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平成２５年第４回大玉村議会定例会会議録

第５日 平成２５年６月１０日（月曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 鈴 木 康 広 ２番 押 山 義 則 ３番 武 田 悦 子

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

７番 佐 藤 誠 一 ８番 遠 藤 文 一 ９番 佐 原 吉 太 郎

１０番 須 藤 軍 蔵 １１番 遠 藤 義 夫 １２番 佐 藤 悟

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

な し

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

総 務 課 長 遠 藤 勇 雄 企画財政課長 武 田 正 男

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

会 計 管 理 者
農地再生室長 武 田 好 広 佐 々 木 正 信

兼 出 納 室 長

教育総務課長 菅 野 昭 裕 生涯学習課長 作 田 純 一

農 業 委 員 会 アットホーム
溝 井 久 美 子 中 沢 武 志

事 務 局 長 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

追加議事日程

議案第４１号 大玉村教育委員会委員の任命について
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本

日の会議を開きます。（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日、傍聴に菅野博さんがお見えになっておりますので、ご報告申

し上げます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、一般質問を行います。

２番押山義則君より通告ありました「被災者向け公営住宅建設への対応を伺う」ほ

か３件の質問を許します。２番。

○２番（押山義則） ２番押山義則です。議長の許可を頂きましたので、通告に従いまし

て、平成２５年６月定例議会の一般質問を行います。

まず、冒頭、先頃の新聞報道や昨日の村長よりの話ございました。今期限りでの村

長の勇退表明、３月の定例議会に私の一般質問で、このような社会情報の下、経験豊

富な浅和村長の続投要請に対して、然るべき時期の態度表明と言っておられましたが、

今期限りでの引退の意思が固いようで残念でありますが、長い間ご苦労様でございま

した。改めて感謝を申し上げます。

さて、浅和村長に対しての一般質問を今回が最後ということで、いささか複雑な気

分もございますが、よろしくお願いを申し上げます。

まず、被災者向け公営住宅の建設についてというテーマで伺います。大震災から２

年３か月余り、復旧、復興が急がれております。スピードが大変求められております

が、思うように進まない状況で、特に相双地区それぞれの自治体、仮の町の整備も簡

単でなく、被災住民の皆さんふるさとに帰れないまま仮設住宅の不自由な生活を続け

られている状況、心よりお見舞い、同情を申し上げるところであります。さて、その

ような状況下でありますが、過日の新聞報道や５月の全員協議会の席で課長からも大

玉村に対して、被災者支援のための公営住宅、復興住宅という名前を使っております

が、建設要請が公式、非公式にあるとのことで、また、５月の末には当局を含めた４

者会議も行われたとの話も伺いました。また、昨日は第２回長期避難者などの生活拠

点の検討のための協議会、県知事とか復興省が出席の下で行われて、大玉村も出席す

るように伺っておりますが、まず、この内容の事実確認と、村としてどのような対応

をされておられるのか、どういうおつもりなのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 被災者住宅につきましては、同じ県民であります。仮設住宅も引き

受けているという状況下でございますので、大玉村としては、これは協力はいたしま
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すよと、このように申し上げてきました。具体的なこと等については、５月３０日に

事務レベルで打ち合わせをいたしております。また、昨日も協議会があったわけであ

りますが、昨日は実は私結婚式のために、同時刻のために出席できませんでしたので、

副村長に出席をしていただきました。そうした具体的な内容と、こうしたこと等につ

きましては、副村長の方から答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ２番さんにお答え申し上げます。

４者協議並びに昨日の長期避難者等の生活拠点の検討のための協議会等の内容につ

いて申し上げます。

まず、大玉の姿勢としては、先ほど村長申し上げましたように、災害公営住宅の建

築については受け入れるという基本的な考え方であります。戸数等につきましては、

４者協議の中で約８０戸ぐらいかなという、富岡、あるいは復興庁のほうから話がご

ざいました。ただ、確定につきましては、今、災害公営住宅の入居希望者の意思確認

の調査をしているということでありますので、８０戸が何戸になるか、まだ確定して

ございません。昨日の会議の中でも、それぞれ各受入れ市町村の方から、そういった

確実な住民の皆さんの意思調査を早めに行っていただきたいと。そうでないと、受入

れる側としてはどのぐらいの戸数か、それによってはどのぐらいの面積なのかという

ことで、今、ご指摘のとおり早急に建築しなければならないという状況でありますの

で、それらが早めに確定してほしいという要望を出されたわけであります。大玉とし

ては、場所的には、今の安達太良仮設住宅の敷地内という考え方を持ってございます。

事業主体につきましては、復興庁、あるいは福島県、あるいは大玉の例を申し上げま

すと富岡町、大玉村、どこを主体にするかはまだ決まってございません。復興庁の考

えですと、いずれの主体性も可能だということでありますので、内々村として受入れ

る場合に、村の主体を持つのか、あるいは富岡町さんがやるのか、福島県がやるのか、

いずれ４者協議、今月末も開かれる予定になっておりますので、その辺を詰めていき

たいというふうに考えてございます。

なお、その用地につきましては、村がやる場合以外は、すべて取得すると。したが

って、具体的に申し上げますと、福島県が事業主体でやる場合には、福島県が大玉村

の土地を買収して県が実施するということになります。したがって、その辺も長とい

ろいろ話あっているわけでありますが、結論的にはまだ出ておりません。どちらが有

効なのか、あるいは将来的に土地利用上、村にとって恩恵があるのか等々を考えなが

ら検討してまいりたいと思ってございます。

建築等の規模につきましては、今のところまだ確定してございません。まあ３ＬＤ

Ｋになるような話もあるし、入居希望者の希望等々をとりまとめている最中と聞いて

ございます。

それから、規模的にはどういうふうになるかは、昨日の会議でも田村市、いわき市、

あるいは福島市等々につきましては、私有財産につきましては、すべて仮設住宅に充

当しているので、今後、災害公営住宅を造る場合は、民有地を買収せざるを得ないと
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いう状況でありますので、これらについてはその場所場所によって規模がかなり変わ

ってくるのかなというふうに考えてございます。

構造的には、うちの村長の方針でありますので、ＲＣでなくて木造、それも県産材

を使うという希望がございます。また、昨日の会議におきましては、それらの建築す

る場合につきましては、大手ではなくて地元、そういった建設業関係の方にも話がで

きるようにお願いしたいという要望もございました。そのほかにつきましては、いろ

いろと富岡町がやる場合も、あるいは大玉が実施主体になるのも、かなり規模が大き

いので、主体性は村、あるいは富岡町であろうと思いますので、すべて県の代行を考

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） 懇切丁寧な説明ありがとうございました。

まず、根本的に伺いたいのでありますが、昨日の復興局や関係機関からの要請内容

の中で、形なんでありますが、あくまでも仮の町構想の中での事業なのか、それとも

定住を含めた要請、その辺の具体的な話はどういうふうになっていたでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） あくまでも仮の町構想につきましては、もう皆さんご存じでしょ

うけども、特にいわき市さんの方から、そういう大規模なものでなくて分散型という

話もございます。したがって、復興庁が考えている仮の町的なもの、あるいは被災市

町村が考えている仮の町的なものは、やや難しいていう今日は、私、実感持ったわけ

でありますが、特に今でもいわき市さんに集中しているという状況の中で、交通渋滞、

その他インフラ整備が追いつかない。あるいは仮の町を造る場所的な、そういったも

のなかなか難しい。したがって、分散型と仮の町、集中的なものを今、並行して考え

ているというもので、復興庁のほうからは各被災市町村の考え方は尊重したいという

意見でございました。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 復興住宅、設定内容にもよるんでありますが、根本的に仮設住宅の

受け入れとは違うと私は考えております。仮設住宅の延長のような施策であってはな

らないと、そう思っております。そもそも今の仮設住宅、これはあくまでもこの設定

というのは緊急性があったために設定された用地でありまして、そう理解しておりま

す。私としては、今の苗畑跡地でありますか、あれはせっかくの大玉村にとって唯一

の広くまとまった土地であります。広くまとまった土地の利用を考えていただきたい

わけでありますが、ただ８０戸とかまだ確定しておりませんが、あとは５０戸とか、

そういう形。あそこに持ってくるというのは、ちょっと疑問に思っております。避難

先での復興住宅の整備と周辺の生活環境の整備、これあくまでも避難先自治体、大玉

村でありますが、大玉村のまちづくりの整合性を持って進める必要があると思ってお

ります。ある意味で復興住宅と言いますけれども、何年住むか分かりませんが、恒久

性が求められる建物であると考えております。村も都市計画マスタープランの中で、

村のそれぞれ住宅地とかなんかのゾーンは決定しております。村の都市計画に沿った
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用地設定がなされるべきだと考えるのでありますが、村長どうでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今までの事務的な関係等については、先ほど副村長から答弁したと

おりであります。私は強く要望しているのは、まず、戸建てにしてくれないかと。仮

設でもって大変これはプライバシーが守られなかったと。これをまたＲＣとかね、そ

んなことでなくして、戸建てにしてくれないかと。第２点目、県産材を使ってくれ。

木造づくりにしてほしい。そうすれば木造の業界関係にも、これは大変プラスになる

だろうと。それから３点目には、事業主体、この事業主体が結局土地を買収すること

になるんですね。県にやってもらえば県が買収することになります。それは、私とし

ては、そういうことをやって今度また払い下げしてもらう。そういうややこしいこと

をやるんだったらば、事業主体は大玉村自体でやるのが一番良いと。県に売ったり、

また、払い下げを受ける。そんなことをやりたくないなと。しかし、そういうあとは

それから予算の関係、これは戸建てにした場合も、ＲＣも１戸当たりいくら予算を示

してもらえれば良い。大きさ、これも示してもらえればよろしい。設計の内容、こう

いうこともモデル的なものを示してもらえればよろしい。やれると。そういうことで、

名実ともに協力はする。あとあと今度土地の問題等について、払い下げがどうのこう

の、そんなことはやりたくない。それがこちらの願望でありますが、ただ、相手のあ

ることでございますから、これからの詰めによると。そういうことで、あくまでも復

興、ちょっと長期に及ぶなというための被災者の住宅ということでありますから、あ

る程度プライバシーも守れる。そして、やがて大玉村のあそこの土地利用に馴染むよ

うな形ということであれば、あのようにしてしまえばやっぱり西部地区の住宅地域、

こういうことをやっぱり考えているということと思いますので、そういうためのまた

道路の整備等関係も引き受けることによって、そういうこともこれから第２弾、３弾

で付随してきますから、そういうことで位置づけをこれ今までの例えば都市計画のマ

スプランとか、村のそういう振興計画関係、そういうことはうたっておりませんが、

あの地域はやっぱりこういう状況変化によって、そのようにやっぱり考えていく必要

があるのではないかなと。そういうことで一応、これから国、県等に要望をしていき

たいというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 結局せっかく村も長い年月をかけて都市計画のマスタープラン策定

しているわけですから、やっぱりそのプランにのっとって村の将来というのは進めて

いってほしいなと考えております。

それから、この仮設住宅と先ほど言いましたが、復興公営住宅の振り分け、これあ

くまでも仮設住宅であそこに造ったわけですが、振り分けて違いは明確にすべきと考

えております。例えば被災住民に対しても、仮設住宅の延長で公営住宅の設計を考え

るというのは、これはあまりにもちょっと失礼なような気もします。復興住宅、少な

くとも何年居住するようになるのか不明であります。少なくとも快適で健康的な生活

環境が、こういう言葉を使うとあそこに住んでいる方もいらっしゃるわけですからち



- 20 -

ょっと難しい話なんでありますが、それから利便性、学校や交通状況、それから駅と

か学校とか医療施設、また、お店なんかとの距離とか、様々な条件を満足できる居住

環境の場所、これを設定すべきと考えております。そういった意味で村の都市計画も、

その条件を下に計画されているはずであります。その辺りどのように考えますか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほども申し上げました。あそこの地域は、都計上は住宅というふ

うなことには位置づけておりません。しかし、今回の仮設をこういうことでもって引

き受けました。現実にそのようなことでもって大々的に造成しました。こういう現実

を踏まえ、かつまた長期避難者に対して復興住宅をということで、これはやっぱり同

じ県民でございますから、大玉村に住みたいということにつきましては、この土地を

気にいって住みたいということについては、やっぱり協力をするのがやっぱり筋だろ

うと。そういうことになってくれば、現実的なことを踏まえて、位置づけをしなかっ

た都計のそういう見直し関係、これも実態に合ったようなことでする必要があるなと。

これはやっぱりコンクリではありませんから、そのときの世の中の状況、変化にやっ

ぱり対応した見直しと位置づけをと、こういうことをやっぱり柔軟に対応していく必

要があるのではないかなと、こういうふうに考えておるところであります。また、あ

の地域がそういう位置づけをして、学校の問題、あるいは交通の問題、どうなんだと

いうことでございますが、それは４号国道にも５分ぐらいで車で通ずる。また、比較

的そうその他市町村の阿武隈山系等と比較すれば、交通の便等には恵まれているので

はないかなと。また、大玉としても西部地域はどちらかというと人口が非常に過疎化

しております。そういうところに１つのやっぱり位置づけをすることによって、イン

パクトがあるのではないかなと。やがて例えば転出等、戻るようになっても、そこは

そのような位置づけで、あの地域のやっぱり活性化というものを将来的に図っていく

というのが大玉村のプラスになるのではないか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。考え方がそのようにある程度腹を括って

おられると、私どもの言ってみてもせんないことなんでありますが、ちょっと質問の

内容を変えますが、例えば副村長、会議に行ってこられたからいろいろ話し出たと思

うんでありますが、被災住民当事者に対しての各種住民サービス、もちろん納税とか

福祉とか今、村長からありました教育環境など、それをどのように住民に対して考え

ておられるか、理想案もあると思いますが。それから、現実は先ほども言いました仮

の町構想の中で被災者住民に対しての各種行政サービス、これに対しても現況そのも

のは治外法権のような状況があります。復興住宅という形でありますが、受け入れる

立場としての主張は明確されていると思いますが、すべきと思っております。あいま

いなまま訳の分からないまま仮の町だか、結局何年住むか分からないままで受け入れ

ることが、ある意味ではお互い不利益になりますので、この辺考えてほしいと思いま

す。 それから、もちろん相手に対しては失礼なことではあるのではありますが、こ

れから住もうとする住民の年齢層とか職業状況など、これらもしっかり考慮して対応
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すべきと思っております。その辺対応なくして進めて、後悔のなきよう、その辺は十

分議論を含めて対応してほしいと考えるんでありますが。村長。

○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。

昨日の会議でも、今、ご指摘の問題がかなりウエートを占めてございます。と申し

ますのは、大玉にも該当するわけでありますが、住所を移転しないで土地を購入し、

建物を建てて居住していると。となると大玉のサービスが行き届かなくなる。特にい

わき市の場合も先ほども申し上げましたように、半端な人数ではありません。となる

と、じゃ、納税はどうなるんだ、福祉はどうするんだという問題が出てまいりました。

昨日、総務副大臣も出席しておりましたので、それらの住所の問題、どこでサービス

をするのかという論点でありました。総務副大臣の答弁につきましては、個人情報、

あるいは個人の意思を尊重したいというので、個別に協議をしたいというのが結論で

あります。したがって、どこにこんなこと言うとおかしいのでありますが、大玉に住

みながら、例えば富岡だということになると、今、ご指摘のとおり、各種のサービス

はどこが主体になるのか。特に仮設住宅以外の方々につきましては、把握が難しい。

となると、どこでもその方についてはサービスしたいんだけれども、周知できないと

いう問題があります。避難受入れ市町村の大方の市町村の考え方は、今後、そういう

ことを解消するためには、避難の市町村と受入れ市町村の協議の場を持ってほしい。

そうしないと、いつまで経っても賠償の問題も絡んでくるんでしょうけども、住所も

はっきりした位置づけができない。で、サービスも、例えば大玉の例を申し上げます

と、いろんな面で連絡調整をして遺憾のないようにしているわけでありますが、富岡

主体でやっていると。したがって、大玉でこういうサービスをしたいんだけども、あ

るいはこういう周知をしたいんだけどもというものが遠慮しがちになってくると。そ

こで富岡と大玉が絶えずそういった協議をしながらしていれば、役割分担が明確にな

るだろうと。本当はこれは福島市長の強い意見でありましたけれども、サービスをし

たいんだと、市民と同じ扱いをしたいんだと。ところが、していいのか悪いのか、そ

ういうのが判断がつきにくいと。そういう問題を解消するためには、やはり受入れ市

町村と避難先の市町村、それが常にそういう協議の場をもって解決していくのがベタ

ーではないのかというのが、昨日、２～３の首長さんから出た話であります。復興庁

の場合は、それは良いことでしょう。ただ、早く住所の位置づけをしていただきたい

というのが狙いであります。したがって、大玉の場合は納税は別にしまして、福祉、

教育関係につきましては、絶えず連絡を取りながらやっておりますので、それは問題

がない。ただ、納税の場合は、昨日の総務省の見解ですと、なかなか難しいと。した

がって、個別に考え方を協議しましょうというのが結論でございました。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 今の副村長の答えたとおり、問題点は明確に浮き彫りになっていま

す。被災者の立場からすれば、確かに仮の町としてできるだけ共同での生活とか、１

つの団体としての住みたいのは分かります。確かに町の存亡にかかわることだと思っ
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ておりますから、それが望ましいんでしょうが、受け入れる自治体の立場としてはど

