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平成２５年第３回大玉村議会定例会会議録

第４日 平成２５年３月７日（木曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 鈴 木 康 広 ２番 押 山 義 則 ３番 武 田 悦 子

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

７番 佐 藤 誠 一 ８番 遠 藤 文 一 ９番 佐 原 吉 太 郎

１０番 須 藤 軍 蔵 １１番 遠 藤 義 夫 １２番 佐 藤 悟

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

な し

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

教 育 長 押 山 利 一 総 務 課 長 遠 藤 勇 雄

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 舘 下 憲 一

農 政 課 長 鈴 木 幸 一 建 設 課 長 菊 地 健

上下水道課長 押 山 正 弘 住民生活課長 武 田 孝 一

健康福祉課長 菊 地 平 一 郎 農地再生室長 武 田 好 広

会 計 管 理 者
佐 々 木 正 信 教育総務課長 菅 野 昭 裕

兼 出 納 室 長
農 業 委 員 会

生涯学習課長 作 田 純 一 本 多 保 夫
事 務 局 長

アットホーム
中 沢 武 志

おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

一般質問

議案審議

質疑、討論、採決（議案第５号～第１３号）
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本

日の会議を開きます。（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、一般質問を行います。

５番鈴木宇一君より通告ありました「美しい郷里を取り戻そう、今やらなければ」

ほか２件の質問を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） おはようございます。５番鈴木宇一であります。先に通告しており

ました一般質問に議長の許可を得ましたので、これから質問したいと思います。

また、新しくリニューアルされましたこの議場、すがすがしい気持ちで質問したい

と思いますが、なおかつ、身の引き締まる思いもするところでございます。

先日の一般質問にもいろいろとありまして、私の質問と重複するところがあると思

いますが、ご了承を願いたいというふうに思っています。

それでは、質問に入らせていただきますが、東日本大震災、そして原発事故、あれ

から２年が過ぎようとしておりますが、この震災によりまして多くの方が亡くなられ

たわけでございます。約２万人と言われております。本当に痛ましいなと思っており

ます。心からご冥福をお祈り申し上げたいと思います。中でも仮設住宅での孤独死、

また震災関連死と毎日新聞等で出ておりまして、痛ましい限りでございます。本村に

おきましても、原発事故により学校、幼稚園又は住宅と、いろんなところが汚染され

ました。水田、そして美しい山、そして美しい田園が一瞬にして汚染されたわけでご

ざいます。誠にもって残念でなりません。本村は、復旧に全力を傾けておられるとい

うことでございます。承知しております。道路、上下水道又は電気、公共施設等にお

いては、いわゆるライフラインかなり復旧しております。しかしながら、復興という

ことになりますと、まだまだ多くの年月がかかるのかなというように感じておる一人

でございます。いうまでもなく、復興という文字は再び栄える、元の状態に戻り栄え

るということであろうかと、このように思っておるところであります。そういう中で

本村は、２５年度当初予算におかれまして５０億という多額の予算を計上されました。

力の入れようというものがうかがわれるわけでございます。そこで改めて村長のこの

復興にかける思いを、決意をお聞きしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 事故から２年になんなんといたしておるわけでありまして、今まで

は、とにかく最優先、住める環境づくりということで最大の努力をしてきました。こ

れからは復旧から一歩復興、やっぱり復興に踏み出していかなくちゃならない。いう

なれば、森林除染等を含めての、昨日もいろいろと話を申し上げました。そういう雇
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用に結びつける。新しい産業づくりに結びつける。そして、こういう現実を一つの転

機として一歩踏み出した新しい芽、芽を出していかなければならないなと。そして、

５年後、１０年後、１５年度に歴史的に振り返ってみると、そういうときがあったん

だけれども、それを転機として今日こういう大玉村の地域があるんだなと、そういう

ことに一歩踏み出すことにしていかなければならないなというふうに考えているとこ

ろであります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） ありがとうございます。

住宅の除染の進捗率については、昨日の議員の皆様方の質問、答弁の中でもおおむ

ね分かりました。１１区、１６区、１５区、１２区、１３区は完了して、残り１４区、

そして玉井全区が本年度から発注するということでございます。今後の発注戸数につ

きましても、玉井全区ということでございます。大山とですね、約５０億。そのでき

ない分については２６年度で繰り越しでやるということでございますので、省きたい

と思います。

今年は例年になく大雪で、また寒さも厳しく、凍結等により作業の遅れが心配され

たところでございますが、本村のこの事業者の中においては、そういう心配はなかっ

たのかどうか。また、大量発注により人材確保が難しいというふうに言われておりま

すが、そういう問題もなかったのかどうか、併せてお尋ねします。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ５番議員さんにお答えします。

積雪、凍結により作業が滞っていないかという件でございますけれども、積雪、凍

結によって冬期間の作業はかなり進まないという現実はございます。これは、年末と

か１月に発注したものについては、当然繰り越しを前提にして発注しておりますので、

そういう点では想定以上に雪は多かったわけですけれども、そもそも、そういう気象

状況を前提にして発注してますので、遅れは想定内のことというふうに考えておりま

す。年度当初の計画では５００戸の発注というのが当初の計画でありましたから、実

際上は２３年度の繰り越しも含めて既に９００戸を超える発注をしてますので、そう

いう点で当初の計画よりは、むしろ進んでいるというふうに考えております。

２点目の人材確保の点でございます。昨年のピーク時が８月にありまして、この際

には従業者が日報等の確認では１３９人というような格好であります。今現在は５０

人ほど１０パーティぐらいの稼動になっていますから、ピーク時よりは下がっていま

すけれども、発注件数が今少ないということと、それから先ほど出たような天候の状

況というふうになろうかと思います。このピーク時の人員を新年度においても確保で

きるかどうかということが非常に重要な点になってきておりますが、今後、商工会の

中の事業協同組合、この皆さん方から聴取をしながら、どういうパーティが構成され

るのか、そういったことを聞き取りしながら考えていきたいと思っていますけれど

も、今年度のピークを考えていけば、月に約１２０戸ほど出来ていくと。少なくとも

１,２００程度の除染は１年間に可能だと、そのように判断しておりますが、いずれ
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先程来からあったように、ピーク時の人材が確保できればという前提になってきます

ので、この点については各業者ごとに就労の状況ですか、こういったものをヒヤリン

グしながら考えていきたいというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 県内の有効求人倍率が１.３なんですね。これは宮城に次いで全国

２位ということでございます。これは全体でございまして、これを産業別で見ると、

建設土木業が３５.９％、福島県が全国１位なんです。いかにこの震災復旧関連の人

材が引き手あまたかということが分かると思います。最近、チラシ・新聞等に除染人

材募集というのが度々入ってくるんですね。中にはかなり高額な募集も見受けられま

す。これは、本宮市、郡山市でも発注が本格化しているというふうに思っておるとこ

ろでございます。昨日の一般質問の中でもありましたが、村内の従事者はわずか４５

％だというふうに聞いておりました。そのほかは県外だということでございましょう。

ここが、やっぱりいちばん心配されるんですね。これから大量発注しましても、この

人材が確保できなければなかなか消化できないんじゃないかと、そういう観点から質

問しているわけでございます。今後、商工会等の意見を聞きながら進めるということ

でございますので、この辺には万全を期していただきたいと思います。

次にいきます。最近、新聞、またこれもそうなんですが、汚染排気物質を川に流す

という、こういう不適切な作業が報じられていますが、本村にはそういう事例はない

かと思いますが、また汚染水についてもどうなのか伺っておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ５番さんにお答えいたします。

本村においては、水処理の問題については、流末においてフィルターで除去すると。

上水を流すということで汚染水の処理については環境省再生事務所と協議うえ、それ

でＯＫということになっておりますので、今後についてもそういう方法で進めていき

たい。これらについては、住民説明会においてもどういう方法でやるのか、具体的に

やり方を示しながらやっております。そして、汚染された水、フィルターを通した水、

これについても検査をしまして、フィルターが有効に機能しているということを確認

したうえで、そのような処理の仕方を採用してやっているところでございます。今後

についても同じような方法でやっていきたいというふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） よろしくお願いします。

次に、除染作業員の健康調査、これは当初予算にもちょっと７００万円ぐらい上が

っていたような気がするんですが、これは昨日の質問の中でもありました。厚労省の

システムでやるとの昨日の答弁でしたが、この中に血液検査というのが入っているん

ですが、この作業員の血液検査というのは義務付けられているのかどうか、伺ってお

きたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。
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原発の対応関係で、血液検査入っておりますけれども、この血液検査につきまして

は、一般の住民の方の血液検査で、通常行っております健康診断で行っているものに

追加項目で検査をする。その分を原発対応の予算に計上しているということでござい

ますので、特別作業員のための血液検査という項目ではございません。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） これは一般の方のいわゆる血液検査だということでございますが、

厚労省でも作業員には血液検査を提出するようにと事業所に通達しているんですね。

その件はどうなっているかな。昨日も答弁ありましたね。厚労省のシステムというこ

とを言われました。その中にはそれが入っているんですよ。どうでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 作業員の被ばくを防護するためにはどうするかということ

については、電離則という厚労省が所管している規則がございまして、これに基づい

て作業をするというふうになってまして、その先の健康診断等々については、この法

律、国の政令では規定してないんですね。どのような通知か、ちょっと私は承知して

ないんですけれども、いずれにしても、放射線防護の観点から、このようなことで作

業しなさいと。例えば作業中のマスクであるとか、それから衣服に付いたものを持ち

込まないとか、そういう対応について電離則というのは定められていまして、業者に

対しては、その電離則についてはきちんと説明しながら、こういう安全管理でやって

くださいという指示を出して発注しているというところでございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 今の話だと、そのようなことはないということだと思いますが、こ

れは後で私の資料から提示してみたいと思います。

次に入ります。日雇い１万円のほかに特殊手当て勤務が１万円と言われております

が、この不払いが多数発覚しているんですね。本村の場合、そういう特殊勤務手当て

というものが存在するのかどうか、その辺についてお伺いしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ５番さんにお答えいたします。

警戒区域等においては、そのようになってますが、２３市町村の除染にかかる積算

には入っておりません。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） それでは、農地除染に入ります。

水田については、既に９２ヘクタールの反転耕による除染を終了しました。幸い、

１００ベクレルを超える米はなかったと思ったんですが、残念ながらモチ６袋が全袋

検査で発覚したわけでございます。今後、水田については、カリウム散布ということ

でございますが、モチ水田周辺の除染についても同様の方法で進めるのか、お伺いし

ておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えいたします。
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昨年の全袋検査で１００ベクレル超の６袋のほ場等については、昨年土壌分析、カ

リの成分等々の土壌分析を行いまして、また全袋検査で５０ベクレル以上出た当該ほ

場については、同様の土壌分析を行いまして、カリの量が少ないということで、通常

カリの散布については１０アール当たり２０キロでございますが、当該ほ場等につい

ては倍の倍数とか、２.５倍とか、そういうカリの量を増やして散布して作付けとい

う方向で現在進んでいます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 通常はゼオライト散布、反転耕という手法なんでございますが、今

回はカリの倍増、２.５倍ということで対応するということでございます。これもそ

の後の収穫の結果を待ちたいと思います。

カリウムは毎年散布しないと米の数値が上がるという学者がいるんですね。その辺

についての把握ですね。それから、昨日の質問者の答弁の中でも、今後も継続して配

布するような答弁があったわけでございますが、その辺についてもお伺いしておきた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに、いわゆる水田の吸収抑制、カリの散布でござ

いますが、昨年はケイ酸カリ、本年については塩化カリということで、試験研究がそ

ういう形で進めておりますが、来年以降についても、いわゆる吸収抑制、当然土壌中

には放射能、放射性物質が存在するわけですので、いわゆる今回も国の補助事業の中

で実施するということで、これらについても事務局、私の事務局のほうでは来年以降

も続くのではないかということで考えております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 畑除染についてお伺いしますが、既に２８ヘクタールほど発注した

と聞いております。本村には、まだ２００ヘクタールほどの畑が存在しているのかな

と思われます。今回、漏れたと申しますか、いろんな方からやってほしいということ

があったわけでございますが、今後第２次、または第３次の募集、募集というとおか

しいのですが、除染啓蒙の考えはあるかないか、お伺いしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに、畑の除染の関係ですが、既に今年度につきま

