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平成２５年第４回大玉村議会定例会会議録

第６日 平成２５年６月１１日（火曜日）

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 佐 藤 吉 郎 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 溝 井 久 美 子
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３１号～第４０号）

委員会付託事件(請願・陳情)の委員長審査報告

審査報告に対する質疑、討論、採決

委員会閉会中の継続調査報告

総務文教常任委員会委員長報告

産業厚生常任委員会委員長報告

東日本大震災・原発事故対策特別委員会の中間報告

閉会中の継続調査申出について

追加日程

議員発議第３号 国に対し、東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した

損害賠償請求権につき３年の消滅時効の適用を排除する立法

措置を求める意見書について」
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閉会中の継続調査申出について
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本

日の会議を開きます。（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 会議に先立ちまして、本日、教育委員会が開催され、教育長が任命

されましたので、本日から説明員として出席を求めております。

なお、議会の運営に関する基準第１７章１７２の規定により、村長より教育長の紹

介をお願いいたします。村長。

○村長（浅和定次） おはようございます。それでは私のほうからご紹介をさせていただ

きたいと存じます。

昨日は、佐藤吉郎氏を選任同意ありがとうございました。今日、早速教育委員とし

ての任命書を８時半、私の部屋で交付をさせていただきました。かつまた、定めによ

りまして、教育長は教育委員の互選によって決められると、そのようになっておるわ

けでありまして、９時から教育委員会を開催をされまして、その中で互選の結果、佐

藤吉郎氏が教育長に委員長から選任を受けたと、そういう報告を受けました。したが

いまして、教育長として早速席に座っていただくことにいたしました。大切な教育行

政であります。執行責任者として任を担っていただくわけでありますが、昨日も申し

上げたとおり、適任者として議会の選任同意をいただきました。今後いろいろな面で

当然本人も十分認識をいたしております。格別なる議会の皆さん方にもご支援、ご協

力を賜りたいと、このように私のほうからもお願いを申し上げ、佐藤吉郎氏の教育長

就任の紹介とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

○議長（佐藤 悟） ここで、教育長に任命されました佐藤吉郎君より、ごあいさつをい

ただきたいと思います。教育長。

○教育長（佐藤吉郎） おはようございます。

ただいまご紹介いただきました佐藤吉郎と申します。微力ではありますが、現在、

大玉村が他の自治体に先駆けて取り組んでおります様々な教育改革、これを更に強力

に推進し、大玉村総合教育基本計画の基本目標にあります「大玉に学び、世界とつな

がる人間の育成」、これに全力で取り組んでまいる所存でございます。

とりわけ、コミュニティスクール導入により、幼稚園、小学校、中学校一貫教育と

これらを更に充実させ、みんなで支え、みんなで育て、みんなが育つ教育の具現に向

け、学校教育の充実、これはもとより大人の方々も生涯にわたって学び、育ち、豊か

に暮らせるよう、微力ではありますが、全力で取り組んでまいりたいと思っておりま

す。どうぞ、議員の皆様方のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 教育長、佐藤吉郎君のあいさつを終わります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、会議に先立ちまして、議会の運営に関する基準１５６及び
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１５７の規定により、議員の表彰報告並びに表彰状伝達を行います。

６月６日に開催されました福島県町村議会議長会定期総会において、菊地利勝君が

議員在職１１年以上の功労により表彰されましたので、ここにご報告を申し上げ、こ

れより表彰状伝達を行います。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 暫時休議いたします。（午前１０時０４分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１０時０６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。

８番遠藤文一君より通告ありました「地方自治体の対応について」ほか４件の質問

を許します。８番。

○８番（遠藤文一） おはようございます。８番遠藤文一です。これより平成２５年６月

定例議会における一般質問を行います。

はじめに、最近、新聞記事で気になった点について、地方自治体の有り様について

の見解を伺います。まず、２４年、大玉村におけるそばの作付け面積、生産量、原発

事故による損害賠償対象となるような村内生産そばの総量等について伺いたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。

村内のそばの作付けの面積ですが、３０数ヘクタールという水田、畑合わせて３０

数ヘクタールでございまして、いわゆる出荷量については、ＪＡに出荷された量につ

いては把握しておりますが、その量が毎年２５０袋から３３０袋程度はＪＡに集荷さ

れるということで聞いております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） それでは、２４年産のそばであれば、当然原発事故による損害賠償

請求する量というふうに思いますが、それらについては把握されてないですか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに、２４年産の損害賠償対象ということでござい

ますが、原発事故以降、いわゆる毎年２５０から３３０袋ほど生産されて、ＪＡのほ

うにはそれぞれ集荷された原発以後の出荷されたものが約６００袋在庫になっている

ということで聞いております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 現在の関わりは一部であるかなというふうには認識しておりますが、

経営所得安定対策における対象作物のそばについては、販売価格が生産費を恒常的に

下回っている作物を対象として、その差額を交付することにより農業経営の安定と国
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内生産力の確保を図るとともに、麦、大豆等への作付け変換を促すとしておりますが、

供給過剰が伴わないため、昨年産の価格は２０１０年産に比べ２５％から１０分の１

以下の水準とのことであります。もちろん、今、課長が言われたようにＪＡみちのく

安達の状況は論外であります。このような生産者の実態に対して、国の政策だからと

いって事務的に処理しただけでいいのだろうかということであります。このような状

況の中で、地方自治体の首長としてどのように対処していくべきか、生産者も納得い

くような、そして経営安定に結びつくような方策等々をあったとすれば伺いたいなと

いうふうに思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 戦略作物として反当たり２万円を交付して、どんどん普及してくれ

ないかと、こういうことで普及して、大玉村につきましても先ほど話ありましたよう

に３０数ヘクタール、そのうち水田関係が１６ヘクタールくらいあると。これ順調に

伸ばしてきたんだよね。ところが、残念なことに６００袋ぐらいＪＡのほうに詰まっ

ています。これは、原発の関係が非常に影響大であります。

それと、もう１つは、そういう粒で販売するということでなくして、もっと知恵が

必要だと思うんだね。加工で、そして線量等も厳重に検査等もして安心安全なんだよ

と、こういうことでのやっぱり販売方法、これは取り扱っているＪＡ等にも相当知恵

を出していただく必要がある。ただ、現時点においては、やっぱりいちばんの要因は

原発の事故の風評被害、こういうことだと思いますから、やはり当然、これは損害賠

償の対象になる。なるものはしっかりと対応し、かつまた今いったように工夫を凝ら

して加工等に回すと、そして安全のしっかりしたデータというものに基づいて販売を

するような知恵をやっぱり出していく必要があるなと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 販売価格が生産費を恒常的に下回っている。その差額を交付され、

国内生産力は確保されたかもしれませんが、供給過剰で価格が暴落と、これじゃあ生

産者はたまったものじゃありません。このような農業政策が２５年度も国も県も農家

のため、あるいは農業生産者のためかどうかは全く分かりませんが、補助金を出して

おります。見てみれば、本当に空しさを感じるような状況であります。村長、昨日の

答弁で、いいところ取りで何とかというふうな方策あるんじゃないのかなというよう

な答弁もございました。いいとこ取りで何とかなるよというような認識に立てるかど

うか、村長、今の考えを伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これからの現時点から将来に向けての農業の有り様ということで、

国の言いなりになって何でもはいではだめだぞ。大玉方式のやはりしっかりした農業

政策を打ち立てる必要がある。そうでなければ、これは大けがをすることがある。こ

れも戦略物質なんだよね。戦略生産物なの。だから、これはある意味においては、や

っぱり何を作ってもなかなかちょうどしない。反当たり２万円いただけるということ

であるならば、米作ったって１万４,０００円にきり売れない。ということであれば、
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そばを作って、そしてそばの生産額と、それから反当たり２万ということであるなら

ば、場所によってはこれは悪くはないなということで進めてきた。ところが、供給過

剰になった。供給過剰っていうのも、これ知恵をやっぱり出す必要があると思う。販

売する、そういう立場でね。まだまだ、やっぱり知恵は出していく必要がある。これ

は、ただ倉庫に６００袋積んでおけばいいっというわけではないと思う。それは、や

っぱりＪＡだけに責任を負わせるというわけではありませんが、やはり、これは行政

もしっかりと、そういう政策打ち立てなくちゃならない。そして、やっぱりＪＡ等も、

そういうものはやっぱりどうしたらば販売できるか、もっともっとやっぱり知恵を出

す必要があると思うんですよ。現実に、供給過剰とはいいながら、全国的にね、足り

ないところもあるんですから。だから、福島県の場合は特にやっぱり原発の影響が大

であるなと。ということであるならば、やっぱりより以上そういうものをどう販売に

結びつけるか、知恵を出すという責務があるな。とにかく、当たり前ではだめだとい

うことだね。そんな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、子宮頸がん予防ワクチンに関して伺いたいと思います。

本村においては既に実施されているというふうに思っておりますが、その実績につ

いて伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

子宮頸がんについてですが、２２年度延べで３４名、２３年度延べ１５６名、２４

年度１４０名、２２年度から２４年度までで合計３３０人となっております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 現在までに大玉村村内で子宮頸がん予防ワクチンの接種による副反

応の報告はなかったとの昨日の答弁でありました。もし村民に副反応による被害者が

発生した場合の村に対する情報の伝達システムについて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） お答えいたします。

各医療機関から保健所のほうに報告がまいりますが、保健所から村のほうに連絡が

入るというような状況であります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 診療した医師のほうから、直接市町村長には来ないですか。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） 保健所等を経由するような形になります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これについても新聞報道がありました。子宮頸がん予防ワクチンの

副反応による被害者の親たちで組織された全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会は、

ワクチン接種の即刻中止や副反応の追跡調査、治療体制の整備を嘆願されたとのこと

であります。一方、厚労省の検討会では、ワクチン接種の一時中止等は必要ないとの



- 75 -

意見で一致、ワクチンは生体にとっては異物であり、接種による副反応は避けられな

いとのことであります。副反応の発生率と子宮頸がんの罹患、死亡数等を比較したり、

世界保健機関の見解、先進各国の導入状況からしても、子宮頸がんワクチンの接種は

実施しなければならないというふうに思いますが、副反応による被害者が現存するこ

とも事実であります。専門的な内容を全く知らないで、ただ国策としての通過点にい

るものとして、その論理をどのように整理すべきか、村長はどのような考えを持って

対処されてきたのか、それらについて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） 子宮頸がん、結論的にいいますと、子宮頸がんのワクチン、これは

やっぱりやるべきだと、そういうことでうちの方でもいち早く実施に踏み切ってきた

と。ただ、残念なことに副反応等、こういう方もあるんですね、体質によって。これ

は確か１００万人に２～３人の割合かな、１００万人に２～３人の割合なんだよね。

非常にこれは少ないとはいいながら、やはりそういうのに当たった方については、こ

れは気の毒だなと。しかし、それだけの人数の中で２～３人という、そういうリスク

はあるけれども、今の世勢からいって、やはり健康な方を成長させなくちゃならない、

こういう視点からいけば、やはり子宮頸がんのワクチンは実施継続をしていく必要が

あるなと。ただ、副反応が生じた場合については、これはやっぱり、その筋の専門家、

こういう副反応に対する何か事前チェックができないのかなと、あるいは副反応が生

じた場合については、いち早くそういう死に至るようなことがなくて、あるいは後遺

症というのが残るような、そういうことがなくて、しっかりとした研究開発、そうい

う費用等は国家責任においてしっかりとやっぱり予算づけをしていただく必要がある

なと、それは強く自治体としてはやっぱり要望をしていかなくちゃならないというふ

うに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 医学的に何も知らない私が、とやかく言うものではないかもしれま

せんが、接種１００万回やって１２.３件の副反応と聞いておけば、全く微々たるも

のかなというふうには思いますが、ゼロではないので無視はできません。今ほど答弁

ありましたように、副反応の調査や治療体制の整備を共に要望しながら、予防接種を

なんとかしなければならないというふうに思っておりますが、そういうことでいいん

じゃないのというふうに私に対して認められるかどうか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほども答弁しましたが、ワクチンは、これはやはりやらなくちゃ

ならない。だけれども、残念ながらそれだけの結局副反応、重大なことに発展するよ

うなこともなきにしもあらず。だから、やっぱり、そういうリスクはあるんだね。だ

けど、大方のやっぱり健康な成長をさせるためにはワクチンの必要性は、これはある、

継続していかなくちゃならない。だから、問題は、そういうものを事前チェックでき

ないのかと。あるいはまた副反応を生じたものに対して、直ちに的確なる対応処置が

できないのか、影響するようなことなく。こういうのをやっぱり研究すれば、これは
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必ず答えは出てくると思う。そういうやっぱり国等に対して、そういうものに対する

研究機関とか、そういう予算等をやっぱり積極的に付けてもらうような、こういうや

っぱり段階ね、段階的なやっぱり要望等、これはしっかりと訴えていくと。あと、や

るべきことはやる。大体理解できるかということだけれども、８番議員は大体私の言

っていることを理解できると思います。やる必要はあるということは、分かってくれ

るのではないか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、農地における放射性セシウムの吸収抑制対策について伺いま

す。今年は塩化カリで対応するとのことで、議会の予算審議においても議論されまし

た。特に酪農家は牧草とカリ成分との関係で、そのことによる事故が想定されるとこ

ろから、非常に心配されておりました。水田におけるデメリットも多少考えられます

が、塩化カリの製法をしなくても何かのときにはしてもしなくても、塩化カリの製法

をしてもしなくても何かのときには自己責任というふうなことでは、農家負担は大き

すぎるのではないかというふうに思います。万が一の事故発生時に、村長としてどの

ように処理し対処するというふうな考えで、放射性セシウムの吸収抑制対策を提案さ

れたのか、その点について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 残念ながら、昨年２８０ベクレル６袋出てしまいました。これは、