うでしょうかね。結局村の中に治外法権のような地域の出現は、決して好ましくない。

村の運営する立場では、やっぱり様々な問題、考えられないような問題が生じてくる

と思っております。その辺慎重にやっていただきたい。これはいくら聞いても相手が

あることだからせんなきことでありますが、結局村の姿勢としては結局そこをしっか

りとらえていただきたい。それから、先ほど村長からちょっと話ありました。復興交

付金でありますが、建設受け入れの自治体に対しても、建設用地周辺の整備可能とか、

そう言っております。そういうこともありますので、私は用地選定というのは、なお

さら慎重にすべきだと私は思っております。結局甘いえさと言ったらば失礼な話であ

りますが、結局あまり簡単に飛びつかないでいたただきたいというのが本音でありま

す。結局支援は確かに大切なんでありますが、それよりも村の将来というのはもっと

大切でありますので、その辺をしっかり踏まえていただきたいと、そう考えます。村

長改めて。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私は、こういうことを今まで主張してきました。あんまり言うとね

避難をしている住民に当たったりすると、なんだ冷たいなとこうなりますからね、言

わないできたんですが、最近は私ずうっと言っているんです。こうして貴重な土地を

提供して、いろんな面で気苦労をして、そして、同じ県民だからということでやって

いるんでないかと。そういうところに対して、何ら考えないんでないか、裏付けがな

いべと。というようなことを言ってきました。そういうことで、今度はそういう引き

受けているような自治体に対して、それらを加味した例えば引き受けの頭数１人つい

てどれだけとかというようなことで、それでは考えましょうと。それから、あとそこ

にそういう住宅ができることによって、今度は当然関連するそういう道路の関係とか、

こういうものも、これはある程度整理のようなこともこれを機会にやっていただくと。

そして、大切な将来的には、あのように現実的には仮設ができたと。そして、あれだ

け造成したんだということであれば、あの地はむしろこれを前向きに、これを転機に

前向きにあの辺の活性化策として結びつけていく必要があるのではないでしょうか。

やっぱり上の方あのままで良いのかと。やはりこれを機に良い方向にやっぱり活性化

に結びつける、そういう転機にすべきではないかというふうに考えております。まあ

十分この辺については将来の展望でありますから、私としてはそういうふうに考えて

おります。これを機にやっぱり活性化策の転機にすべき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。確かにおっしゃることは分かります。た

だ、あの苗畑跡地に仮設住宅を引き受けたこれまでの経過は、あくまでも緊急性とい

うことがあって、あそこを住宅地にするということは、まだ議論は我々議会の中でも

進んでいなかったと思います。ただ、緊急性、支援をしなければならない、その必要

性に迫られて設定したのが現実ではないかと思っております。その辺ももう少し考慮
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いただいて、慎重に進めていただきたいと思います。

それから、もう１点伺いたいんですが、長期避難者交付金でありますが、この受入

れ側に対しての内容の詳細というのは、どういうことなんでしょうか。結局補助率と

かなんかも。なんか完全１００％でないような、そういうことも伺っておりますので、

その辺どうなっているのでしょうか。

○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、先ほど村長が話した１人当たりいくらという、今まで特交に組み入れられて

きました。これについては分かりにくいと。どういう積算で、どういう内容が盛り込

まれてたのか、それが分かりにくいということで、村長はじめ、各関係機関で要望し

た結果、先ほど村長が申し上げましたように、じゃ、分かりやすく避難住民、簡単に

言うと仮設住宅入居者１人当たりいくら。その経費の内容については、交付税算定の

内容にしましょうということであります。分かりやすく言うと、消防費、消防関係と

かいろんな厚生関係、それぞれ人口割でいくらというふうに基準財政需要額を積算し

てございます。それらについてトータルで申し上げますと、今、普通交付税で算定さ

れている人口１人当たりの金額が７万６,０００円程度と、あと緊急に災害時のため

の経費、これが３万２,０００円ぐらいになっていると、積算されていると。これが

総務省試案でありますが。普通交付税で算定された１人当たりの経費から緊急的なも

の、災害等々で加算されるもの、それを差し引く。これ当たり前な話なので、残り４

万２,０００円程度になる。それを今回、はっきりさせたほうが良いだろうというこ

とで、今のところ４万２,０００円程度ということで、１人当たりに交付されるとい

うものであります。あと補助金等、今、村長が申し上げましたインフラ整備、環境整

備、生活環境の整備等々に要するだろうと。災害公営住宅建てれば、それぞれの人口

増、あるいは車両等、いろんな防災、あるいは災害等生活にかかわる問題であります

から、今の既設の村道、あるいは排水、水道、あるいは快適な生活を送るためには、

今、地域の方に大変お世話になってございますが、畑の利用、共同作業等々に、農村

公園、あるいは農園等の整備も必要になってくるだろうと。そういうものに対して補

助しますよと。補助の枠外については、特交で措置しますよと。したがって、ほぼ１０

割に近い数値になってくると。今、確定はしてございませんので、ちょっと申し上げ

られませんが、そういった内容で、受入れ町村については迷惑をかけないというのが

復興庁の考え方であります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、ありがとうございました。もろもろ伺いました。結局今の話

まとめますと、たぶんあそこに家建てます。周りに公園もできます。たぶん富岡の、

今のところ富岡ですか、８０戸、それぐらいの人が住みますか。やっぱりそこだけ１

つの城のようなものになりませんか。結局大玉村の中にそういう地域ができるのが良

いか悪いかは分かりませんが、ただ、現実として何度も言っていますが、治外法権の

ような場所が、我々は違うんだというような、そういうところが大玉村に出現すると
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いうことはやっぱり問題でありますので、その辺はもう少し議論を深めて、この用地

設定も含めまして、十分に議論していただきたいと思います。この項目これで終わり

ます。

次に住宅増、住民増、これも関連することでありますが、今、様々な形でいろんな

福島県内避難している方あたりから大玉村に土地に関すること、開発に関すること、

照会と言いますか、様々なオファーがあることは周知のことだと思います。しかしな

がら、大玉村都市計画の内容の開示手段と言いますか、これが今ひとつ不明確、不完

全というか、その辺は否めないんですが、誰でも分かる一目瞭然といっていない状況、

その辺をちょっとよそから来た人から不評であります。誰でも分かる。結局地図の公

示とかなんかないんですね。例えばまた、農振地区なんかも除外地との区別が定かで

ない。線引きの定義が分かりづらい。我が村、村長がおっしゃっておられた人口増、

住宅増、目標とするなら、目標に向けて、外に向けてのコマーシャルというか、分か

りやすいように、そういった線引きの定義もしっかり明示すべきだと考えますが。確

かに大玉村、都市計画区域内と言っても地域指定があるわけではないので、そこも考

えていなかったと思われるんですが、少なくとも集積図はございます。１筆ごとの色

分けとか、そういう形で表示しても良いんじゃないかと思っております。大したスペ

ースも取らないし、表示方法は様々と考えられると思いますので、その辺村長どうい

うふうにとらえるか。また、建設課長、事務的に可能かどうか伺いたいんです。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 都計マスプランとかね、こういうことについては、その都度住民の

皆さん方に周知をするということで、こういう冊子のものを個々に全部配るわけにい

きませんが、例えば概要版、こういうものは各戸に配布をさせていただいたり、ある

いはまた、これからより分かりやすくということで、その努力はしなくちゃならない

と思いますから、ホームページのようなもので詳細に分かるような、そういうことも

考えていく必要があるなというふうに思っております。なお、今までそうしたことに

ついて、概要版のこと私話しましたが、相当それなりに努力をして、住民に対する周

知をしてきた経過がございます。これにつきましては、担当課長のほうから答弁をさ

せます。

○議長（佐藤 悟） 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。

都市計画マスタープランに関しましては、平成１３年に策定をいたしまして、本文

でありますと全６７ページからなっているものですから、これにつきましては前提条

件、あとは全体構想等を作る過程の中からのものが入っております。これでは分かり

づらいということで、概要版として見開きタイプの８ページからなるものを作らせて

いただきまして、村内各世帯に配布したところでございます。先ほど質問にもござい

ましたとおり、大玉村に関しては都市計画区域の設定はございますが、非線引き、い

わゆる地区計画等がないという中身でございます。マスタープランに関しましては当

然基本計画でありますので、ゾーン分けをいたしまして、里山ゾーンとか田園ゾーン、



- 25 -

あとは国道４号沿道ゾーンということで、大きな括りの中で将来こういうふうに整備

をしていくというような内容のものでございまして、先ほどの質問にもあったとおり、

１筆ごとにここはこういう土地利用をしていきますよという位置づけはしておりませ

んので、あくまでも基本計画という中身で、それらについては既に策定してから１０

年以上経過しておりまして、国道４号線も４車化になったと。県道石筵・本宮線の方

も工事の着手に至っていると。昨年から私どもの方で事業を進めております仮称でご

ざいますが、西部横断道路ということで、都市計画マスタープランに沿った道路整備、

インフラ整備を進めているところでございます。なお、住宅等に関しましても、いわ

ゆる町・宮ノ前線沿線、これらをざっくりと大きい括りの中で住宅整備という形でと

らえておりますので、先ほど村長も答弁したとおり、マスタープランしか今ございま

せんので、これらにつきましては再度印刷して皆さんにお配りするというのはちょっ

と考えておりませんので、ホームページ等でアップでして、皆さんに開示できるよう

な方法も検討してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 私の質問内容もちょっと中途半端だったから伝わらなかったと思い

ますが、私は結局お願いしたいのは、大玉村によそから来た人が、こういうところに

住みたいんだけど、こういうところを買いたいんだけどもと、ところが大玉村は、本

宮市とか郡山市に行くと１筆ごとにこの番地はこの番地で家建てられますよとかなん

か地図がちゃんとできているんですよね１筆ごとの。集積図の中にあります。ところ

が、大玉はそれがないために、まあ分かりづらいことなんですね。確かに事務的な態

度なんですが、大玉村の集積図数えてみたってそう何十枚もあるわけではないんです。

結局その地図をどこか掲示できるような、そういう方法が取れないかという質問だっ

たんです。内容としては、１筆ごとに。結局その辺、今すこし１筆ごとのあれはされ

てないということでありますが、将来そういうものの例えば集積図、そういう１筆ご

とに明示すると、そういうこと考えありますか。

それから、続けて質問しますが、農振地区、農政課長いらっしゃいますが、農振地

区についても同じなんであります。同じ地域内にありながら、ここは農振地区除外し

てある、ここはされていない、そういうバラバラな状況だと思います。気が利いて除

外申請した人の土地は外れています。そのまま気がつかない人は、まだ農振地区のま

まです。ところが、片方が許可になるのにすぐ隣が許可にならない、農振地区外れて

いないから。そういう問題が業者の中から起きております。そういう何と言うんです

かね、例えば農振地区の指定にしても、だいぶ時代が刻々と変化しまして生活環境も、

例えば農地に対してのとらえ方もおのずと変わってきております。それが何十年か前

にチェックした農振地区のまま、そのままでありますので、その辺改めて今のニーズ

に合ったような、そういう形を元々根本的に持っていただきたいんですが。ただ、表

示方法ぐらいは誰が来ても分かるように、そういう表示の仕方の方法は取れないかと

いう私の質問なんですが、改めて。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 一口に言えば、用途区分の設定なんだよね。用途区分の設定をする

べきかどうかって都市計画の見直しのときにね、そういう考え持ったった。これはや

っぱり長短があるんですね。用途区分の設定をして、ここは例えば工業の誘致用地、

あるいはここは住宅の用地というようなことに用途区分の設定をすると、これは一目

瞭然にああこうだなと、これは非常に良い面ありますが、それにやっぱり縛られると

いうこともあるんだね。だから、一応あまり都市部とかは、これはやっぱりきちっと

しておく必要がありますが、大玉の場合は用途区分設定まではどういうものかなとい

うことで、いろいろと審議会等で審議していただいた経過がありますが、用途区分の

設定まではしなかったと。で、今の質問は、やっぱりこれはやる必要があるんじゃな

いかと、こういうことでございますから、これはやっぱり十分今後、現時点の状況を

踏まえて、今後の大玉の有り様というものを考えて、その辺はやっぱり十分検討をさ

せていただ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） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。結局私としては、今の現実の大玉村の状

況、誰でもどんな人が来ても、ああここは農振外れているんだとか、そういうことが

一目瞭然分かるようにしておくべきではないかというのが、私の今回の質問の狙いな

んです。その辺が結局大玉村は一番不親切だと、不動産業者さんから言わせると。本

当にここはとなり外れているかと思ったら、農振地区なんだと、できないんだと。そ

ういうのが結局は不明瞭だということなんです。その辺もう一度。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） あの用途区分の関係は、都計法上先ほど答弁したとおりね。農振関

係については、あらまし青地なんです。これは、大々的にほ場整備をするというふう

な、そういうふうな事業があったために、まあ言っちゃ悪いけれども、宅地以外は全

部。ただね都計上、吉丸ね、あそこのところはその前に開発されたものですから、あ

そこは都計の区域外なんです。あとは農地と生じるところは、あらまし全部農振の網

を被っている。青地というふうにとらえてもらって結構だと思います。したがって、

遊休農地を再生して、農地法も厳然とあるものだから、宅地ここのところにしたいん

だということについては、遊休農地として再生してっぺ。だから、ここは適地なんだ

から、これ認めてくれろと、こういうことで弾力性をもってわりかしね、ここに家を

造りたいと言えば、これは一定の期間はかかりますが、法律要件でありますから、だ

けれども、とうとう除外ができなくて、そして、そこに家が建てられない。そういう

のは、今ほとんどないです。したがって、ここに家を造りたいんだと言えば、これは

除外申請をして、村の協議会、そして県に申達して、県の協議会の方もちゃんと認可

になってきている。だから、処々方々に家ができているという、そういう状況下です

ね。だから、長短はあるんですが、農振除外、これも都計の先ほどの用途区分と併せ

て、その辺をどうしたらいいか。今後、やっぱり今のニーズに合ったようなやっぱり

検討をしていく必要があるなというふうに思っております。
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○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。この農振地区の除外の申請の簡略化はで

きないかと、これ通告してあるんでありますが、これ担当課長に伺いたいんでありま

すが、これ見直しの方法とか、そういう一斉にやるそういうものとか時期とか、回数

とか、その辺どういうふうに今、現状なっていますか。どういう形で見直しが可能な

状況になるのか、どういう形、今、村の状況お示し願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに農振関係につきましては、現在、本村のいわゆ

る農振の農用地区域から除外申し入れにつきましては、年３回、４月、８月、１２月

それぞれ月末までの申請していただいたものを農振の農業振興整備協議会の幹事会並

びに協議会を経て、県に申達してということで、除外手続をしております。それらに

つきましては、簡略化という話がございましたが、いわゆる農振を農用地区域から除

外する場合は、法に定められた従来の公告期間、異議申立期間合わせて４５日間あり

ますが、これらを合わせまして県との協議機関も含めまして約４か月程度要しており

ますので、それらも踏まえた日数ということで、年３回変更の申し出を受付している

ところでございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございます。これは法で定められていることで仕方ない

ですね。ただ、改善の余地はあるのではないかと思っております。

次に、我が村の給排水事業の支援について伺います。住宅誘導施策の中で、この支

援策これは承知しておるんでありますが、ここで私伺いたいのは、現在の水道本管の

布設状況、これニーズにこたえた状況になってないということであります。地域によ

っては集落が形成されているにもかかわらず、多くの世代が遠い本管から個人引き込

みをしてるような状況も、これもだいぶ地域によっては見受けられます。水道事業の

開始当時とは状況が変わった地域も多く見られます。家も建っております。地域周辺

の家を大きく構えた世帯でありますが、個人の引き込みの距離が長いために、もちろ

ん個人負担も半端な費用でなくなります。世帯数が２戸以上ありながら、村のせっか

くの水道が利用できない。それはお金の面が絡むからでありますが、そういうことが

現状であります。大玉村先ほども申し上げたわけでありますが、都市計画マスタープ

ランの中で宅地造成地域などになっていても、更に本管が行ってないために、そうい

う水道の利用ができないところがあります。やっぱり水道事業も何年間もずいぶん経

っています。本管の延長を考えるなり、水道需要が広く利用できるような、そういう

施策をそろそろ考えるべきだと思うんでありますが、その辺村長、水道課長お願いし

ます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） たいていはね、これインフラ関係でね２戸以上の場合というような

ことについては、そういうインフラ関係は村の方で支援をしていると。しかし、本当

に行き渡った水道の配管網になっているかというと、これやっぱり全村全域というわ
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けにはいかないですね。だから、もしここに計画がある場合については、大体水道は

どのくらいの結局距離になって、そして、何ミリくらいのものを必要とするか、その

経費についてはどのくらいなのかというようなことについては、やっぱり担当の方で

協議してもらって進めているというのが現在の実態ですね。だから、全部にこれ水道

管を網羅しているわけではない。これはやっぱり先ほど言ったように、都市計画とか、

そういう関係絡みの中で、そういうものがしっかりと用途区分等ができていれば、そ

このところにはこれはインフラ整備として水道とか、集排地域であれば集排の管とか

もちゃんと延ばしておけるわけですがね。まあそこまでは、その都度都度協議方式で、

たいていは満たして、みんなのあれには応じてきているというのが実態であります。

なお、個々具体的な給配水管の状況どういうことになっているのか、これらについて

はいろいろ苦情等も受けていると思いますから、担当課長の方から答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。