してはＪＡのほうに２０数ヘクタールの除染というものを発注をしまして、残念なが

ら雪の状況、積雪の関係で繰越事業ということで進めております。

今後の状況でございますが、新年度予算について予算計上もしているところでござ

いますが、ただ、畑の場合はいろいろな作物があるということで、昨年も畑に作付け

した大豆から基準値の超過があったという部分もございますので、いわゆる作物によ

ってどれぐらいの吸収されるのかという、今回の大豆につきましても、どういう傾向

で、いわゆる基準値を超えたのかというのがまだ研究の成果が出てないということで、

それらの研究の成果も踏まえながら、今後の事業を展開してまいりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ５番。
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○５番（鈴木宇一） そうですね。やはり全村の畑をやるのが好ましいのかなと思ってお

りますので、第２次、第３次ですね、ひとつ努力していただきたいと思います。

牧草地についてお尋ねしますが、昨年、２２０ヘクタールという大面積を反転耕に

よる除染をやったわけですが、その結果、また牧草は収穫されてないんですね。どれ

だけ移行しているのか経過が分からないわけですが、今年の夏の一番草で検査で判明

すると思います。万全を期すために追加カリウムを散布するとありますが、量的には

どのぐらいを散布するのでしょうか、１０アール当たり何本とか何キロとか、それに

ついてお尋ねしておきたいと思います。また、予算については、どのような科目から

算出されるのか、捻出されるのか、お聞きしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに牧草地の関係でございますが、ご承知のとおり

昨年２２０ヘクタール程度の、いわゆる牧草の除染、反転耕による草地更新というこ

とで最後種を蒔いて除染を行ったということでございますが、昨年、牧草を更新した

ところを一番草を測って基準値以下であれば当然牛等に与えられますが、基準を超え

れば給与できないという部分があって、牧草についても吸収抑制、塩化カリの吸収抑

制が効果があるということで、一番草の収穫前に塩化カリを配布するということで、

今回の３月補正に計上、関係事業費については計上させていただきました。量につい

ては、試験研究の結果から、１０アール当たり１７キロという数字でございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） １０アール当たり２０キロじゃなくて１７キロ。ちょっと半端です

ね。牧草に出たら、これ牛乳大変なことになっちゃいますね。４００ベクレル以下で

すか、１００ベクレル以下の飼料ですか、どちらを採用されるんですか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんに、エサのいわゆる基準値でございますが、１０

０ベクレルということで、ただし、基準は１００ベクレルですが、いわゆる特に酪農

の場合は放射能がいわゆる牛乳、乳に出やすいということで、それぞれの酪農組合等

ではいわゆる基準は１００ですけれども、もっと基準を自己で定めて、それ以上のも

のを与えないということで、より厳しく組合ごとに自主の基準値を設定して与えてい

るところでございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） １００ベクレルよりかなり低い数値のものを与える、これもなかな

か大変ですね。大丈夫でしょうかね。

次に、県の民有林間伐除染についてお伺いしますが、２５年度より民有林１８万

３,０００ヘクタール、そこに１３万と書いてありましたが、１８万だったですね。

除染を実施するとありますが、作業主体は市町村が担うとのことですが、これまで県

との協議はどのようになされてきたのか、伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） 昨日の質問者にも、それぞれ森林について話を出ましたので答弁

をしたとおり、また森林の除染のガイドラインが決まっていないんです。ただ、昨

日話したように、全体では民有林５６万３,０００あると。それから、基準の超える

ところが２６万５,０００ヘクタールある。そのうち８万２,０００ヘクタールが現在

のガイドラインで国直轄と、それから住宅から２０メーターうんぬん、これが８万

２,０００ヘクタールあるから、要するに差し引きの１８万３,０００ヘクタールが対

象になる。これは県で試算している面積を昨日申し上げたわけでありますが、こうい

うことで今、要望しているんです。また、環境省のほうのガイドラインが決まってい

ないということでありますから、具体的にこの辺が決まらないと、しからばどういう

段取りで、どういう順序で、そしてやるかということのまだ段取りには入ることがで

きない。肝心要の費用が来なければ、ちょっと今のところ手をつけられない。現在の

ガイドラインで進めざるを得ないという、そういう実態であります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） これはちょっと新聞記事なんですけれども、２月１０日、これによ

りますと、県は企業体などの外部組織などに計画策定、同意取得などの業務を委託す

る。そして、その市町村が作業主体になりまして、いわゆる業務委託した全体計画、

線量測定、同意取得、作業度設計などは外部組織がやるんだと。市町村の手間ひま、

そういうものを軽減するんだということになっております。そして、市町村は、その

外部委託のマネージャーから報告に基づき、業者に間伐作業、作業道整備などを発注

する仕組みだと、このようになっているんですね。これは２５年度から、今年からス

タートしているんじゃないかなというふうに思っているんですが、それで、既に２５

年度は３,０００ヘクタール、これを掲げているんですね。ですから、早くこの方式

に乗っかって森林除染に入るべきだなという観点からでございます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど答弁したとおり間違いはございません。したがって、今の新

聞に出た報道は、実証林として、実証除染林として県が結局、こういうふうなことで

やってみたいということでのことであって、それらによって今度、先ほど私が言った

ように本格的にガイドラインにしっかりと載せてもらうと。そういう運動につなげて

いきたいという、それは実証林なんですね。そういうことに、ひとつ理解していただ

きたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 分かりました。待っております。

仮設、仮置き場の搬入状況について伺います。現在、何トンぐらい搬入されて、そ

の搬入率はどのぐらいなのか、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） ５番さんにお答えいたします。

現在の搬入の実績については、約６００袋、全体の容量からすれば５％という数字

でございます。
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○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 又兵衛山、又は２か所ほどあるそうですが、６％ですか、かなりま

だ少ないですね。学校敷地、幼稚園、運動場、また一般住宅の一時保管の放射性廃棄

物はおおよそ何トンぐらいと推計されますか。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 今ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、後ほど。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） ２５年度、２６年度、大発注するわけですですが、今後発生する総

量はいかほどぐらい見込まれておりますか。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２５年度の発注については、住宅除染ということでござい

ますが、住宅除染の土砂の発生量というのは、なかなか推計が難しい面がございます。

平均的にどのくらいの土の部分があるのか、２００平米にすべきか３００平米にす

べきか実測しておりませんので、なかなか分かりませんが、平均的に２００平米と換

算した場合でも約１万４,０００立方が発生すると。道路については、１キロ当たり

約３０立方ぐらい発生するということで、道路の部分については２５年度においては

約２００立方ぐらいを考えております。それから、水路の除染で約１５０立方程度は

来年度は発生するのではないかというふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） それで、２５年度、２６年度、玉井全戸、そして現在大山１４区、

かなりの量になると思うんですね。この廃棄物を仮置き場に持っていかない、まあ６

％ぐらいだということでありますから、各々住宅地に保管せざるを得ないというふう

に思っておりますが、この膨大な廃棄物量が今後除染作業に支障を来す恐れがあるん

ではないかなというふうに感じる一人でございます。これが、やっぱりきっちと搬入

されないと前に進めないというふうに思っておるわけでございます。中間貯蔵施設に

ついても現在楢葉、大熊、双葉というようなところが取り沙汰されておりますが、全

く先が進んでいない状況なんですね。村当局は、除染に当初あたりまして、除染廃棄

物は３年が限度だと、廃止すると村民に説明してきたわけですね。３年はあくまでも

３年、４年にはまたがらないんだということでした。私どもも、そのように住民に説

明しながら協力を仰いできたわけですが、この３年というものは今も村長は考えは変

わりはないでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは、仮置き場については、協力をしてもらうためには何年とい

うことがはっきり言わないと一歩も進めませんよと。これは復興協議会で当時の環境

大臣、これは細野大臣に私は念を押したんです。３年程度といっているんだから、ま

さか４年を越えることはないんでしょうねと、４年は越えないということで、これは

住民説明で仮置き場見つければいいんですねと、これは念を押したんです。結構です

と。そういうことできたことは間違いありません。しかし現実的に、今日の新聞にも
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大々的に出ておりましたが、非常に苦慮している。双葉、大熊、それから楢葉、非常

に苦慮しているというような状況を見ると、これはやっぱり、そういうことで出発し

たけれども、果たして４年越えるようなことはどうなんだというのがやっぱり正直不

安なところがありますね。これは私のみならず、よその市町村もみんなそうです。そ

うでなければ、これは進めることできないんですから。だからやっぱり、何が主なの

か、何が今緊急性なのかということで、やはりそれを信じて住民に理解を得て仮置き

場を求めてきたということでありますが、ただ、今日の新聞等を見ると非常にその辺

は心配が懸念される点だなと。ただ、いずれにせよ、これは延びれば延びたように、

これはきちっと説明しなくちゃならんと思いますけれども、これは、いずれ中間貯蔵

は、これは造っていただく必要があります。期間が仮に延びたとしても、なんでかん

でこれは造ってもらわなければならないと。これは出来なければ大変なことになりま

すから。こんなことではやっぱり許せないわけでありますから、したがって、そうい

うことで今、非常に心配したり、しかし、なんとかやっぱり約束は守ってほしいなと、

そういう心境にいるのが実態であります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 私も同感でございます。最近、環境省は２４年度に調査を終わると

言っておりましたが、今年２４年度ですね。もう４月から２５年度。もう既に経過し

ております。最近は、なんと搬入は２７年というふうにまた延びましたね。全く約束

違反、不履行だなというふうに感じております。時の大臣、誰だったかちょっと平野、

細野大臣か分かりませんが、この件は国、県に強力に村民の不安を一刻も早く取り除

くためにも最大の努力をお願いしたいと思います。

次に入ります。再生可能エネルギー宣言の村についてお伺いします。昨日の答弁の

中では、推進委員会での発足し、その中で決めていくということでございます。しか

し、少なくとも私の考えとしては、８０％までは持っていってほしいなという考えで

ございますが、再度伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 再生可能エネルギーの推進の村の宣言を提案をして議決をしていた

だきましたという思いがあるわけでございますから、当然最初に手がけるべきことは

手を挙げるということで、小水力の関係も今回１か所、予算に反映をさせていただい

ております。しかし、今後、例えば木質バイオマスをどうするとか、あるいは太陽光

をどんどん進めていくことについてどうするとか、あるいはまた小水力発電、今回の

お手本として、どの程度まで、どういううちに、どう進めていくかということになっ

てきますと、これはやっぱり住民の正に住民挙げての推進にならないとならないと思

うんです。そういう意味で、これは執行の立場としても、そういう原案等のことは十

分これは考えていきますけれども、村民参加型の、そういうことで、やっぱり組織立

てをして、そして住民力を付けて、正に村挙げての再生可能エネルギーの取り組みの

村であるんだなと、こういうことにしていくためには、やはりそういう組織立ては必

要であるなというふうに考えております。
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○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 住民挙げてということで、よろしくお願いします。

小水力発電についてお伺いします。昨日の答弁の中では、規模については７０キロ

ワット、予算補助率については設計業務委託料１,５００万円ほど計上されましたね。

その２分の１が補助だと。これは上限が６００万円だと思っております。それで、こ

の発電した電力をどのようにお使いになるのか。自家消費か、又は売電という方法を

取るのか、また、この施設に対する試算、費用対効果はどのように考えておられるの

か、伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

百日川に予定をしております２５年度の事業でありますが、規模が７０から９０、

総事業費については２億円前後を見込んでおります。発生する電力については、売電

というような方向で現在考えております。補助につきましては、公営企業的な側面も

あるという観点から現在検討中でありますが、元気臨時交付金であるとか、それから

各省のいろんな再生可能エネルギーに対する補助制度、これらについて現在、調査研

究中であります。

それから、費用対効果の試算でありますけれども、その総事業費次第ということに

なりますけれども、すべてを地方債、自前で賄った場合２億円なら２億円を自前で賄

った場合については、大体２０年ぐらいでペイできると。それをいくらでも自前の財

源を少なくすることによって１０年とか、そういう短期間での償却も可能になってく

ると。大体７０から９０キロワットですと、発電量が年間５０万キロから７０キロワ

ットが予想される。そうすると、大体売電で１,８００万円から２,４００万円の売電

収益が年間見込めるということを想定したうえでの現在の計算でいくと。それから、

年間２００万円程度の維持管理費、これらも含めると２億円程度かかれば２０年はか

かると。１億５,０００万円程度だともう少し早い時間にペイできるというような試

算を現在しておるところであります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 年間７０万キロワット、収入が１,８００万円から２,４００万円、