最初の話しですと、これは郡山から全部旧市町村単位でありますと出ないところはあ

りません。１００ベクレル出たところは、これは事前出荷制限区域という、そういう

表現をされようとしたんです。これを直接担当の農林水産省の本課の穀物課、その課

長が来まして、実態をよく村長言ってくれないかというから、これは私来てもらって

よく話したの。１０時半から、これ農政課長もそこに同席しておりましたから。事前

出荷制限区域なんていうのはとんでもないということで、これはその文字は消してき

た経過があるんだけど、そういうことで、残念ながらこれは出たと。じゃあ、そこは

何で出たんだと、今質問している。これはやっぱり、はっきりしたんです。土壌の検

査の結果、カリ成分が不足である。その出た所はモチを作っていた。わらも結局そこ

に入れていなかった。そういう関係で、極端に結局カリ不足が生じた土壌であった。

だから、まともにセシウムが吸い上げられたから、とんでもない数字が出た。では、

よそはどうなんだと。よそは、やっぱりカリ成分不足のところが、セシウムをどうし

ても吸い上げるんです。これは、やっぱり徹底して、ケイ酸カリがいいのかカリがい

いかということについて、これいろいろ研究してきた経過があるんです。塩化カリの

ほうが効果があると、こういう結果でありまして、これは専門機関が効果あるという

のだったら、それがいいだろうということで、塩化カリをこれは散布したわけであり

ますが、やっぱりそういうことなので、これはやっぱり、やることについてははっき

り、これ土壌の検査でそう出ているわけですから、これはやっぱりきちっとセシウム

の吸収抑制として、これはやっぱりカリは散布してもらわなくちゃならない。そして、

なおかつ出た場合は、個人の責任どうのというようなことは、これはやっぱり追求し
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てはならない。これは、やっぱり、やるだけのことをやって出たということになれば、

それは、また一体どうして出たんだと。やったんだけど、どうして出たんだと。そう

いう土壌については、また詳細に調査をして、やはり今度はどうしたらいいのかと。

なおかつ、カリ不足なのかということであるならば、やっぱりそういうほ場はそうい

うほ場できめ細かく調査をして、そして、やっぱり出ないような対策を打つ必要があ

るなと。あくまでもこれは事故によってのことですから、個人の責任を問うという、

そういう内容ではないというふうに皆さんにも認識してもらいたいと思うし、行政も

当然そういうことで、しっかりと対策を講じていかなくちゃならない、こういうふう

に考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 塩化カリの処理については、県で進めてそれぞれやってるようであ

ります。それらの万が一のときの責任の所在については明確でありません。言い訳で

きるような情報はずらっと提供しているんですよね。たまたま水田に対して塩化カリ

との関係、水稲と塩化カリの関係と聞いたところ、特別にどこまで塩化カリを使用す

ればどうなるというふうな試験結果はないようでございます。じゃあ、絶対塩化カリ、

２０キロということなんですが、そのぐらいなら絶対大丈夫なのかということに対し

て、そのくらいなら大丈夫だと。要するに、どこまでどうなんだということを聞いた

ところ、面倒くさくなったのかどうか、そのセシウムが米に出るリスクと塩化カリを

使用することによってマイナスになるリスク、どちらが大きいと思いますかと、こう

いうふうな話にもなっちゃって、それはないだろうと思ったんですが、そういうこと

だったです。例えば牧草なんかについては、作物体のインキバランスが悪化して低マ

グネシウム結晶発生の危険性を高めるというようなことなんでありますが、万が一の

ときの責任の所在が全く明確になっていないので、それに対して行政の責任はどうな

んだというような議論もした経過がございます。要するに、自治体が進めることに対

して、今後村民が何の不安もなく、安心して協力、あるいは参画するためには、自治

体の専門的な理解と納得のいくような説明が当然必要だろうし、そして万が一の責任

をやっぱり地方自治体も明確にしておくべきだというふうに思いますが、それらにつ

いて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） これは毎年、土壌の調査というのは欠かしてはならないと思うんで

す。同じ大玉の土壌でも、これベクレルが違うんですよ。役場の所と、それから高速

道路の沿線と、あと玉井の矢田のほうとか、これ違うんです、ベクレルが。だから、

やはりできればきめ細かくやっぱり土壌の調査をして、そして、やっぱりカリ不足

のような所にはそのような反当たり、たまたま今均一２０キログラムということであ

りますが、やはり、そういうやらなくていいところも出てくるかも分かりません。ま

た、逆にもっと多く入れなければならない、そういうところも出てくる。だから、第

１点、これは、しっかり長い継続、これはセシウム１３７は、これは大体今この辺で

すと３,０００から４,０００ベクレルなんだよね、役場の近辺ですとね。２,０００
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から３,０００ベクレルですね。それの６４％がセシウム１３７ですから。だから、

そういう状況であれば、これは３０年半減ですから、かなりの単位で土には残ってい

くということですから、相当これやっぱり長期間にわたって土壌調査の継続をして、

セシウムの抑制というものをやっていかなければならない。逆に１００ベクレル、今

でも１,０００ベクレル以下の所もあるんですね。そういう所は、これはその心配は

ない。やらなくていい所もできてくると。いずれにせよ、きめ細かにしっかりと、や

っぱり長期間にわたって検査等のそういう根拠に基づいて対策を講じていかなければ

ならない。また、それによっての被害関係ね、塩基性があまりにも強くなって作物、

先ほど牧草の話うんぬんというようなことがございました。これは、私も心配で聞き

ました。塩化カリというのは塩基性にするのではないかと、あまり作物には結構でな

いんだなと、こう私も話したらば、２０キログラム程度であれば作物関係の、そうい

う被害関係の影響関係の心配はありません。一応、専門機関があって、そういわれれ

ば、我々素人ですから納得せざるを得ないということであります。

そして、３点目のその責任の所在うんぬん、これは生産者にあるのではない。ただ

し、行政がしっかりと指導を徹底してやるべきことはやってもらう。これはやっぱり

その指導徹底はしなくちゃならない。農家も守ることは守ってもらわなくちゃならな

い。そのうえに例えば不幸にして出たということについては、全くこれは責任という

のは、その生産者にあるわけではありません。元を正せば、これはやはり事故を起こ

した本家本元にあるわけでありますから、その辺については農家の皆さん方に安心し

て正しい、徹底してやはりその辺については行政自治体としては特に責任はあるなと、

そうでないと、立ち所にこれ出てきますと、結果的には農家の方も、そうはいうもの

の、自分がやっぱり良心ありますから、おれのためにこの区域がこうなったのかとい

うことになるんだわね。それで私は、先ほどの事前出荷制限というのは、生産者にと

どめ刺すんだべと、課長、分かるかと、その表現使うなと。これは全部なくなったで

しょう。全量生産管理区域、それならいいべ。消費者だって、全量生産管理というこ

とであれば、安心できっぺ。生産者は１袋ずつ検査しているんだから、違和感ねえべ

と、そういう表現がいいこと分かっていて、なんでそうやる気にならなかったんだと

いうことで、結果的にはそういうふうになったんです。だから、農家に責任を負わせ

るようなことはあってはならない。また、そこはしっかりと自治体がやっぱりその辺

については対県なり国なりにきちっとやっぱり姿勢を貫くと、これが大切だと思うん

です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、首相が示した第２弾成長戦略の農業分野について伺います。

攻めの農林水産業として輸出倍増戦略、１兆円規模とのことでありますが、需要と

供給のバランスで輸出が伸びれば、少なくとも直接関わらなくとも経済的にマイナス

のイメージは湧いてきませんが、村長は大玉村の農産物の輸出との関連性、どのよう

に見れるか。あるいはその可能性等々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） 可能性はゼロとはいいません、私は。しかし、現実のこの農業の状

態、これを実態を直視するならば、何語ってんだべなと、直視してないんでないのか

と。これは、簡単にオランダのような、あるいはデンマークのような、そういう結局

輸出をできるような、こんなことになるのにはそれ相当の長い歴史性を持っているん

だよ。今ここで、このような実態の中で輸出倍増戦略なんてね、５０年後、あるいは

３０年後ぐらいだったらばそういう話もいいでしょう。今の状況の中でちょっとなじ

めない、率直に申し上げてね。もっと農業の実態を直視して、そして階段も１段から

２段、３段で登っていって初めて高いところまで行ける。これ一足飛びに５段飛びと

か１０段飛びやったらば、これけがするんだわ。みんなが飛んでいかれっか。そうい

うことを夢物語みたいなことをちょっと我々には理解できない、率直にいって。そん

な思いでおります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、６次産業化市場を１０年で１０倍の１０兆円に拡大したいと

のことであります。よそはともかくも、大玉の６次産業化の見通し、可能性、あるい

は具体的な取り組みなどについて、どのようにすべきかということで、ひとつぴしっ

と伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 昨日もだいぶ話しましたけれども、今までで同じでいいのかという

と、そうではだめだね。これはやっぱり正念場です。良いとこ取りをして、やっぱり

大玉方式の生き残り策を考えなきゃならない。企業等にこれをのっとられるようでは

困る。大切な農地を。だから是が非でも、やっぱり村の農家の皆さん方が村の農地を

子々孫々守って、それで生活をしっかりとやっていけるようなことに前向きに取り組

みをしていかなければならないことは、これはやらねばならないんです。人任せでは

だめなんです。やらねばならない、そういうことで、今いったように６次化産業関係

の取り組みもその一端として、これは今まではどちらかというと生産するほうばかり

考えてきた、農家というのは。やはりこれを加工して、そして、やっぱりちょっと付

加価値の付く販売につなぐと、これをやっぱりやっていかなきゃならないね。これは

生き残り作戦の、いろいろ数ある中の手法の１つとしてやっぱりやっていかなければ

ならない。それだけは、しっかりとやっぱり農業もいろいろこれが難しいんだけど、

今いったように先ほどのそばの話でないけれども、やったかと思って、そいつにだっ

と乗っかると、くるっと変わるわけだ。だから、なかなか猫の目農政で容易ではない

んだが、やっぱりそういう中で、やっぱり生き抜いていかなければならないというこ

とをしっかりと行政自治体あたりがよほど強力に農家のそういう方々と戦略を練って、

そして何回も言いますが、大玉方式というようなことで考えていく必要がある。その

１つとして６次化というのは、これはやっぱり取り組みの重要な施策であるなという

ふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、棚田や中山間地域の農業の多面的機能を評価し、新たな直接
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支払制度を創設するということであります。細部についての内容がまだ出ていません

が、これらの評価、本村の取り組み姿勢についてのアドバイス等々ありましたら、伺

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今の棚田とか、それから直接支払制度、これはやっぱり私は評価し

ているんです。そういう地域も大切な役割を担って今日まで来ました。これからも、

やっぱりそういう所も大切な生産基地として持続させていかなくちゃならない。その

ためにはこれはやっぱり直接支払制度のようなもの、あるいは棚田に対する特別支援

の制度かとか、こういうことも制度としてしっかりとやはり残していっていただきた

いなと。それはいいとこ取りなんです。残してもらうものは、良いものはやっぱりい

いとこ取りする。なんでもかんでも聞くかというと、ある日突然ガラッと変えますと、

とんでもない大ケガしますから、だから、これはやっぱり十分その辺は見極めて取り

組みをしていかなくちゃならないというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、農地の集積についてであります。集積なくして生産性の向上

はないとしております。都道府県段階で農地の中間的受け皿機関を創設し、機構が必

要な基盤整備なども行ったうえで、民間企業も含めて農業への意欲あふれる担い手に

対し、まとまった形で農地を貸し付けるそうであります。そこで、農業農村の所得倍

増目標を掲げております。成長戦略第３弾では、農業の分野では、細切れの農地を集

約して競争力を高める、いわゆる農地集積バンクへの取り組みを更に強化しますと。

必要な手続きの透明化、簡素化を進め、利用可能な農地がどこにあるのか、誰でも見

ることができるよう、農地利用電子マップを早急に整備します。株式会社を含め、意

欲ある民間の皆さんにどんどん担い手になってもらいたいと思いますと言われており

ます。村長も、昨日も今日も心配されておりましたように、もう企業、株式会社も担

い手としてやりたいと、それはないでしょうというふうに私も思います。公の機関が

農地を集積し、必要な基盤整備を行い、例えば５０ヘクタールとか１００ヘクタール、

どうぞ担い手になってくださいといったときに、ＯＫできる農家はどれだけあります

か。やっぱり、そうなってくると、その経理能力、経営能力等々に優れている、やは

り大きな企業とか株式会社が当然有利になってきますし、そうなることを目指してい

るというような状況でないのかなというふうに思っております。そうなれば、一般の

現在の農家の末路は想像つきますよね。だから、今の政策はいずれそうなるであろう

ということを見越しての先手を打っての政策としても、それはないでしょうと私は言

いたいのでありますが、株式会社、民間企業も含めた、その意欲ある方々、どうぞ担

い手になってくださいという成長戦略に対して、村長、昨日から心配されているよう

でありますが、それらについてもどう対処すべきか等々について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） 言いたい本音は、株式会社を含めという、含めじゃねんんだよ、株
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式会社にやらせっぺということなのかなと思うんだ、大企業ね。ああ、大玉いいなあ