まず、水道関係、水道本管の布設関係でございますけれども、現在のところ各種管

路の総延長につきましては、１２２キロほど布設になってございます。これらにつき

ましては、当然、今、村長の方から申し上げましたとおり、当初からの布設の累計に

なるわけでございますけれども、本管がすべて集落内の方に埋設になるというわけで

は当然ございませんけれども、そこからの引き込み関係で給水管の敷設、そういった

部分で今まで対応させていただいております。ただ、当初の創設期、昭和５３年から

５５年までの簡易水道の創設期、これにつきましては昭和５６年からの給水開始にな

っておりますけれども、その後、上水道になりましてから平成１２年から１２年の拡

張工事、これと同時に上水道に切り替わってございますけども、そういった際に、い

ろいろその本管の周辺地域の方々から工事負担金等をいただきながら、拡張等の対応

をさせていただいたところでございますけれども、それ以降の対応につきましては、

すべて本管からの引き込み、これは引き込み延長の大小は当然ございます。５メータ

ーで済む場合もありますし、今ほど出ましたとおり１００メートル近いと延長もござ

います。こういった方々の給水管の取り出し、引き込み工事関係につきましては、原

則すべてそのお客様、ないし事業主の方のご負担ということで統一したやり方で進め

させていただいているのが実態でございます。その際、やはり延長が長くなるという

ことがございますけれども、私がまだ年数は浅いんですが、２年半、３年近い年月の

中では工事費がご負担ですよということに対する苦情等は、私の方には今のところは

入ってはございませんでした。

次に、農業集落排水関係につきましても、管の方もそれぞれ大山第１、玉井第２地

区ございます。これにつきましては、当然、本管が埋設になっている近隣の宅地、こ

こは原則引き込み対応をしていただいておりますけども、当然限られた地域でござい

ます。それ以外の土地、本管が埋設になっていない隣接されていない土地につきまし

ては、本来の合併処理浄化槽、そういったものの対応、又は延長等が不可能な部分、

引き込みができない部分につきましても、指定された地域でありましても、これは合
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併処理浄化槽での対応ということになってまいります。農業集落排水の事業に対しま

しても、私が担当させていただいてからは、主だった苦情等は出てはおりません。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ご丁寧にありがとうございました。私が言いたいことは村民の疑問

なんでありますが、結局先ほど言われましたが、住宅誘導政策では、２戸以上は行政

がちゃんと水道敷いて上げているという現実であります。ところが、ずうっと住んで

いながら、２戸以上ありながら、結局は本管が遠いために結局引けない。そういう世

帯が何世帯か私の地域にもございます。結局とてつもない金がかかる。結局は水道を

利用できない。ただ、新しく入ってきた人が、新しく団地造ると水道管がちゃんと敷

けている、水道利用できている。その辺が、村民からは疑問になって生じております。

その辺をどういうふうに勘案してほしいということが、私の今回の質問の要旨でござ

います。改めて村長その辺どういう考えでありますか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 水道は大体大玉は全村給水をしているという地域でありますからね。

既存住民でどうもこれ水が行っていないんですか。行っていない既存住民の家がある

と。これはよっぽどの特定の地域だね。大体は全村ということで、配管、管路結局ず

っとやったはずでありますから、これは特定地域、それはあれですか、ここで聞きま

すが１戸ですか、２戸以上ありますか。

○２番（押山義則） ２戸以上ありますね。

○村長（浅和定次） ２戸以上の集落。

○２番（押山義則） 集落というかね、例えば山口地区あたりになると、集会所までしか

本管が来ていないんです、高いところ。そこはみんな一応来ています。結局今、

○議長（佐藤 悟） 一応２番さん、議長を通して質問してください。

○村長（浅和定次） はい、分かりました。私の方で今ねちょっと聞いたものだから。そ

ういう地域ね、特定地域だね。特定地域で既存の住民で、やっぱりそれ相当の理由が

あって恐らくその現実には行っていないのかなと思いますが、それともう１つは、当

時やっぱり負担金が伴うものですから、個人の希望を取ったはずなんです。だから、

そういうときに、ちょっとこのおれは今のところ自家井戸で間に合うというようなこ

とで、そのときに結局今、負担を納めてまで水道を引かなきゃならないということは

ないと。したら、世の中変わってきます。その当時の世代はそれで良かったかもしれ

ませんが、今の世代になれば、やっぱりこれは蛇口ひねれば水が出てくる。こういう

ふうにこれは若い人の世代代わりになれば当然だと思うんです。そういうところはよ

く調査してね。やっぱり今日の世の中ですから、既存住民が水道の水が行かないよう

なところがないように安全な水の供給ができるように、これは行政としては当然やっ

ぱり村づくりの大切なことでありますから、そのようにしていく必要があるなという

ように、これはよく調査をして対応をしていきたいと、こういうふうに思っておりま

す。
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○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 大変失礼しました。次の質問に入ります。

３月議会に引き続きまして、農業施策についてといったテーマに触れさせていただ

きます。３月には、大玉の農業の可能性について伺いました。村長からは農業を取り

巻く環境は厳しく、ある意味では過渡期ではあるが、大玉村創意と工夫でこれを克服

し、攻めの施策が必要と認識しているとの答弁でありました。政府も攻めの農林水産

業を展開し、成長戦略の柱として、今年度予算増に転じております。担い手総合支援

の制度実現の多様化とか、青年就農交付金の拡充、強い農業づくりの交付金として枠

は本当に大きく構えております。ただ、そこでなんですが、結局それらに対する行政

の取り組みが地域農業の発展に大きくかかわってくると、そういった状況であります。

今回はその農業振興の具体的な支援策について伺ってまいりますが、まず、政府の政

策、大玉村の農業にどういった形で大きくかかわっていくのか、その認識なんですが、

これをどういった形で行政がうまく受け入れて、実際上手にいっていないと思ってお

ります。その辺村長どういうふうに考えますか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 攻めの農業というのは、これ大変安倍総理が先頭に立ってうたって

おりますが、やはり現実的には、なかなか実態を直視すれば、そういう簡単にいくも

のではないというふうに思っております。しかし、現実的には大玉村これ農業が基盤

でありますから、何とかしてやっぱり創意工夫をやっぱり良いところは取り入れると。

創意工夫を凝らして、やっぱり生きていく道、これはやっぱり見いだしていかなけれ

ばならない。今までのままで良いのかというと、今までのままで良いはずはないなと。

国の言っているようなことにいくかというと、そういうわけにはいかないぞ。だから、

そのところで良いとこ取りをして、そして、大玉にやっぱり合ったような方法で、こ

れからは自治体を強力なやっぱり政策の取り組み、例えば人・農地プランのようなも

の、こういうものに対して、政策取り組みはがっちりとやっぱり行政がやらなくちゃ

ならないと思うのね。そして、あとは実際に技術的な面については、ＪＡとか、ある

いは県の出先機関である普及所とか、こういう関係機関等と役割分担をしてスクラム

を組んでやっていかないと、なかなかやっぱり生き残れない。だから、そういう点に

ついては、大玉方式の農業の姿というものはどうあるべきなのか、こういうことでや

っぱり良いところ取りの創意工夫を凝らした生き残り策、これはやっぱりみんなで知

恵を出していかなくちゃならないなと、そんなふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） おっしゃるとおりだと思います。なぜこのような質問をするのかと

言いますと、村の行政の取り組み、それが例えばＪＡの指導とか、その辺りがやっぱ

り私の感じもあるんですが、攻めの農業になってない。守ろうとしていく農業にしか

ちょっと見えない。そういう村内の農業者も多くは元気がない。そういうふうに感じ

ております。大玉村認定農業者は８０戸と伺っております。希望をもって認定を求め

ている農家にやっぱり安定した経営確立のための経営改善計画とか、その指導の充実、
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また、経営分析、営農指導、この前３月に２,０００万円農家が８戸達したと伺いま

した。やっぱりせめてこれから今年度、来年度あたりで倍増するような足がかりなん

かの形で考えられないか。そういう施策を求めているわけなんですが、これ課長に伺

いますが、課長あのその辺の可能性、現実に現場担当してあると思っておりますか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。

確かに農業、現実には従事者の高齢化とか、後継者不足ということで、大変あの経

営面からいっても厳しい状況にあるというのが現実かと思います。そういった中でい

わゆる命を育む産業としてなくてはならない農業でございますので、いわゆるここの

中でもふれてございます人・農地プランによって集落で話し合いを進め、今後、地域

の農業をどうやって進めるかという話し合いも大切でありますし、先ほども出ました

が、認定農業者約８０名おりますが、そういった中で本村の農業を担って、中心にな

っていただくということでいろいろ国からも施策が出されておりますが、こういった

施策を基本に独自の施策も含めながら、いわゆる発展する農業について十分関係機関

とも協議をしながら進めてまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 課長の答弁だとそういうことになると思うんですが、結局今言った

ような施策、それらの施策が村長の言う創意と工夫、どういう形で結びつけられるか

ということなのであります。私が申し上げたいのは、これらの施策上手に利用して活

用してほしいということなんです。結局行政にお願いしたいことは地域の特性、十分

に把握していただいて、国の政策で言っていますね、地域の農業の多面的機能を拡充

させるということなんですが、そういう必要な作物の選定とか、また、地域別の農業

生産活動、いわゆる集落共同体の確立とか、なかなかうちの村は笛吹けど踊らずで実

現できておりません。やっぱり細かいところからやっていってほしい。私なんかも直

売所でつくづく思うんでありますが、例えば前にも言ったことがありますが、根菜類

のおいしい地域村に何か所かあります。そういうところは、重点的にそういうものを

指導していって、そういうものを売り出していくとか、何かのきっかけづくりをまず、

行政がしてほしいということであります。確かに課題はたくさんあるんでありますが、

今、村がやっております６次産業化の誘導策としても実践、研究、これ行政がリード

してほしいと考えるんであります。ＪＡとの取り組み、これ確かに大事であります。

そういった意味で、ＪＡの指導も行政に課せられた大事な仕事だと思っております。

その辺村長どういうふうに認識していらっしゃいますか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） なぜ創意と工夫という表現をしたかと言いますと、今までのとおり

だったらば、これはやっぱりだめだと思いますね。さらばと言って、今、国が言って

いるようなことをそっくり聞くようなことになりますと、これは大けがをします。だ

から、やっぱりよく吟味をして、そして、やっぱりそういう聞くところは聞くと。そ

して、やっぱり大玉村なら大玉村がどう結局やっていかなくちゃならないか。農業人
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として生活していかれるようにしていかなくちゃならないか。こういうやっぱり政策

取り組み、これは今大切だなと思ってます。しっかりしたやっぱり大玉村の農業者は

こういうふうにすべきだという、１つのやっぱり村の国のことは無視はできません。

だけど、そっくり聞いたら大けがします。だから、そういう意味で大玉村独自の行政

のやっぱり政策取り組み、これは非常に大切だなと思っております。そういうところ

でやっぱり６次化とか何かということありますけれども、みんなのやっぱり知恵をそ

してまたやる気のある、そういう人間集団、農業人でもってやっぱりしっかりと農業

の姿はこうして農業でも生きていかれるんだという行政の政策取り組みをしっかりや

っぱりビジョンを作り上げていく必要があるなというふうに思っております。これに

は、そしたら難しいです。ＪＡ関係、そういう機関とか、あるいは今言ったそういう

県の出先機関とか、あるいはそのほかのそのたけた現実にやっているようなところが

あります。やっているようなところは、なんで成功しているのか。こういうところの

やっぱりことなどを目で確かめて、実際行ってみて、そしてやっぱりそれを自分のも

のにしてやっていく。私は、大玉村の農地は大玉の農業人がやっぱりしっかり将来と

もにこれをやっていかなくちゃならない、構築していかなくちゃならない。企業、こ

れに許すようになったならば、これは大変なことになると思う。そういう意味では農

地法とか農業委員会等というのは、やっぱりしっかりと堅持していかなくちゃならな

い。企業等がすぐ多額収入などと言ってね、そして乗り出してくるようになって来た

らば、じゃ今の農業やっている方はどうなるんだと。これは将来的に、結果的には不

安要素にになります。だから、大玉の農業は大玉の農業者が守るんだと。これをやっ

ぱり政策にビシッと打ち出していく、これが大切だと思いますね。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。おっしゃるとおりだと思います。課題は

たくさんあります。担い手の育成、それから農地の集積も団地化とか再整備の必要性

とかなんかあります。これは提案の形にもなるんですが、これからの農業、機械化抜

きにはどうしても考えられません。しかし、農業の生産コストの削減の面とか、そう

いう面から過剰な農業機械への投資は経営を厳しくします。共同化の必要性、これ改

めて求められると考えております。農業生産コストの削減、それから中規模農家、そ

れらの支援策の一環として農業公社、こういう言葉の使い方難しいんでありますが、

こういうものの設立も図りまして、機械の共同化とかリースとか作業委託など、これ

改めて必要と考えるんでありますが、課長どういうふうに思っておりますか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに農業の生産性のコスト削減という面からでござ

いますが、現在、農業機械、特に秋作業のコンバインで申しますと、１台数百万から

機種によっては１,０００万円近い機械もございます。そういった中で、いわゆる現

在の機械が壊れれば、コンバイン更新しないで農業を継続するか考えているんだとい

う話も聞く現実もありますが、そういった中でいわゆる機械の共同利用という面では、

特にご存じのとおり農業は、いわゆる時期的に特に秋作業等は時期的に集中しますの
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で、共同利用という面ではなじまない点もございますが、いわゆるコスト削減という

面からは、いわゆる受託なり組織化をして機械を有効利用していくんだと、そういう

部分が大切と思っておりますので、今ほどありました農業公社等々も含めまして、い

わゆる組織化によって共同機械を有効活用して、コスト削減というのは大切な部分で

ございますので、これらも含めて関係機関等々と協議をしてまいりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。よろしくお願いします。

質問の順序前後しますが、小規模農家の存在、６次産業化の成功に向けて大きな戦

力であります。栽培計画とか出荷計画などの拡充が必須の条件でありますが、支援策

として冬場の商品確保とか、ハウス園芸のための施設建設の補助とか、耕地整備の手

助けとか、小規模農家、そういうものにも考えられないでしょうか。直売所の会員と

か、そういうものを対象にして。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに小規模農家の支援策ということで今ほどありま

したが、施設園芸等、そういうハウスを使ってという部分もありますし、現在、６次

産業化を図る面からも、いわゆる加工する農作物を一定の品質を一定量確保する部分

もございますので、いわゆる本村の農業の中でも小規模農家、大切な役割を担ってい

ただきますので、今後もこういう６次産業化に向けた加工品をある程度一定量、一定

品質のものを一定期間生産するという部分も考えられますので、これらも含めて検討

してまいりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございます。よろしくお願いします。

次に、農業人材確保のための仕組みづくり、ちょっと伺います。農業者の高齢化と

か後継者不足、労働力不足はどうしても避けられないと思っております。先ほど申し

上げましたが、農業公社などの設立によりまして、農業人材の確保、これらをしっか

りしてほしいと思っております。シルバー人材とか営農組織、こういうものを立ち上

げて、柔軟な労働力確保も必要と考えますが、それらをどういうふうに行政としてと

らえておられますか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。

農業の人材確保ということで、特にシルバー人材の活用という部分でございますが、

先ほどもお話しがありました。いわゆる機械の共同利用、そして組織化という部分で

は兼業化が進んでいる中で、オペレーターの確保等々の問題もございますので、経験

を有したシルバー人材の活用によるオペレーター取り入れという部分では、そういう

部分の活用も考えられますので、今後、検討してまいりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございます。今、６次化産業化ということ話ございまし

た。ここで認定農業者の存在なんでありますが、認定農業者、認定されるからにはそ
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れなりの条件が整っております。今後の支援策ですか、これ６次化も含めてなんであ

りますが、営農指導体制の具現化というか、どうしても認定農家、稲作中心の方が多

いと思いますが、先ほどからも申し上げておりますが、多面的農業とか、６次産業化

の参画、これこの認定農業者の方の参画抜きには、大玉村の６次産業化は決して成功

あり得ないと思っております。その辺どういうふうに具体的に、今現実に６次産業化

に向けてどういうふうな考えをしていらっしゃるか、村長に伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ６次化産業、農業をやっぱりこれを相当積極的に行政がやっぱ

り取り組みをして支援をしていく必要があるなと思っております。やっぱり付加価値

を付けるということを考えれば、第１次産業のやっぱり生産をしてというだけではだ

めだと思うんです。やはり加工する。そして、それをやっぱり今度は販売につなぐ。

これを直売所にして買い求めたあの土地を拠点にして、いろいろ今、検討委員会で検

討してもらっていますが、拠点にして、やれるところからやっぱり実際、実現してい

く。そして、例えばそばのようなものも、そばで売ったのでは大した収入にはならな

い。じゃ、あれを加工すればどうなんだと。あるいは菜種のようなものも、これはや

っぱり自分でやっていたのでは、とてもじゃないけどわりにもこうにも合わない。だ

けども、乾燥機のようなものをしつけて、そしてやれば、これはどうなんだと。そば

もそうなんであります。そういうふうなことで、個々には持てないものを村が相当支

援して、そして加工することが可能であるということになれば、かなり機械関係の投

資、それから今言ったそういう加工することによって、そして、販売につなげれば、

相当率良く売れると。こういうことで、とにかくやっぱり認定農業者とか、あるいは

やる気のあるものに対して、なにもまだその小さな面積でも多収穫を上げている人が

いるんですね。例えばハウスのようなものでもって大変なこれは、結果的には収入に

結びつけるという方もあるわけでありますから、やっぱりその形態とか、あるいは作

業の内容とか、あるいは作物の内容とかによって、これからやっぱり考えていく。そ

れがやっぱり大玉方式の自治体の強力な農業施策という位置づけ、これは大切だなと

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。６次産業化、新あだたらの里構想も提案

されました。特色ある地域産業を創造する村づくり、これ基本構想でもありますので、

確かな地域力発揮できる施策の充実を求めまして、この項の質問を終わります。

最後の質問に入ります。施政方針という形で伺いますが、村長より８月限りで勇退

の意思表明がございました。２０年間、大玉村行政の舵取り本当にご苦労様でもあり

ました。大被害、浅和村長で大玉村は救われたなと、そういう村民の声も聞こえてお

ります。本当にご苦労様だと思っております。そこでなんでありますが、次の世代に

村長として何をどう委ねたいか。それを良ければお答え願いたいです。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 大変長い期間お世話になってきたことにつきましては、過般申し上
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げたとおり感謝の気持ちでいっぱいであります。長いことお世話になってきてね、や