ペイするのは２０年ぐらいかかるんだということであります。何やっても、そんなに

うまい話はないんでございますが、いろいろとその間にはメンテナンスも入るかと思

います。しかし、やはり再生可能エネルギー推進の村でございますから、これはこれ

で進める意義は大いにあるなというふうに思っております。

次に、この事業なんでございますが、実はこれは県のいわきの四辻ダムというとこ

ろがあるんですが、これは県が民間の公募によって事業者を募って民間発注をやるん

だということが伝えられております。民間委託により設備投資の初期投資が不要とい

うことでございます。そして、契約期間２０年で、終了後は県は事業者から発電設備

を無償で譲り受け、その後売電収入などを引き継ぐということだそうです。本村のこ

の小水力発電においても、そのような手法が取り込められないのかどうか、伺ってお
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きます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

県のほうでも再生エネルギーアクションプランの中で、ファンドの設立の支援とか、

市場公募債によるそういう融資、そういう手法がかなりあります。全国的にもＮＰＯ

法人の設立によるそういう計画とか、そういうものがいっぱいあります。それらを参

考にしながら、市場公募債がいいのか、そういうファンドがなじむのか、その辺につ

いては鋭意検討しながら進めていきたいというふうに考えておりますが、今回小水力、

これ１基で終わるということではありませんので、その後そういうものについても十

分調査をしながら、良いものについてはどんどん導入していきたいというふうに考え

ております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 検討をよろしくお願いします。

木質バイオマス発電についてお伺いしますが、本村には阿武隈高圧線、２７万キロ

ワット、これが通っているんですね。非常に立地条件としてはすばらしいなというふ

うに思っております。村の村政執行基本方針の中にも計画を進めるんだということが

あります。そこで塙町の例、昨日も出ましたが、これ県内最大規模なんですね。１万

２,０００キロワットのバイオマス発電を設置するということですね。事業費は６０

億、半分は補助だということでございますね。雇用は約１００人、このように言われ

ております。本村にとっては、ちょっと先に行かれたかなという気もしないではあり

ませんが、しかし、計画があるということでございますので、いつごろまでに具現化

したいか、それを伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） いつごろまでということでありますが、これはやっぱり除染を主に

したいと思っているんです。森林除染を主にしたいと思っているんです。そして、そ

の除染した森林を資源化をして木質バイオマス発電と、こういうふうに考えているん

です。そして、更には雇用に結びつける。そして、採算の関係も、これは経営の関係

にも良い見通しができる。こういうことに考えているものですから、前提をやっぱり

除染ということにおきませんと、これは全くそういう除染というものを前提にしない

で木質バイオマス発電といって今回考えたのが塙なんですね。だから、その辺に昨日

もちょっと出ましたが、なかなかやっぱり先行きは大変な難航するんではないかなと

思っております。やっぱり大玉の場合は環境を良くしたいと、そういうことでありま

すから、除染の関係のガイドラインが出次第、それによって具体的に木質バイオマス

発電を是非これはやっぱり実現しないと、これはやっぱり住み良い環境にはならない

なと。森林環境は、やっぱり絶対除染なくしては良くならないなというふうに思って

おりますから、そういうことで、ちょっと時間的な国の政策的な、こういうことに対

する我々の要望を強力に展開をしていきたいというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ５番。
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○５番（鈴木宇一） 森林除染を先行して、それと同時進行というニュアンスに取りまし

た。そのようによろしくお願いしたいと思います。

太陽光発電に入ります。昨日にもいろんな議員の皆さんから質問がありました。申

請戸数は２４年度までの合計においては１１５戸だと、約５２１キロワット。本村の

全戸数は３,８００万キロワットだと。それを１日換算しますと約４,５００キロワッ

トの電力が必要になってくるということがお伝えされました。この太陽光発電の普及

については、やはり補助率というものが欠かせないと思うんです。やはり補助率がな

いとなかなか難しいと思うんですね。その補助率について国、県、村、いろいろある

と思いますが、お知らせ願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

現在の補助率でありますが、村につきましては、１キロワット２万円、上限１０キロで

あります。それから、県が今年の１月よりそれまで５万円だったのを３万５,０００

円で、上限が４キロワットということで、１４万円が限度ということになっておりま

す。国のほうが３万円ということであります。合計１キロワット当たり８万５,０００

円が現在の補助制度の中身であります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 村が２万円、県が３万５,０００円、国が３万５,０００円だと思

ったんですが、３万ですか。合計８万５,０００円ということですね。これは４キロ

が上限ということでございます。そこで試算しますと、４キロ×８万５,０００円、

３４万円ですか、これが一般家庭が設置する場合にあるわけですね。そこで、設置費

用はどのぐらいかと申しますと、１キロワット当たり約４５万円だと、４キロワット

だと約１８０万円になりますね。補助分を引くと、１戸当たり１５０万円の設備費で

ありますね。そのほかこれには付随した施設がかかるんですね。パワーコンディショ

ナーというのが、これは直流から交流に変える装置だそうなんですが、３０万円。そ

れから、メーター、１０年に１回交換してくださいということで５万円。締めて２１５

万円かかるんです。それで、保証が１０年ということなんですね。これは、まだ太陽

光の歴史が浅いために、１０年というのが１つの目安だそうでございます。一般家庭

の電気料、これが約１万円から１万２,０００～３,０００円、多い人で１万５,０００

円かなと思っております。そうすると年間１５万円くらいですね。年間大体１５０万

円から１８０万円ということでございますから、この設備費からしましても１５年か

ら２０年もたないとペイができない計算になりますね。そこで、これはなかなか設置

する人も大変だと思うんですよね。補助率のアップ、これは避けて通れないと思うん

ですよ。１つの例でございますが、古殿町、この町は単独で１キロワット当たり７万

円の補助を出しているんですね。住民課長にも資料提出しておりましたが、村におい

ても普及拡大のために補助率のアップ、これはどうしても必要だと思いますが、その

辺の考え方をお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） 今、現行の補助率は、先ほど申し上げたとおりでありますが、そこ

でなかなか容易でないので、更に普及をするために補助率のアップを考えてくれない

かということでありますが、これは先ほど言ったように、総合的に木質バイオマスも

考えていかなくちゃならない。小水力も考えていかなくちゃならない。そして、太陽

光ももちろん普及していかなければならない。やっぱり総合的にかなり予算の関係も

投ずるようになると思います。そういうことで、言わんとする趣旨は分かりますが、

かなり率直にいって太陽光については、私が思っているよりもかなり進んでいるなと

思っているんです。ほとんど決済上がってきます。だから、かなり進んでいるなと、

こう思っておるわけで、これは県の５万が３万５,０００円になるために、ちょっと

駆け込みという、そういう関係の影響もあるのかなと、そういうふうには思っており

ますけれども、それにしてもかなり進んでいるなと思っております。したがって、む

しろ、これから小水力とか木質バイオマス発電、この辺にかなりの予算を投ずる面が

出てくるなと思っているものですから、いずれにせよ、再生可能エネルギーの推進を

トータルで推進するということで、到達点をどの辺に置くか。そして、そのためには、

何をどのくらいに、結局可能性調査などをしまして、どの程度やっぱりこれは、じゃ

あ水力ではこのくらい、あるいは木質バイオマスではこのくらい発電するか、では、

太陽光でこのくらいやるかと、総体的にはこのぐらいの結局発電できるなというよう

な、そういうことなどを識者の意見なども踏まえながら、住民力を付けて、そしてし

っかりした１つの計画を打ち立てたいと思っているんですね。だから、今即座に太陽

光の補助を古殿がこれだけやっているんだからということにはちょっと行かない。も

う少しその辺は総体的に検討する時間をいただきたいなというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） トータルでというお答えでございました。私は、太陽光はこれは一

般家庭が自らやる事業でございます。この水力発電、バイオマス、これは自治体が大

変な高額な予算規模になると思うんです。この一般家庭がやるこの太陽光は、案外ス

ピードも普及率も高まると思うんですね。そして負担も少ない。そういう中での補助

率アップというのは何ら問題が少ないのではないかというふうに考えますので、もう

一度その辺のお答えを願います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 基本的な考え方は、先ほどと考えは変わりありませんが、ただ、こ

こでちょっと考えなくちゃならないのは、県が３万５,０００円なんだわね。村は２

万円だと。国は３万円だと。普通ですと、補助は国の残った分については県が幾らと、

そうすると県相当分は村が付けるかと、こういうことで補助の制度は多いんですね。

だから、現在は県が３万５,０００円で下げた金額がね。村は２万円だという、この

辺については考える余地があるなというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 少なくとも同等の３万５,０００円ぐらいにはしてもらいたいもの

ですね。お願いします。



- 119 -

次に、安心して暮らせる地域医療の確立、質問に入りたいと思いますが、高齢者や

子どもを持つ親にとって、身近な病院や診療所は生活に安心感と仕事の両立に向けて

の健康を託せる場所としてのなくてはならない施設だと思います。また、本村にとっ

ては、定住人口増加対策を掲げる村として非常に大事なことだと思っていまますが、

医療関係に造詣の深い村長に、まずこの所見を伺っておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） やはり、こういう公共性、そして、また自治体とかということは、

やはり時代のニーズに応えるということでありますから、今こういう世勢においては、

やはりこのようなことについては前向きに取り組みをしていく、ある意味においては

責務があるんではないかなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） その後の大玉診療所の経過について、また開院の見通しについてお

尋ねします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。

谷病院、大玉診療所の再開の見通しということですが、２１年に最終的に医師を中

心とする医療のスタッフについても不足している、ギリギリの状態であるというよう

なことで、村の要望には応えられないというような回答がございました。それで、村

が独自に医療機関を探すことについても異論がないというような回答があったところ

でございます。それを受けて、村のほうでは別の医療機関と協議をいたしておりまし

たが、その医療機関につきましても、独自に診療所を開設するには医師が不足してる

というようなことで、協議のほうは中断しておりました。その後、東日本大震災等ご

ざいまして、更に状況が悪化しているというような現状でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 大玉診療所については、奥秋先生が退職されてから、かれこれ６～

７年がなろうかと思っておりますが、当初はお医者さんの確保に大変当局も努力され

ておられたようですが、最近は全く診療所の話は聞かれないようであります。今いっ

た課長の中では、県内の医師不足、深刻な状況は私も重々承知しております。でも、

はいそうですかというわけにはいかないわけですね。医者が不足しているから仕方が

ないと、そのあきらめムードでは困りますね。やはり、あらゆる方策を駆使して知恵

を出し、対応策を立てねばならないと思います。これは１つの例でございますが、川

内村、全村避難しまして、現在、帰還に向けて１年が過ぎました。今１,５００人ほ

どの村民が戻っているということであります。この村には診療所があるんですね。そ

して、この診療所には内科医の先生、歯科医の先生が常駐しているんです。そして、

整形外科、心療内科、眼科の非常勤医師がいるんですね。そして、村民はここで診て

もらうということなんですが、あのような小さな村、失礼ですが、立派にやっている

んですね。この川内村の例、いろいろと参考になると思うんですが、どうして医者が

いるのか、お知りになったらお答え願いたいと思います。また、村の医者確保に向け
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ての考え方についてお尋ねします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど担当課長から話ありましたように、二本松の社会保険病院ね、