と、ここのところ良いところ、ちょっと札束積んで、ここのところ３００町歩あるの

か、じゃおれ買うべと。５００坪か、おれ買うべ。これ、お金あるところには固まっ

ているんですから、だから本当に、そういう人間がやれば、これはそれ相当に生産コ

ストも下げて、そして輸出もそういう互角にできるような生産もできるかもしれませ

ん。じゃ、そこのところで息づいている農業人はどうなんだ。本当は、ここらが危険

なんだよ、株式会社。だから、私が何回も昨日から言っているのは、大玉方式の大玉

の農地は大玉の農業者が守るんだと。そのためには、やはり仲間同士で、家業でこれ

を続けたくても続けられない家が出てくるんだわね。そういうのは農地を結局引き受

けて、１つの生産法人のようなことにして、そうして、誰かができなくなっても法人

は残って立派にこれは継続できるんじゃないですか、そういうことは考えていかなく

ちゃならない。ただ、国の今の農業に対する農業戦略では、株式会社を含めというと

ころに大きな主眼点があるなと。

それから、集積なくしてという、これは集積も仲間で集積するのは分かるよ、農業

人が。大企業等が先ほど言ったように３００町歩、５００町歩ダッと、こういうこと

は通常の現実を踏まえた集積じゃないんです。仲間で生産法人を作るかというような

集積ならば、話は分かる。それから、ほ場整備としてということを言ってんだわね。

大玉で３０アール、大体区画にほ場整備をしている。これをまた更にほ場整備してい

きたいと、１ヘクタールとかにね。大変なこれは工事費が伴う。これを本当のほ場に

して、当たり前の昔のような農地にするのには１世紀かかるんですから、１００年。

これ、がたがたに動かしたらどうなるか。これはやはり大玉村がこういうほ場整備し

たものについては必要以上に金をかけない。この３０アールをベースにした農地とし

て、そして、やっぱりこれ、やっとほ場整備してようやく切り坪、埋め坪、なんとか

平らに土壌が出来てきたんじゃないですか。これをまた簡単に、誰かが机上で考えた

ような、そんなこと、正に現実離れしている。だから、その辺はやはりしっかりと、

国が言うことであってもだめだと言って、そして自主性をきちっとやっぱり強く示し

て、そして取り組みをしていく。だから、もうこうなってくると、こういう戦略が国

あたりからボンボン出るようになってくると、今まではよほどいいよ。こういうふう

になってくると、やっぱり自治体として農業政策をどうあるべきなのか、どう生き残

っていくべきなのか、これから大切ですよ。今まではこんなに出てこなかった。ちょ

っとあれやってみたり、これやってみたりと、こういうことだったんだよね。しかし、

この戦略的に、もう国家の戦略として農業をこうだというようなことで出てきてから

は、自治体でやっぱり大玉の農業はどうあるべきだということをしっかりとやっぱり

取り組んでいくというのも必然的にやらねばならない。そうでなければ思うようなこ

とに振り回される、これが大切だと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 村長の言っている戦略、企業参入、株式会社の参入、担い手どうぞ、

民間の意欲ある人どうぞと、これが村長言うように現実離れはしていると思うが、す
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ぐ、どうのこうのという状況ではないと思います。でも、いずれそうならざる得ない

ような今の状況じゃないのかなというふうには思っています。しかし、それはだめだ

というならば、それは村の農地は村の農民がやっていこうということであれば、それ

ぞれ共通認識に立って、行政がどこまで支援するかというふうなことは当然必要にな

ってくるんではないかなというふうに思います。だから、今以上に農業生産者や経営

者に対しての支援が必要だということを村民が本当に共通認識に立ってやれるかどう

かということになってくるのかなというふうに思っていますが、村長の今言っている

意気込み、ずうっと持ち続けて、ずうっとこれからもそういう形で支援していただき

たいなというふうに思っておりますが、本当に自治体、行政が、それに力を入れて、

財政的にも予算的にもそれに支援する、それでもいいと、そうしなければならないと

いうふうに考えられるかどうか、もう１回伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは大切なことは、今まではこれほどの農業大革命のようなこと

は、これはなかったんです。まず、戦後に農地改革やったわね。そういうことで、一

応農家もそれ相当に生活がやってこれた。今度この段になって、こういう農業に対す

る、そういう国家戦略として出てきたというのは私は記憶にない。じゃ、これ現実的

に大玉村の農家の方はどうなんだと。これは私は思想とか信条とか政党以前の問題と

して、大玉村の農家の方がこういう戦略でもって本当にどれだけの方が残れるのか。

一度間違ったら、良いところは全部押さえられてしまうんじゃないか。だから、自治

体が今までのような、こういうことを国が大上段に掲げてくるようなことがなかった

のに今度考えてきているんだから、これはやっぱり全国のそれぞれの自治体が農業政

策についてしっかりと打ち立てて、そしてやっていかないと、気がついてみたらば、

個々に折衝されればダッ、ダッと札束重ねられると売られてしまうようなことになっ

たのでは、これはもう取り返しつかないことになるんではないか。だから、そういう

意味で、これを村長どう考えているんだということで今質問したから、だから私は、

それに対してこうだよと、今度はそれぞれの自治体がやはりしっかりした、こういう

ことであるならば、やっぱり政策をもう避けて通れませんよ。生き残る農業というも

のはどうあるべきかという、これを今真剣に考えなくちゃならないことになってきた

と。農家はどうとか、補助があるからどうとか、ＪＡがあってどうとかこうとか、そ

ういうことではなくなってきたんです。自治体がやっぱりしっかりと打ち出す。これ

は大玉だけでがんばってもだめなんです。やっぱりこれは全国の農家の意識改革だね。

このときしっかりやらないと、これは本当に日本の農業、農家の人たちはどうなるの

かなと。中には良い人もいるかもしれませんが、圧倒的多数の方は大変だと思います。

そんな思いで今心配をして語っているわけであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、大規模火山災害について伺いたいと思います。

内閣府の有識者会議は、大規模火山災害に対し、国主導で対策を取るよう提言した

とのことであります。東日本大震災から我々が得た教訓は、過去の災害に学び、大規
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模災害の再来を想定し、日頃から備えておくことが大切であるとしております。大玉

村においても、地域防災計画を策定し村民の周知されているものと思いますが、私自

身、今、安達太良山が噴火したと聞いて、何をどうするか頭に浮かびません。もちろ

んその危険性の可能性が限りなく低いというふうに思っているからだと思いますが、

村民どこの地域に住んでいようが、そのときの条件を環境を無視して、私のような感

覚なら、本村の防災計画、本当に村民のためになり得るのだろうかというふうに思っ

ておるところであります。大規模がゆえに国主導でどういっても村民の安全は当然村

が守ると。そのためには、それなりの根拠なくしてその説得力はないというふうに思

っております。そこで、万が一安達太良山が噴火し、村民が危険の可能性があるとし

た場合、村内どこにいようが、昼夜の関係なくどうすれば安全か、どこに行けば安全

かなどなど、地域住民による議論により設定するなども必要と思っております。防災

計画に、より具体的な見直しなどを求めますが、それらについての見解を伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。

内閣府、今おっしゃられた広域的な火山防災対策にかかる検討会、５月１６日に大

規模噴火が発生した際に、国、地方、取り組むべき対策についてまとめられたものが、

先ほどおっしゃられた提言でございます。村でどうするのかというようなお話でござ

いました。大規模な、安達太良山は常時観察というか観測、大規模噴火が想定される

火山にはなっておりませんけれども、昨年にも質問があったように、現在、安達太良

山減災対策砂防計画、これが県のほうで検討会２回ほど開かれまして、今年度中に作

業部会の報告が出ると、そういうことを踏まえて、以前にもご質問ございましたが、

大玉村においても防災計画の中に、それらの検討会の報告も含めて位置づけてまいり

たいというふうな答弁をしてきております。今、どこにいても、どういう時間帯でも

というお話がございました。今回、補正予算でも計上されてますが、エリアメール等

々の活用ももちろんあるし、それから、現実問題になったときに、みんながどこに、

どういうふうに避難するかという、そういうことを住民が参加して議論する、確認す

る、そういうことも当然必要になってこようと思います。特に逃げられる人だけが避

難できるということでは困るわけで、そういう点では災害時の要援護者はどうするの

か、やっぱり全体的に防災計画の中に位置づけて対応していく必要があるというふう

に考えております。国が示した内閣府、今回の国主導という点については、かなり広

域的な災害が想定されるわけですね。大規模噴火の場合には、ここで定義づけており

ますのは、火災物の総噴出量が１億立方から数十億立方メートルと。１億立方メート

ルというのは東京ドーム８０杯だそうですけれども、富士山の噴火が、富士山周辺だ

けじゃなくて東京、あるいは関東一円に降灰をもたらすとか、そういう大規模なもの

であるがゆえに、国が主導的にやっぱり対策を講じるべきだというのが今回の提言だ

と承知しております。そういう中で、当然、安達太良、あるいは吾妻、磐梯山と、福

島県の中通りと会津を隔てるような背骨に火山帯があるわけで、そういう点で、これ

からの国の対応なり、あるいは今回、安達太良山の緊急減災対策砂防計画、これらも
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踏まえながら、しっかりとした対応をしていきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 国主導で対策を取るようと提言したと。それから大規模の火山だか

らこそ、災害だからこそ、それはそれでいいかもしれない。でも、我々村民を守ろう

とすれば、もう国は国、とにかく村は村でやらなきゃなんねという、やっぱり考えに

立ってやってもらいたい。そのためには、やはり県がきちっとした防災計画を作った

ものに乗っかって、じゃ、村はこうするかといえば確かに楽だとは思います。でも、

本当に専門家だからこそ大丈夫かというよりも、むしろその地域の人が、こうしたほ

うがいい、ああしたほうがいいというほうが、はるかに現実味があって私は安全かな

というふうにさえ思っております。ですから、地域の方々の意見を踏まえた、やはり

防災、避難等々についての計画、これは早急に作ってもらいたいなと。だから、誰で

もが、すぐ安達太良がどうのこうのという人はいないと思います。でも、やっぱり、

それを万が一のときにはああするんだ、こうするんだということを頭に入っているか

入ってないかによって後の結果が違ってくると、変わってくるというふうに私は思っ

てます。ですから、そんなことというふうに思われるかもしれませんが、やはりきち

っとした避難箇所等々、それぞれ住民が頭に入れておけるような計画等々を早急に作

成していただきたいなというふうに思いますので、もう１回それらについて伺いたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。

村の防災計画については、２５年度中に見直しを進めるということは、これまでの

議会答弁の中でも答えております。そういう準備を進めてまいりたいと思っています。

それから、その中で、じゃ、どこにどう避難するんだと。やっぱり想定外というこ

ともあると思いますが、想定されることで、どこにどういうふうな避難をするのかと

いうこともありますので、これは極めて事例としては安達太良山がどこで噴火するの

かということによっては、降灰、それから火砕流、そういったものがどこに流れるの

かという想定の中でいろいろ考えていくっていうことも必要だと思うんですね。しか

し、今回の東日本大震災の中の教訓の中では、想定された避難所に行って命を落とす

ということもあったわけですね。そういう点では、想定ということはかなりやっぱり

危険な問題もはらんでいると。そういう点で防災教育というか、そういう安達太良山

の大噴火といいますか、そうなった場合に情報をどれだけ早く伝えながら、各個人が

その際にどういうふうにして避難するのか、ケース、ケースで考えていく必要がある

と思います。ただいまの８番さんのご意見については、ごもっともな点もあると思う

ので、これから例えば子どもたちも災害弱者もおります。その皆さんが第一義的にと

いうか、自分の生命をやっぱり守るということを中心にした計画の中で、そういった

ものもどう位置づけるのかというのが重要な課題だと思っています。いずれ役場だけ

で結論は得られない問題でありますし、避難すべきはやっぱり住民の方で、それに対

して今回も相当の東日本大震災の中でも、相当混乱した場面の中で消防団も犠牲にな
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ると、そういうことがありました。そういう教訓の中から学ぶという姿勢で、今後安

達太良山の火災防災についても十分に対応をしていきたいと、このように考えます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、地域の元気臨時交付金について伺います。

先日の新聞で、地域の元気臨時交付金、交付限度額第１次分として、大玉村０円と

いうふうにありました。大玉村では今後、交付されるであろう１,８８５億円のうち

総事業費の村負担分の金額と、その交付されるであろう金額を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

元気臨時交付金、過日の新聞等で大玉村はゼロということであります。これについ

ては、平成２４年度の国の補正予算におきまして、対象事業費が全くなかったという

ことに基づいてのゼロの決定であります。今後についても、この元気臨時交付金の制

度がどういうふうに改正するのか、その辺を見極めて対応したいと思いますが、対象

事業一覧表等を見れば、大玉村がここ数年該当するような、対象事業となるような事

業が見当たらないというような現状であります。そういう意味で、なかなか元気臨時

交付金の交付見込みについては厳しいものがあるというふうに認識しております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そうだったんですか。事業がなかったんだね。