っぱり大切なことは、住民が主役ということは、絶対忘れてはならないなと。視点を

そこにやっぱりしっかり据え付けて、後任の方にもやっていただきたいなと。そして

また、それをやるのには、やはり今言ったいろいろ質問が出ておりますが、農業施策

位置づけをしっかりしなければならない。こういうふうなやっぱり時代の先見性と言

いますか、こういうこの先見性の問題、それからただ考え方だけではだめですから、

決断と実行する、こういうやっぱりありとあらゆる度量がなくちゃならないね。決断

と実行。当然、反対もつきものなんです。しかし、これが良いということであれば、

やっていくという決断と実行だね。そういうことであるならば、強靱なやっぱり精神

力が必要だと思う。これは確固たる精神力を持たないと、長いこと、そしてあとやっ

た結果、それが評価されて、そして、だんだん住民に認められていただければ、これ

はなるほどなということで、また、次の自信につながっていくと、こういうことに私

過去の長いことお世話になってきたことで、つくづく感じさせられております。

それから、何を継承すべきかということでありますが、これは私はやっぱりなんの

かんの言っても原発関係ね、これを本格的なことはだいぶ積極的に路線は敷かせてい

ただいたつもりであります。国、県等と強力にやってきました。だけど、この原発の

取り組みをしっかりとやっていただきたい。

それから、あとは産業の振興で大玉農業関係ね、これをやっぱり行政施策として難

しい。しかし、国の言いなりになってはだめなんだね。たいていは国はコロッと変わ

るんです。乗って、そして、ある日突然変わったらば、大失敗ということになるんで

す。だから、これは無視はできない、参考にはしなくちゃならない。良いとこ取り、

良いとこ取りをできるやっぱりそういう力がなくちゃならないなと思うね。産業の振

興、それからあとは快適に生活するための環境の整備、これいろいろ一般質問で今ま

でも出ましたね。そういう大玉村の環境、原発の汚染物質等も関係ありますが、例え

ば道路網の整備とか、安全の確保をどうするか。あるいはやっぱり保健福祉、こうい

うものをやっぱりしっかりとやっていかないと、立ち所に弱い人が出てきたり、そし

て追いやられて社会についていけない。こういうふうな方が出てくるような地域では

困るんです。だから、これをしっかりやっぱり安心、安全を確保する。保健福祉の充

実、それからあとは教育、文化でしょう。教育、文化、これはきちっとやらないと、

これは定住人口増加の関係ありますが、教育のレベルが、あるいは教育、文化の充実

がどうなんだというのは、これは大切な１つのものさしになっている。これはやっぱ

り私はいつも申し上げてきましたが、明治初年に造られた小学校、しっかり堅持して

いく。こういうことをともどもに力を発揮してやっていただきたいなというふうに思

っている。最後には、やっぱり住民の和ですよ、住民の和。これはいろんなことが議

論される。議論されるけども、やっぱり建設的な考え方で、やっぱりまとまるところ

にはまとまる。住民の和、こういうことであれば、大体これはそれなりに支持もして

くれると思うし、また、効果も上げていくことができるのではないかなと。そんなこ

とで後任の方に託したいなというふうに思っているところであります。
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○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 改めて村長に一度聞きたかったんでありますが、２０年の経験、こ

の重みから改めて理想の村長像、首長のあるべき姿、どのように考えていらっしゃる

のか、答えられれば伺いたいのであります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ理想と言われるとなかなか難しいね。やっぱり今言ったように

大切なことは、理想の首長というのは、住民主役ということでしょう。やっぱりリン

カーンの言った「人民の人民による人民のための政治」ということ等、それに尽きま

すね。そんなことで後任にも託したい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。思い返せば本日の一般質問、私２４回目

であります。新たに村長に問いかけることで勉強させていただきました。成長もさせ

ていただきました。住民の幸せのため、我々何をすべきか教えてもいただきました。

改めて深く感謝申し上げまして、私の一般質問を終わります。どうもありがとうござ

いました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で、２番押山義則君の一般質問を打ち切ります。

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２４分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ３番武田悦子君より通告ありました「風疹予防対策について並びに

予防接種事故について」ほか３件の質問を許します。３番。

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

たしました４点について質問いたします。

最初の質問は、風疹予防対策と予防接種による事故について質問いたします。大玉

村は、子育て支援について、全国的にも先進的な取り組みを進めています。特に子ど

もたちの医療費無料化年齢の引き上げや、予防接種事業において先進的な役割を果た

しています。大玉村が始めたことにより、広がった施策もたくさんあります。そんな

中において、予防接種事業は病気を未然に防ぐことから大変重要なことであります。

しかし、その一方で、予防接種による事故や重篤な副作用を起こす危険性も指摘され

ています。これまで村内において、そのような事例があったのかどうか伺います。特

に子宮頸がんワクチンの予防接種では、どのような事例があったのか、重篤な事例で

なくとも確認している事例についてお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。

村内において重大な副反応については、報告がありません。以上です。
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○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。重大でなくとも先ほど申し上げましたが、

何の報告、予防接種をして、こういう状態になってますみたいな報告は、全然なかっ

たという理解でよろしいですか。

○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。

その他の副反応についても、報告等は受けておりません。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。特段の報告事例はなかったということであ

ります。

次に、風疹、これらの対策についてでありますが、風疹は三日はしかとも呼ばれる

病気であります。症状は大変軽いわけでありますが、妊娠初期の女性が感染すると母

胎から胎児に風疹ウィルスが感染し、難聴や心疾患などの症状が出る先天性風疹症

候群が起こる危険性が指摘されています。この風疹が昨年から増え、平成２４年では

２,３００人を超える報告数となり、平成２５年になって、その勢いは加速し、４月

末の累計で５,４００人超え、既に昨年の倍の数に上っております。平成２０年から

全数報告となって以来、最も早いペースで報告数が増えているそうであります。昨年

の報告によりますと、首都圏や近畿地方で報告が多く、患者の７割以上が男性で、そ

のうち２０代から４０代が８０％を占めていると言われています。今年も同様の傾向

のようでありますが、首都圏、近畿地方以外の都市でも増加傾向にあると言われてお

ります。大玉村においては、報告事例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） ３番議員さんにお答えいたします。

風疹の報告事例については、個別市町村ごとには公表しておりませんので、県内で

何例というような形でございますが、県内では５月２６日現在、１８名というような

情報だけでございます。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。５月２６日現在で１８名の県内で報告事例

があるということでありますが、今回の流行、先ほど申しましたとおり、大半が２０

代から４０代の男性ということでありますが、この世代の男性は、子どものとき定期

のワクチン接種が女子中学生に限定されていたことなどから未接種者が多いのだと考

えられております。女性も定期接種で抗体が十分にできる２回摂取ではなく１回摂取

だったことで感染しているとも言われております。そこで、感染の拡大を防ぐととも

に、妊娠を考えている女性はもちろん、男性も含めて抗体が少ないと推定できる年代

の皆さんには、是非予防接種を勧めていくべきではないかと考えます。予防接種を積

極的に受けられるように公費助成を行っている自治体が増えているようでありますが、

近隣の自治体をはじめ、県内の状況はどうなっているのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。
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○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えをいたします。

風疹の予防接種状況、助成状況ですけども、各市、大きな市については現在、検討

中と、助成の方向で検討中というようなところもございます。また、郡山市において

は、既に一部助成というようなことでスタートしているというような状況でございま

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。郡山市では、一部助成がスタートしている

というお話しございました。この風疹の予防接種、妊娠している人は接種することが

できません。その場合は、風疹に感染しないように注意する必要があります。その意

味からも女性だけでなく、男性への予防接種が望まれるところであります。これらの

ことを踏まえ、大玉村として風疹の予防接種に公費助成を行う考えがあるかないか伺

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） お答えいたします。

公費助成につきましては、既に任意接種をしている方、また、対象範囲、予算等も

含めまして現在、検討中ということでございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 予防接種、それ自体は副作用などがあると。そのような形、様々な

報道がありますので、接種それ自体をちゅうちょする方もいらっしゃるということも

聞いておりますが、まず、病気にならない、かからない。そのためには、予防接種を

受けるということが重要なことだと思います。大玉村はこれまでも先進的な取組みを

進めてきました。風疹の予防接種でも是非この役割、けん引者としての役割を果たし

ていただきたいと思っております。よろしくお願いをいたします。

次に、道州制問題について質問をいたします。平成の大合併で３,０００あった地

方自治体は１,７００まで減りました。平成の大合併の弊害は言うまでもありません

が、住民と向き合うという地方自治体本来の役割をゆがめ、過疎地の一層の過疎化や

限界集落の拡大、農村地域での極端な高齢化の進展など、日本の国土の荒廃を一挙に

進めています。安倍政権は、このような平成の大合併の問題や弊害には見向きもせ

ず、都道府県を廃止し、道や州という新たな地方制度の導入を目指す道州制推進基本

法の今国会提出に向け、自公両党が合意し、作業が進められています。道州制は全国

を１０程度の地域に分割し、東北州とか関西州といった広域自治体を作る構想です。

同時に、現在、１,７００まで減った市町村の合併を更に進め、将来３００程度の基

礎自治体への再編を強いることをもくろんでいます。福島県も５つから６つ程度の基

礎自治体になってしまいます。地域に根付く文化や風土を無視した経済効率をひたす

ら追求する道州制の導入は、国家の崩壊につながる重大な問題を持っています。全国

町村会も町村議長会も道州制問題や更なる市町村合併には危機感を持っております。

浅和村長は、初日に退任を表明されましたが、この問題が浮上したのでは、去るに去



- 39 -

れないのではないかと思います。道州制に対する態度を次の村政を担う者がどう考え

るべきなのか、安倍内閣の今日の動きも含め、村長の見解を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 道州制については、全国町村会、それから５月３１日に県町村会、

これはいずれも反対です。私個人にとっても反対です。反対のこれ理由は何だという

ことでありますが、これはやっぱりどうしてもね、中心主義になってしまう。都市部

中心主義になるんですよ。そして、地域格差が一層拡大する。それから、あとはこう

いうことによって、また、自治体の再編などということになってね、そういうことに

なって周辺のこれは小規模自治体とこれはますます過疎化が促進する。それから、あ

とは一番大切なこれ以上今朝ほどもいろいろ議論されましたが、食糧の安全保障とい

う観点からしても、これはますます危うくなる。そういうことを考えると、これは全

国町村会も県町村会も、それから私個人としても、これは大反対。平成の合併怖いな

と思っておることは、この間ね小学校、南達方部の交歓陸上競技大会あったんです、

５～６年生の。そこで、生徒数私一覧表見たんです。大山小学校というのは、白岩小

学校とか和田小学校とか糠沢小学校より生徒数少なかったんだね。ところが、今、全

部逆転したんです。白岩も糠沢も和田小学校も大山小学校の５～６年生よりも少ない。

そして、特に私注目したのは、和田小学校と大山小学校は、規模同じだったんだよね。

今年の入学生は１５人のはずです、和田は。大山小学校は３８人。玉井が５２人です

から、９０人の入学生を確保できる。それと、こういう平成の大合併をやはり検証し

てもらいたいと思うんです。そういう今、過疎になっているようなところが、大切な

人材を生み出してきたんです。それが今、生み出すどころか持続が難しい。どんどん

過疎化の加速化になっている。今まで３人、５人当たり前にいた、そして、人材を供

給してきた。供給した役割を果たす、そういう役割が、役割どころか今度は過疎化の

現象になっているわけですから。果たして労働人口をどこから今度は確保するのか。

これは手っ取り早いところ外国人とかどんどん増えていく危険性がある。やっぱり国

の形にかかわる。だから、目先の経済論理で道州制うんぬんとこう賛成する人います

が、本当に国家百年の大計で考えるならば、そういうやっぱり地方のこともどういう

役割を果たしているのか。次世代の人材確保安全保障、こういうことをしっかりとや

っぱり国が位置づけをして、そういうことでおのずと農山・漁村政策というものが初

めて生じてくる。どうも目先の経済論理だけで展開している。国家百年の大計でしっ

かりと地方の政策、それから国家の均衡ある発展、こういうことをやっぱり考えてい

くためには、中心主義にならざるを得ない、こういう道州制は私は個人としても大反

対という立場で今までも主張してきましたし、今後も一住民になっても、そのように

考えて、機会あるごとにこれは主張していきたいなと。もちろん町村会そのものがそ

のような姿勢であるわけですから、後任の村長に就任する方についても、そのような

考え方でやっていただきたいものであるなというふうに期待をいたしておるところで

あります。

○議長（佐藤 悟） ３番。
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○３番（武田悦子） ありがとうございます。

次に、ＴＰＰ問題について質問いたします。金融政策、機動的な財政政策、そして

成長戦略の３本の矢でデフレを克服するというアベノミクスですが、国民にとっては

無関係と言っても良いと思います。国民にとっては、安倍政権が進める消費税の１０

％への引き上げ、ＴＰＰ参加、国防軍創設をもくろむ憲法９６条改正など、数々の毒

矢が放たれようとしています。ここでは大玉村の基幹産業の農業にとって死活問題と

なるＴＰＰ問題についてお尋ねします。阿部首相は２月、就任直後の訪米でオバマ大

統領との会談の中で、例外なきは解消できたとして交渉への参加を決め、現在、参加

に向けた協議が進められていますが、ほとんどの識者は例外が認められることはない

と考えております。ＴＰＰに参加すれば、関税ばかりか仕組みや制度が貿易やアメリ

カ企業など、締結国の参入に壁とみなされれば、たちまち裁判沙汰になると言われま

す。医療制度なども、その代表例です。日本の農業は、特に大打撃を受けます。今で

さえ食糧受給率は４０％にも達していないものが、１割程度に激減します。このよう

な経済協定に参加して良いのかどうか。また、農村部の自治体は、この問題にどのよ

うに対応していくべきなのか。これまでの大玉村の方針と今後の態度について、村長

の見解をお尋ねいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ＴＰＰ関係についても全国町村会、それから県の町村会、はっきり

と反対表明をして、それなりに要望活動等も展開をいたしております。そして、これ

からもやっぱりこれはしっかりと目を光らせて、後任の村長にもそのような考え方で

大玉村の農業をやっぱり守るためにも、あるいは医療保険関係とかね、こういう計り

知れないようなところに影響していく危険性がありますので、しっかりそういう立場

でやっていただきたいものであるなというふうに思っております。ただ、私がこの気

になっているのは、都道府県とか市町村議会で約７割が反対の決議表明をしているん

だよね。ところが新聞とかなんか世論調査等では、これはマスコミ関係の報道による

と７割が賛成ということを言っている。いったいこれはどういうことなんだろうなと。

都道府県議会と市町村議会が７割り方が反対しているにもかかわらず、マスコミの世

論調査では７割が賛成ということに出ているというのは、いったいこれはどういうこ

となのかなと。まあ藤原正彦先生の国家の品格という本を読みますと、あの先生はア

メリカにいて、確かに世界の大国だ。しかし、中に長いこと住んでいると、皆保険で

ないので、アメリカにやっぱり４,０００万人から５,０００万人、医者にかかりたく

ともかかれない方がいる国なんだと。これで世界の大国として良いのかと。オバマ大

統領は、皆保険ということを１期目でこれ手がけたんだわね。ところが、結局金持ち

になるのも自由、貧乏するのも自由、日本のように互助の制度というような、そうい

う考え方がない国だと思いますね。したがって、これは１期目ではできなかった。２

期目も、それはあきらめていないようでありますけれども、現実的にはなかなか難し

いのではないかなと。３億人くらいの人口のうちの４,０００～５,０００万人が医者

にかかれないという。これはやっぱり大変だと思います。私の子どももアメリカにい
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たことありますが、虫歯になったときに困るんです。これは大変な金がかかる。我慢

しなくちゃならない。いよいよになれば、帰ってきて日本で歯医者にかからざるを得

ない。まあそういう過去もあったわけでありますが、なるほど現実的にそういうこと

を考えると、こういう医療、介護、保険、こういうものはいったいどうなのか。末端

の圧倒的多数の国民に対する影響は大だなと。そういうことを考えると、ＴＰＰとい

うのは、単なる農産物等だけでなくして、そういう底辺に非常に広がりが持っている

影響が高いなと。そういうことで、これはやっぱり残念ながら地方のこういう自治体

がしっかりとやっぱりこれからは声を挙げていかないと、一部の要するにマスコミと

か、それから大企業等に振り回されるということでは、非常に国が危ぶまれるのでは

ないかなと。国家百年の大計でやっぱりしっかりと今朝ほどの話でなくとも、住民の

ための、国民のための国政でなければならないはずだなと、そんなことをしっかりと

これからは自治体として自治体から声を挙げていく必要があるというふうに考えてお

ります。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

最後になります。消費税問題について伺います。金融政策、財政政策、そして、成

長戦略でデフレを脱却して強い日本を取り戻す。安倍内閣が進める政策と目標です。

２％の物価成長目標を掲げ、まずは金融緩和政策を取りました。株式市場は年明けか

ら反応しはじめ、株価が大幅に上昇し、株資産家や外国の投資家は大儲けをしたと報

じられています。しかし、株高と同時に円安が進行し、輸入物価が急速に値上がりを

し、ガソリン価格や小麦価格の上昇など、日常生活に欠かせないものの価格上昇で、

庶民の暮らしは一層厳しくなっています。このような状況の中で、本当に消費税の増

税があって良いのか。私は怒りさえ覚えます。税と社会保障の一体改革の名の下に、

社会保障改革と称しながら、生活保護法の改悪に見られるように、名ばかり改革で、

庶民は希望どころか今をどう乗り切るか必死です。消費税の増税が決まれば、消費税

還元セールもできなくなると言われます。公共料金など、村が決定する水道料金や下

水道料金がどうなるのか。消費税法の施行と同時に上乗せになっていくのかどうか。

現時点での考え方を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 消費税関係については、これは現在の末端の方の給与と所得等が増