婦人科の先生が亡くなる。安達郡で今、出生が約７００人なんだよね。７００人のう

ち半分は二本松の社保が担っていただいておった。これ深刻な問題で、だいぶこれは

今も継続しているわけでありますが、お願い、ありとあらゆる機関にお願いをしてい

る。あの支援機構にもお願いしているんです。なんとか、あの系列の中でちょっと余

裕のあるところから回していただけませんかということで、これはもう国なり支援機

構なりお願いしているんだけれども、なかなか見通しが立たない。それから、先ほど

大玉の谷の診療所につきましては、しばらく戸が閉まっているなということで、なん

とかひとつお願いしたいというような話をしましたらば、２１年に診療所は再院する

見込みはないと、そういう見通しの返事をいただいたので、その後にだいぶ努力して

るんです。なんとかできないかなということで、あるところに特に可能性があるかと

思って努力をしてきた経過があるんです。ところが、なかなかそこからも医師を確保

して回すということは難しいということで今日に至っておるわけでありますから、決

してあきらめているわけではありません。ただ、医師会とか、その関係筋からすると、

あるいは公共機関として県とか国も医師の充足率の満たしていないところは優先的に

配分するんです。例えば福島県では、今の南会津、それから相双地区なんです。これ

は、こういう事故前からそうなんです。これは福島県の最も充足率の低いところなん

です。福島県はいちばん高いところはどこだと、県北地方なんです。県北地方が充足

率は高くなっているんですね。県も、だけれども、これは現実的には充足率高いとい

ったってこういうわけだべということでお願いをして、県も、それではということで、

いろいろ工夫をして、医大の定数増とか、あるいは今度医大に対する特待生、こうい

う門戸を開くとか、あるいは研修期間は止め置くと、強制力はないけれども、努めて

止め置くと。そして、止め置いて、そのものに対してはある程度優遇策を講ずると。

優遇ということは、要するに研修医というのはほとんどゼロだったんですね。よそに

当番医で行っていただくのが収入の糧ぐらいであった。それに一定の結局待遇をする

と。そして止め置くと。今まで極端なことをいえば、６年間で国家試験通るとボーン

と他県に行ってしまう、都市部に行ってしまうんです。せめて研修医の期間を福島県

に止め置くと、こういうことでないと大変な県費を投じて、早い話が食い逃げと同じ

だべということを私も医療審議会に言ったことがあるんです。食い逃げだべと、何か

策を講じねっちゃねえべと、これ私も強力にお話ししてきた経過があるんです。そし

て、だんだんそういうふうに少しずつだけれども、変わってはきているんだけれども、

そういう実態で、県内で社保の婦人科なり、大玉村のそういう診療所なり、だけれど

も、やっぱり地域的には医師の充足率は県下一県北地方は高いという地域に大玉もい

るから、なかなかやっぱり難しい活動に、要望獲得になるなというふうに思っており

ます。ただ、あきらめてはおりませんから。

○議長（佐藤 悟） ５番。
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○５番（鈴木宇一） 大変深刻な状況かと思います。二本松の社会保険病院の産科休診、

４月からですね。これも二本松産科においては年間４００人赤ちゃん産まれてきたん

ですね。安達郡の半分以上でございます。それが突然休診でございますから、これは

これは今後どうなるのかというのが心配でございます。これまで安達地方市町村会も

強力に県に要望してきた経過は分かります。議会においても要望を展開してきたとい

うふうに思っております。そこで、いろいろと策を巡らせているということでござい

ますが、県内では会津医療センターが今度出来ますね。これ４０人あります。それか

ら、先ほど村長が話をしておりました医大の就学資金、これの基金増額とか、それか

ら、ひとつは私調べたんですが、東京慈恵医大、これは医学生に就学資金、そして、

また生活資金まで援助している。そして、村にお医者さんが戻って、そして５年契約

とかでやるという方法もあるんですね。

○議長（佐藤 悟） 時間ですので。村長。

○村長（浅和定次） 先ほども言ったように、大玉村のこれだけの人口がいて、そして診

療所がないわけではなくて、あったわけでありますから、これがないということにつ

いては、これはやっぱり身近に診療所があるとないでは住民の安心安全度合いという

のはまるっきり違うわけでありますから、やはり継続、容易でない状況下にあります

けれども、継続、診療所をやっぱり開設してもらうように最大の努力をしていく責務

はあるなというふうに思っております。

○議長(佐藤 悟) 以上で５番鈴木宇一君の一般質問を終わります。

○５番(鈴木宇一) 質問を終わります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議します。再開は１１時２５分。

（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） 遠藤文一君より通告ありました「防災計画の見直しについて」ほか

４件の質問を許します。８番。

○８番（遠藤文一） ８番遠藤文一です。これより平成２５年３月定例議会における一般

質問を行います。

はじめに、防災計画の観点から伺いますので、よろしくお願いします。その１つは、

福島県土砂災害危険箇所図の作成に、どのようにかかわってこられたのか伺いたいと

思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんの質問にお答えをいたします。

福島県土砂災害危険箇所図の関係でございますが、危険箇所の見直しにおきまして

は、おおむね５年ごとに都道府県が行っているものであるようでございます。現在県

が公表しております福島県土砂災害危険箇所図につきましては、平成１５年３月２８
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日に公表したものだということでございます。なお、作製にかかわってきたかという

ことでございますが、現存する資料を見る限り、大玉村としては直接この危険箇所図

の作製にはかかわっていないということでございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） かかわっていなかったということでありますから、詳細については

把握してないかと思いますが、この土砂災害危険箇所図を見て、どのように思われる

か、それらについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをいたします。

福島県の土砂災害危険箇所図につきましては、土砂流、危険渓流として、主に安達

太良山麓から流れ出るいわゆる沢、そういった部分の所と、あと急傾斜地関係につい

てそれぞれ表示されているようでございます。いわゆる大雨等によって、土砂流が流

れたときに、どういう範囲に影響を及ぼすかというものが図示されている図面だとい

うふうに認識しております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この危険箇所図、もうだいぶ前の作製で古いものだと。とはいえど

も、このような危険箇所図をホームページ上で公表し、大玉村がこういう状態だった

というようなことを公表されていたということに対して、非常に私は憤りすら感じて

いるところであります。要するに、村でかかわっていないにしろ、こういう図がある、

しかもこれは公表されている。その図に対して、やはり村として責任を持って、冗談

じゃないと、大玉はこんなもんじゃないよということをなぜきちっとできなかったの

かなと。例えば地名がちょっとおかしいところがあるし、また、どうしても理解でき

ないような危険箇所図なんですね。だから、これ今修正するとか、改正するとか、新

たに作製するとか、かもしれませんが、村として、大玉はこういう状態じゃないんだ

よと、きちっとやっぱり申し入れて、正確な、的確な危険箇所図の公表、でなかった

ら、大玉村のは勝手なことをしないでくれと、そのぐらいのことを言ってきちっとや

ってもらいたいと思いますが、どうですか、お答え願います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えしたいと思います。

先ほども申し上げたとおり、この土砂災害危険箇所図につきましては、平成１５年

３月以前といいますか、１４年度に県がコンサルに委託をしまして、地形図から見る

限り、いわゆる沢、渓流、そういった部分についてどれだけのものが降ればどの辺ま

で影響を及ぼすというような想定の下に作ったものではないかというふうに推測をす

るところでございまして、これについて私どものほうで、こういうふうになるはずは

ないというようなことは今の段階では言えない。それなりに根拠をもって、当時発注

した中での成果というような位置づけであるということであれば、私のほうから、こ

れはいわゆる間違っていますよと、こういうふうにはならないですよというのは言え

る状況にないかというふうに認識をしております。以上でございます。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この危険箇所図、県がどのような意向で、何のために作っているか。

課長、これ持っていたな。だからこれ、なんであるかといったら、県でやって大玉村

のためにこれ作っていると思うの。だから、これ見て、素人が見てもよ、おかしいと

思うようなことを、やっぱりきちっと訂正させるべきだと思うの。地名だって、ちょ

っとおかしいんじゃない。だから、せっかく作るんだから確たるものを作って、そし

て、それをやはり大玉のために作ったとすれば、大玉のためにそれを利用すべきだと

思うのよ。だから今後、確か改正すると思います。再調査すると思います。そして、

的確なものを作ると思います。だから、そのときに見て、村の職員としておかしいと

思ったら、きちっと訂正させる。そして、的確なものであるとすれば、それを大玉村

の防災計画でどう利活用するか、それについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。

ご指摘のとおり、私のほうでも県の土砂災害危険箇所図については承知しておりま

して、平成２１年の作成の防災計画の中にも土石流の危険、渓流の箇所を明示する、

あるいは、急傾斜地の崩壊危険箇所を明示するというふうにしてございまして、その

防災対策についても一定程度防災計画の中には示しているところでございます。今後

につきましては、なお新たな指定箇所はありませんが、この土石流の調査図面と併せ

て、火山砂防の指定地域にもなっているところから、県のほうでも小高倉地内に砂防

ダムを造ったのはご承知だと思いますけれども、あれもその一環として、この図面の

一つの反映として土石流の危険箇所を防止するという観点で工事が施工されたものと

記憶しております。今後、特に防災計画、後でも出てくると思いますが、その見直し

の中で全般的に、どういうふうに住民に周知すべきか等については十分検討してまい

りたいと、このように考えます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この危険箇所図については、とにかく適正、的確な危険箇所図の作

製にかかわって、そして、それを大玉村の防災計画に利活用を、きちっとした利活用

をしていただきたいというふうにお願いしておきます。

次に、福島県火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会の安達太良山作業部会にど

のようにかかわってこられたのか、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） ８番議員さんにお答えします。

県火山緊急減災対策砂防計画検討委員会、これにどうかかわってきたかということ

ですけれども、福島県の活火山、吾妻山、それから安達太良山、磐梯山の緊急減災対

策砂防計画を策定することを目的にして、学識経験者とか行政から構成される検討委

員会が設置されております。本村からは、村長が検討委員会の委員として委嘱されて

おります。この委員会には、各火山の作業部会が組織されておりまして、第１回安達

太良山作業部会については、２４年１１月、それから第２回の作業部会は本年の２月
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に開催されてきております。本村においても担当者を出席させて検討会に参加してお

ります。今後におきましては、平成２５年度に安達太良山作業部会案を取りまとめを

行う予定になっておりまして、その後、検討委員会で審議されて、最終的に減災対策

砂防計画が公表されるものと承知しております。火山噴火に伴いまして発生する土砂

災害に対して、ハード対策、あるいは住民避難等のソフト対策なる砂防の緊急対応を

定める計画でありますので、これらの計画に基づいて平常時にどういう準備をなすべ

きか、あるいは噴火時の対応について効果的な対策を関係機関と調整していくことに

なりますが、これらの結果も踏まえながら、今後は進めていかなければならない。現

在までの取り組みについては、今、作業部会に参加して、安達太良山に関して作業中

だというところでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今後取りまとめをして公表するというようなことでございますから、

まだまだまとめている途中なのかなというふうには思います。ただ、本年の２月２日

の民報新聞で、安達太良山噴火時、４号国道を越え火山泥流被害予想、二本松、本宮、

高さ５メートルから１０メートルなどの見出しで書かれていました。また、川沿いを

中心に高さ５メートルから１０メートルの火山泥流が４号国道を横切ると見られると

も書かれておりました。こういうような、まだまとまっていない段階で、このような

新聞公表について、どのように。新聞公表より、こういう事実公表した内容について、

どういうふうに考えられる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） シミュレーションの中で、そういう中間的な報告が示され

ているということでありまして、それはそれとして今の作業部会での議論の途中経過

として受け止めております。しかし、それによってすぐどうのこうのというのは、や

っぱり最終的な報告を待って対応するのが適切であろうというふうに考えます。付け

加えますと、吾妻山については既に平成２２年度から検討されておりまして、１月に

吾妻山の噴火研究減災対策砂防計画というのが定められました。これを受けて、我が

村としては、吾妻山については影響はありませんけれども、福島等々の対応を踏まえ

ながらこれからやっていくと。現時点の中間報告は中間報告で、それはそれで県のほ

うでの発表でありますから、うちのほうで今すぐ右往左往する問題ではないというふ

うに私は受け止めています。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） こういう予想区域図を作成するにあたっては、想定外はもう許され

ないという認識は確かだと思っているんです。だから、本当に、この間新聞に出た図

面というのは、最悪の最悪のシミュレーションだというふうにも思っております。し

かしながら、そういうシミュレーションも想定できるというような状況であることは、

やっぱり認識してなきゃならないと思います。完全に出来た段階で対応しますではな

くて、そういうシミュレーションも既に作成しようとして進んでいると。逐次、やは

りそういう情報をきちっと把握して、そして、そのときそのとき対応できるような姿
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勢は持っていただきたいなというふうに思っております。噴火口の想定箇所として、