おれは、まだ確定してないから、確定した段階で、その１,８８５億円のうちのど

のぐらい来るのかななんて期待しておったんですが、もう１回確認したい。とにかく

事業がなかったのね、交付されるべき事業そのものが。

○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。

この制度創設時には、まだ詳しい詳細が分からなかったということで、３月の議会

当初も１兆４,０００億弱の国の補正予算が投入される。それを過去の経済対策を見

ますと、大玉村には１億円ぐらいの単独事業費が来るのではないかというふうな期待

も持っておりました。その後、要綱等、それから対象事業費が示されるに及んで、大

玉村が交付金を受け取る対象事業費が全くなかったということが判明いたしました。

これ具体的には、大玉村が対象事業となるものは、ここ数年来の事業でいいますと学

校の環境改善交付金、耐震改修、こういう事業費が対象になるということで、それも

２４年度ですべて終わったということなので、対象事業費がない。今後についても、

ここ数年はそういう事業費の検討が現在立てておりませんので、今後についてもかな

り厳しい、よほどの要綱の改正等がない限り、交付の見込みはないというふうに現在

認識しております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 引き続いて、その情報の入手が遅かったんじゃないのかとか、せっ

かくこれだけの交付されるというのに、なんで交付しないんだと。うんと批判しよう

と思ってたの。だから、とにかくそういう金を使わなくたって大玉村はやっていける
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んだという状況なら、それはそれでまた良い面なのかなというふうに思えば、そうい

うふうにも見れる。しかしながら、やはりこれだけの金があるとすれば、予算がとに

かくあるんだから、大玉村で。その中でそれをどのように利用するか、これは考えて

も良いんじゃないかなと。この先も来年も再来年も、この交付金は使えないんじゃな

いの、使うものはないなというのじゃ、ちょっと消極的なんじゃないかと。もっと積

極的にやっぱり、そういう要するにさっき村長が言っているような、いいとこ取りを

やっぱりすべきかなというふうに思いますが、やっぱり、これ今はそうかもしれない

けど、来年の予算編成には、これらも考慮してやっていきたいぐらいの答弁はいただ

きたいと思いますが、来年からの方向をお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ今、企財課長から答弁あったとおり、大玉は該当するようなや

つはやっちゃっているんです。だから、先やっちまっているということ、分かりやす

くいえばね。これ該当の事業というと、情報通信整備とか消防防災施設整備とか学校

環境改善とか、これ耐震とか何か。それから、あと今の農地災害とか林道災害、治山

施設災害復旧とか、河川災害とか、こういうのは全部やっていますから。だから、も

うこれの該当するような現時点の要綱、こういうものは済んでいるから、だから今回

は、これ。今回これもらえば自前負担分、自治体負担分を元気交付金で見るぞという

ことなの。国庫補助の対象ね。そういうのはこれは既にやってしまっているから。だ

から、先取りしてやっていたということだね。遅れているのではない。だから、要綱

を今度改正すれば、国がね、該当しないとは言われないね。大玉でやる事業も該当す

るようなことに要綱の、そういう運動はやっぱりする必要ある。みんな該当するよう

にやってくれよと、これはやっぱり声を挙げるべきだと思っています。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、道州制反対の要請について。

町村会が道州制反対の要請活動を行うとの報道がありました。この件について、県

町村会は一枚岩での活動であったのか、その内情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） 全国町村会も、県町村会も、これは誰も異議を唱えるものがおりま

せんでした。したがって、一枚岩だね。二枚岩とか三枚岩はない。一枚岩、これが、

やっぱり決議事項なんです。というふうに素直に受け止めていただいたほうが結構だ

と思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これと市町村合併については、永遠に見解の相違で終わるかなとい

うふうに思っておりますが、これ昨日の答弁を聞いて、おれどうするかなと思ったん

です、本当は。でも、やっぱり通告しちゃったし、これをもう１回、永遠の見解の相

違を確認しておきたいなというふうな意味で今日も質問したいと思います。

福島県の市長会や全国市長会は、この道州制反対を打ち出していないんですよね。

これはなぜだと思いますか。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは政令都市のような、市も政令のそういう市もあれば、１万い

ない市もあるんです。ピンからキリまである。これ一枚岩になれない。それこそね。

だから反対もしなければ賛成もしない。しかし、特定なところは賛成しているでしょ

う。例えば大阪市長あたりは、これ大賛成でしょう。道州制にしっぺ。交付税なんて

要らないと、消費税だけもらえばいいんだと、じゃ、東北政令都市、仙台だけでしょ

う、これ、東北６県で。こんなわけいかない。あんな政令都市が大阪だとか神戸とか

京都とかと、あの範囲でそんなにあるところと、この広い面積の政令都市仙台だけだ

と、北海道はどうだ、札幌だけなんです。だから、我がところいいからって、もう少

しやっぱり国家的な見地に立って、日本の国家はどうあるべきかと、おらほうはやら

れるから、おれはそういうふうにしたいんだと。今より良くしたいからと。それは気

ままだよ。やっぱり国家的な見地に立って、日本の国はどうあるべきかということを

良識のある人はやっぱり訴えてもらいたい。そして、これも何回も言うようだけども、

市は北海道に何とかというところ１万いない市があるんですよ。あと、どこかにもあ

るんだ。だから、そういうのから政令都市の何百万と、そういうのが歩調を合わせる

わけにいかないの。勝手な集団と言ってもいいくらいなんだ。そういうことですから、

町村会とかは、ちょっと市長会とは性格を別にしている。その理由と根拠は何だと。

今言ったような、そういうことだからということであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 既に村長は当事者でありますから分かっているとは思いますが、町

村会の定期総会の決議によれば、町村が存亡の危機に直面する道州制導入に向けての

足音が強まってきていると。とりわけ、道州制は、地方分権の名を借りた新たな集権

体制を作ることに他ならず、巨大な同州は住民との距離が一段と遠くなるばかりか、

大都市圏への更なる集中を招き、地域間格差を一層拡大することになり、更に市町村

の強制的な再編を強いることになれば、多くの農山漁村の自治は衰退の一途をたどり、

国の崩壊につながることが明らかであるというふうに決議されております。

道州制になろうがなるまいが、地域間格差の拡大や自治の衰退は予想がつきますと

いうふうに私は見ております。これらの問題は、道州制への移行以前問題だというふ

うに思っておりますが、道州制に移行しなければこの問題が解決されるというふうに

町村会の方々の認識なのか、それらについてどのように感じているか、伺いたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、ここで道州制の反対の理由をそこで今挙げましたね。全くその

とおり。これはことごとく意味がある。逆に言えば、道州制を敷いて、そして、その

中心主義になって、その周辺はどんどんどんどん過疎化になっていく。これは国の形

としていいですか。私は今、いちばん大切なのは何だと。やっぱり食料の安全保障、

これは世界の食料産業というのは３４０兆円産業でしょう。今、企業が目を付けてい

るのはそこなんだよ。３４０兆円の食料産業に目を付けているんだよ。これをなんと
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か牛耳りたいんだよ。命の産業だから。そういうことをやっぱりしっかりと踏まえな

くちゃならないよと。それが今どうですか。過疎地域がどんどん進んでいるんじゃな

いですか。小学校もぶっ飛んでいく。そうすると、今度は若い人が住まなくなる。そ

ういうところは人材を供給していたんでしょう。そして、そういう次世代の人材を供

給の役割を果たしていた。今、大切なのは食料の安全保障、次世代の人材確保、安全

保障、農山漁村が衰退したらば、この傾向がどんどん強くなっていく。現実、この周

辺もあるじゃないですか。５人、６人子ども当たり前だった、そういうところは家の

残るものは残るけれども、次男、三男は、これ東京とか都市部に行っているんでしょ

う。そういう供給能力は今なくなっている。そして、国は何を言っているか。少子高

齢化に向けて危機存亡であると。ちょっと伸びたね、今１.４１になったんだわね、

合計特殊出生率。こんなこと、とっくに分かっているんだから、５年ごとに国勢調査

やるんだから。なんのことはない、農山漁村政策をしっかりしていればよかったんだ

よ。そうすれば２.０８というのはちゃんと堅持できるんだよ。増やすことはない。

しかし、減らないで持続できる、そういう国づくり、これは国家もやっぱり人だから

ね、最後は。こういうことが、なんでそういうふうになったんだと。だから、農山漁

村政策というのは、やっぱり食料の安全保障、それを担っていく。もう１つは、次世

代の人材確保、提供の役割を果たしてきたんだ。こういう位置づけをして国づくりを

していかなくちゃならない。それを分かっているのは自治体なんだから、身近な自治

体。そういう立場で自治体は声を挙げていかなくちゃならない。道州制というのは、

どこから発端になっているか。特殊な結局そのほうがおらほうはいいからというとこ

ろが提唱しているんでしょう。東北でそれをやって仙台中心になって膨れ上がったっ

てどうなんですか。だから、そういうものではない。国家百年の大計で３４０兆円の

食料産業界、今４０切れるぐらいでしょう、これ、食糧自給率。これを７割くらいは、

これ持っていかなきゃならないんだよ。山は荒れ放題、４０年代に自由化にしたから。

山は搬出のほうがかえって高い。だから、木を売るなんていったらば、なんぼかぶっ

ていかなきゃならない、場所によっては。だから、この山は荒れ放題であっていいの

か。これはちゃんときちっと緑に蘇らせるという必要がある。だから、農山漁村政策

政策っていうのは正に国の基なんですよ。それは食料の安全と、それから自然の安全

を環境を確保する。そして、大切な次世代の人材を生み出す。これはマンションあた

りで３つくらいになってうるさくなったらば、あの狭い３０階、４０階あたりにいて、

そして今度はじゃ２人目子どもをつくるかと、３人目つくるかと、なかなかそういう

気になれないといってた。田舎は５人ぐらいいたって、これ一つも多い感じしない。

そういうトータルで考えて、それはだから食料安全保障と次世代の人材確保安全保障、

これをなんで地方が声を挙げないんだと。だから、そういうことを踏まえれば、都市

中心主義、身近なところでも平成の合併であるでしょう、現実に。都市部に移ってい

るんだからね、同じ管内でも。この目で確認しているんだから。だから、平成の合併

を検証する必要がある。道州制についても、それに輪を掛けるようなことになる。ち

ょっと待てよと。思想とか信条とか政党以前の問題として、国家観というのはそんな
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ものでいいのかと、こう私はいろんな場所で訴えてきたんです。そんなことで、文一

議員とはいろいろ考え方がいていいんです。みんな同じなら、これは不思議だから。

だから、合併のこととか道州制のこと、これは文一議員とはやっぱり見解の相違と

いうことだね。これはだから、どっちがどうだかというのは、ちょっとこれからあと

１０年後ぐらい、どうだったべなというのが分かると思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 県内過疎地域を抱える２３町村、大玉村では定住人口増加対策によ

り人口増になった場合、これは出生数が上がって定住人口が上がったというのならば

ともかくも、大玉が増加になった場合は、県内外どこかの市町村で減になると思うん

ですよね。だから、私が思うのは、その時代その時代、住みたいところに人が移動し

て生活したって全く不思議ではなく、むしろ、それは民主主義であり自由主義の表れ

だというふうに私は思っているんですよ。だって、その地域がいいといって行くんだ

から、これはその人にとっては最高だと思うんですよね。だから、それはおかしいん

じゃないかといって今のところにとどまれ、とどまれ、あるいは田舎にもっと人口増

やすかなんていうことではおかしいんじゃないかなと私は思っているんですよ。だか

ら、あくまでも、とにかく住みたいところに人が移動する、それは当たり前。行った

ら行ったように、その人たち、残ったら残った人のその人たちをいかに満足するよう

な行政やるかというのが、その方をきちっと考えるべきでないかなというふうに思っ

ているんですよ。だから、これらのことについても福島県内の１３市の１５４万人の

市民が、現状を黙認していられる限りは、私は体制は変わらないと。むしろ、どんど

ん格差が広がるであろう。そして、また都市部に集中するであろうというふうに見て

おります。ですから、大玉村ががんばればがんばるほど、もしかすると県内の過疎地

を抱えた市町村がどんどんどんどん、そこから大玉に来ているかもしれませんよ。で

すから、その過疎地になる町村を一緒にスクラム組んでがんばっぺなといっていなが

ら、自分のところでは定住人口を増やすんだとやっていたんでは、おかしいんじゃな

いかと。やっぱりそこは、おれたちはおれたちでやっていくんだと。だから人口増や

っているんだと。だから、減ったところに対する、過疎地になる町村に対して、やっ

ぱりそこは、あなたのところは住みにくいから少なくなるんだから、いいんじゃない

のくらいでやるべきでないか。やっぱり住みたいところに移動することに対して、私

はそれでいいんじゃないかと思うんですが、なんか町村会のように無理無理、今のと

ころでそれぞれ住んでもらいましょうなんていうことに賛同してやる必要はないんじ

ゃないかなというふうに思いますが、どうでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ、居住権は侵せないのね。これは居住権は憲法で保障している

んですから。自治体もやっぱり競争なんですよ、競争。自治体も成り行きに任せてお

けばいいということではね、村長楽でしょうね。成り行きに任せておくんならば。そ

んなら、村長なんていうのは、なにも公約訴えてなる必要がない。成り行きに任せて

おいてはだめだ。やっぱり自治体も競争だから、大玉はどうあるべきだということで、
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これ今まで皆様方のご協力を得てこういう今日の大玉をつくり上げてきた。だから、

よそのことを我が自治体のことを一生懸命考えなければならないときに、おらほうで

がんばったらよそのほうは困っぺといっていたのでは、自治体に競争がなくなるんだ

わ。やっぱり良い意味で競争しなきゃならない、お互いに。そして、良い意味で競争

して、それが今度一丸体制で、これはやっぱり道州制こうだといって、この結束して

決めたのが全国町村会なり県町村会の決議事項なんだ。そういうことでやはり理解を

してもらわないと、８番議員、困るんだな。そういうことで理解をしていただきたい

と思います。最後までやっぱり８番議員とはこの件については合わなかったというこ

とだね、これはやむを得ない、やむを得ないです。当たり前なんだね、これね。そう

あっても支障はないんです。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 早いもので、浅和村長に対する一般質問８０回目を終わることにな