えていない。こういう状態の中で消費税を課せられるということになりますと、これ

はその分だけまた苦しくなる。結果的には目的とする消費税は上がらないという結果

になるのではないかなと。期待するところは末端の給与所得等が上がると、そういう

ことであれば話が分かるわけでありますが、そんな計算のようなことにはいかない。

株高によって１日で１２億円儲けたなどという方もいるようでありますが、こういう

全体的にこれだけの収入があるんだから、１人当たりにすれば、これだけに所得が増

えるんだというふうな計算では、これは単純にはいかないなと思っております。今、

日本の個人金融資産が１,４５０～１,４６０兆円あるとこう言われておりますがね。
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その中で大企業、そういうところに２５０～２６０兆円の社内保留がある。あと残り

の１,２００の６００兆円は６０歳以上にある。肝心要の消費をする人たちには、６

００兆円しかないんだと。ここに大きな負担がかかっているということになったらば、

消費をするお金のないものに必要以上に負担になっていくということになる危険性が

あるなと。だから、十分に消費税を上げる前に、なるほどなと、増えたなと、こうい

う実態をつかまない限りは、今のようなことで単純に総枠でこうなるんだから、１人

当たりにすると１５０万円増すんだから、したがって、消費税ＯＫなんだなんていう、

そういう子どもじみたようなことに乗って賛同するわけにはいかない。当然消費税と

いうようなことになりますれば、これはその分はいろいろこれから具体的なことは出

てくると思いますけれども、公共関係の料金等はいったいどうなるのか。これはすぐ

迅速等に跳ね返ってくるはずであります。そうなれば、これはやっぱりやらざるを得

なくなる。だから、今、こういう状況の中でまだまだ末端の関係については、いつこ

れ本当にある程度考えているような所得が増すのか。こういう不確定なときに、消費

税を導入するというのは、大変私は気の毒なものだなと。その辺をよく見極めて、ど

うしていもと言うんだったらよく見極めて政策優先で、そして、実態をしっかりと担

保して、そうして消費税を上げるならば上げていただきたい。それをできないで適当

なこと言って上げてもらうようなことは、絶対これは容認できない。それが率直の考

え方であります。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。道州制、ＴＰＰ、そして消費税など、地方

自治体と地域の産業、そして住民の暮らしに重大な影響を及ぼす政策が進められよう

としている中で、浅和村長は後進に道を譲ることを表明されました。放射能除染対策

や復興再生という大きな課題がある中での退任は、村民からすれば、惜しむ声がある

のも事実だと思いますが、これから村政の舵取りにどのような期待を託するのか最後

にお聞きして私の質問といたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今まで全国町村会とか県の町村会の決議事項、道州制の問題、ＴＰ

Ｐの問題、やっぱり住民が主役ということ、こういうことを脳裏から絶対忘れてはな

らないなと。そういうことで、どなた様になっても、こうしたことで今までも一生懸

命曲がりなりにも私としては努力をしてきたつもりでございますから、こういう考え

方をしっかり引き継いで、大玉村の自治体ということをしっかりとやっぱり堅持して

いただく、こういう後任に期待をいたしたいなと。また、私も一住民になるわけであ

りますが、こうしたこと等については、住民の立場として、いろんな面で支援してい

くということについては、惜しみない支援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） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。以上で終わります。

○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。
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１０番須藤軍蔵君より通告ありました「大玉村復興の集いについて」ほか２件の質

問を許します。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） １０番須藤軍蔵でございます。新年度ももう３か月に入ったわけ

でありますが、喫緊の課題である住宅等の除染、こうしたものがこれまでの実施済み

も、更には発注済も合わせると約６０％ということで、早期の全村実施という目標に

軌道に乗ったのかなと、今後の順調な進捗を期待するところであります。それでは、

通告いたしております３件についてお尋ねをいたします。

はじめに、大玉村復興の集いについて幾つかお尋ねをいたします。ちょうど３月議

会開催中に行われたところでありますが、この集いの講演会や、あるいは進行、そう

したこと等々も含めて、この企画についての大枠としてどのようにまとめをされてお

るのか、まず、最初にお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ３・１１、そして、３月１２日の午後２時４６分の１号機の爆発、

これは絶対忘れてはならない日にちであるなと。そういうことで、その日を復興の集

いということでやってきた過去２年があるわけでありますが、私はやっぱり忘れては

ならないということで、そこから新しいやっぱりそういう苦しみの味あわない、こう

いう国を目指していかなければならないと。そしてまた、今、原発の汚染物質、こう

いうものを除去するということについても、長期間に及ぶわけでありますから、長期

間、これはやっぱりしっかり持続していくというバネにもなるということで、そうい

う意味では過去２回でありましたが、意義は深いなと。ただ、その進行とか内容的な

もの等の関係につきましては、それぞれ担当の方で鋭意知識を絞って大玉方式の取り

組んできたわけでありますが、この経過等については担当課長から申し上げます。

○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。

復興の集い、先ほど村長の答弁のとおり、３月１１日にこだわりたかったというの

が１つ。それから、午後２時４６分にこだわりたかったということで、そのこだわり

の日、こだわりの時間をつなぎ合わせますと、講演会であるとか、それから復興への

メッセージでありますとか、あとはその合間の写真展、こういうもので過去２回経過

してきたわけでありますが、これについては庁内の企画調整小委員会の中でいろんな

議論を重ねた結果、こういう形で進もうということでこれまでやってきたというのが

経過であります。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ答弁ありがとうございました。今ほどお話しありました

ように、あの日を忘れないということは、あえて私の言葉から言うまでもありません

が、あの当日ですね、大玉中学校の生徒２名から復興へのメッセージ、これですね。

これずいぶん細かい字だけれども、丁寧にここに全部書かれております。そこで言っ

ていることは、やっぱり津波や地震、こういう自然のなすものに対する畏敬の念と言

いますか、更には脅威、そして、原発事故での健康への不安に対するもの。そして、
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避難をしてきている友達への気遣い、更には今、ああいう状況で我々小学校６年のと

きだったけれども、今後、大玉村、福島県のために何ができるのか考えなければなら

ないと。そして、力になりたいということが最後に述べられているんですね。そうい

う力強い結びになっているわけでありますが、こうした観点からあの日を忘れないと

いう集いの趣旨というふうに思いますので、こうした観点をあえてもう一度踏まえて

の改善点というものについて、どういうものがあるか検討が加えられているとすれば

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） ９番議員さんにお答えします。

それぞれ開催に当たっての調整委員会の中でも、ほかの市町村の復興の集い等があ

ります。日程をどうするかとか、土日の方が人が集まるのではないかとか、あるいは

ほかの市町村を見ますと、いろんなイベント、パフォーマンス、ピアノコンサートで

ありますとか、そういうのをやっている市町村もあると。会津においては、全く９月

とか、そういう時点で踊りをやったりとか、そういうところもある。二本松において

は、浪江町の自主的な開催によって復興の集いが行われている。いろんなそういう検

討材料を考えました。しかし、一番シンプルで３・１１、２時４６分、これにこだわ

りを持ちながら、今後の新しい地域づくりを起こすんだというような復興へのメッセ

ージも含めると、現時点の開催がここしばらくが良いのかなと。ただ、いろんな改善

点等についてもいろんなご意見を伺いながら、そういう中で実施可能であれば、そう

いうのもどんどん取り入れていきたいというふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 特に講演会等については、今年のね。萩谷先生ですか、安倍首相

が掲げるいわゆる３本の矢なるものの景気対策、経済対策、いわばおこぼれ経済学等

々の問題についてのお話しが分かりやすく、共通することは、働く人々の暮らし向き

が良くならなければ、その先は何もないんだというのが一番分かりやすかったですね。

そういう点では、大変に良かったのかなというふうに思ったのですが、私は本人から

もございました。この集いになぜ私がというふうなお話しありました。私は全くその

とおりだなと思っております。あの日を忘れないという点からする、先ほどお答えが

あった点からすれば、時間や場所やそのやり方というよりも、むしろ集いのやる中身

というものについて、もっと深く突っ込んでいただきたいなというふうに思って、さ

っきの子どもの中身ですね、私今、申し上げた。例えば大玉村社会福祉協議会で１月

１７日ですか、今年の。改善センターでお互い様の心でビッグパレットの１６９日と

いうのを本村にもゆかりの深いヤマノ先生の講演会ございました。ヤマノさんは急き

ょビッグパレットに県から派遣されて、富岡を中心とする避難者の皆さんの１６９日

間あそこでかかわったと、そういう中身のお話しでありまして、逃げてくるときから

の大熊、それから田村市とこう順繰り順繰りあそこにたどり着いたという、その写真

も含めた経過なり、あるいは２４時間段ボールで仕切ったとは言いながら、上から全

部見られる、そういうプライバシーもない、そういう暮らし向きの中でお互い様とい
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う形でどうやって暮らし向きそこで何とかみんなが頑張っていけるかというふうに努

力してきたという経過のお話しもありましてね。非常にあの聞いているだけで、実は

涙も出てきたことも幾つもあるわけであります。そうした中でやっぱり今後につなが

る、そういう教訓を生かしていくということのためのやっぱり集いというものが基調

にないんであれば、大体その日にちとか、そのあれではないと思うんですけども、そ

ういう意味でのこの最初に戻りますけども、３・１１の意義づけと言いますか、意味

づけ、こういうものをやっぱりきっちりと見直していくというふうなことが必要では

ないかというふう思いますので、この点について再度ご認識を伺うものであります。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。

確かに今回の萩谷先生、数か月前から予約を入れながら、大玉村としてはその震災

関係で福島県、あるいは東北地方がどうなるのか、そういうことについて講演をお願

いしたいということでお願いしたわけですが、なかなか今おっしゃるように、もう少

し講演の中身も身近なもの、あるいはもっと為になるようなものも十分あると思いま

すので、今後もしこういうことを講演会、それからこういう集い等については、更に

吟味をしながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） そのようにひとつよろしくお願いをいたします。

次に、役場の駐車場用地の確保について伺いをいたします。昨年から今年にかけて

村民グランドや、あるいは改善センター、更には大山幼稚園の上の方の公共用地等々

について様々な課題をクリアして、そしてまた取得をしたわけでありまして、各施設

の利便性が大きく図られるようになりました。土地の所有者のご理解、ご協力に感謝

を申し上げるとともに、当局のご努力に敬意を表するものであります。そして、そう

いううえに立って、役場前の駐車場についていくつか伺いをいたします。この駐車ス

ペースは、多くの職員の皆さんの分で大体使用が埋まっているのかなというふうに思

いますが、１つとしては、順序が逆になったりなんかもするかもしれませんけども、

１つとしては、これまでの通勤手当等々と同じような方法で車を使わない方法もひと

つの方法として、横文字で何とかというのがあるそうでありますが、そうしたところ

も取り入れているところもあるそうであります。もちろん一律にはいかないし、何月

何日からいつまではこうするぞなんていうことは私大嫌いなので、あえてそういうこ

とをきちんと決めるべきではないと思いますが、こういうふうにしたらこういうひと

つのメリットがありますようという誘導、お誘いをするのは良いと思いますので、ま

ず、そういうひとつ車についても考え方の発想を変えていくというようなことについ

ての今後、何らかの形での検討がなされてはどうかというふうに思いますけれども、

まず、最初に、この点についてお考えをお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） １０番議員さんにお答えします。

まずは、駐車場の関係でありますので、役場庁舎の近くの職員については、近くの
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職員でも自動車利用される方がいますので、ある一定の近くの方については、自動車

以外の通勤方法、自転車、それから徒歩、そういったことで、まずは奨励をしたいと

いうふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 一律にはいかないということでありますから、その点も含めなが

ら進めていただきたいと思います。それから、様々な役場前の駐車場スペースを使っ

てのイベントが行われますね。最近はやらないけれども、鼓笛パレードのときとか、

それから献血とか検診とか様々な行事のときは、職員の皆さんの車がきれいに片付い

て立派に。それが終わるとまた戻っているというのは、いったいその車どこさ駐めて

あるのかお尋ねします。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） １０番議員さんにお答えします。

まず、今、お話しありましたようにいろいろなイベントがある場合には、駐車場に

限りがありますので、事前に職員については周知をしまして、必要な駐車場のスペー

スは空けるように周知をしております。その車についてですが、通常は駐めていない

具体的には保健センターですと、保健センターの後にちょっと空き地があるんですが、

そこに縦縦列でぎゅうぎゅう詰めたり、それから通常の枠以外でその場内でなんとか

対応すると、そういうこと。それから近い職員については、自転車とか徒歩で、そう

いったことで一応対応しているというのが現状でございます。それが解除されれば、

また、そういった形になるというのが現状です。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ③として、やはり役場に来る方が基本だと、用足しに来る人のた

めの駐車スペースというのが基本だろうというふうに思います。このすぐ前ですけれ

ども、全部で２７台分の白線があるんですね。それから、そこの高齢者用、それから

身障者用、防災用含めて８台、合計するとまあ１～２台間違っているかもしれないけ

ども、３５台ぐらいかな。ということになっておりまして、大玉村では軽自動車に限

っただけでも所有台数が３,５００台あるそうでありまして、これ大変な普及率で、

それだけ車が必要だということでありますから、そういう皆さんが役場に来たとき駐

めるスペース、ぐるぐるここ２回くらい回っても全然なくて困っているというのもあ

りますね。やはりそういう先ほど総務課長が述べたように、そういう努力もする。更

には、もっと工夫をしたりということでの、そういう努力もされると同時に、やはり

それも足りないとすれば、それぞれ先ほど言ったようなところについても整備がなさ

れたようでありますので、やはりここは必要となればきちっと来客用の駐車スペース

というものも、今後に見据えて確保すべきであると、このように思うわけであります

けれども、この点についての考え方をお尋ねしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） １０番議員さんにお答えします。

今、１０番議員さんおっしゃったように、ここの分庁舎の前３５台程度あります。
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公用車、緊急の車両を除きますと、３０台程度はこの前は通常ベースで確保したいと

いうふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ３０台程度は駐められるように確保したいということであります

ので、我々も含めて、そういうことについてやはり配慮をしていく必要があるし、先

ほど言ったようにどんどんどん台数も増えるということであれば、そういうことに対

する用地の確保に向けても検討しなければならないのではないかということでござい

ます。村長、その点どうですか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、それぞれ担当課長の方から答弁させていただきました。結論は、

この住民優先でありますから、役場に来る来訪者優先でありますので、これは先ほど

課長から答弁されたように、しっかりと前は空けるというようなことに徹していくと

いうことであろうと思います。そのようにしたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ３０台確保できるようにするということであれば、その分をやっ

ぱりスペースほしくなるということでありますね。

次に、３点目の質問ですが、地方自治、本村の更なる発展についてかかわってお尋

ねをいたします。言うまでもなく地方自治法は、この自治体の役割は、そこに住む人

々の暮らし、健康、福祉、こういうものを守っていくんだというのを基本にしながら、

単に法律として地方公共団体として取り扱っていくというだけではなくて、やはり住

民の経済、あるいは文化、協働、そうした相当程度の自主的な機能、こういうものが

賦与される。つまり国でやらない国の存亡にかかわる基本的な問題なり、あるいは全

国同じく施策を講じた方が、より効率的であるというものについては、やっぱりこれ

は国の方向で基本的にやる。それ以外のものはできるだけ地方自治体が自らやるとい

うようなものがこの法律の趣旨であり、地方自治法の本旨というふうに思うわけであ

ります。先程来、お話しもありました。そうした道州制の問題やら様々な問題は、い

ったいそれは地方自治法との関係でどうだと。地方自治体の役割と全く権能がなくな

ってしまう。そういうものになってしまう恐れが、もっともっと今、大変な危険が広

まっているという状況ではないかということであります。今の根底から地方自治とい

うものが崩れてしまうのではないかという懸念もあるわけであります。こうした状況

において、やはり先程来、私、尋ねようとしたんですが、先程来の明解なＴＰＰにし

ろ、道州制にしろ、消費税にしろ、明解なお話しがありましたので、その点は省きま

すが、浅和村政５期は、正に地方から発信、そうした大玉という自治体の有り様を体

現されてきたわけでありまして、特に原発事故における対応というものでは、町村会

の会長として被災県の立場から福島特措法について、やはり法律の中に、この特措法

の中に様々な要求を盛り込ませるという点では大きな役割を果たしていただいたなと

いうふうに思っておるところでありまして、私個人的には８月の任期満了では、まあ

少なくともあと１期くらいやるんだなというふうに実はいろいろ３月の末頃聞きまし
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たが、そう思っていたところでありまして、今期そうした明確なお話しがあったわけ