今、沼ノ平がなっているようでありますが、とにかく、もしかして大玉側で噴火はと

いったら、それはなさそうなんですね。今の沼ノ平がやはりいちばん確率の高い噴火

口であるというがゆえに、最悪のシミュレーションのときと、あと広範囲による土石

流の災害については、大玉でも被害が出るであろうというふうな予想図ではあります。

広範囲については、やはり風の方向によっては当然被害、損害が出るであろうという

ふうには思いますが、とにかく大玉にとっては非常に厳しい予測図ではないことは確

かであります。しかしながら、そういう作業がもう進んでいるということはきちっと

認識して、今後の利活用にやっぱり、利活用によって大玉の防災計画を見直すという

ことも必要かなというふうに思いますが、これ、そんなに２５年度中には予測図は完

成するだろうというふうには思いますが、これらを今後どのような形で利活用するか。

そして、このような状況を村民に周知して、どのようにこれを村民の被害、損害を最

小限にするべく方策をとっていくか、それについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） この火山災害の応急対策は、当然、現在も防災計画に位置

づけておりますけれども、いちばんは地震と同じように、噴火を察知するという体制

が必要だと思うんですね。現在の防災計画でも、恐らくこれからの安達太良山の減災

対策砂防計画においても、いちばんはやっぱり気象庁だと思うんです。現在について

も、気象業務法の定めによって、ここだと仙台管区ということになりますけれども、

そこからの情報をもって、そのレベルがどの程度のレベルなのか。現在では安達太良

山の噴火レベル、警戒レベルについては５から１まで設定されております。５のレベ

ルだと、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫しているような状

態。これもやっぱり気象台の警報レベルに関して定めてきたわけですけれども、今後

もそれに合わせて避難、あるいは避難準備、入山規制、それから火口周辺での規制と

か、あるいは平常時、降灰とか何かということもあると思いますけれども、平常時の

対策と、そういったことを今まである防災計画に今度の新しいシミュレーションを踏

まえてやっていく必要があるだろうというふうに思います。いずれにしても、これ予

知というのは、火山の予知も地震の予知も現実にはなかなか難しいと思うんですよね。

噴火は起きるというのは、これは間違いないことなので、あとはシミュレーションの

中でやると。しかし、シミュレーションが果たして今おっしゃられたように、今は沼

ノ平です。現在の防災計画は。今後も沼ノ平というのは、そのような方向でシミュレ

ーションがされています。しかし、前ケ岳かというようなことだって、それはあり得

ないことはないと思うんですね。しかし、現時点での知見に基づけば沼ノ平というこ

とになっているので、その中で、あと、どこで仮に起きたとしても、危険渓流と土石

渓流とは把握できているわけなので、住民に対する避難、あるいは、その後の誘導の

準備であるとかっていうことは明確にしておく必要があるというふうには思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 以前の安達太良山のハザードマップ、あれ全戸配布しておりますよ
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ね。あれによると、ほとんどの大玉に被害が出るというようなハザードマップではな

いのよ。だから、それが頭にあって、いざというときに大丈夫なんだということでは

困るわけ。だから、最悪のシミュレーションもこうだよ、こういうこともあるんだよ

ということだけ、早めにやっぱり周知したほうが対応が早いんじゃないのかなという

ふうなことで、まず前のハザードマップだけが頭あるんじゃなくて、こういうことも

あるっていうことをきちっと周知していただきたいなと、そういうことで、防災計画

もきちっと見直してやっていただきたいということを申し入れしておきたいと思いま

す。

次に、再生可能エネルギーについて伺います。昨年の１２月の定例会、そして昨日、

今日、本村における再生可能エネルギーの現在の状況、今後の太陽光発電、あるいは

太陽光発電の設置予定や小水力発電の設置可能状況、そしてバイオマス等々について

の村長のお考えも伺ったところでありますが、これ本会議でありますので、保健セン

ターと包括支援センターの発電量の設置予定キロワット、これきちっと修正していた

だきたいなというふうに思いますが、まず、それについて修正いただきたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２５年度計画する包括支援センター、それから保健センタ

ーについては、それぞれ１０キロワットということで答弁したいと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、大玉村の再生可能エネルギーの、どこまで発電量を伸ばすん

だということで、前の方の答弁にも、目標については数値を示さなかったと。しかし、

昨日の答弁の中で、大玉村で使う分ぐらいは発電するというようなことで聞いたと思

ったんです。それでいいのかどうか、もう１回確認したいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これから具体的に住民力を付けるというのが大切だと。したがって、

そういう中で、これは具体的に数字というようなこともはっきりと目標を定めていた

だきたいなというふうに思っております。そこで、これ私、試験的でありますけれど

も、最終的には村で使う電気は、やっぱり村で発電すると、そうこうしているうちに

蓄電池関係の改良もされるであろうと。蓄電池の改良等があれば、そういうものを結

局安易に買い求めて、そして充電して、２日や３日は結局停電になっても供給できる

と。これ自立できるんだよね。そういうことにやっぱり向かっていくべきだと思うん

です。これは理想ということでありますけれども、そんなふうにしたいなというふう

に思っているんです。当面いろいろこれは推進協議会で検討してもらいますが、住民

力を付けるには、やっぱりそうしないとまずいんです。やっぱり、脱原発とかどうと

かこうとかと今いっている世勢でありますから、少なくともそれに頼っているくらい

は早急にやはり急ぎにやりたいと。例えば３０％なら３０％程度は急ぎにこれはやっ

ぱり実行を示さなくちゃならないなと、そんな思いでおります。

○議長（佐藤 悟） ８番。
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○８番（遠藤文一） 再生可能エネルギー利用推進の村、もうすぐ前に既に協議会が出来

ていて、その協議会で中身がある程度出来て、そうして宣言するんだということであ

れば、追っていくにも追っかけやすいというふうな状況でありますが、昨日の答弁で

すと、これから協議会を立ち上げて村長の思いを説明して、そして、その人らに事後

承諾というか、応援団つくってもらってというような感じで聞いておったわけですが、

とにかく目標だけは、とにかく大玉村に使う分だけは再生可能エネルギーで賄いたい

という目標、これは希望だって何だって俺はいいと思うんですよ。大玉村で使う分ぐ

らいは再生可能エネルギーでやってみようと。その中間については、それぞれいろん

な資金面もあろうし、技術的なものもあるから、その中間についてはともかくも、目

標はとにかく大玉で使う分ぐらいは再生可能エネルギーで賄うんだということの確認

をしました。そして、そう思っています。もし違ったら、また訂正していただきたい

と思います。

それで、昨年の１２月１５日の民報新聞ですが、大玉村が２５年度内に小水力発電

施設の着工して２６年度完成を待つと、目指すと、こう新聞に出ておったんですよね。

もうこれ新聞に出ちゃったんだから、もう公にしちゃった話で、今回の当初予算です

と、まだ工事費までは出ていないと。しかしながら、２６年の予算で取って２６年に

着工して２６年には完成というような事業で、そのような事業で期間的に間に合うの

かどうか。もちろん新聞に出たんだから、そのとおりやろうとは思っているとは思い

ますし、やるとは思いますが、２５年度に予算化してないとすると、２６年度で予算

化して、工事も終わって完成するというような見込みなのかどうか、それについて伺

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えします。

２５年度の当初予算では、詳細設計業務ということで１,５００万円程度計上した

ところであります。これについては、新年度早々、詳細設計のほうに移り、できれば

年度後半に、もし総事業費がつかめれば年度後半には改めて予算措置をしていきたい。

遅くとも２６年度当初には建設というようなことで進めたいというのが、現在の計画

であります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 新聞では２か所というふうなことで、だから２か所を２６年に完成

するというような見ちゃうんですよ。だから２か所も、２６年度には２か所の完成を

目指すということでよろしいのかどうか、もう１回確認します。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えします。

当面１か所、百日川水系について、２６年度中に完成を目指したい。もう１か所に

ついては、杉田川、砂防ダムを当初予定しておりましたが、３０キロワット程度とい

うこともありまして、そこがいいのか、もう少し下流の部分がいいのか、その辺につ

いては２５年度中に可能性調査をもう一度やりたいというように考えております。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 調査はいいんだけど、その２６年に２か所を完成するかどうか、そ

れもう１回確認します。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２６年度１か所というような形で現在進めております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今までの答弁で見えた発電量は、現在、太陽光発電予測量と、現在

本村で計画している小水力発電量、太陽光発電量だけを合計すると１３２万１,０００

キロから１４８万１,０００キロワットのようであります。平均１世帯当たりの消費

量で割ると、大体３９３世帯から４４０世帯分というふうになろうかというように思

います。ですから、これ一般家庭分だけでも再生可能エネルギーで賄うということは、

これは大変な話。非常に容易でないと思います。しかしながら、目標を掲げてやるん

だという、その意気込みは、やっぱり感じますし、おれ、それはいいと思う。だから、

よほどこれ本気になって、例えば予算的にもきちっとした予算獲得、あるいは、村民

にも協力をいただかなきゃ大変だというふうに思っておりますが、とにかく今予定し

ている段階では、多くたって４４０世帯分ぐらいしかできないよということに対して

村長、どういうふうに思われるか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 大したもんだと思うね、これね。１４８万キロで計算してくれた。

これ４４０戸分だと。大玉は２,５００ですから、これ１０倍にすれば４,４００戸分

なんですよ。１０倍いらないんだ、これね。だから今までもこれ４００戸分あるって

いうんだから、だから、これ６倍にすれば単純計算で６０日、２,６４０だから、こ

れ、そうすると６倍で済む。だから、そういう計算でいくと、そんなに夢物語ではな

いということなんです。やる気があるかないかという、その一つだね。そんなことで

進め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） 昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分といたしま

す。（午前１１時５５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 引き続き遠藤文一君の質問を許します。８番。

○８番（遠藤文一） 休憩前における村長の答弁、あれっと思ったものですから、もう１

回確認したいと思います。

大玉村の消費電力等々について、再生可能エネルギーを利用して１００％補うとい

うことは、そんな難しい問題ではない。そんなに大変でない、容易であるというよう

な受け取り方をしたんですが、もう１回、村長、それについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） 休憩前に８番議員が、１４８万キロワットをおこしていることにな

る計算だと、これは戸数にすれば４４０戸相当分だと、こう言いましたから、８番議

員のいう数字で言うならば、大玉は２,６００戸ないんだよね。これ４４０の６倍す

れば２,６４０になるんだ。そうすると、６倍すれば全戸の家庭賄われることにつな

がる理屈じゃありませんかと、こ私が言ったのね。それは、今８番議員が言ったこと

を土台に話したんだから、これはやっぱり全部に供給するということになってくれば、

やっぱりしっかりした再生可能エネルギーの推進の村ということを宣言したわけです

から、これを住民力を付けると、こう言いました。住民力をね。そのためには、そう

いう組織立てが必要であると。そういうことで、これやっぱり住民に理解をしてもら

わなくちゃならない。そして、その気になってもらわなくちゃならない。そのために

は、やっぱり理念ね。こういうものをやっぱりちゃんと、そこの中で掲げなくちゃな

らない。例えば原発に依存したということも反省しなきゃならない、そういう問題と

か、あるいは、このままでいいのかと、これはやっぱり除染を含めて、そして良い環

境にするための、これをやっぱり一歩資源化をすることによって新しい、何回も言っ

てきました。そういう産業づくり、こういうことにも結びつけていく必要があるだろ

う。そして、良い環境づくりということにしなくちゃならない。そういうことについ

て、じゃあ事業主体はどうするんだと。これは、いろいろと様々な要素があるけれど

も、基本的には、やっぱり住民参加型ということができれば、これはやっぱり理想で

あるなと。こういうことをやっぱりね、そのほか、そういう事業者の問題とか、ある

いはエネルギーというのは地産地消、自分の使うものは自分でやっぱりちゃんと発電

すると、こういう機に意識の改革をしなくちゃならないだろうとか、そういうもろも

ろの関係、そして、なおかつ、こういうことなんだから、子々孫々に至るまで重要な、

やはりこれを環境教育ということで教育の現場にもこれは取り組んでいくと、こうい

うことを推進協議会、住民力を付けるというのは、こういうことのためにきちっと協

議会の中の目的とか、具体的な取り組みの事業内容とか、こういう中に今一部を申し

上げましたが、こういうことを織り込んで、そして、やっぱりこれを称して住民力を

付けると、こういうことであります。だから、そういうことで進めていくということ

でありますから、やっぱり順序を追っていかないと、これは笛吹けど踊らずではだめ

なんだわね。やはり笛を吹いたらば、しっかりとやっぱり分かって、そして、それに

住民が協力する、そして一歩踏み出す、こういう形にしていくのが、これから新しい

取り組みであり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） なんか聞きたいことがすっかりどこか行っちゃって、困っちゃった