ります。定例議会ごとの一般質問、これが最後かと思うと本当に非常に残念でありま

す。しかし、２０年間という長い間、村長と議員として緊張感をもって議論していた

だきました。それらに対しては、本当に心から敬意と感謝と御礼まで申し上げまして、

一般質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で８番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午前１１時４０分といたします。

（午前１１時２３分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時４０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第３１号「大玉村税条例の一部を改正する条例の専

決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑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ありませんか。

（「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３１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）
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○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３２号「平成２４年度大玉村一般会計補正予算の

専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ございませんか。

（「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３２号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第３３号「大玉村税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５、議案第３４号「平成２３年東日本大震災による被災者に

対する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免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。



- 92 -

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６、議案第３５号「大玉村少子化対策祝金条例の一部を改正

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７、議案第３６号「大玉村消防団設置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） 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４５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第３７号「平成２５年度大玉村一般会計補正予算に

ついて」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） まず、７ページの歳入でございますけれども、今回、給付金が相当

多いですね。一般寄附金、災害対策費寄附金、ふるさと納税寄附金、教育寄附金と、
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これらの内容について、もうちょっと説明をお願いしたいと思います。どのような方

から幾ら幾らというふうに説明願いたいと思います。

９ページ、今、村内半分程度終わったんですけれども、原発による除染が行われて

おりますけれども、作業している業者ごとによって非常にいろいろな方法があるわ

けでございますけれども、私たち、１つ聞いた基準によると、宅地から２０メートル、

高さ５メートルまでの除伐等については、それぞれの基準によって行うということ

でございます。たまたま私の部落、昨日定例会がございまして、私たちの地域、今、

除染入っておりますので、竹の根っこを掘ってもらったとか、ちょっと２０センチ、

３０センチの木を切ってもらったとか、これ有料ですよと言われたそうでございます

けれども、その有料な部分が出てくると聞いたのは初めてでありますけれども、そう

いった基準以外の除染の費用について、そういった基準外だから有料だというふうな

問い合わせがあるのかないのか、あった場合はどのような処理をするのか、したのか、

まず伺いたいと思います。

同時に、この下段になりますけれども、税金についての過年度過誤納付還付金につ

いてでございます。これは毎年出るわけでございますけれども、たった３０万とはい

え、このような数字が出てくるわけですけれども、このようなことが出る内容につい

て説明を願いたいと思います。

次のページ、１１ページの中段に、新規事業として福島保育元気アップ緊急支援事

業という事業によって３６７万８,０００円と、これ使われるわけでございますけれ

ども、これは単年度事業なのか、今後継続されるのか、どういった内容なのかを含め

てお願いしたいと思います。

更に、下段でございます。再生可能エネルギー、これ今後このような推進協議会を

しながら進めていくということでございますけれども、やっぱり今、この場所はもう

決まっておりますので、やっぱり今はもう、その会社も大体このような会社だという

ことで、本村においては水力エネルギーを用いるんだということでございますので、

やっぱり今時にこの推進協議会うんぬんではなくて、もはや本年度あたりは、その上

の作業、若しくは建設に入る時期ではないか、設計等の業務に入る年度でなかろうか

と思うわけでございますので、このような手順の踏み方についてお尋ねしたいと思い

ます。以上、よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

６ページ、７ページで寄附金について、その内容等についてご説明申し上げます。

まず、一般寄附金１０５万円でありますが、これについては大山字北新田のウッドペ

ッカー有限会社様から、ふれあい広場へ時計を設置したいというような形での寄附

１０５万円、設置相当額で１０５万円の寄附であります。その下、災害対策費寄附金、

補正額は２４万９,０００円となっておりますが、既定額、補正額そういう関係上、

金額としては２５万円であります。匿名の方からの寄附であります。昨年度も３０万

円ほど、広島の郵便局の消印というような形でいただきました。本年度については、
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京都の消印で２５万円の送金がございました。これにつきましても昨年度と同様、地

方紙、民報、民友に掲載をして善意の寄附、この寄附については災害対策に使わせて

いただきたいというような新聞掲載をし、その後１か月を待って公金として調定をし

たところであります。その下、ふるさと納税寄附金１１９万９,０００円、既定額

と合わせまして１２０万円であります。この１２０万円の内訳については、三重県

在住の木原敏彦様、お母さんが大玉村出身というふうに聞いております。この方から

１００万円を頂だいいたしております。それから、残り２０万円については、関東安

達太良の会、会員であります遠藤修氏より１０万円、それから、武田忠秀氏より１０

万円、それぞれ寄附をいただいております。教育費寄附金につきましては、昭和４０

年度玉井小学校卒業生の皆様から５万円をいただいておるところであります。以上で

あります。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番議員さんに、９ページ線量低減化の件で、現在進めて

いる住宅除染、この件に関しての質問がございました。住宅の隣接する、俗にいうい

ぐねについては、先ほど議員からお話あったように、２０メーター程度について除染

すると。高さについても５メーターというふうにおっしゃいましたが、４～５メータ

ーと、手作業で届く範囲ということで、枝おろしを中心にするというふうになってい

ます。それから樹木のいわゆる底打ちの部分については、落葉等の除去と、これが住

宅周辺の除染の進め方といいますか、基準になっております。先ほどあったように、

例えば竹の根っこを抜いてもらったというお話があったけれども、あるいは、そうい

う相談があった場合どのような対応をするのかということですが、まず、伐採そのも

のはやりませんので、抜根はあり得ない。つまり、今回の除染費用で抜根はしないと

いうのが原則になっております。ただし、刈り払い、竹といってもモウソウ竹とかじ

ゃなくて細い竹であるとか、刈り払い機で、草刈り機で刈れる程度のものは刈り払い

は行うというふうになっています。そのような基準でありますので、有料か有料でな

いかというか、そもそも作業の進展上は、ついでだからという気持ちは十分わかるわ

けですけれども、作業の進捗からいえば、ついでの仕事はできるだけやってほしくな

いというのが発注者側の希望でありまして、各事業者から協議出た場合には、そのよ

うに指導するというふうに考えております。

それから、同じように１１ページ下段の再生可能エネルギーの利用推進協議会の関

係です。先ほど、もう既に実際の工事に入るべきじゃないかというような話がござい

ましたが、現在進めている小水力そのものと連動する話ではございませんで、昨年の

１２月、議会の皆さんの同意をいただいて再生可能エネルギー利用推進の村の宣言を

行いました。これらの具体化をどう進めるかということで、再生可能利用推進協議会

を立ち上げて、その中で大玉村にふさわしい再生可能エネルギーの導入の方向性を定

めたい。再生可能エネルギーの依存度をどれだけに持っていったらいいのか、どの場

所でどういう形で持っていったらいいのか、あるいは事業主体をどのように考えてい

けばいいのか、太陽光、それから小水力、そしてバイオマス、こういった全般につい
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て計画を定める協議会を設置したいということでございます。そういうことでありま

すので、先ほど、今回もちろん小水力については現在も手がけておりますし、太陽光

発電の部分に関しても一般住宅への導入推進を図るための助成事業もございますが、

それに更に加速化する全体的な計画を作るというための協議会でございますので、そ

のようにご理解いただければと思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ７番議員さんに、９ページ、過年度過誤納付金及び還付加算金

の３０万円の補正でございますが、当初１００万円の予算で措置をしていたわけです

が、５月に法人税関係の予定納税分の決算がございまして、１法人で７９万円の還付

が出てしまいました。これにつきましては、法人のほうの決算の中身によって当然変

わってきますので、なかなか予算のほう、読み切る部分が難しいということ。それか

ら、今月６月が大体法人のほうの決算が終わっての清算という形になりますし、その

ほか住民税、国保税等の還付の移動等も生じますので、今回３０万円の補正をしたと

いうことでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。

１１ページ、福島保育元気アップ緊急事業についてでございますが、まず、単年度

かどうかというようなことでございますが、平成２５年度の緊急事業ということです

ので単年度というふうにとらえております。まず、この事業の内容でございますが、

原発事故の影響による保育所のあらゆる問題とか、解決をするための軽減事業という

ことで、主に相談支援事業、それから運動プログラムの保育環境の整備とか、あと自

然体験の取り入れというようなことで、県での提言をいただきまして保育所側で計画

を作成し、その計画に基づいて県に申請、事業が認められれば事業実施というような

ことになります。年間での児童数によりまして補助金の上限ございますけれども、一

応そういう形で事業を実施する。相談支援事業が必須項目というふうになっておりま

すので、専門員の職員を配置、あるいは現在いる保育士に対する講習と、そういった

ことが必須条件とはなっております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） まず、除染関係で再度伺いたいと思います。

当局の担当者の話では、手作業による枝おろしまではするけれども、それ以外の、

また刈り払いまではするけれども、根っこを起こしたり大きな木の伐採、抜根はしな

いということでございますけれども、現実に昨年度もやっているのですが、昨年度、

植木屋さんが入った場合は、これ園内の宅地なり、この辺ではツボノウチと言います

か、ツボノウチのちゃんと手入れもした地域もありますし、しない地域もある。今回、

私どもの地域のように、きちっと大きい竹、これは唐竹なんですけれども、唐竹の根

っこをきちっと取って、その根っこは燃やすわけにいかないので自分の別の農地に置

くと。仮に置くのかなんだか分かりませんけれども、置いて、なして袋に入れないか

ということになると、これは有料だからというんですね。そういった事例があるとい
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うことで伺っておりますので、ついでの仕事はしないというような当局での説明でご

ざいますけれども、ついでの仕事をしているんですよ。そういった実態は、この私た

ちの神原田地区以外にあったのかなかったのか、今後どのような行政指導をするのか。

はっきり言っているんです、有料だと。あと、大きい木も切ってもらったと。私、ト

ラクターでロープで引っ張ってもらって、その木はどうしたんだったといったら、そ

れは割って持っていってもらったと。きちっと、その辺の道路のそばに唐竹とそうい

った木を割ったのもありますし、それは有料だと。そういった実態もあるんですよ、

現実に。そういったことは今までもあったと思うし、現実にあったわけですから。今

後どのような行政指導をしていくのか。その辺で、あいまいで、何十社も入ると思い

ますし、あいまいな作業をすると、これから玉井地区の大きな地域が一斉にやるので、

ちょっとこれ1件違うと境になりますので、境界になって、おまえさんがこうだね、

ああだねって、すごいトラブルになる恐れもありますので、再度質問しておきたいと

思います。

再生可能エネルギー、私は太陽光については漏れてしまいましたけれども、今後小

水力と太陽光を進めていくんだということでございますけれども、もはや、これはも

う原発以前の話から我々も視察もしてみたり、いろいろしておりますので、もっと、

これ事業のスピードアップを図っていかなきゃならないという観点から、もっと、今

時推進協議会でないだろうという考えも持っていますので、その辺の手順、やっぱり

進めるうえでの手順、もっとスピードアップが必要ですので、再度この２つの質問を

しておきます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんに再度お答えいたします。

除染の問題で、先ほどのいわゆる除染メニューを超えた仕事が現実に行われている

かどうか、これについては、行われている事実もあります。把握もしています。ただ、

有料かどうか。有料っていうのは、これ当然除染メニュー以外のことですから、それ

は業者と当該各個人が契約で進めるものについては、だめだとは、これは言えないわ

けですよね。しかし、そういうことで工期が非常に詰まってくるという問題が生じて、

全体的に作業の進捗を妨げるようなことになってはいけないので、実際上はお断りす

るようにお願いしたいというふうな指導をしているし、説明会の中でも、そういうこ

とも確かに、例えば雨樋の交換、あるいは屋根の塗装、こういったことも出てくるわ

けですよね。現に進められている部分もございます。基本的には、除染の工種にない

ものは当然認めませんので、例えば竹、唐竹であれ何であれ、抜根した場合には、そ

の部分に関しては対象外とせざるを得ないというふうなことです。決してやるなとい

うふうには言えませんけれども、各お宅でもそういった伐採であるとか、そういった

ことについては別の機会なりなんなりにお願いしたいということは説明会の中でも申

し上げているところでございます。

それから再生可能エネルギーの問題ですけれども、これにつきましては、先ほど申

し上げました。１２月、昨年、利用推進、その宣言をいたしました。それから、じゃ
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あ利用推進、これをどう具体化するのか。これまでについては、モデル的というか、

国も低二酸化炭素社会をめざす取り組みの一環として行われてきたと。ところが、今

回は原発事故という中で、この依存エネルギーといいますか、原発事故を受けて、エ

ネルギー問題に対する認識というのは変わっているということで、県も再生可能エネ

ルギーに関するビジョンの策定はしておりますが、私のほうでも単発的に小水力をや

るとか、あるいは太陽光を屋根に上げてというようなございますが、全体的に、じゃ、

いつまでに、どのくらいの目標でやるのかということがあると思います。どういう手

法で、誰がいったいやっていくのか、それと、まだ手をつけていないバイオマス関係

ですよね。こういう部分に関しては、どういう可能性があるのか、そういったことを

計画として定めていきたいと。推進計画として定めたいということで利用推進協議会

を立ち上げたところで、宣言をして何もやらずにいれば、ただ宣言しただけかという

話になるので、その具体化のための協議会だというふうにご理解いただきたいと思い

ます。そして、今回は５０万円という大ざっぱな予算でございますが、推進協議会の

運営の経費、それから調査費、そして委員の費用弁償ということで予算は考えており

ます。今回は研究者、それから事業主体として考え得る方々、商工会も含めてですけ

れども、それから産業界、これは蓄電池メーカーであるとか、ボイラーメーカーであ

るとか、更には、じゃ住民が再生可能エネルギーの事業に取り組む場合には必ずお金

がかかってくると思うんです。そういうために、どういうファンドをつくれるのか、

そういうことで金融業界からもご参加いただく。それから、環境保全推進団体である

とか、地域づくりの実践活動をこの地域でやっている方々、そして、行政関係では、

国、県、林野庁とか、そういったところも含めて幅広く意見をいただきながら、宣言

にふさわしいような計画を定めていきたいということで、１２月で、すぐ１月に協議

会でも開けばタイムリーだったかと思いますが、それでも早い段階での着手だという

ふうに考えておりますので、ご理解いただければと思います。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 私の質問、最後になりますけれども、３回の質問したいと思います。