でありまして、非常に私なりに残念だなというふうに思っているところであります。

がしかし、この間、一貫して発信されてきた地方の声、あるいは大玉村の立ち位置と。

私は、あえてこの浅和語録というふうに思っているんですけども、幾つかの語録残さ

れました。小さくとも凜として輝く大玉村とか、あるいは平成の大合併に際しては、

和して同せずと、それぞれに時々に大玉村としての立ち位置というものも自治体の中

で示してきたのかなというふうに思っております。こうした中で、小さくとも輝く自

治体の問題なり、あるいは人権と平和教育、こういう面での推進をされてきた、こう

したものは決してなくなるものではないというふうに思っております。この間、毎年

の村政執行基本方針ですか、これ３年分私取ったわけでありますが、私なりにもこう

したものを基本にしながら、その進み具合等々についてお尋ねもしてきたところであ

ります。今後もそういう培ってきた、いわゆる地方自治を大玉村としての有り様を頑

張ってきて支えてきた、そういうものの上に立ってですね、更に大玉村進展のために

は、ああ終わったからあと終わりだということでなくて、この基本的な問題について、

今後とも様々な角度からひとつ助言なり、声を発信していただきたいというふうに思

っていまして、最後に、村長のそのことについての考え方なりを改めてお尋ねをいた

します。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 大変本当に長い間２０年というと、オギャアと生まれた赤ちゃんが

成人をするわけでありますので、本当に考えてみると長い間皆様方にご協力をいただ

いてきたなと、感謝の気持ちでいっぱいであります。私としても、やるだけのことは

一生懸命やらなくちゃならない。住民が主役、今朝ほどの質問の方にも申し上げてま

いったわけでありますが、そういうことで自治体と私今、一番心配しているのは、マ

ンモス化になりますと、住民の声が届かなくなる。言ってみたってしょうがない。こ

れではもう諦めが先に立ってしまう。そうすれば、ある一握りの人の言いなりになっ

て、右に左にと右往左往、住民が主役とか民主主義というものの根幹にかかわる、崩

壊につながる危険性がある。だから、自治体とは私は村長になって信念として思って

きたことは、村長からは住民の暮らしぶりに目が届く、住民からは村長に手が届く、

あるいは町長に手が届く、こういうのが本当の地方自治法の立法精神だと思うんです。

それが例えばこの３０万とか、５０万とかと言うことになれば、これ何かもの申した

くたって、市長に会うということだって会えないと思いますね。だから、いつのこま

にかその地方自治法の自治体どころか、圧倒的多数の方は極端なことを言いますと、

首長の名前も分からない。これでは地方自治法に言う自治体とは言えないと思います。

そういうことを考えれば、やはり首長からは住民の暮らしぶりに目が届く、それから

あとはもの申したいときには、村長に住民が手が届く。これがやっぱり地方自治法の

言っている本当の立法精神そのものの自治体であるなと。だから、そういう意味では、

おのずと自治体の限度がある。人間の個人の力量の差はありますけれども、おのずと

何十万とかというようなことで目が届くか。やはりそういうことを考えれば、大変皆
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様方のご理解、ご協力を得て、今日こうして大玉がここまで来たということは、決し

て間違ってはいなかったなと。みんなとともに大玉村を作り上げてきたなと、こうい

うふうに思っております。今度は私も一住民になるわけでありますが、やはりこうし

た経験を良い意味でのいろんな面で支援もし、また、アドバイスもし、そういう今度

は村長がゆえにやれること、村長がゆえに逆に制約を受けるということもありました。

今度は一住民になりますから、ある程度今度村長でないがゆえに住民という立場であ

るがゆえに、声も遠慮なく挙げることができると。こういうこともありますので、良

い意味での村づくりのために多少なりとも私の経験が役に立つというふうなことであ

れば、遠慮なく惜しみない協力なり支援をしてまいりたいなと、このように考えてお

るところであります。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 大変ありがとうございました。以上で質問を終わります。

○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） ここで暫時休議いたします。再開は２時４０分といたします。

（午後２時２６分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後２時４０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ７番佐藤誠一君より通告ありました「ＴＰＰ交渉について」ほか２

件の質問を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 議長の許可を得ましたので、既に通告しておきましたこれらの質問

をしたいと思います。

今年の気候は異常気象だと言われて、今、梅雨なのに我々の地域はなんとか雨は降

っているんですが、全国的に非常に晴天が続き、この台風でやっと雨が降るんじゃな

いだろうかというようなことでございます。政権も昨年、総選挙が行われ、民主党か

ら自民党に替わったわけでございます。今の政権は圧勝的な勝利で、投票で約７割の

方が自民党、公明党に入れたということで、いろいろな面で良いか悪いかは分かりま

せんけれども、それらに関連しながら下記の質問をしたいと思います。

まず、ＴＰＰ交渉について伺いたいと思います。本村が農業主体の村でございます

ので、特に私は農業について次の質問をしたいと思います。

いわゆるＴＰＰ、日本の環太平洋連携協定、これを約してＴＰＰというふうに起語

で言われておりますけれども、先の総選挙では自民党は例外なき関税等があった場合

は撤回するんだということでＴＰＰを進めていくというような公約の中、圧倒的勝利

を収めて、このようなＴＰＰ参加を首相がしたわけでございますけれども、本村に影

響する農業についてですね、当局として、どのような影響が起きるのか、まず伺いた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。
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○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんにＴＰＰ参加後における本村の農業の状況という

ことで、ＴＰＰ参加によるいわゆる農林水産業の影響額ということで、国の農水省の

方で試算しております。それらの中で関税が１０％以上の生産額１０億円以上の品目

において影響額を試算したということで、その内容を申し上げますと、米については

１兆１００億円、生産減少率で言うと３２％が減少すると。国内生産量の約３割が輸

入に置き換わって、それ以外の国内生産は減って価格が下落すると。あとは豚肉、牛

肉、乳製品ということで、それぞれ豚肉においては金額で４,６００億円、減少率で

いうと７０％。銘柄の豚は残るが、その他のすべては国外の肉に置き換わる。牛肉に

おいては３,６００億円で減少率は６８％、４等級、５等級は残って３等級以下につ

いては一部を除き置き換わる。牛乳、乳製品においても２,９００億円で減少率は

４５％。鮮度が重視される牛乳、生クリーム等を除いてすべてが置き換わるというこ

とで、米は先ほども申し上げましたが、国内生産量の約３割が国産米と遜色のないア

メリカ、オーストラリア産に置き換わり、残る国産の米は価格が下落するということ

で、本村の影響、ＴＰＰ参加による影響でございますが、米をはじめ畜産部門におい

て、本村農業に及ぼす影響は大なるものがあると思われます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。今は本村の状況でございまして、Ｔ

ＰＰに参加することによって、非常に打撃を受ける農業分野としては、北海道型の農

業だと言われていて、特に今、政権下にある自民党の議員団は、北海道の農業を守れ

というふうな大々的な反対運動をしているというふうに聞いております。私もいろい

ろな資料を集めながら、政府の方針といわゆる反対する有識者のデータを見ますと、

ＴＰＰ参加交渉から即時脱退を求める大学教員の会による試算と政府の統一試算との

比較を今、述べたいと思います。まず、農林水産物の生産減少額、これは政府統一試

算によりますと約３兆円。また、大学の会の試算によると３.５兆円。関連産業への

波及効果、これは政府統一見解では試算示さず。大学の会のこの試算では約７兆円が

マイナスの試算になる。また、雇用面についても、政府については雇用数全体では、

関税撤廃前と不変だと、変わりはないと言っておりますけれども、これらの有識者の

試算では、農林水産業で約１４６万人の減、関連産業を合わせると約１９０万人が職

を失うであろうというふうな試算をしております。また、国民総生産ＧＤＰ、これに

よりますと３.２兆円、比率にして０.６６％の増と政府は見ておりますけれども、有

識者の試算では４.８兆円、約１％の減、ここが大幅に違ってくるんです。日本全体

を見ると。私も農業の立場からＴＰＰについては、やはりこれは問題があるんじゃな

かろうかというふうに思っている１人でございます。これが即、来月になると交渉の

第一段階に入るわけでございますけれども、最も我々、先ほども村長が前質問者に言

ったように、市町村会だの県のレベルでは反対しているんだと言っても、政府がこう

いった歩み出しをしておりますけれども、まず、村長に伺いますけれども、今のこの

現状ですね、私も今、数字を述べましたけれども、村長の考えと今、私が言った数字

を比べながら、村長はいまだにどう思っているのか伺いたいと思います。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 数字等については、これはそれぞれの学者とか国の試算とかみんな

違いますから、数字の関係については、これはどの数字がどうとかこうとかというこ

とははちょっとはっきりしたことは言えない。ただ、言えることは、農業等について

は大打撃を受ける。これは間違いないと思うんです。例えば日本の農業関係の築いて

きた生産基盤と、それからアメリカだとかオーストラリアとか、そういうところの生

産基盤はこれ根本的に違うんです。だから、そういうことを考えると、農業関係等に

ついては、これはあるいは先ほどの質問者にもそれのみならず、以外の医療、介護、

保険、あらゆるところに影響してくる。そういうことで、これは我々としてはこうい

うものについては、もっと現実の日本の国民の生活の実態を直視して、そして、そう

いうことに突っ込むことについては、ちょっとこれはあまり早いんじゃないのか。も

う少しやっぱり条件を整備して、そうしてじっくりと考えても良いんじゃないのか。

例えば２国間の関係でも、これはできるわけだし。なんでかんでそういうＴＰＰにな

んで今、こういうときに無理して入らなくちゃならないんだと、率直にそんな考えを

持っております。決して大玉にとってもプラスになるということは、どう思っても考

えられない、そういうふうに率直に思っております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 村長もそういった答弁何度か今までされてきたし、今日の前質問者

にも、まあ私の質問でもそのような考えで私も同感でございますし、なぜこのような

交渉に参加するのかということに疑問を持っている１人でございます。やっぱり今、

安倍総理がアベノミクスとかいろいろ言っていますと、どうしても自分らの意見を聞

く陰には、ローソンの会長なり、楽天の社長なりがついておりまして、財界寄りの政

権だなと思って、農業はもう置き去りだと。農業はこれいろいろ反対しても、反対の

署名だけでその他一切何もないというようなかつて３０年、４０年前から言われてお

ります。ただ、一枚岩でこれ親も自民党、子も自民党という、農業は一枚岩だと、昔

からいろいろな他産業に就いている人は、親は何政党だ、子は何政党だと政党が違か

ったわけでございますけれども、かつて農民は親から子、子から孫へ自民党だ自民党

だというふうに言われておりました。それが６０年体制だと言われておりますけれど

も、今、やっとですね、このような数の倫理からやっぱりＴＰＰ参加などを押しつけ

ると、先ほど言ったようにこれ北海道から出ている保守系の議員はほとんど反対なん

ですね。また、これ別問題でございますけれども、沖縄には沖縄の問題がある。基地

も移転だというと、沖縄から出ている議員だと、保守系の議員関係もまた違う。特に

本県も農村を中心とする地帯でありますので、自民党の議員何人か比例区も合わせて

出ておりますけれども、彼らも選挙の公約とは今、違う立場にあって、非常に戸惑っ

ておると私は思いますけども、この質問の中で先ほど村長も打撃を受けるということ

でございますけれども、こういった交渉はこれ撤回はないと思うわけでございますけ

れども、今後の大玉の農業のあるべき姿について、村長はどのように描いているのか

伺いたいと思います。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 前の質問者にも答弁をさせていただきました。容易でない。しかし、

大玉から逃げるわけにいかない。農業をないがしろにはできない。そこで国の施策と

いうようなことについて、じゃ、期待できるか。これはやっぱり無視はできない。国

があってのやっぱり地方自治体でありますから、無視はできない。しかし、べったり

にもなれない。だから、やっぱり得るところは得て、そして、大玉が自治体として、

そして、大玉の農業がどうあるべきなのかという、非常にこれは難しいけれども、や

っぱり生き延びていく、農業で食っていかれる、こういうものを自治体として行政の

重要な柱として、これからやっぱり政策取り組みをしていかなくちゃならないなと。

そういうことで、結果的にはやっぱり誰に頼ってもこれはあれですから、自らの生き

様を、自らの生きる道を自らがやっぱり見いだす。そのためには、良いとこ取りをし

て、そして、やっぱり創意と工夫を凝らして、大玉方式の農業政策というものを展開

していく。これが大切だなと。残念ながらやっぱりそういうふうにして、自らが知恵

を獲得していかざるを得ない、そんな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） 全く同感ですので、いずれ村長は辞めるそうでございますけれども、

辞めてもですね、その意思を貫いていただきたいと思います。そういう中で北海道の

声、更には本県、東北、北陸等を含む農業を中心とした県が大騒ぎをしている中で、

現政権は、農林水産地域の活性創造本部を立ち上げ、所得倍増への協議会を大々的に

展開していくんだというふうな方針を示したわけでございます。これらについては、

やっぱり試算してみると、農業生産では約３.５兆円の減額が今後見込まれますので、

そういったものにてこ入れをしていくということでございます。そういった中で、や

はり一番は形としては従来の日本農業の家族型の農業が良いのか、それとも今後、所

得倍増で進めていく集積型の農業を進めるんだというふうな方針でありますけども、

私もいろいろな立場から言えば、やっぱり農業の生き残りはやはり大型化しなければ

ならないというふうに思っておりますし、先ほど村長、農業で食っていける農業者を

作っていくんだということになれば、今、米価約６０キロ１万４,０００円の中では、

５００俵や１,０００俵出さなくちゃこれ食べていけない時代でございますので、よ

りいっそうの拡大を図っていかなければならない。そこで、成長戦略素案の中で盛り

込んでくる所得倍増論の中で、政府は農業法人を１０年後に２０１０年比４倍の５万

経営体ですね。経営のこれ集団です。を増やすことを盛り込んだ。更には、企業の農

業参入、これもどんどん盛り込んでいく。更には、先ほども別な質問者が質問した農

業管理等の機械の利用について、リース式で積極的に推進していくんだということで

ございますけれども、この方法について、村長はどのような考えを持っているのか、

伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 基本的には、大玉の農業は、大玉の農業人が生き抜いていく方法を

見いだしていく。そのためには個人で面積伴わない、所得をある程度上げられる、そ
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ういう方法もある。例えばハウスのようなこととか、あるいは果樹の取り組みのよう

なことも、その方法だなと思っております。あとやっぱり従来と同じような方法では

だめですから、やっぱりやりたくとも息子が農業をやらない。孫もやらないというこ

とになりますと、そうればおのずとだれかに経営してもらわなくちゃならない。そう

いうやっぱり農業者自らが、大玉の方が農業生産法人のような形で、家業的なことで

は続かない家庭が出てくる。だから、やっぱり生産法人のようなものは、やはり必要

だなと。個々の家庭でずうっとやっていかれる人は、それはそれで良いと。だから、

ただ私はちょっと今、気にかかるのは、企業等の参入、そして、所得を倍増に図るん

だとかどうとかという、こういうことは、庇貸して母屋のっとられる。大切な大玉の

農地が、気がついてみたらば、あらまし良いところは大企業等に押さえられてしまう。

これでは困る。だから、やはり大玉の農業は、大玉の農業の方がしっかりと子々孫々

に受け継いでいく。そういうためには、家業的にやっていきたくとも、やっていけな

いような家庭の農地は、やれる農業生産法人のような形でやっぱり残せる。引き継い

でいく、経営の継続ができる。こういうことは、やっぱり必要であるなと。あるいは、

個々のそれぞれやっていかれるような所得を上げていかれる方は、それもそういうこ

とでよろしい。だから、強力なやっぱり大玉方式のそういう農業政策というものをど

うあるべきかということをこれはやっぱり真剣に正念場だと思いますね。断じて避け

なくちゃならないのは、大企業等には今国の言っているような企業参入、これがこわ

い。これは避けなくちゃならない。これはよっぽど自治体等がしっかりした取り組み

をしないと、政策の位置づけをしないと、今、水がほしくて、北海道のニセコ町あた

りがどんどん山を買われてしまう。滋賀県あたりもそういう山を気づいてみたらば、

結局外国人に買収されてしまっている。水元を押さえられてしまったと。こういうこ

とにならないように気をつけなくちゃならないと思います。それは大変だけれども、

ここは正念場だと思いますね。しっかりとやっぱり大玉の農業者が大玉の農地を守っ

ていく。そして、生活成り立っていく。そのためには、生産法人のようなものも、家

業的では継続したくともできない。そういう農地をしっかりと生産法人のようなこと

で守っていける。こういうことにやっぱり勇猛果敢にやっぱり取り組んでいく必要が

あるなといふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 全くその意見について同感でございますし、やはり私もかつて県の

農政連の県の幹事長までやって、今どきは農林省の分庁舎に座り込んでムシロ旗揚げ

てですねいち早く乗り込んで米価闘争をした一人間でございます。２０年くらい若か

ったらなというふうに思っている次第でございます。やはりそのときから言われてい

るように、農業に企業が参入するんだということで、我々も企業が参入したら、我々

の農業は潰れてしまうというふうな考えを持っていた１人でございます。そういった

中で、法人化にして集積してちょっと１農家が投資をして、成長戦略の中でも集積最

低１５ヘクタール、平成１１年度の６０キロの平均１万６,０００円から１万１,０８０

円まで価格を下げる。それには、農業にかかる生産コストを下げるんだと。下げてい
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って、こういった農業を守るというようなことも打ち出しているわけでございます。

これは米一本できましたけども、先ほど村長より施設園芸なり、果樹等については、

どんどん今後は進めていくということでございますので、やはり本村米作地帯でござ

いますので、米作やっていく人間にとっては、非常に規模拡大も大切だと思いますけ

れども、やはり地域、大玉村でも平地から山間地まであるわけでございますので、今

後の方針としてやっぱり適地適作を大優先的に今後の方針を進めていっていただける

かどうか、当局に伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほども話したように、大玉もこれ水田面積が１,３５０ヘクター