んだげんちょも、とにかく今、言われた中で教育上ということも出てまいりました。

そこで、私もただ単にこの再生可能エネルギーをやりましょう、やりましょうという

つもりはないんでありますが、子どもたちにもやっぱり再生可能エネルギー推進の村

の一員だと。人によっては受け止め方が違うかもしれませんが、なんか胸張れる部分

もあるんじゃないのかなというふうに思うんですよ。だから、村民一人ひとり共通認
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識に立って、要するに脱原発などをきちっと理解しもらって推進していくという観点

からすれば、両小学校にも太陽光発電どうかなというふうに思っていますので、それ

について提案したい、お答えいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） それぞれの有利なね、やれるところから、とにかく現時点において

やりましょうということで、いろいろ有利な補助事業とか、そういう関係でこれはや

っております。当然やっぱり今、質問されました教育の現場、公共施設、こういうと

ころから、やっぱり一歩先んじて事を示していくという必要性はあると思っておりま

す。それはやっぱり当然そういうことも予算等の絡みがあります。また、いい財政的

な、そういう道があるのか探って、なるだけ早い時期にやはりこれは、考え方として

間違いないと思いますね。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 先ほども協議会のようなものを立ち上げてと、こういうことでござ

いますが、もう事業がこれだけ進んできているんですから、もう早急に立ち上げてと

いうふうに思われますが、いつごろから稼働できるような組織にされていく考えか、

伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これはやっぱりなるべく早い方がいいですね。この議会終われば、

内部的に十分立ち上げのための検討をいたしまして、新年度早々にはやっぱり立ち上

げる必要があるなと。できるだけ早い時期に立ち上げる必要があるというふうに思っ

ております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、定住人口増加施策と人口動態について伺います。

ここ数年来、定住人口増加対策を重点事業として取り組んできておると思っており

ます。それでそれらを進めるにあたって、それなりの意義、あるいはなぜということ

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） ずいぶん言ってきたんだけどね、意義、なぜ。意義は、人は活力の

源、これ何回も言っておりますが、理想はやっぱり騎馬方式だといいんだね。ただ、

これ今、国では騎馬方式から肩車方式になると言っているんでしょう。肩車方式にな

ってからは、これは担ぐほうが容易でないんだと。だから、それぞれの自治体、これ

特色はなくちゃならないけれども、少なくとも、やはり私の考えは、高齢化率という

のができれば２５を超えないような努力はしなくちゃならないなと。長生きして悪い

っていうんじゃないですよ。堂々と、これは苦労してきたんだから長生きしていいで

すよと。そのためには支える人口４分の３は必要である。だから、その目安として分

かりやすいのは、玉井小学校、大山小学校、しっかりと学校経営の継続できる児童数

を確保する。これは至上命題であると、こう信念としてやってきたんです。だから、

結果的には、そこかしこに住宅等が出来て、そしてそれ相当に若者が住んでくれるか
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ら、だから学校にこれ生徒数が相当入っておりますね。これ、もしそこかしこに出来

る住宅等がなかったならば、いったい今の小学校の生徒数はどうなんだろうなという

ことになるんだよね。これは、いろいろあります。例えば、２０歳から４９歳まで、

調べてみると１,３００人のちょっと縁の遠いような方もいる。だからといって、こ

れをすぐというわけにいかないんです。結婚できるかというとね。やっぱり自治体は、

この待っていられないものについては、やっぱり即手を打たなくちゃならない。時間

のかかるものもあれば、即手を打たなくちゃならないものもある。だから、意義とな

ぜというのはずいぶん言ってきたつもりでありますが、そういうために、これは過疎

というふうな位置づけにならないで、大玉村は県北の中でも３町村の中に入っており

ますよと。これ、もしやらなかったならば、やはり過疎というふうなことに位置づけ

されるのではないですかと。だから、そういう意味では、今のところは２５を超えな

い。なんとか両小学校も経営の継続ができる。これは議会等のご理解もいただいて今

日まで進めてきましたが、これはやはり間違いではなかったなというふうに思ってお

るわけであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 何回も聞かされていた、その意義について篤と伺いました。ただ、

新聞と広報によりますと、１月の人口、対前年同期１００人以上の減ということであ

りますが、これらの原因について、どういうふうに理解されているか。要するに、震

災による避難だとか重要なことでそうなっているのかどうか、それらについて伺いた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

今回の減、前年度に比べて１０８人の減というような統計資料が出ております。こ

の中身で見ますと、出生、自然動態については減少傾向が例年どおりというような形

で、全体的に自然の増減では大体４０～５０人ぐらいは減のほうが多い。それから、

社会関係の社会動態でありますが、これらについては、やはりどうしても原発事故関

係の中で避難されている方、そういうものが大きな要因となっているというふうに考

えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、現在の高齢化率について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２月末現在２３.６４７％でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ２２％台でありました。今の答弁ですと、２３.６４、１月末で確

か２３.６２という状況だったと思います。つまり、こういう状況でありますが、２２か

ら２３.６４、今後どういうふうな高齢化率で推移するというふうに予測できるのか、伺

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） これは何も手を打たなければ、今人口の関係のいちばんの減は自然

減もありますが、やはり転出という、これはやっぱり事故の関係の影響が大きいと思

いますね。しかし、今年の１月１日と来年の１月１日と比較する。これどうなるか。

これはやはり放っておけば高齢化率は２５を超えます。２２.８ぐらいから２３.２に

なって、そして今これ、ごく至近距離の数字で今話されたような率でありますから、

構わなければこれは２５を超えるんですよ。したがって、今、大山小学校等にも住宅

のインフラの整備関係、これ支援をしております。あと今、玉井地区等にも計画があ

ります。それでもなかなか極端に人口構成のバランスが保てないなということになれ

ば、これはやっぱり行政力をもって考えていかなくちゃならないなと。だから、私の

言っているのは、そういう大きな基本の目標できているわけでありますから、やっぱ

り時と場合によっては、そういう目標が、あるいははみ出すときがあるかもしれない。

２５を超える場合もあるかもしれない。しかし、そういう基本線というものはしっか

りとやっぱり持っていかないと、自治体は、自治体力は、やはり人は活力の源ですよ。

過疎地域で頑張ってみたって、これはやっぱり活力に満ちた、将来に夢のあるなんて

いうことは、これは言えないんだ。やっぱり次世代に続く人がいればこそ、活力に満

ちた次世代の人間もしっかりいる。したがって、この地域はこういうふうな希望と将

来を描ける地域であるんだと、こう言えるわけなんです。だから、そういうことで、

人口構成というのは非常に大切なんです。そういうことで何回も言うようだけれども、

意義づけとなぜというのはそういうことなんだと。それから今言ったように、そうい

う目標を持っていても、やっぱりオーバーすることはありますよ。これはやっぱり、

そのときの変化だからね、しかし、その辺をやっぱり見据えて政策はぶっていかなく

ちゃならないということが大切だと思うんです。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 政策的にそれは私も認めたいし、認めます。ただ、おれ言いたいの

は、じゃ現在はどうなんだ、現実はどうなんだと。現在はこうなんだよということも、

やっぱり言っておかないと、上だけ見られちゃ困るということで、まず１月の段階は

そういう状況になっていると、そういうことを踏まえて、この住宅誘導政策もやって

もらいたいなということからでございます。

次に、増加策でありますが、大玉村住宅誘導インフラ整備に関する要綱により、宅

地造成促進地区や定住促進特別誘導ゾーンを設けて、良くいえば重点的に社会資本の

整備をしてきましたと。今後の人口動態、あるいは攻略によっては、やっぱりそれら

の見直しも必要ではないのかなというふうに思いますが、その必要ありかないか、そ

れについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 昨年の１月１日と今年の２５年の１月１日に、先ほど人数申し上げ

たとおり、やはり減っているというのは、それなりの理由と根拠がある。これから先

どうなんだと。これもやっぱり状況を見据えていかなくちゃならない。月々の状況は

どうなのか、これはやっぱり見て、そして例えば転出増になる場合は、どういう要因
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なのかな、この辺も状況を踏まえながら、これはやっぱり対策を打つ必要がある。だ

から、これらはそのときに応じた、ニーズに応じた、特に定住人口増加については、

これはやはりしっかりと目を見開いて、そして、やはりそれなりの対応策を講じてい

くということに尽きると思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 官民一体となって、効果的な定住推進策を積極的に推進する必要が

あって、要綱を作り、ネットワークという組織を作っているにもかかわらず、メンバ

ー内には村内の業者が参加していないということについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ８番さんにお答え申し上げます。

ご存じのとおり、宅地建物取引業法というのがございます。以前ですと慣例的とい

う表現はおかしいと思いますが、例えば私の土地を売りたいならば、私と買い手が契

約してきたと。それは厳密にいうと、この宅地建物取引業法に違反する。資格を認定

された者のみが、この建物土地の取り引きに携わることができるということでありま

す。したがって、宅地建物取引業法の認定を受けた業、すなわち宅建業者と俗称で言

ってますけれども、それらの方がこのネットワークに加入できる。大玉村には持って

いる方はおりますけれども、それを業とする人がいないということで、大玉村の中か

らはこのメンバーに加わっていないということであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） どのような事情があったとしても、村内の業者が参加できないよう

な組織で、他市町村の業者に、私から言わせると便宜供与と言われるような優遇策、

これは当然改善すべきだというふうに私は思っております。ですから、村内業者も参

加して、住宅誘導インフラ整備に協力していただけるような、そういう施策、要綱の

改正求めますが、村長お伺いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは、今いったようにそれだけの働きをしてもらわなくちゃなら

ない。働きをするためには資格が必要なんだということであれば、今、副村長から話

あったように、資格のない者をなんでかんで、これやらせたいからといって、やはり

免許証のない者に運転させるわけにはいかないんだわね。これはまして公の事業とし

てやるわけですから。だから、そういうものによっては基本的には村内でできるもの

は村内最優先、村内でやはり有資格者がいない場合には、これはやっぱり近接に場を

広げる、やむを得ないんです。やはり資格あるものにそれ相当の仕事をやっていただ

く。まして、これはやっぱり公共関係が絡むわけで、公共の事業でありますから、そ

ういうふうに理解をしていただきたいと思うんです。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 言っていることに対しては理解をしているつもりではございます。

ただ、村内業者が直接関わって協力できないようなことでは困ると。ですから、でき

るだけ村内の業者も参加し協力できるような方法、これを講じていただきたいんだと
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いうふうにお願いをしておきたいと思います。

次に、スマートシティとかコンパクトシティなんて言われておりますが、大玉村で

これらの構想を当てはめようとすると、なかなかそうはいかないと。これらその実現

しやすい条件について見てみますと、やはりそれらに該当するような状況ではない、

本村においては。でも、現在の人口動態を勘案すると、今後少なくとも１５年間は高

齢化率はどんどん上がっていくと思うんですよ。私が言うまでもなく、１００人台で

例えば１０人とか２０人の６５歳以上になる人が毎年毎年１５年間は増えていく。し

かし、じゃ自然出生として産まれてくる人はというと６０～７０人台と、こういうこ

とであれば、当然そのままいけば高齢化率は上がっていくというふうに思います。で

すから、そういう状況を政策的に高齢化率を上げていかないんだという政策が具体的

にあるとすればともかくも、自然に増減を勘案して推計すれば、当然高齢化率は上が

っていくと。であれば、そういった高齢化率の上がったまちづくりというものは当然

あってしかるべきだろうというふうに思っております。ですから、このスマートシテ

ィとかコンパクトシティ構想、これらの理念、概念は活かされるというふうに思うん

ですよ。ですから、こうした理念を確たる設計したうえで、大玉村の定住人口増加施

策を進めてもらいたいということでございますが、これらについて伺いたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