この除染について、全く私も昨日の段階まで、対象外についての有料でやってもら

うということを全然知らなかったんですよね。私も役場にも問い合わせたこともない

し、初めて知ったわけでございます。そういったことになりますと、非常に私も、こ

の木邪魔だから、このものが邪魔だからというふうなことが出てくると思うんですね。

そういった心配が、これ出てきております。なおさら、おれは有料でやってもらった

んだとなると、若干の有料、半日とか１日になる仕事になれば、重機も使いますし、

若干お金がかかると思いますが、そういった仕事をどんどんしていくと、先ほどいっ

た工期についてはいろいろ遅れてくる部分もあるということでございますので、ある

程度基準がきちっと決まったら、やっぱり基準に合わせてもらうと、そのようにして

もらわないといろいろトラブルの発生の基になるという、誰でも分かっていることで

ございますので、その点について、やっぱり業者間の平均になる作業基準、これマニ

ュアル、県からの指導もあると思うのですけれども、そのマニュアルの基準の上限く
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らいきちっと示してもらわないと、あの業者に頼めばよかった、この業者はだめだっ

たということになりますので、まずその点について再度伺っておきます。

更に、再生可能エネルギー。私あの太陽光、風力とか、そういうもの全体的に含め

ないで先ほどしゃべってしまったんですけれども、これは水力発電については、村と

してある場所を購入したわけでございますけれども、これ事業主体、事業主体といっ

ておりますのは、多分太陽光なり、それら以外の風力なりだと思うんですけれども、

そこの村で買った土地についての水力発電については、事業主体はどこになっている

のか、これも決まっていると思うんですけれども、その点について当局に伺っておき

ます。

新たな質問について、１３ページの下段になりますけれども、福島森林再生事業、

これは原発からも２,０００ヘクタールの、これからの除染の作業手順だと思います

けれども、これらについてのもっと詳しい説明ですね。冒頭での村長説明だとちょっ

と早口で分からなかったものですから、１３の委託料の福島森林再生事業委託料９４

１万の中身についてお示ししていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんに再度お答えいたします。

基準については先ほど申し上げました。有料の除染というのは、これは村ではもち

ろんやりませんし、除染の工種に定められた範囲でやらざるを得ないと。これは監査

もありますから、そのようにやらざるを得ないし、住民の方々にも説明会で、そのよ

うにご理解をいただくように努めています。なお、除染業者についても、これは現場

現場で判断になると思うんですけど、我々としては、やっぱり工期内に、そういった

ことで作業が沈滞するということのない中でやっぱり判断いただくしかないと。出来

る限り、後に回せるものは後に回していただきたいというようなことで業者にも申し

上げていきたいというふうに思いますが、なにしろ民民の関係になってくると、それ

はだめだと強制する話ではなくなっちゃうんですけれども、先ほどいったような方針

を皆さんにご理解いただくっていうのが、私たちの側からの指導というふうになると

思います。

次の水力の関係については、企画財政のほうで担当しておりますので、そちらのほ

うから答えていただくことになると思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

現在、進んでいます小水力、百日川系の横堀平地区については、現段階では大玉村

を事業主体として考えております。ただ、今後この利用推進協議会等にも一緒にお諮

りを申し上げながら、現在、杉田川の可能性調査も進めようとしております。これら

については、以後、利用推進協議会の中でいろいろ討議をしてもらいながら、併せて

一体となったエネルギーの利用、再生可能エネルギーの利用推進というような形で進

めてまいりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。
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○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんにお答えいたします。

１３ページの福島森林再生事業の中身でございますが、これは、いわゆる除染関係

は環境省サイドの事業でございますが、これは林業サイド、いわゆる農水省側の事業

ということで、原発で汚染された森林の整備等が低下しているという中で、森林、間

伐等の間伐路網整備等をしながら、いわゆる放射性物質の低減を図っていく事業でご

ざいます。その中身については、事業の対象地区となるのは空間線量が年間１ミリシ

ーベルト以上の生活圏の森林以外の、いわゆる民有林が対象地域となりまして、間伐

などの林業的手法のほか、枝葉等の処理ということで、丸太柵などによって放射性物

質の拡散防止を図るという事業でございます。これらにつきましては、今回９４１万

４,０００円を補正計上したところでございますが、本年度につきましては、いわゆ

る全体計画、年度別計画等々のいわゆる計画を樹立し、今後数年間にわたって事業を

する、いわゆる実施計画を作成する内容でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） ９ページの除染関係で、農業系の汚染廃棄物処理事業委託料、これ

の内容を知りたいのであります。

それから、この災害対策費の中で、一般財源で５１万８,０００円計上されており

ます。この内容、散布代とか機械の修理代となってますが、これらは一般財源でやら

なきゃいけないものなのか、これは同じように請求することはできないのか、それ伺

いたいのであります。

それから、再生可能エネルギー、今回補正でいわゆる必要性ですね。目的とか内容

については伺いました。メンバーの内訳の大体の、おおよその人数等、こういう協議

会の進め方なんですが、毎年毎年新しい感覚を入れたようなことで切り替えていくの

か、メンバーは最初決まるとそのまま継続していくような形、どういう決定の仕方を

していくのか、改めてそれを伺いたいと思います。

１３ページの福島森林再生事業、ただいま質問もありました。これ、県支出金の

９４１万幾ら。この事業の内容、結局どういうところに委託して調査するのか、委託

先をまず知りたいです。それからこの事業、大玉村として約２,０００ヘクタールが

ありますが、これは今後どういう事業に発展していくのか。総事業費で、トータルで

どれぐらいの事業を考えて、この事業の委託を始めるのか、まずそれについて伺いま

す。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、９ページの農業系汚染物処理事業の内容でご

ざいますが、これは昨年も放射能、原発事故により汚染された稲わら、牧草、堆肥等

の処理事業を行いましたが、昨年２月、３月の降雪、雪により実施不可能な部分を新

年度で対応するということで、雪による実施できなかった部分と、あと牧草のロール

が大型だった農家があるものですから、それらのフレコンパック、特注になるので、

特注のフレコンパックの日数がかかって年度内に出来ないということで新年度対応し

たもので、主に稲わら、牧草の１４８トンを今回実施予定ですが、また、この農業系



- 100 -

汚染物稲わら、牧草のほかに、現在果樹農家で剪定枝をこの事業によって、いわゆる

家で保管したいという話も出ておりますので、それらも含めて今回２,０００万円を

計上したところでございます。

次に、この農業系除染の単独、一般財源の部分でございますが、一般財源の中身と

しては、中ほどの委託料のまず最初に放射能物質簡易測定器保守点検委託料、これが

１５万８,０００円。あとは２番目の放射能物質吸収抑制対策事業委託料、これは畑

関係のカリの散布、いわゆる資材代と散布料、農家に１０アール当たり６００円支払

う３６万円と１５万８,０００円合わせた分が一般財源ということで、これらについ

ては昨年度、散布料等については震災特別交付税で措置されたと聞いております。

続きまして、１３ページの森林再生事業の事業内容で、いわゆる委託先はというこ

とでございますが、いわゆる委託先については、現在検討しているのは森林関係の団

体を想定しておりまして、これら森林関係の団体が受け皿となり得るということで進

めておるところでございます。また、総事業費については、今回いわゆる民有林、大

玉で統計上２,０８０ヘクタールあるということでございますが、それらを調査して、

いわゆる民有林の中にも植林した部分もありますし、自然の雑木等もありますので、

それらのどういった事業が可能なのか。いわゆる今回の実施計画等の中で、どういう

手法でできるのか、その辺も踏まえて、いわゆる総事業費どのぐらいの経費がかかる

のかということが算出されるものでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番議員さんに、再生可能エネルギーの協議会のメンバー、

それから協議会の委員の年数等々についての質問がございました。

今現在、メンバーにつきましては、各団体から推薦いただくようなことで準備を進

めております。森林業緑化協会、それから市町村支援機構、かつての県の技術センタ

ーですね、こういう部分については、県の外郭団体的なところもありますけれども、

技術的な知見をいただく。それから県、これは行政側で一緒に県の計画等々もありま

すので、県、これは振興局になると思います。それから国につきましても、林野庁等

々からも参加いただきたいということでお願いしております。それから、研究者につ

きましては、福島大学、日本大学の工学部、それから、国の農水省の出先になると思

いますけれども、地域資源循環、ちょっと名前は忘れましたが、そのところからの研

究者、これはバイオマス関係ですね。先ほど申し上げましたように、村民が事業主体

となって進める場合に、どのようなファンドを作るべきかなどということを検討する

のに銀行協会から推薦をいただくことにしております。ＪＡさんも含めてということ

に、ＪＡさん別ですが、そういう金融の立場も踏まえて。それから、商工会、そして

再生可能エネルギーといいますか、エネルギー業界ですね。先ほど申し上げましたボ

イラーとか太陽光とか蓄電池、そういうメーカーさんからもいろいろと知恵をいただ

きたい。それから区長会、それから土地改良区、これは水利権の関係とかの調整等々

もございますので、そのような方々。それから環境推進団体、それから地域活動を実

践している皆さん方、こういう分野から２０名以内ということで考えております。
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充て職的な部分については、今回は極力少ないというふうに考えています。県、区

長会になるのかなというふうに考えておりますので、おおむね、これは何十年もやっ

ているわけじゃないので、長くても２年ないし３年の間にはきちんとした最終計画を

作れるように、中間的にも報告書をまとめられるように。むしろ専門分野の方々が多

いので、まとめる側の我々の力量をどう高めるかということも課題にあるなというふ

うに今は考えていますが、そのような中身になっております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ９ページの農業系汚染物のことについて。だいぶいろんな形で除染

の事業を進めてきたとは思いますが、今現在のこの農業系除染物の廃棄物の処理事業

の進捗状況、今後例えば予想される、必要とされる事業の予想とかも含めまして、今

の進捗状況をまず伺っておきます。

それから、１３ページの森林再生事業。森林に関係する、これは森林組合と見てよ

ろしいんですか。確認。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、農業系汚染物処理事業の進捗率ということで

ございますが、いわゆる昨年、２３年から繰越事業で昨年も実施しておりまして、今

年度も先ほどの内容で２,０００万円計上したところでございます。いわゆる進捗率

と申しましても、いわゆる、現在、昨年、牧草関係につきましては、昨年除染したと

ころを今回一番草を測って、いわゆるエサにできるかどうかというのが現在畜産農家

から牧草を集めて測っているところでございまして、それらがもし基準を超えれば、

またこういう一時保管をしなくちゃならないという部分、新たに出てくるということ

で、現在、今回予算措置した中では、ほぼ畜産農家から出されたものについては処理

できる内容でございますが、また、いわゆる調査いかんでは、今後の調査いかんでは

また発生する可能性があるということでご理解いただきたいと思います。

また、福島森林再生事業の委託先ということでございますが、これらについては委

託可能ないわゆる団体ということで、先ほど森林関係の団体ということでございまし

たが、可能な団体としては森林組合連合会とか林業協会、それら、いわゆる林業関係

の団体がいわゆる受託が可能ではないかということで県のほうからはお聞きしており

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） １３ページでございますが、④の県産農林水産物ＰＲ支援事業３００

万円上がっておりますが、風評被害、大変深刻でございまして、米についても、そば

についても、それから果物、相当県産品は大玉村についても当然でございますが、苦

慮している実態でございます。そういう中で、今回この印刷やら会場借り上げ、又は

試供品というようなことでＰＲやってくるんだろうと思いますが、この概要をとりあ

えず、まずお知らせ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） ５番議員さんにお答えします。
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１３ページの県産農林水産物ＰＲ支援事業、この事業でございますが、いわゆる福

島県で生産された農産物を県外にＰＲ、販売ＰＲを行うことを支援するという事業で

ございまして、それによって風評被害の払拭を図るということでございます。町村に

あっては限度額３００万円ということで、今回本村においては、この限度額３００万

円を県のほうに申請した内容でございます。これらの事業の内容でございますが、首

都圏にいわゆる農産物を販売・ＰＲするということで、昨年も行いましたが、埼玉県

の川越市等を含めた３回程度を県産農林水産物ＰＲの事業を実施したいということで、

事業費を計上したところでございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 都心において、そのＰＲだということでございますが、なかなか福