ルくらいありますし、畑地も５００ヘクタールくらいありますから、これだけの面積

が大玉にあるわけなので、これにもやはりそれぞれの低いところもあれば、高いとこ

ろは５００メーターぐらいのところもある。やっぱり適地適作、こういうことも先ほ

どの強力な農業施策の中に十分やっぱり知恵を出して、そして、それぞれの適地適作、

そしてまたどういう方法で生産法人を組織化するか、こういうことをやっぱり真剣に

これから生きていくか、企業等にのっとられるかという正念場でありますから、そこ

に結局しっかりとした取り組みをするのは、行政の自治体としてのやっぱり位置づけ、

農業政策というものをしっかりとやっていかないと大変なことになるなと。そんなこ

とで、今、質問ある大玉と言ってもそれぞれの標高をはじめ、土質も違う。そうした

こと等も踏まえて、適地適作とか、こういうことも十分考えて、やはり取り組みをし

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） そのような方向で国が方針を打ち出したので、いち早くこの本村の

農業の復興にまい進していただければというふうに思って、次の質問に移りたいと思

います。

次に、復興公営住宅について、前質問者もありましたけれども、これらについて私

なりに質問したいと思います。既に新聞報道等、更には過日、５月２１日の議員全員

協議会において、関係当局の課長がおいでになっていろいろなことが言われました。

また、今日の質問者の中でもいろいろな数値、いろいろな方向も打ち出されておりま

すけれども、１つ気がかりなのは、この税金は我々の村に納められるのか、一応大玉

村は富岡の町民に向けて整備をしていくということでございますので、富岡町に入る

のか、この点を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ７番議員にお答え申し上げます。

先ほども申し上げましたが、それらの見解につきましては、今、総務庁の方で個別

に協議をしたいと微妙な発言でありますが、私なりに理由を考えますと、富岡町の例

を例えますと、富岡町の考え方でまだ富岡に住所があるわけでありますから、富岡な

どで税金は賦課すると。大玉については賦課できないのかということになりますと、

居住はしているものの住所がない。この見解が今、一番総務省の方でも悩んでいるよ
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うであります。これがはっきりすれば、どちらかが当然賦課されるわけですから、そ

の時期的な問題がいつになるのか、今、検討中だそうであります。現実的に申し上げ

ますと、現在は大玉では賦課はできないということになります。

○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。非常にこれ難しい問題ですね。居住

はしても住所がないということになれば、当然富岡の住民になると思うんですけども、

やっぱりこの辺きちっと整備しておかないと、インフラの問題になると、また、学校

関係ね。これ居住はしていて、もちろん今度建てるとなると電気や下水道もこれきち

っとしてなければ、そういった正式な今度は建物は建築法でできないわけでございま

すので、その点のやっぱり詰めの話は、これは最後でなくていち早くしていただきた

い。更に、これちょっと別な質問になりますけども、非常にこの相双地区、いわゆる

双葉、相馬地区においては、電力の供給圏、関東の供給源で住民も行政も潤っていた

し、住民も潤っていた。これ紛れもない事実なんですね。住民はどうかとなると、県

村民税はほとんどうちらでは村だけれども、まだ葛尾とかまだ村はありますので、県

町村民税についてはほとんど賦課されなかったというふうに話を聞いておりますし、

更に昨日もちょっと仮設に行ってきましたし、今日は仮設の人家に来たんですけども、

今の仮設は入るとちょっと炊事場があって８畳、８畳の２間で約１０坪なんですね。

それがもうできる８０戸であろうについては、誰かチラッと言ったけど３ＬＤＫだと。

倍にしても１５か２０坪だと。我々は本当にこの辺の一番大きいくらいの農家の住宅

の屋敷で、それくらいの家に住んでいたというのが分かるんですよ、しゃっべってい

ると。６０坪か７０坪の宅地で敷地は５００坪くらいあったと。それに納屋だのあっ

て、農家の人に話聞くとね。やっぱりせいせいしたところに住みたいというふうな話

も聞いているし、私も昨日仮設に入ってみますと、非常にこれ息苦しい環境が建てら

れてきますし、そこに２年もいたんだなと思いますと、非常に気まずい思いもするし、

今後、どうにかしなければというふうに私なりには思っています。そこで、本村が引

き受けることについて、先ほど村長なり副村長が言ったように、戸数は８０戸で木造

造りで県産材料、いわゆる地元の材料で、建てるのには地元の業者を使っていただき

たいというような、これはそれなりのこれ考えがあって、地元から言えば、こういう

注文は妥当だろうと思っておりますが、これについての現実ではどうなのか伺いたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ７番さんにお答え申し上げます。

先ほど答弁申し上げましたとおりであります。まだ確定はしてございません。８０

戸という戸数、あるいは３ＬＤＫという構造、規模、これについてはまだ確定してご

ざいません。これらしきものを想定していると。すべて基礎になりますのは、福島県

の県営住宅、これが基礎になるようであります。それプラスマイナス入居希望者の規

模、あるいは当該市町村の考え、それらを先ほど申し上げました受け入れ町村と復興

庁、福島県、被災町村の４者協議で煮詰めていくと、そういう予定になってございま
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す。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） ありがとうございます。過日の課長の答弁ですと無償対応だという

ことでございますけど、これ無償対応なんですか。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ７番さんにお答えします。

今のところは復興住宅という考え方ではなくて、災害公営住宅と。したがって、公

営住宅でございますから、近い将来どういう事情だか分かりませんが、考えられるの

は、猶予期間をおいて有料になるのかなという、私なりに考えをしてございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） それぞれ被災した人たちが、来ているわけでございますので、それ

以上のことは我々は踏み込めませんけども、私も１つ気がかりなのは、村内の富岡の

住民は横堀平に仮設があっておりますけども、高齢者が多いんですね。それで一番の

心配は、我々はそういった住宅を造ってもらっても、何年住めるのかなと。若い人ら

は郡山だのいわきに住んで、ほとんど私の付き合っている人３軒か４軒ありますけど

も、それぞれ村外にいるみたいなんです。そして、一番心配なのは、ちょうど我々よ

り一回りくらい上の人でございますので、もう何年いられるかということが心配でご

ざいますので、その辺もやっぱり考慮を考えると、この住宅についてある報道で、本

当に造ってやっても良いのか、このままの仮設の手直しで良いのかと、仮設も法律も

あれば、仮設というのは２年が妥当であろうということで、今、無理矢理３か月延ば

して３年であるというふうな法律の改正もあって住んでいるみたいで、３年以降はや

っぱりこういった施設を造っていかなければならない。まあ災害公営住宅ですか、造

ってくれなければならないということの決まりになっているわけでございますので、

素朴でありますけども、高齢者向けの住宅だと思うんですけども、これらについて当

局としてはどのような考えを持っていますか伺います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ７番さんに再度お答え申し上げます。

これが一番の昨日の会議でも会議の中で話題になってございます。それらにつけて、

お年寄りのそういった老々世帯、あるいは１人単独世帯をどうするか。したがって、

バリアフリーはもちろんでありますが、コミュニティ形成が一番大切だろうという話

題になってございました。したがって、小さな災害公営住宅であっても、それらに身

近なことで集会施設を単独で設けるとか、あるいは地元大玉でありますと、大玉村と

交流できる、そういった施設も身近に造ると。あるいは今も老人施設ございますけれ

ども、それを継続させると。そういった１つのみんなで見守り的なものができるよう

な環境整備をするというのが建前であります。したがって、その老々世帯、高齢者世

帯については、十分配慮するというのが復興庁の考え方であります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今後も４者会議は継続してそれなりの方向にいくと思いますけども、
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それぞれの４者が不利益を被らないような方向に持っていっていただきたいことを付

け加えて、次の質問に入りたいと思います。

次の質問は、マイナンバー法という法律が成立しまして、かつて住基ネット、住民

基本台帳ネットワーク等がありまして、これらについては加入はそれぞれ自己的に入

ったわけでございますけれども、マイナンバー法成立についてはですね、国民一人ひ

とりに番号を振り分け、年金や納税の情報を一元的に管理するマイナンバー法がこれ

参議院で通過して可決されると。これらのスタートは２０１６年１月からスタートす

るということでございます。ただし、初期登記、投資について、これらの導入にあた

って国全体で２,００７億円と多額の使用がかかるうえ、個人情報の漏洩がちょっと

不安だということでございますし、社会保障分野で活用論議は停滞し、国民の利点は

かすんでしまうということが始まる前から言われているんですけども、これらについ

てのマイナンバー法の成立して、もう１６年からスタートするわけでございますけれ

ども、当局としてはどのようなことを思っているのか、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番さんにお答えいたします。

どういう懸念といいますか、そういうお尋ねでございますけれども、問題点につい

て様々新聞報道とかいろんな方がおっしゃっています。先ほど７番議員さんがおっし

ゃったような中身について、私自身もそういう懸念を持っております。まだ法律が昨

月２４日に参議院で成立いたしまして、関連法案の整備に関する法律も同時に通って

おりますが、実際上はまだ具体的な今後の進め方については、政省令等の整備がこれ

から１年以上かかると思います。具体的に今おっしゃられたように、国民にとってど

こでメリットがあるのかないのか、そういったことも含めて政省令の動き、更には個

人情報の保護の観点での問題点、こういう部分についても見ながら進めていく必要が

あるのではないかというふうには考えています。

○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。つい先日、女性手帳についてはいろ

いろ進めていったら、女性だけ差別するのかということで廃案になってしまったわけ

でございますけれども、マイナンバー法についてはなにがなんだか分からないうち、

こういった問題ですね。特にこれ骨子の中にもうたわれているんですよ。個人情報の

漏洩や悪用がある。それらのために第三者委員会を設置して監視をしていく。違反者

には４年以下の懲役又は２００万円以下の罰金を科すということが、これ骨子の中で

うたわれております。私もいろいろ今、新しく住宅だのできたところに行って、我々

も選挙で選ばれた人間ですから行きますと、こちらの住所は何番ですか、電話番号は

何番ですかとなるとね、新しい住宅は教えないんです。知っているのは、名字くらい

で、だんなさんの名前、奥さんの名前、子どもの名前当然知りませんし、そういった

今、個人情報なんてはこれいろいろな金融機関などにお世話になると、必ずこの項目

に印鑑を押して、私はこうですというような一筆を取られるわけでございますので、

やっぱりこの法律は管理する者については非常に良いかも分かりませんけれども、あ
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る一部の人には悪用する非常に良い法律でなかろうかというふうに思っているわけで

ございますので、その辺ですね、前に踏み込んで、どのような法か、また、これ大玉

村、今回は矢祭町のように全国で今、１町だけでございますけれども、参加しないと

いうふうな前町長から声明して、今の町長も継続したわけでございますけれども、今

回は矢祭等についても、やっぱりこれらに接続しなくては、このような税金に替わっ

てくるわけでございますので、それらの方法について当局はどのように思っているの

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） ７番さんにお答えいたします。

最後の点からですと、この接続しないという問題は、住基ネットワークがもう接続

しちゃっていますから、その問題は出てこなくなっちゃうんですね。なので、今の住

基ネットワーク、これの接続はもう既に前提になっているというふうに我々も理解し

ているところでございます。つまり従来の住基カードと今回の個人番号カード、個人

番号ですね。これ個人番号カードが発行されるわけですけれども、そうなれば、当然、

従来の住基カードは廃止になるということで、ネットワーク上は何ら今のネットワー

クの中でシステムを構築していくのであろうというふうに考えてますので、矢祭うん

ぬんの問題については、議論の余地もないのだろうというふうに思います。

それから、先程来から個人情報の保護の問題でございます。今回の成立した法律で

は、特に官の方で利用する分野、社会保障分野で年金に関する相談であるとか照会で

すね。それから税分野では申告書、それから法定調書等への記載というものが義務付

けられてきますし、利用の部分に関して申し上げますと、これから児童手当とか各分

野の法律が相当数ありますけれども、その手続にいろんな書類が省けるというような

ことにはなっています。あと災害対策分野で要援護者リストへの個人番号を記載して、

いざというときに本人の安否確認であるとか、支援とかやる。そのような中身になっ

ています。国の方では、利用範囲の限定について、今回は民間分野などへの利用範囲

拡大を盛り込みませんでした。それで、これらについては法案成立後、３年後に民間

分野などへの利用範囲の拡大を検討するとなってまして、当面はそうでありますけれ

ども、今まで７番さんおっしゃられているような懸念は決して払拭されているもので

はないと。ただ、いずれにしても、法案は成立しましたので、今後１６年の１月に個

人番号カードの発行が始まる、その時点までの施行令がどのような形で出てくるのか。

今現在は注目しているところでございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 最後になりますけども、村長に伺いたいと思います。この導入によ

って国民の利便性向上よりも行政機関にとっての手間が省けるメリットの方がはるか

に多いというふうな政府関係者が言っておりますけども、本村おいて、このような手

間が省けるということでございますけれども、この省けた手間はどのような方向に持

っていくのか、最後に伺って終わりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） 効率的な追求ということでは、やっぱりこういうマイナンバー制と

いうことに法制化したと。しかし、こういうことには必ずやっぱり危険性が伴ってい

る。こういうプライバシー的なものが漏れる。今、国家機密がどんどんどんどん盗み

取られている。そういう状況でテレビ等とか新聞で報道されている。国家機密がそう

いう状況でありますから、こういうものもいつ利便性を追求してプライバシーが漏れ

るか、これはやっぱり心配なところがある。しからば、その効率性によって仕事の量

を能率化したことによって、その労働力をどこに向けるかというと、結局は人でなけ

ればできない、そういうところに、遊ばしては置かない、そういうところにこれは向

けるんだと、こういうことになると思うんです。しからば、大玉でこうした場合にど

れだけの労働力がどうなんだと。こういうことは出発してみないと具体的なことは分

からないわけでありまして、結局最終的にはこういうやはり効率性の追求をすると。

そして、仕事の能率が上がったと。上がったならばやはり人でなければできない、そ

ういうところに貴重な知恵と労力というものを発揮するような仕組みにしていかなく

ちゃならないと、そういうふうに考えているものであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） いろいろ質問しましたけども、これで私の一般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７番佐藤誠一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後３時４０分といたします。

（午後３時２５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後３時４０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） １番鈴木康広君より通告ありました「原発事故による避難者向け復

興住宅について」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

に通告しました原発事故による避難者向け復興住宅ほか１件について質問を行います。

まず、最初に、現在の仮設住宅の利用状況について伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

現在、仮設住宅の入居関係でありますが、富岡町関係で１７０世帯、３２８名、そ

れから本村関係で９世帯、３７名が入居しているということであります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 富岡町関係の方の年代的な割合とか、細かい数字じゃなくとも結構

なんですが、もし、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。
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年代別の割合については把握しておりませんが、高齢者の方が多いというふうに承

知しております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。先ほど年齢的に午前中からのいろいろな発

言の中でも高齢者の方が多く、今回の復興住宅について、高齢者の方がそこに住まわ

れることについてのいろいろな意見が出ておりました。あと今日の村長の方の午前中

の話の中で、金融資産については６０代以上の人が実際に多くの割合を占めていると

いう話ちょっと出ております。今、手元に資料がありまして、５０代の平均的な貯蓄

が１,１００万円程度、あと６０代だと１,７００万円、これが平均だということです。

一番多い人というか、人数的に多いのが５０代であると５００万円、６０代だと８５０

万円、それは年代３０代の一番子育て世代の３０代とかで見ますと、平均値が３８０

万円、中央値が２００万円程度なので、５０代、６０代に比べると、子育て世代の３０

代は非常に貯蓄も含めて経済的余裕は少ない。ということは、この数字を見ると改め

て考えさせられるところであります。今、次に質問しようと思っていました利用希望

者などの状況については、午前中の質疑の中で利用希望者数については、今現在、調

査中ということで、まだ分からない。その実際の住宅の形態などについては３ＬＤＫ、

１戸建て木造という形の大玉の地域性に合ったような形のものを今、検討して、要す

るに話をしているというふうに伺いました。今、高齢者の方がもし入居するのであれ

ば、今言ったような形の住宅の方がより住みやすいのかなと。バリアフリーの形のも

し住宅ができれば、なお、実際にそれを希望する方にとっては良いのかなというふう

に思いますので、そういうことについても併せて村の方から国、総務省とかの方に、

復興庁の方に話をして、是非実現する形でなればなと思っております。実際に今、大

玉村に来て住んでくれる避難者も含めた方々の行政主体のサービスとしては、今言っ

たインフラ整備、住宅を含めたインフラ整備があるんですが、そのほかにも実際に人

が住むためには、地域でのいろいろな住民主体のサービスというかコミュニティとい

うか、そういうものが必要になってくると思います。今、老々世帯という形が多いと

いうことで、そういうものはどうなのかという話がありましたが、老々世帯という問

題については、今後、今現在も大玉村の１つの問題、大玉村としての問題ではないか

と思います。今後、そういう老々の方の世帯というのは決して増えてくることはあっ

ても避けては通れない問題だと思いますので、そういうものを含めて、その問題の対

応策を村がいち早く考えていくことが、大玉全体の福祉の向上とか住宅の方の向上に

なると思いますので、併せてお願いいたします。

今先ほど言いました住宅主体のコミュニティという件について、住民主体のコミュ

ニティという件について、実際に今現在、避難されている方と村民、その交流、連携

等があれば入ると思います。最初に村民祭などの事業での交流、連携等があればお話

しいただきたい。

○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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避難者との連携、コミュニティについてのまず、村民祭などとの連携ということで