スマートシティ、コンパクトシティ、一部都市政策として現在実証実験、あるいは

導入を試みている都市もあるわけでありますが、今おっしゃられるように、いずれの

構想におきましても効率的なエネルギー、それから社会インフラの活用というような

形で大変興味、大いに期待できるものというふうに考えております。こういう理念に

ついては、大玉村の定住人口増加対策、それから再生可能エネルギーの利用推進、こ

ういう面でこの理念については大変参考にできるものというふうに考えており、今後

発足する推進協議会、そういう中でも当然こういうふうな理念は取り入れるべきとい

うふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、個々の空間線量の測定について伺います。

まず、村有の線量計がどれだけ保有されているのか、それぞれ伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えします。

まず、空間線量計でございますが、ホリバ製作所ラディ７１台、それから日立製作

所、同じく空間線量計です。ＮＥＩシンチレーションサーベメーターが６台、それか

ら、次が放射性物質の表面汚染測定器、日立製作所のＧＭカン７台と、寄贈いただき

ましたオーストラリア製のＧＭカン、ガンマソニックというあれですが、これが２台、

それから積算線量計、パナソニック製の５００台、これが現在保有しております空間

線量計等の内容でございます。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ほかの課ではそれ以外に所有はしてませんか。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 先日の新聞ですが、本宮ライオンズクラブから高額な放射性測定器

を寄贈されたという記事が載っておりました。大変有り難いことだというふうに思い

ます。そこで、これらを含めて現在の活用の状況について、その実態について伺いた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

寄贈いただきましたものは、最近いただいたものについては、放射性物質の表面汚

染測定器、いわゆるＣＰＭを測るものでございます。これらについては、空間線量計

と一緒に今、作業現場ですか、こういったところに出かける際に使用しています。そ

れから各定点の観測点、これらについて空間線量計、それからＧＭカン双方を活用し

ております。あと、空間線量計については、今、機械の補修が終わりまして、まだ行

政区ですか、これらに従来貸し付けていたものについては、計測器の補正を行いまし

て貸し付けをしているところでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 既に実感していると思うんですが、あるとき放射線の測定器、文科

省で定置のやつ、測定して表示されているのがありますよね。あそこにハンドタイプ

というのか、もって歩ける線量計を２つ持っていったわけですよね。この３つの線量

計の数値、これそれぞれ見てみました。１４か所ほどやったんですが、定置、固定さ

れているものがいちばん高く表示されたのが１か所。あと、そのうちで１４か所中９

か所がいちばん高く出たのが、その文科省のラベルの貼ったやつ。あと、とにかく３

つ、１４か所同じ数値は全然出なかったと。それは当然で当たり前だというかもしれ

ませんが、それ測り方もあると言われるかもしれませんが、とにかくそういう状況で

あると。そういう状況であることを踏まえれば、いろんな機種をあちこちで使って、

そして、あそことここを比較して高い低い、こことあっち比較して高い低いなんてい

うことは考えないほうがいいんじゃないのかなと。そういうふうに考えていると、な

んか意味がなさそうな気がするの。ですから、これだけの線量計、機器があって、し

かも高価なものがあって、それを今後利用していくときに、どういうふうに利用した

らいいかということだと思うんですよ。だから、１つのものをあちこちやるよりは、

むしろ固定して、その１個なら１個の線量計はそこに固定しちゃって、そこの線量が

高くなった、低くなっただけを測って、よそとの比較する数字じゃなくて、ここのも

のだというふうなことでやって、現在あるものをもう１００％村内にお願いして測っ

てもらうような方法もいいのかなというふうに思っておりますし、とにかく、ただあ

るけれども使わなかったではもったいない。ですから、これを１００％使えるような

システム、方法をきちっと考えてもらいたいと思いますが、それについて伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。
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○住民生活課長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

８番さんがおっしゃるようなことも当然考えていいのではないかと思いますし、今

現在、放射線量を測るというのは、どういう意味合いがあるのか。やっぱり放射線に

対する住民の不安というのは、依然としてあると思うんですよね。２３年の３月以降、

なかった時間がありました。やっと入ったのが６月時点で、その時点からすれば、ず

いぶん下がりました。下がったけれども、昨日からいろいろ議論がされていますけれ

ども、やっぱり測定して、それぞれ感受性は、受け止め方は違うと思うんですね。低

い高い、広報でも出しておりますけれども、上がっているところもあったりします。

そういう目安としてやっぱり示すということが正しいのではないかと思うんです。情

報を提供していく。そのために測り続けてやっぱり情報を提供する。受け止め方は様

々です。しかし、自治体として今不安、皆さん線量に対する不安があるわけですから、

それを測り続けていくというのが今、行政の最大の責務ではないかと思います。もち

ろん、各行政区にも３台ないし２台、３台と人口規模によって区長さんを通じてお願

いしているわけですから、皆さん方自身も身近なところで測るという行為をやっぱり

していっていただきたい。そんなふうに考えております。

あと、誤差については、やはり機械ですから、それぞれ誤差があります。機械の許

容範囲もございます。最近では、今度新しく使っていこうと思って考えている、いわ

ゆるＧＰＳシステムと連動した放射線量計、こういったものも出来ていて、それこそ

１枚の田んぼの中でも線量の高いところ、低いところ違うわけですね。しかし、これ

は歩いただけで秒速で全部出てきます。これとラディを使った場合にどう違うんだと

いうふうな話にもなりますけれども、それは１割とか１５％ぐらいの誤差は承知のう

えでやっぱりかかるべきだと。ただ、傾向をどうつかむかというのは測り続けていく

ということが非常に重要だと、このように考えています。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） その放射線量の測定器、これは各行政区にあります。使ってくださ

いとなっても、なかなか使ってくれないと思うんですよ。ですから、もう村で、あな

たはこの線量計をお願いします。だから毎日、無理だったら２日に１回、３日に１回

でもいいから、とにかく時間をきちっと明記して線量計を書いておいてくださいとい

うような形でやらないと、記録として残らないと思うんですよ。いちばん大切だとい

うふうに思うのは、要するにこういうことをまず今後あるとは考えないほうがいいと

思うし考えたくない。でも、万が一、万々が一あったときに、我々の記録というのは

非常に参考になるんじゃないかなと。例えば今から何百年前、大玉でこうだった、あ

あだったときに結果的にこうだった、１年過ぎたときこうだった、２年過ぎたときこ

うだった、そういう記録的なことで貴重な資料として私は必要だと思う。だから、せ

っかくこれだけの機械、器具が揃っているんだから、その線量計をまず十二分に活用

していただきたい。要するに遊んでおくような機械は置かないというようなことでや

ってもらいたいなというふうに思います。

次に、生活圏の森林除染について伺いたいと思います。先日の新聞によりますと、
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汚染状況重点調査地域の除染実施状況、２４年１２月時点として載っておりましたが、

本村の生活圏の森林除染は計画、発注とも白紙でありました。未定なのか、あるいは、

県農林地再生対策室が実態を把握していない結果でそのようになったのか、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） ８番さんにお答えいたします。

実際は森林除染やっています。考え方の違いというか、例えばイグネでも地目が山

であれば宅地除染ではできないんですよね。でも当初の段階では、引っくるめて、そ

ういう公図を見てどうのこうのじゃなくて、やっていました。歩掛りとか相当違うん

ですけれども、これは県、環境省とも協議して、今更山にわっちゃけとかいう話では

ないので、宅地除染として取り扱っていただくというようなことで決着ついています。

今後１５区あたりについては、森林の分野は分けております。今後出てきます。やら

なかったのではなくて、やっていたんですけれども、取り扱いのちょっとした見解の

相違で住宅除染でやったので、あらかじめ森林除染の設計に組み込んでいなかったた

めにゼロということになってます。あと、そのほか神社・仏閣等についても手がけて

います。したがって、それらは工事発注としてやっている部分じゃなくて、事務費と

してやっている部分なんですね。作業員がやっている。そういう面積についても、お

いおい資料として出せるものは県のほうに報告していきたいというふうに思っていま

す。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 私の聞き違いだったら訂正していただきたいのですが、前の答弁で、

住宅から２０メートルのもの、要するに生活圏の森林ということで８万２,０００ヘ

クタールほどあるということでございましたが、この８万２,０００ヘクタールとい

うのは、どういう場所を言われてのことなのか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、前に答弁した記憶があるわけでありますが、８万２,０００

ヘクタールの打ち合わせというのは、国直轄分が３万５,０００ヘクタールあるんで

す。これは国直轄。直轄ですから双葉地方になりますね。それから、あと住居等近隣、

この中に２０メーターうんぬんというのが３万８,０００ヘクタールというふうに見

ているんです。そして、あと荒廃森林等といって約９,０００ヘクタール、これをト

ータルすると８万２,０００になるんです。だから、除染の必要面積は２６万５,０００

と言いました。そこから８万２,０００を引くと、残りの１８万３,０００ヘクタール

は、これは要するに対象となる、除染対象となる民有林ですよということをこれは県

のほうの試算として打ち出しているわけですね。そういうことで、実証林のやってみ

たり、我々もこういうことなんだべと、これだけ汚れているんだべと、これだけのベ

クレルだべと、それでいいのかと、こういうことで迫っているわけだ。そういうこと

で、ようやくこれ本腰入れて、それぞれ今調査して今日まで、しかし、森林のこうい

うことを土台にして言っているんだが、まだ具体的な除染のガイドラインは出てきて
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いない。８万２,０００ヘクタールの今質問出ましたから、これは先ほどの答弁とも

関連していますから、そういう内訳だよということであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、大玉村で生活圏の森林除染をしなければならないという生活

圏の定義、そして、その面積等々について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 生活圏の定義によって相当違ってくると思いますけれども、

面積は具体的には把握しておりません。民有林は２,０００ヘクタールとなってます

が、２,０００ヘクタール全部というふうには考えておりませんで、森林除染に関し

て生活圏の定義については、やっぱり面積は明らかにしていかなくちゃならないと思

いますけれども、やっぱり居住地とその周辺で恒常的な生活行動の場所、これをどの

ように設定するかというふうになります。２０メーターでは不十分ですよというのは

当然なんですけれども、それは例えば、玉井神社とか神原田神社、住宅から２０メー

トルとなると必ず余るところが出てきます。そういうふうに居住地内の森林について

はすべてカウントしていく必要があるのではないかというふうに思います。

それから、当然、国の環境再生懇談会とかでも協議している範囲の問題、レクリエ

ーション施設とかというふうにも出ました。例えば県民の森、これは国有林野ではあ

りますけれども、その国有林野のいわゆる県民の森としてキャンプとかレクリエーシ

ョンに使われている部分については、やっぱり面積にカウントしていく必要があるだ

ろう。面積は詳細には把握しておりませんが、そういう範囲ですから、かなり広範な

範囲になるのではないか。しかし、民有林の２,０００町歩までにはいかないのでは

ないかというふうに思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 生活圏の森林除染、これはやらなければならないと。これについて

その農地の境界から２０メーター、これも当然入ってくると思うんですが、それらも

当然、今後計算せざるを得ないというふうに思いますが、それらについてもきちっと

対応してもらいたいなと思いますが、それらについて伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 除染のガイドライン、これ最近のものは１２月末に出まし

た。正式にガイドラインの修正箇所について説明受けたのは、つい先日、２～３日前

です。その中でも森林については、やっぱり触れてないんですよね。国の懇談会につ

いても、昨年の８月以降６回ぐらい会議やってます。私も注意深くその中でどういう

議論されてきたのか見てきました。しかし、６回目以降については、議事録を公表し

ないと、こういう国の態度といいますか、そういう対応になっているんですよね。環

境省に対しても、我々関心を持ってやはり言っているにもかかわらず、検討の経過は

見えないというのはどういうことなんですかというような話もさせていただきながら、

範囲の拡大については大玉村ばっかりじゃなしに、福島県全体が求めているというこ

とで、ただ、その私たちも２０メーターなら、じゃ２５メーターに５メーター延びれ
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ばそれでいいのかという議論とかありますけど、やっぱり不安がある以上は、その不