島県応援フェアとかということでやるんだろうけれども、なかなか一過性で終わって

しまうというのが実態だろうと思うんですね。継続しない。なかなか応援フェアにつ

いては協力しましょうということで多少買っていただくんですが、その後が全くつな

がらないというのが実態かなと思っております。いろいろと費用はかかるわけでござ

いますが、復興サポート事業１００％でございますから、これはこれでよろしいのか

なと思いますが、問題は継続的な、いわゆるスーパー、あるいは食品会社、又は業務

用としての納品、そういう形にシフトしていかないと、単なるＰＲ事業、スーパーの

一角でというのでは継続しないんじゃないのかなと思うんですね。そういう観点から、

運動の方針を本腰を入れて、もう少し考え直したらどうなのかなという思いがあるわ

けでございます。若干それますが、本村の学校給食の米についても県外産米を使って

いるというような状況を聞いておりましたが、これも、やっぱり当然ながら地元産を

使っていくべきだと私は考えておりますが、それはそれでともかくとして、業務用、

それから食品会社、そういう関係に今後力を入れていくという考えがあるかどうか、

お尋ねいたしたいと思います。

○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。

いわゆる今回は、福島県の農産物のＰＲということで、県の事業を利用しておると

ころでございますが、いわゆる業務用等々については、安達地域農業振興協議会で、

いわゆるトップセールスを今までも行ってきましたが、今年度については県もこのよ

うな形で事業化されるということで、安達農業振興協議会のほうではトップセールス

を行って、いわゆる業務用とか、ＪＡも含めて各首長さんのトップセールスを行うと

いうことで例年以上の事業費を計上して、いわゆる首長さんとＪＡと合わせてトップ

セールスを行うということで事業を今年度は展開するということで予定しているとこ

ろでございます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ちょっと私のほうから補完しておきたいと思いますが、言わんとす

ることは、要するに一過性ではだめだべ。やっぱりもっと系統的に効果あることにつ

なげてくれないかという意味だと思うね。そのようにやっぱりしたいというふうに考
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えております。

それから、給食センターの米ね、これは一時ストップしました。今は地元の米を給

食センターで使っております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） １２ページの農林水産業費の先程来何回もありました林業関係の

事業、訳が分かったようなことなんですが、要するに、この振興委託先をそういうふ

うにして９４１万４,０００円ですか、これはこういう細かい数字が出ているんだか

ら、それなりの根拠があると思うんだけれども、それはただ単に県支出金が同じ金額

あるからそこに上げてあるのかどうか。

それから、これからそこに委託して、どういう事業ができるかどうかを調査してと

いうことであれば、その調査のためのお金なのか。いったい具体的には何をやろうと

しているのか、もう１回改めて。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １０番議員さんに、森林再生事業の９４１万４,０００円の、

いわゆる積算根拠でございますが、これらの事業の中で先ほど本村の民有林の面積

が２,０８０ヘクタールということで申しましたが、この事前調査を予算化す

る中では、いわゆる全体計画の作成とか、年度別計画作成とか、いわゆる調査、積算

業務を行いますが、いわゆる積算単価にこの民有林の面積を掛けた金額が９４１万

４,０００円の中身でございます。

事業の中身でございますが、先ほども申し上げましたが、今年度についてはこのよ

うな実施計画等を作成し、年度別計画を作成して、いわゆる民有林の中でも、その民

有林に合ったいわゆる事業、間伐が必要なのか、間伐するためにはいわゆる林道、路

網を整備しなくちゃならないのか。そして、いわゆる放射性物質の低減を図るために

はどのような、先ほどもいいましたが、そのような方法が考えられるのかという現地

調査も踏まえて、今年度、現地を調査し、翌年度以降、いわゆるハード事業を展開し

ていく内容でございます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、課長から答弁したとおりでありますが、事の起こりは、私、県

の森林林業緑化協会の会長という立場でもあるものですから、結果的には森林をやら

ないとだめだべと、森林やれということで、国に要望してきた経過があるんです。昨

年の８月には、森林除染は不要というふうなことを方針を出そうとしたんですね。と

んでもないということで、運動を展開してきた。結果的には、じゃ、ちょっと見直し

するかと。だけど、いまだに具体化しない、なんで具体化しないんだ、これは追っか

け追っかけやっているんです。そして、ようやくちょっとやるかと、調査するかとい

うようなことで、これ、はなからだめだではだめだということで、ちょっと調査しっ

ぺというようなことで、併せて除染だけでなくして森林の再生ということに結びつけ

っぺと、そういう調査をやる必要があるというようなことで、これ出発した事業であ

る。だから、経過からすれば、そういうことでありまして、私らからすれば、今の汚
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れをずうっと調べて、すぐやったらいいだろうと。そんななんでまどろっこいことや

っているんだと。やらなくたって分かるだろうと、調べたらすぐ分かるんだわ。私ら

がこれを調べて、１キログラム当たり、どこどこがなんぼ、何ベクレルと調べている

んです。そういうことで、結果的には私らは素人だから、正しいとはいわない。しか

し、現実に１キログラムのこのチップにして測れば、ここのところに例えば７,８００

とか、あるいは４,５００としてあるじゃないかと。これ１３７が、このうちの６４

％あるんだべと。そうすると、これは例えば２,５００ベクレルくらいあるんだと。

白菜、キャベツ、１００ベクレルを超えたものは食べられないというのが、２５倍も、

それから３０倍もあって、３０年間も半減のようなものがそこに付いている。あるい

は、枯れて下に落ちる。毎年これさらうわけにいかねべと。だから、頂上までとはい

わないけれども、生活圏に影響出ているところは早く指針を打ち出せと言ってきた。

今でも言っているんですが、なかなか出さないで、そして、あの手この手にちょっと

調査するかと。調査、全く手をつけないよりはいいから、まあ、じゃ早くやれよと、

こういって怒ってきたというのが経過なんです。これはそういうことで、この事業が

ようやく始まったというくらいでありますから、本格的なことについては、やっぱり

今いったような事情からすれば、即除染に着手してもらわなくてはならない。やらな

いよりはいいと思って評価しているんです。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 今お話ありましたが、そういう村長のこれまでのずうっとのお話

を総合した中で私質問したんですね。つまり、ほだこと調べてどうだという話でねえ

べというのが私の考え方なんです。これ、何がどういうことが実施可能かをこれから

実施計画を作るんだと、こういうことだけけれども、これまでのことをすると、何を

しなきゃならないかというのは明らかだと思うので、この銭ですぐやったらいいべと

いう考えから聞いたので、これとこれを調べたらこれだけかかったなんていって終わ

るということではならんというふうに思うので、聞いたところであります。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １０番議員さんにお答えいたします。

いわゆる今年度については、実施計画等を策定しますが、ハード事業については間

伐、あと路網整備、放射性物質の削減等のハード事業整備については、翌年度以降実

施するという内容でございます。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） １３ページの今、隣の須藤議員が言われましたが、実は再生事業

委託料なんですが、これ切ってまあ方線の１つの一環だと思うんですが、それに結び

つけて再生エネルギーというか、それと村長が常に言っているバイオにつなげること

は、スイッチ入れることは考えておりますか。その点ひとつ。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 森林の除染はしなくちゃだめですよということは、先ほど言ったと

おりね。そういうことで、では何もやらないというわけにはいかないから、ちょっと、
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やっぱり手がけるかということで、こういう委託調査を、やらないよりはましだとい

うようなこと。そして、あと私らがお願いしてきているのは、今、例えば間伐したと

か伐採したとか、枝を次から次へと下ろして、それをどこに置くか。こういうことで、

置き場所に困る。だから、これを資源化を考えたらどうですかと。そして、木質バイ

オマス発電、こういうものに結びつければ、これは売電できるんじゃないですか。だ

から、そのプラントを国でもって本気になって各地域にこれを設置すると、そして、

これは地域を越えてまた持ってくることになりますと、よそから受けるのはだめだと、

これは反対運動が出ますから、その地域の全体の森林の汚れはこういうことであると、

したがって、この地域を良くするがために結局こういうことでもって伐採する、ある

いはまた枝打ちを大々的に行う、それを資源化にして、そして木質バイオマス発電と

いうようなことでやれば、地域全体は線量は下がるんじゃないですか。これは、報道

ステーションで私、何気なく見ておりましたらば、０.３くらいに下がったのね、住

宅除染して、それがあと今度ある程度過ぎて測ったらば、５マイクロとか６マイクロ

になったと。これは大変だということで、そして結果的には原因はどこにあったとい

ったら、周辺の山だったんです。それも環境省にも私、何回も言っていますから、関

係者にも、環境省の南川という事務次官にも、これ調査したうちのほうの書類と、そ

れから、今いったことも話をして、そして、これは真剣にやらないと、これは今住宅

やったってすぐ戻ってしまいますよ、やってくださいということで、だいぶこれやっ

ておりますから、ちょっとは動き始まってきたんですが、今おっしゃられるように、

木質バイオマス発電、そうすれば私はこれまでも言っているんです。大玉に２,０００

ヘクタールくらいの民有林があるんだと。１年に６６町歩ずつやれば３０年分あるん

だと。植林例えばしておけば、これは３０年経てば一人前の木になるんだ。そして、

今の汚れた木をこうやって蘇らせることができるんだ。あるいはまた、今の木の質に

よっては植林しなくてもいいんですね。切って根を残しておけば、そこから芽吹くん

です。だから災害とか、そういうことはない。ある程度あれまでいったらば、あとは

木柵とかで、そして、あとは途中で上からの流れを止める。ゼオライトのようなもの

を例えば袋詰めにして１年ごとに交代するとかと、そういうことにすれば環境という

のは、これは保てるんじゃないですか、そういうことに話をしているんですが、森林

はなかなかやっぱり、これから相当運動は強めていかなくちゃならないと思っており

ます。ただ、ようやく手がけてはきているんです。これは皆さんの家も今、村も一生

懸命、現在のガイドラインで住宅やっておりますが、周辺のそういう状況によっては、

やっぱり検査をよくして１回は下がる。その後どうなのかというようなことは、やっ

ぱりやったから安心だということにはいかないということは、これはやっぱり認識し

て検査を十分しなくちゃならないなというようなことをこれはやっぱり住民に啓発を

しておく必要があるというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 全く村長おっしゃるとおりでありまして、これはやっぱり再生エ

ネルギーとこの一石二鳥というんですか、これスイッチ入れたんですから、これは、
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やはり拡大していって、この予算を無駄にしないで、県全体を巻き込んだやはり再生

エネルギーというものは、なんでかんでこれからやる必要があるんだと私は思うんで

すよ。議題はちょっと違うんですが、こういうことで再生ということですから、それ

につなげて私は関連したわけでありますが、そういうことを含めて、これからこうい

ったものに着手して、そして安全な再生エネルギーというもの、これは一石二鳥なわ

けですよね。これ当然、枝を落とす、もちろん切る、当然これ逆にいえば廃棄物にな

ってくるわけですよ。それを再利用して、そしてエネルギーに換えていくんだという、

やはりこれからのそういう発想ですね、これをやっぱり拡大していく必要があると私

は思っておりますので、村長が、それを今まで力を入れていたのを、あとわずかな８

月までの任期でありますが、それを最大限生かして、ひとつ今までのノウハウを集中

させて、一つ次の人にバトンタッチするようにひとつよろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは、ずいぶん今までも訴えてきました。あと、県の森林林業緑

化協会でも私先頭に立って関係団体等も今までやってきてますから、だから、その関

係者も十分認識しているし、また、あと内部的にも再生可能エネルギー、先ほど担当

課長から答弁ありました。そういう再生可能エネルギーの中でも、そういう森林の例

えば木質バイオマス発電、こういうことも含めて識見者にもメンバーになってもらっ

て、そして、やっぱり具体的に取り組みをできるところからやっていくと、これが大

切だと思うんですよ。後任の村長にも十分その辺は引き継ぎをしていきたいと思いま

すし、議会の皆さん方にもやっぱり強力な支援を今後やっぱりやっていただきたいな

と、そんなふうに考え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） １３ページの④について伺いたいと思います。

風評被害の払拭、あるいはＰＲ、それにつけてもやはり大玉村農産物の放射能関係

の安全性について、どのように証明して、どのように納得してもらって、そのうえで

風評被害を払拭し、ＰＲするということでないと、なかなかそれでそれ以後ずうっと

引き続いてというわけにはいかないのではないだろうか。要するに、口で大丈夫だ、

大丈夫だ。だから、どうぞ、どうぞと言っても、そのときは確かに、ああ、そうです

かと言うかもしれないけれど、それが継続するかどうかは全く、むしろ継続しないの

ではないかというふうに思います。やはりきちっと継続するためには、絶対だという

ような、要するに放射性物質が含んでいるか含んでないか確認したうえで提供してい

くんだという、そういう間違いのない方法を取らなきゃならないと思いますが、この

ＰＲ以後についても、それこそ大玉村から出る農産物は１００％安全ですよというこ

とが間違いなく言えるかどうか。間違いなく言えるとすれば、それはあくまでも測定

データを保証するというようなもので測ったものでないと、なかなか保証はできない

のではないかというふうに思いますので、ＰＲする以前に、大玉村のものはこういう

機器でもって測定して、放射性物質は含んでいませんよということを確たるものにし

たうえでないと、いくらＰＲしてもなかなか大変だろうというふうに思います。です
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から私は、こういう復興サポート事業、３００万円しか来ていませんが、こういう予