ありますが、避難者の方々等については地元の方々でありますとか、あるいはボラン

ティアの支援の方々、それから行政サーヒス等も通じて、現在も連携、交流を深めて

おるところでありますが、村民祭、夏まつり、これについても富岡町さんとの協賛、

それから出店の出店、仮装盆踊りの参加等行っておりますし、うまいものまつり、こ

れらについても出店等を行いながら一緒にやっております。今後についても、随時お

声をかけながら、そういう形での交流、連携を深め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） ありがとうございます。続きまして、同じような連携として学校、

ＰＴＡ、若しくはスポーツを通じていろいろな活動についての交流、連携があれば伺

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。

学校、ＰＴＡ活動などの連携というご質問でございますが、当該教育委員会等との

連携によりまして、幼稚園児、更には小中学生の把握に努めまして、学校、幼稚園へ

の就学、就園については、村内に住所を有する方、あるいは避難者というふうな区分

けなく行ってございまして、もちろんＰＴＡ活動についても同様に行っているところ

でございます。

○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いたします。

避難者と村民のスポーツなどを通じた連携ということであります。大玉スポーツク

ラブの方で主催しまして、安達太良応急仮設住宅の方に迎えまして、平成２４年度、

２５年度と毎週金曜日の午前中、スポーツ教室ということで実施をしております。内

容としましては、スポーツ吹き矢、ラダーゲッターなどのレクリエーションスポーツ、

それからダーツとか、マンカラというゲーム、あるいはお茶会による交流ということ

を実施しており、参加者は毎回８名から１０名というような参加でございます。また、

季節に応じて芋煮会や忘年会なども開催しております。２４年度につきましては、村

民運動会もありまして、そちらの方にも参加いただいたところであります。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。今現在でも大玉村では、今回、避難されて

いる方といろいろな場面、いろいろな人たちが交流を行い、地域コミュニティという

のが避難者だけではなくて、大玉の地元の人たちとの間にもう作られているという現

況が今、分かりました。実際に復興住宅に住んでもらうためには、今言ったインフラ

だけでなくて、地域コミュニティの方があるかないか。それが長く、長くというのは

あれなんですが、そこに住んで、実際にそこの住民となると。住所があるなしとは別

にして、住民という形で一緒に活動するうえでは大変必要なことだと思います。ここ

で復興住宅問題に関連しまして、大玉村がこれから避難者も含めて人口の増加も含め
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た居住者の方のどんどんむしろ受け入れるということも含めた形のどういう人たち、

どういう環境を住環境を提供することによって、大玉に人が来てもらって住んでもら

うという形について、村長の方のお考えの方を伺いたいと思いますので、よろしくお

願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 基本的には、あくまでも避難者については、避難している皆さんで

ございますから、ここにいるうちは、これはやっぱり同じ県民ですからできるだけの

協力はするというのが、これはやっぱり当然の情けであろうと思います。ただ、それ

と定住増の関係というと、これは別です。それは別な取り組みで、いつも話している

ように、小学校がしっかりと堅持できる。そういうことをやっぱり持続できるように

やっていかないと、これは衰退することは火を見るよりも明らかだと。そういうこと

で、今後、それは別枠でね、避難者とは別枠で考えていくということにしていきたい

と思っております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今、人口のことについては、当然今言った

若い世代が入ることが、今後の大玉の人口を維持していく、まあ増えていくと思いま

す。そのほかにも実際に大玉に魅力を感じて大玉に来てくれる人がいれば、その人た

ちが来てもらう形が、今現在の人口の確保と。先ほど先輩議員の方からも何度かあり

ますが、税制面などについてはまだちょっと分からないということで、その面の問題

はあるとしても、それについては今後、村の方から総務省の方に強力に話をして、実

際にどこがそのそのサービスを主体としてやっていっていくかということを考えれば、

それは非常におのずと答えは出せますので、その件については併せてしっかり意見の

方を述べてもらいたいと思います。

続きまして、次の質問にいきます。村内の企業の方の除染事業などの影響と、その

企業の活況状況、小売店をはじめ商業とあと建設、土木などの工業関係の活況状況に

ついて伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

まだ全体的には復興というものが感じられないとしながらも、商工会等の決算状況

を見ますと、青色の申告の決算状況を見ますと、平成１９年度と比べて１４.１％売

上が伸びているというふうな報告もあります。これについては災害復旧事業でありま

すとか、それから除染事業、これらを担う建設業の伸びが大体なのかなというふうに

分析しております。雇用状況におきましても、機械運転の職業でありますとか、建設

業の職業、これらについては有効求人倍率を見ても、２倍から３.６倍というふうに

高い状況にありますけども、一方、事務的職業とか、そういうものについては０.２９

とか、そういう低い状況にあります。そういう意味で活況状況についてはばらつきが

あるということでありますが、商工会等の決算状況を見ますと、例えば厳しいとされ

ている製造業、これらについても企業努力と言いますか、そういう形で売上を倍増し
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ている会社も村内にはあるというふうに聞いております。小売業も現在頑張っており

ます。底が見えたというようなことが、商工会の方の経営指導士等の話を聞けば、大

体底が見えたのかなと、これからは少しずつでも右肩上がりに頑張っていきたいとい

うようなことが、現在の村内企業の状況である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、会議時間を延長することにいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今、村内の方の商業、工業については少し

ずつ回復、特に工業については底が見えたというふうな話をいただきました。商工会

と言いますので、当然、最初に商業の方の商が入っている。あとその後に工業が入っ

ている。多分村長が最初に村長に就任された２０年前であれば、県内の商店などにつ

いても、もっともっと多分多くの商店があって、どちらかというと多くの売上があっ

たのかなと。ただ、地方の商業については、非常に厳しい状況がもう全国的に地方に

ついてはもう続いていて、各商店については、その経営形態をコンビニに近いものに

変えているというような方法を取りながら、なんとか地域で物を買える。どうしても

その先ほどあった老々世帯等であれば、遠くまで物を買いに行けないんだという状況

も考えられますので、地域に何か身近に物が買えるところがあるということが、大玉

村にとってもすごく大事なことと思いますので、そういうふうなことを維持するため

に、多くの商店が頑張って今でも少しでも継続しようと頑張っていると思います。そ

れについてなんですが、商工会の方のその商工会の運営状況等についてちょっと伺い

たいと思います。商工会については、会費とか手数料の方の収入、あと事業について

は各種のイベント等と、あとは一般的な人件費等があると思うんですが、それのもし

内容等について分かるところ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。

商工会の運営状況でありますけども、商工会にも一般会計という会計がありますが、

大体決算ベースで年間５,５００万円ぐらいの決算状況であります。その中で自己財

源比率というのが商工会にありまして、４７.４％だそうであります。これについて

は連合会平均よりも高い数字であり、おおむね健全な商工会の財政状況というふうに

言えるかと思います。また、商工会の事業内容を見ますと、経営改善のための巡回指

導、それから窓口相談、講習会の開催、制度資金の斡旋、記帳の指導等に加えて、地

域振興事業として商工まつりの開催でありますとか、ルーラルおおたま、それからお

ったまげた肥料、特産品味噌、豆菓子、きなこ、これらの販売、それから販売を通して地
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域に根ざした良好な運営がされているというふうに感じております。その５,５００

万円の決算に占めます会費でありますが、会費は３６２万７,０００円、６.６％、そ

れから手数料収入等で１,９１６万８,０００円、３４.８％を占めております。また、

一方で事業費でありますが、経営改善事業、それから地域総合振興事業費で１,１７５

万１,０００円、２１.３％、人件費では２,６４１万８,０００円、４７.９％を占め

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。商工会についてはおおむね健全に運営され

ていて、いろいろな事業を積極的に開催している。私自身もＰＴＡの役員をやってい

るときには、ルーラルおおたま等の地域のそういうものについてはよく利用させてい

ただいて、比較的お安い価格で地域に振興が図られていたので、それについてはそう

いう面でも地域に貢献しているかと思います。１つは、商業の活性化という面で言い

まして、大玉プレミアム商品券、プレミアム商品券についてのちょっと取り上げたい

と思います。確認のため現在の販売方法とか利用の状況等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） 商品券販売につきましては、商業振興協同組合等で取り扱

っております。中身は、通常の共通商品券が２００～３００万円程度の発行だと聞い

ておりますが、プレミアム商品券は昨年度で２,２００万円程度発行しているという

ふうに聞いております。その発行の元でありますが、商工会の事務局ほか村内３店舗

等で商品券は取り扱っているというふうに聞いております。なお、換金するには、あ

る一定の日取りを決めて２％の手数料が取られるというふうに、そういうふうな制度

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。プレミアム商品券については２,２００万

円、あと通常の商品券についても２００万円という形で、その金額が全体の商業につ

いて多いか少ないかについてはあれなんですが、実際にそれがもともとこれは商店の

方、村内の小売商店等についての活性化のための商品券という事業だと思いますので、

そういうものにプラスになるための活動として実際２％の手数料とか、あと月の決ま

った期間置いての換金とかという形があるというふうに伺いました。そういうものが

やはりあると、実際に商品券を使う商店側としては、利益率がすごく低い商店につい

ては２％が重くなるとか、あとは換金期間があるために資金繰りについて厳しいとか

というふうなこともあるのかと思います。それについては当然、今までやってきた事

業ですので、何が良いのかについてもいろいろ検討していただいて、その使える場所

が少しでも多いことが使う側、村民側にとってはプラスになりますし、あとそれを多

く使ってくれることが、実際にその商店については村内の特定の商店に実際に物を買

いに来るとなりますので、そういうものについても検討をしたらいいかと思います。

今、販売箇所が商工会とほか３か所くらいになっているという話だったんですが、そ
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れを実際に今、小売商店の方で実際に来てもらっているお得意様などにそういうよう

なプレミアム商品券を割り当ててお渡しするようなことができるかどうか。もしすれ

ば、それは店側でお客様の方に対する、要するにお得意様に対する利便性を上げると

いう形になりますので、そういうことがもし検討が可能であれば検討していただきた

いと思います。この件についてはもし可能であればお願いします。地域経済の活性化

のためには、村や商工会などの団体がいろいろな目標を掲げて、何を中心にして活動

していくかということ、その方向性がすごく大切だと思います。村長の方に地域経済

の活性化のために中心として据えなくてはいけないもの何と考えるかをお伺いします。

地域経済の活性化のためには、村、商工会などの団体がどんな目標を掲げて中心に据

えて活動するかの目標が明確なことが望ましいと思いますが、それについて。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 商工会に１つの掲げている目標があるんですね。それはやっぱり商

工会が地域住民に愛されなくてはならない。身近な商工会としてね。そのために頼ら

れる、役に立つ、行動する商工会ということで、この期待される商工会として我々は

頑張ろうじゃないかということでね、先ほど担当課長から話しあったように、商工会

としては大変今、実績を着実に上げているなと。健全な連合会の他の商工会団体と比

べると、小さいけれども、しっかり根の張った、そういう経営状況であるということ

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。最後に、村長２０年間の５期にわたる施政

の中で、いろいろなことがあっただろうと思います。これから今後２０年間、同じ期

間後に、大玉村でこれは変わってこうなっていってほしいと村長今思っていらっしゃ

ること。又は２０年後にこれだけは変わってはいけないというものを１つお伺いして、

私の最後の質問といたしたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 変わってならないことを言います。大玉村子々孫々、大玉村は変わ

ってはならない。これはやっぱり安達太良がちゃんと見守ってくれている大玉村であ

りますから、これは変わってはならないと思っております。そして、あと変わらなく

ちゃならないということは、やっぱり先ほどの農業、今までこういう状況できたけれ

ども、このような家業的な農業経営で良いのか。これやりたくとも、先ほども言った

けどね。これはやっぱりね継続ができない。だから、やっぱり経営形態にしなくちゃ

ならない。だから、土地の持っているような方は、やっぱり株主のような形になる。

こういうことで、農業というのものはやっぱり続いていく。よそ者には取られるよ

うなことをしない。こういうのがやっぱり大きく基幹産業だけれども、変えていかざ

るを得ない。こういうことだね。あとはそれからやっぱり魅力ある地域にするために

は、いかに住み良い地域であるかというのは、やっぱり福祉、健康、こういうことに

ついて取り組みをしっかりする。それから教育、教育もこれしっかりとやっていく。

それから定住人口、人的構成要件、これは私がいつも言っているように、高齢化率今
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ね２３.８％ぐらいなんだね。これをやっぱりできれば２５を超えないような人的構

成要件を確立する。それから明治初年にできた両小学校、学校経営がしっかりと継続

していける。そのためには今の９０人、この９０人ね、入学する者、それから中学校

卒業する者９０人、８０人以上はやっぱり継続できるような定住人口増加対策をぶ

っていくと。残念ながらずうっと見ていくと、今ね適齢期という方が大体２０歳から

４９歳までずうっと調べてみると１,３００人くらいいる。縁がなかなか遠いんだね。

これねこの方がやっぱり結婚してくれれば、これは子宝に恵まれる。だけどね、これ

なかなかね縁というものは、そういうわけにはいかない。だから、そういうのもやっ

ぱり真剣に考えてもらう必要があるね。そうすれば、そうしてこれ１つの学校なり何

なりを維持してもね、個々の家庭が今度はつながらなくなっていく。俗にあどったい

するようなことになるんだよね。だから、やはりちゃんと適齢期になればちゃんと結

婚して、各家庭がちゃんとつながっていく、こういうことにやっぱりことに、これか

らは相当まあ個人のことだから構わないんだということではだめだね。これはやっぱ

りみんなで積極的にかかわって、そしてやっぱり出雲の神様役、そういうことがやっ

ぱり大切。一家がやっぱりずうっと継続していくようなことにしていかなくちゃなら

ないと思います。語ればたくさんありますが、この程度でね。

○１番（鈴木康広） ありがとうございました。これで質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で１番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程配付）

配布漏れございませんか。（配布漏れ なし）

ただいまお手もとに配付いたしましたとおり、議案第４１号「大玉村教育委員会委

員の任命について」が提出されました。

お諮りいたします。

議案第４１号を日程に追加し、追加日程第１として議題としたいと思います。これ

にご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４１号を日程に追加し、追加日程第１として議題にすることに

決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 追加日程第１，議案第４１号「大玉村教育委員会委員の任命につい

て」を議題といたします。

村長の提案理由の説明を求めます。村長。

○村長（浅和定次） お疲れのところ恐縮に存じます。追加提案いたしますのは、人事案

件１件であります。

それでは、議案第４１号「大玉村教育委員会委員の任命について」、説明を申し上

げます。本案は、前教育長押山利一氏の辞職に伴い、空席となっております教育委員
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会委員につきまして、教員としての経験が長く、更には福島市教育委員会学校教育課

長や福島市教育実践センター所長等を務められ、教育全般への造詣が深い佐藤吉郎氏

を人格、識見ともに最適任者であると認め、大玉村教育委員会委員に任命することに

ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会

への同意を求めるものであります。なお、当委員の任期につきましては、前任者の残

任期間となりますので、任命の日から平成２８年４月２日までとなります。

以上のとおり提案理由の説明を申し上げました。よろしくお願いをいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長の提案理由の説明が終わりました。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 全く今、村長の説明には何も異論はございませんけれども、私も議

員になって２２年になりますけども、２０歳から見てますと、本村にゆかりのある教

育長が歴代務めたと思っております。この佐藤氏については、本村についてどのよう

なゆかりがあるのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 本村の学校については、勤務したことはございませんが、二本松、

それから福島とかの校長、そして、先ほど申し上げました教育実践センター所長とい

うようなことで、行政もかなり福島市におりましたので分かっており、かつまた現場

の実践センター所長とかということになりますと、各教職員等の指導する立場でもあ

ったと。こういうふうなことで、そして、なおかつ退職後は、福島学院大学の非常勤

講師とこういうことで、私も直に会いまして、この方は大玉村の教育長としてふさわ

しいなと、そういうことで議会に提案をさせていただくわけであります。直接大玉の

義務教育関係に教壇に立ったというようなことはございません。しかし、安達、これ

はそこに住所がありますように油井の方でありますから安達管内の状況、また、大玉

の状況等も熟知している方であります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） もう１つ伺いますけども、相当な三役となりますと、我々の５倍く

らいの給料を取るわけでございますので、居住についてはどこに構えるのか伺いたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） そこまでは確認はしておりませんが、一応現住所につきましては油

井でありますので、そう遠くではございません。油井字根岸ということでございます

ので、ここから十分通勤関係は可能であるなと。それとあと夜とか定時に帰れない会

議とかと、こういうときには、その人の人柄です。これは飲む機会も大切、これも仕

事のうち、これはそれなりに代行もありますし、タクシーもあるわけでございますか

ら、業務関係については支障のなく務めを果たせる人間であるということに思ってお

るところであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 伺います。
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この方、会ってないものですから全然イメージが湧かないんですが、村長が見て大

丈夫だと言うんだから健康的に問題はないというふうなことかなとは思いますが、年

齢的に言ってその点についてちょっと心配なものですから確認をしておきます。

もう１つは、政党的に例えば何々党の党員だったとか、何々党の特殊なイデオロギ

ーを持っているというようなことがないだろうと思いますが、確認します。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 健康はね私直接会っていますから、これは健康の方は心配ありませ

ん。

それから、あと酒の量はね、それは分かりませんが、私よりは飲まないと思うね。

私よりは飲まないと思うね、私はかなりやりますから。

それと、政党とか思想関係、そういう関係についてはこういう立場の人ですから、

それは全く教育公務員にふさわしい人物である。したがって、そういう面は心配あり

ません。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、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４１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４時１６分）