安を解消できる範囲、これ、あいまいな概念かもしれませんけれども、常識的にやは

り皆さんここはやったほうがいいよねという所は、やっぱり対象に自治体の判断でさ

せてくれというのが今、国に求めているような中身でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この生活圏の森林除染、たまたま新聞には白紙であったということ

から関心を持ったところでありますが、生活圏の森林除染、森林については農地、畑、

田んぼ、あるいは生活道路等々から２０メーターはこの範囲内だということでありま

すから、それらを頭に入れて、今後、除染計画をきちっと立てていただきたいなとい

うふうに思います。除染については、今後とも大変な作業になろうと思います。しか

しながら、より早く、そして、より多くを望むところであります。ということで、望

んで一般質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で８番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第５号「大玉村指定地域密着型サービス事業者等の

指定に関する基準を定める条例の制定について」を議題といたします。

質疑を許します。１１番。

○１１番（遠藤義夫） この条例なんですが、高齢化社会には介護サービスは当然必要な

んですが、この中でサービス事業者にもし問題が発生した場合、村では申請というか、

指定を取り消すことはできるのか、また、どこまで権限が及ぶのか、お尋ねします。

○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。

今回、権限移譲というようなことで、介護保険法の中で村で条例で定めるというよ

うな規定に基づきまして、今回条例で定めるものでございますけれども、村で法人と

いうようなことで指定しておりますので、当然、解除もできるというふうに思ってお

ります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これの事業者を指定することによって、新たな村の責務が発生する

のかどうか、発生するとすればどういう責務か、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えします。

村で事業者を指定するということでございますので、当然、監督義務というのが発

生してくるというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 介護保険法、これは３年に１回の見直しの年になっているのかなと

いうふうに思っておりますが、この第３条の中で法人とありますが、この法人という

のはどういう法人なのか。例えば社会福祉法人、又は有限会社、株式会社、いろいろ

とあると思うんですが、それを全般について言っているのか、お尋ねします。
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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） ５番議員さんにお答えいたします。

法人ということであれば、当然、その全般的な法人ということにはなるわけですが、

介護保険法でうたっている目的、そういうものに合致した法人というふうに理解して

おります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第３、議案第６号「大玉村指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備、運営に関する基準を定める条例の制定について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第７号「大玉村指定密着型介護予防サービス事業の

人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の制定について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。
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お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第８号「大玉村新型インフルエンザ等対策本部条例

の制定について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） ここでいう新型インフルエンザとは、今まで聞いたことがあるよう

な例えば香港Ａ型とかというのが、感染発症したここの新型インフルエンザに適用す

るのかしないのか、伺いたいと思います。

それから、西湖型インフルエンザについては、どういうふうに対処されるのか、こ

の条例でどのように対処されるのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ８番議員にお答えいたします。

新型インフルエンザということでございますが、昨年来、発生しておりましたイン

フルエンザ、新しいものについてのみ１年間を過ぎると新型ではなくなるというよう

なことですので、今までになかったインフルエンザについての規定ということになり

ます。

西湖型ということでございますが、型が同じだということであれば旧型ということ

になりますので、別なものという概念でお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第８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。

◇ ◇ ◇
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○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後２時４０分といたします。

（午後２時２１分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後２時４０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第９号「大玉村が管理する村道の構造の技術的基準

等を定める条例の制定について」を議題といたします。

質疑を許します。２番。

○２番（押山義則） これまでも村が管理する村道については、管理基準があったと思う

んですが、この改めて定める条例の中で、これ変化している部分というのは、変わっ

た部分どこなのか、お示し願います。

あと、高齢者移動円滑化のためのなかで高齢者、障がい者とかのバリアフリーとう

たっているんですけれども、村内でも４号国道横断しているトンネルの中なんていう

のは、そういう対象になるのか、その辺も改めて伺います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをいたします。

村で今、村道を管理している管理基準等が変わった点があるのかということの質問

でございますが、管理基準ではなくて、今回のものは道路法の、道路法３０条の改正

に伴いまして、いわゆる道路の新設並びに改築等を行う場合には、道路の構造を定め

る道路構造令というのがございます。今回の道路法第３０条の改正に伴いまして、道

路構造令の基準を参酌して市町村の条例で定めるというようになされたものに伴って、

その必要性から今回条例として制定するものでございます。なお、構造令につきまし

ては、道路の幅員、あとは交通の状況、それらを勘案しながら、設計速度、設計速度

が決まれば勾配、幅員、そういったもろもろのものが決まってきます。それらについ

て定めるものでございます。

なお、移動円滑化については、バリアフリー、４号線の地下歩道ですか、そういっ

た部分も該当するのかということでございますが、４号線の地下歩道については、あ

る一定の勾配を取りながら、途中に平らなステップを付けております。そういった部

分も移動円滑化の基準に合致しているものというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） そうすると、この幅員とか線形とか勾配、路面もろもろ、これはあ

くまでも基準というのは国か県の方針に従うということですか。それとも村独自に定

められるというふうに解釈してよろしいんですか。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 再度２番議員さんにお答えをさせていただきます。

道路構造令で定める基準を参酌してというふうに道路法の３０条で示されておりま

す。当然、例えば例を申し上げますと、大玉村の道路の基準と、それに接する例えば
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本宮市道と二本松市道なんかが極端に違うような基準を作った場合は、果たして道路

法２９条に規定する安全な構造でなければならないという原則に反するようなことに

なりますので、基本的には道路構造令で定める基準を準拠するという形で作りたいと

いうふうに考えております。なお、道路構造令に関しましては、種別として１種、２

種、３種、４種、この４種類がございます。その中でも、１種、２種につきましては、

高速自動車国道、自動車専用道路が該当します。３種、４種につきましては、高速道

路、自動車専用道路以外の道路がその他の道路になりまして、地方部が３種、都市部

が４種と。その中でも設計速度等に応じて１級から５級までの格付けがなされており

ます。国道に関しては、３種１級がございますが、市町村道につきましては、３種２

級から３種５級の基準となっております。これらについて該当する箇所、いわゆる道

路構造令で高速道路とか自動車専用道路、そういった部分を除いた部分で規則として

定めたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） この条例は、高齢者、障がい者移動等の円滑化というように第１条

でうたっておりますが、いわゆるユニバーサルデザイン、バリアフリーと今おっしゃ

られました。いわゆる段差、道路の段差をなくすということだろうと思いますが、１

から１０番までカッコありますね。段差というのは４番の勾配ということで理解して

いいのかどうかですね。

それから、新道、旧道いろいろありますが、今ほどの説明によりますと、新道・旧

道を問わないということだそうでございます。それで、これを円滑化するためには、

歩道というのが絶対条件でないのかなと思いますね、歩く場合にはね。ところが本村

の場合はまだまだ歩道は設置されているところもだいぶあるんでございますが、まだ

まだ少ないというふうに感じております。今後やっぱり、これを条例と一緒に歩道設

置に早急に着手しなくちゃならないのではないかなとも考えられますが、やはり車道

ではこれはどうにもならないと思うんですね。その辺の考え方についてお尋ねいたし

ます。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをいたしたいと思います。

ただいまの質問に関しましては、移動等円滑化関係第４条に関することだと思われ

ます。先に勾配といった部分もありましたが、基本的には、その道路がどういった方

が利用するか。移動円滑化法に関しましては、いわゆる障がい者、高齢者、この方た

ちの移動円滑化に資するべき基準でございます。今おっしゃられたとおり、歩道の必

要性については十分承知しておりますが、その利用形態、いわゆる通学路とか、あと

住宅が連担しているような場所、そういった場所については、当然歩道は考えていか

なくちゃならんだろうというふうに考えております。また、いろんな村の土地利用の

関係で、今後そういうふうになるであろうというところに関しましても、計画に基づ

きながら整備することは考えなくてはならないのではないかなというふうに考えてお

ります。以上でございます。
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○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 第２条関係で、あくまでこの新設改良というときにのみ対応しよう

として考えているのか。あるいは法２９条に規定する構造を原則に反している道路に

ついては、積極的に改良していくんだというふうな考えの下の条例なのか、それにつ

いて伺います。

また、法３０条３項で、政令で定めた基準を参酌してとありますが、村で定めるそ

の規則の準則のようなものは一緒に流れてきているのかどうか伺います。

それから、３条関係で、内閣府令、国交省令で定めるところを参酌してとあります

が、その定めに合致しないものが現在あるのかどうか。あるとすれば即交換というふ

うな対応を取ろうとしているのかどうか伺います。

それから、第４条、これも主務省令で定める基準を参酌してというふうになってお

りますが、この参酌するための準則、これらについても一緒に来ているのかどうか伺

います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをいたしたいと思います。

３０条関係の政令で参酌してということで、準則は流れてきているのかというご質

問でございますが、準則については流れてきておりません。

あとは、標識令関係でございますが、合致しない標識が今あるかとおっしゃられれ

ば、合致しないものはございません。すべて合致しております。

移動円滑化関係でございますが、これにつきましても参酌するとありますが、準則

等は流れてきておりません。以上でございます。

再度お答えします。２条関係、道路構造令関係につきましても、流れてきておりま

せん。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 再度お願いします。

要するに、２条関係で新設を改良時にのみこの２条を対応していくという考えなの

か。あるいは現在構造的に欠陥があるというようなところを積極的に条例で改良して

いくというふうな考えを持っているのかどうかということでお願いします。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 大変失礼いたしました。８番議員さんに再度お答えをさせてい

ただきます。

条例にうたったとおり、新設・改良を対象としております。なお、田んぼの中の道

とか、そういった部分に関しましても、いずれ必要な部分については拡幅改良等が必

要になってくる場合があると考えております。その場合、道路構造令というのは細か

くうたってまして、舗装に関しては真ん中を高くして、いわゆる２％勾配で両側に転

ばすと、いわゆる排水対策ですが、その舗装部の切れ端から、大変失礼しました。外

側線ですね、白い線を引く場合は、そこから舗装の切れ端まで一応最低で５０センチ、

その外側に保護路肩として５０センチとかという、そういう細かい部分も道路構造令
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の中に決まっております。以前、今の幅員の中で現実的に田んぼの中の舗装道路なん

かは外側線を引くことが果たして可能かどうかという部分もございますですし、基本

的にはやはり構造令に合致した道路ということになってくれば、いわゆるやはり改築

・新設、あとは部分的に改良、そういった部分が対象になってくるというふうに考え

ております。以上でございます。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。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９号を採決いたします。

本案を、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第１０号「大玉村議会の議員及び大玉村長の選挙に

おける電磁的記録識投票機による投票に関する条例の一部を改正する条例について」

を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 改正後には、２５年４月１日以降の当分の間ということでございま

すけれども、当分の間とはどの程度の期間をいうのか。また、これは使わないし、全

国的にも普及されてないというのが皆さんご承知のとおりでございますので、廃止す

るというふうな考えもあるのか、同時に伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 提案理由の説明にも申し上げました。今、震災を最優先という考え

方で、そうした事情等も踏まえ休止をすると。選挙管理委員会等もそういうふうな考

え方でございまして、それを受け、当分の間は休止をするという提案理由の説明のと

おりであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。
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（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第１１号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第９、議案第１２号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第１３号「大玉村重度心身障害者医療費の給付に

関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 簡単に伺いますけれども、対象者は何人なのか。

あと、それにかかる金額はどの程度なのか伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。

重度心身障がい者の対象者ということですが、現在、手もとに資料ございませんの

で、正確な数字等はちょっと申し上げられないです。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） なんか、以前「害」という字の変更をやった、あるいは聞いたよう

な気がするんですが、条例を見ると、まだこれなんですが、これでいいのかどうか確
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認したいというふうに思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） 障害の「害」という字でございますけれども、法令上、

法律名上は漢字の「害」というものを使用しておりますので、法律上はそういった形

で対応しております。

また、福島県におきましては、害はひらがなで表記するということでございますの

で、そのように県で使用する場合はひらがなを使用するというようなことになります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 法律を直すというわけにはいかないけれども、これは条例なんだか

ら、うちのほうでは、じゃひらがなにしてもいいと、問題ないということでいいんで

すね。だとすれば、そういうことに提案したいと思いますが、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） お答えいたしますが、引用しているために結局法律名を

そのまま使用せざるを得ないということで、直せない状況であります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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１３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） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ散会

いたします。ご苦労さまでした。（午後２時５９分）


