、学校全体で取り組んでいるところでございます。更

に村内ではございませんが、最近の動きとして、今年の４月から二本松市の岳温泉に

民間の個人が運営するフリースクール、こちらが開設されるというふうな情報がもた

らされております。現在、これからこちらでの活動を検討しているというふうな保護

者もいるというふうな話も聞いてございます。不登校支援については、基本的には学

校による支援を基本に置くことは言うまでもございませんけれども、本人や保護者の

考え、状態によって柔軟に対応していくことも必要ではないかというふうに考えてお

りまして、これらのフリースクール等とも必要な連携を図ってまいりたいというふう

に考えてございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今、子どもたちを取り巻く環境は、放射能

汚染をもし除いたとしても、まだまだ多くの問題があると思います。子育て世代は、

仕事の忙しさのために、自分の子どもと向き合う時間が取れない。また、親の経済的

理由などから、子どもの学習の機会に格差が出ていると言われています。しかし、本

来、教育の機会は均等であるべきだと私は考えます。アベノミクスによって、デフレ

からの脱却という話で、実際に今日の午前中の質疑にもあったように、今年の給料の

ほうのアップの話が新聞に載っておりました。しかし、それについては、正規雇用の

みのベースアップであって、非正規雇用については該当しないというふうに新聞に載

っていたように見ております。特に非正規雇用の所得が上昇するのには、まだまだ多

くの時間がかかると思います。社会的弱者にあるものは、逆に今すぐ起こるであろう

物価の上昇に苦しめられることになるのではないでしょうか。私はＰＴＡ活動に長年

携わってきました。子どもたちのため、学校の教育環境の改善のために、人によって

は私財を投げ打ってでも力になりたいと考える人たちと多く出会って、いろいろな話

をしてきました。しかし、公教育の立場から考えると、本来、学校教育で必要とされ

る費用は公費から出すべきではないかと考えております。ここで大玉中学校のＰＴＡ

の役員をずうっとしてきましたので、それをちょっと取り上げたいと思います。今年

度は、中体連などで多くの生徒が上位の大会ですばらしい結果を収めることができま

した。すばらしい、大変喜ばしいことです。しかし、ＰＴＡの活動費の中で、部活動

補助という形の費目がありまして、それは当然、底をつくという形になりました。た

だ、今現在、ＰＴＡ会費を増額するような状況というのは、大変難しいという状況が

あります。したがって、より会費を有効に使うために、本来、公的負担をお願いする

ような場合があれば、そういう形をお願いし、また、参加によっては参加者の個人負

担をお願いする。場合によっては、それを行えるように精査を進めていきたいという
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形で、今、学校側のほうといろいろ進めています。ネット等では、ＰＴＡ会費の使い

方に問題があるのではないかなというのが一時期載っておりました。ただ、大玉村に

ついては、そういう問題は皆無であろうと私は考えております。しかし、学校が必要

とされる費用をその都度判明した時点で、決して遅れることなく予算として要求して、

教育委員会や当局にそれをお願いすること、単純なんですけども、必ず必要な手続を

守ることが今、学校のほうで要するに費用等を十分に確保するというか、それについ

ては必要な話ではないのかなということになりました。今後、金額の大小にかかわら

ず、補正予算等で、もし、そういうものがあればお願いしたいというふうに考えてい

ると聞いています。大玉村は、他の自治体より教育予算については十分な配慮を取っ

ていると思います。子どもたちや先生、保護者が必要と考えることは、たとえ地味な

内容についてでも、細やかな心遣いをお願いしたいと考えています。この点について、

村長並びに教育長のお考えを伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） １番議員さんにお答えをいたします。

学校活動については、すべて公費で賄うということであります。そのＰＴＡ会費が

部活動等に使われているという部分もあろうかと思いますが、公金でやる場合には、

学校のほうで大会等に参加する場合には、すべてスクールバスを利用してということ

を実施をさせていただいているということです。それから、飲み食い関しては、当然

これは自己負担。ですから、部活動費の大部分は、そういう部分に充当されているん

だろうということですので、それはやはり自己負担が原則だと。そこまで公費を食糧

費とか、そういうところまでは難しいということだと思います。部活動で対外試合を

するときにスクールバスを出しているのは大玉だけでございます。ほかはすべて先生、

若しくは保護者が支払うと。ですから、大玉中学校に来た先生方は、本当に天国のよ

うだと。あんまり言うとあれですけど、それがまあ現実でございます。それから、Ｐ

ＴＡ会費というのは、これは先生とＰＴＡの任意団体、自主団体でございますので、

その活動については、当然、自分たちで会費を払っていただくと。ただし、平成２５

年度からは準要保護世帯、低所得世帯については、ＰＴＡ会費とか授業費も村のほう

から支給するというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 答弁ありがとうございました。大玉村の教育というのは、他市町村

に比べて非常にすばらしいということです。それを本当に先生方とか親、子どもたち

が実感するために、いろいろな努力も今後も積み重ねる必要があると思いますので、

それについては改めてお願いしながら、私の質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ散会

いたします。ご苦労さまでした。（午後５時０８分）