算が県であるとすれば、こういうものを利用して、どこにでもきちっと放射性物質が

幾ら幾らだという証明書を出せるような機器を利用してやるべきでないのかなという

ふうに思いますので、こういうＰＲをする以前の問題として、まず村の農産物は全部

こういう機器で測っていますよというような方法取れないかどうか。これは金額的に

かなりの金額になろうかと思いますが、１年、２年で終わるものじゃございませんの

で、ＰＲする以前にこういうことをきちっとやっていれば、むしろ黙っていたって安

心して買ってもらえるんじゃないのかなというふうに思いますが、そういう高価では

あるかもしれませんが、そういう測定器の設置等々についてはどう思いますか、伺い

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに、ＰＲ事業の中で、いわゆる放射性物質の調査、

どのような形でということでございますが、米につきましては、ご存じのとおり全量

全袋検査を行いまして、３０袋の米の袋には当然ですが、小袋についても測って検査

済みという小袋にもシールがついて、いわゆる全量測って全体で測って出荷されてい

るということでございます。

野菜関係でございますが、いわゆるご指摘あったとおり野菜については全部測って

いるのかというと、そういう県でもそういう体制は取れないということで、現在定期

的なモニタリングによって県の総合農業センターでゲルマニウム半導体という検査機

で測っているということで、ご承知のとおり野菜については測っている中で、検出さ

れるものはホームページ等でも公表されておりますが、野菜等については検出されな

いという現状もございますが、いわゆる大玉村の農産物、野菜関係を全部測って、そ

れらの数値の公表ということについては、当然それはゲルマニウム半導体の機械でな

いと、いわゆる証明の部分が発行が不可能でございますので、そういう体制が取れる

かということになると現実的には無理なのかなと思っていますので、いわゆる県のモ

ニタリング調査に基づいて出荷しているという内容でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 要するに、さっきの一般質問とも関連するかもしれないけど、じゃ

あ、誰が責任とるんだと言いたいんですよ。要するに、それだけの確たる機械で測っ

た結果、大丈夫だよということで売ってあったとすれば、この責任はやっぱり、その

機器の製造メーカーにも起因するんじゃないのかなと。要するに、我々ができる最善

策をもってしてしかるべきだと。とにかく量的に大変だとか、金銭的に大変だといっ

ていたのでは、いつ、何があるか分からない。そのときのリスクは大変じゃないのか

なと。これはあくまでも東電の事故によってこういうふうになっているんですから、

これは損害賠償の中できちっと対応してしかるべきだというふうに私は思っているん

ですよ。だから、これはもう大玉村では、我々の生活を守るためにこういうのが必要

なんだと、これは東電の損害賠償の中に入れて補償してくださいというようなことで

やってしかるべきだと思いますよ。だから、そういう補償、賠償請求をやりながら、
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そういう機器を揃える。そして大玉村のものは絶対安全だというものの販売箇所、推

進、当然それがしかるべきだと私は思っています。そういうことをする気があるかな

いかだ、やんねっかだめだと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに農産物の全量を測定する体制が可能かどうかと

いう質問でございますが、野菜については、ゲルマニウム半導体の検査機で測る場合

は一定量は細かく刻んでという部分もありますし、その出荷物、極端にいうと米の例

を取りますと全量ですから、家庭菜園も含めた体制を野菜で測定体制をできるかとい

うと、現実的には無理かな、そういう体制を取るのは現実的には私の考える範囲では

対応できないと考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 要するにだめだというなら、もうＰＲしたり風評被害の払拭なんて

は言えないと思うよ。おれたちは、きちんとやっているんだから、それをだめだとい

うのは風評被害だ。だから、大丈夫だから買ってくれというのなら、これは風評被害

の払拭と、そのＰＲはそれはいい。だけど、やることをやらないで買ってくれ、買っ

てくれといって、風評被害を払拭するんだと言ったって、じゃ、その証明は何なんだ

と、何もやってません、じゃ風評被害だか事実そうだか分からないと、こういう話に

なっちゃう。だから、本気になってやる気になったのならば、安全なものを売ってや

るんだから、その安全な補償面はこっちでやるしかないんだ。相手がいちいち測って、

ああ、安全だ、じゃ買いますなんてはやらないんだから。おれたちが、きちっとして

安全なものをどうぞとやる、どうぞとやるにつけても、銭もかかるし、いろいろ必要

だと思う。しかし、それは東電の事故によって我々が受けた被害損害なんだから、そ

れはきちっと補償させて、そして我々の大玉村でそれはきちっとして運営していくと、

そのくらいやってしかるべきだと。村長、やってください。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） わかった、やってやりたいなと答弁したいけれども、残念ながら、

これは建物からきちっとしたあれでないとなかなか大変なんだわね。何億単位なんで

すよ。いや、簡易のものはありますけれども、やはりそれと、もう１つは、それをし

っかりとしたやっぱり権威のあるものにするためには、これはやっぱり認証を得なく

ちゃならない。それ相当の人からも、その設備もそうですよ。それから、人も張り付

けなくちゃならない、有資格者ね。そして、初めてそれは認証を得た権威あるものに

なるんだね。だから、それをやるのは当然だと、原因者はどこにあるんだと、全くそ

のとおり。８番議員と私と考え方は同じなんです。これは一致したんです。同じなの。

ただ、現実的には、これ、じゃ言って応えていただけるかと、応えていただけないね。

誠にこれはもっと、じゃ広域的にせめてもっと認証の、そういう得ることのできる、

例えば安達郡にＪＡというのがあるんだから、そういうところにせめて郡単位に１か

所ぐらい、そういうのを損害賠償の対象にしたらいいだろうと、そんな気はさらさら

ねえと。言っている方が仕舞いには声枯れを起こしてしまうんだ。困ったもんだ、こ
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れ。だから、やれるところでやっぱりやるしかないんですね。だから、モニタリング

等の権威あるところを数多くやっていただく。そして、あと簡易なものであるけれど

も、やはりこれも当たらずとも遠からずの近似値は求められる。そういうことで、現

実的には対応していかざるを得ないなと。だから、そういうふうにして、しっかりと

権威のあるところでこうだと、心配ありませんよと。また、もちろん簡易の測定関係

でもしっかりと検査してね、それで大丈夫ですよと、自信持って、そして公のモニタ

リング等の権威あるところできちっと検査した、そういう表示をして、あと簡易のも

のでやっても大体数字的に変わりないなということであれば、こういうところでやっ

たから大丈夫だということでＰＲをしていかざるを得ない。そういうことで、８番議

員もちょっと運動を本格的に起こして、ちょっとやったらどうですか。一大住民運動

でそういうしっかりした権威のある検査機器、ゲルマニウム半導体の検査機器、これ

を少なくとも自治体に補償しろと、こういうのをガーッと盛り上がればいいんだけど

ね。残念ながらだめなんですね。そういう声も今まで挙げてきた経過はあるんです。

やはりそういうことなものだから、そういうことで今の範囲の中で最大の努力をして

安心安全をＰＲして、大玉村の農産物等の買い求めをしていただくと、こういうこと

でやっぱり努力していかざるを得ないなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようでございますので、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３７号を採決いたします。

本案を、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後３時といたします。

（午後２時４２分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後３時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第９、議案第３８号「平成２５年度大玉村農業集落排水事業特



- 110 -

別会計補正予算について」を議題といたします。

質疑を許します。２番。

○２番（押山義則） この特定被災地方公共団体借換債とあります。これは、この借り換

えというのはあれですかね、今回の特定被災地方公共団体、これはどういう形で指定

か何かなっていらっしゃるのでしょうか、その内容について伺います。４％の地方債

を借り換えるということでありますが、これは我が村は、まだまだ４％以上の地方債

というのはだいぶ残っているんでしょうか、その辺の内容も分かりましたらお願いし

ます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

特定被災地方公共団体、これにつきましては、東日本大震災に関する財政特例法に

基づきまして、特定被災地方公共団体というのは日本国内で９県、１７８市町村が指

定を受けております。当然、福島県は全市町村が適用を受けております。更に特定被

災区域については２２２市町村で、これが災害救助法適用団体という形で、これにつ

いても大玉村は当然指定を受けております。この団体に限って、下水道、公営企業債

及び一般会計債について旧公営企業金融公庫という組織があります、金融機関が。そ

の金融機関から借りたもので４％以上のものということになります。該当するのが下

水道事業債３件のみだったと。それ以外に４％以上のものについては、政府の財政資

金とか、それぞれいろいろありますが、今回、公営企業金融公庫から借りたものにつ

いては、下水道事業債が３件、一般会計では１件ありましたが、これについては２５

年度で償還完了ということで対象外ということなので、今回こういうような形での借

換債を発行するものであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） おおむね分かったんですが、４％以上３,０２５万円返済しますと

いうことですね。これは４.３５％から４.５％の金利については該当しますよという

ことらしいんですが、一方、歳入のほうの国で公共企業団体のほうから融資を受ける

３,１００万円ですか、これは金を貸してくれるんでしょう、利率安く。その利率ゼ

ロではないんでしょう。これは何パーセントで貸しているんですか。その差額が結局

５００万円の９月ころにはおおむね利益が出るだろうという説明であったんですが、

その点についてひとつ。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 当然、借換債ということですから、新たに３件分をまとめ

て借りるということになります。この金利につきましては、９月２０日実行というこ

とで、９月２０日時点の金利が該当になります。現時点では１％を切っております。

ただ、最近の株価状況、それから円安状況の中で、長期金利が多少右肩上がりになっ

ております。そういう意味で、１％以内では借りられるとは想定しておりますが、も

しかすると９月の時点で、どういう金利の状況になっているか分からない。１％とし

て想定した場合については、前の４.３５から４.５、この中で大体利息については７
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年から８年の償還の間で４９０万、５００万弱の金利が浮くというような想定をして

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３８号を採決いたします。

本案を、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第３９号「村道路線の認定について」を議題とい

たします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） この認定にあたって、どういう経緯、経過、どういう事情、それが

最善策だったのかどうか、それらのことについて伺っておきます。

○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させていただきます。

まず、名前については後ろに村道路線認定ということで、住宅地図が付いておりま

すのでお分かりかと思いますが、まず、東北地方大洋沖地震によって住宅が被災した

と。第１には、宅地の土留、いわゆる石積みのところが崩落しまして、現況はＬ型擁

壁で補修はしてあるようでございます。なお、昨年９月頃だったと思いますけれども、

建て替えしたいということで相談がありましたところ、接道要件を満たさない、いわ

ゆる赤道で村道認定されていない道路だったという状態でございます。なお、自己所

有地で接道を満たす方法もあったんですが、自分のところに入るところに赤道があり

まして、どちらに逃げるといっても接道がうまく取れなかったということもございま

す。また、赤道を払い下げするというような道もありますけれども、奥に他人所有の

土地があったためにこれも不可能だと。もう１つは、宅地替えということも可能かと

思いますけれども、農家住宅のために本宅の後ろのほうに納屋等がありまして、それ

らの関係から宅地替えも現実的ではない。最終的に自己所有地の一部を村に寄付しま

して、幅員を４メーターに確保したところで村道認定の願いが出てきたということで
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ございます。本人については、一日も早く被災住宅の建て替えを希望しているという

ような中身での今回の上程に至ったという形でございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今、説明されたわけでございますが、所有者、当然、了解済みのう

えでのことだとは思いますが、家族中で、家族中というか所有者だけが納得したとい

うことじゃなく、とにかく村と十分に協議した結果、こういうことで了解して認定す

るということになったのかどうか、その辺についても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） 再度８番議員さんのほうにお答えをさせていただきます。

本件の土地所有者は武田一二さんで、事業計画者は息子さんの武田治夫さん。私ど

もで現地調査のために数回お伺いしたところ、武田一二さんの奥さんが対応していた

だいたと。どちらの方もこの接道に関する認識がございまして、なんでこういうこと

をしなきゃならないんだなんていうこともございませんでしたので、私のほうとして

は、村道認定願いにつきましては土地の所有者と事業計画者の連名で出てきておりま

すので、家族全員が同意しているものというふうに理解してございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１１、議案第４０号「大玉村固定資産評価委員会員の選任に

ついて」を議題といたします。

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１２、陳情第１号を議題といたします。

これより、付託した総務文教常任委員会委員長から審査結果の報告を求めます。

２番。
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○総務常任委員長（押山義則） 総務文教常任委員会報告書。

議長の命によりまして、総務文教常任委員会の審査結果を報告いたします。

去る６月６日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました陳情第１号

「国に対して東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償請求権につ

き、３年の消滅時効の適用を排除する立法措置を求める意見書の提出を求める陳情」

について審議するため、６月６日、午前１１時より大玉村役場第２委員会室において、

佐藤悟委員が欠席、ほか委員全員が出席し、更に参考意見聴取のため総務課長、企画

財政課長に出席を求め、委員会を開催いたしました。

請願第１号「国に対し東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償

請求権につき、３年の消滅時効の適用を排除する立法措置を求める意見書の提出を求

める陳情」について、慎重審議のうえ採決を行った結果、この陳情を採択すべきもの

と決定いたしました。

以上のとおり、総務文教常任委員会に付託されました陳情についての審査結果を報

告いたします。

平成２５年６月１１日

総務文教常任委員会委員長 押 山 義 則

大玉村議会議長 佐 藤 悟 殿

以上であります。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 総務文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

陳情第１号「国に対し東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償

請求権につき、３年の消滅時効の適用を排除する立法措置を求める意見書の提出を求

める陳情」を採決いたします。

本陳情に対する委員長の報告は採択です。

お諮りいたします。

本陳情について討論を省略し、委員長の報告ど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、本陳情は、委員長報告のとおり決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１３、委員会閉会中の継続調査報告を行います。

総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会の各委員長より順に報告を求めます。

総務文教常任委員会委員長、２番。

○総務常任委員長（押山義則） 総務文教常任委員会報告書。

平成２５年３月定例議会において、閉会中の継続審査の申し入れをしておりました

復興再生事業６次産業化事業についての調査報告をいたします。

平成２５年５月２０日、委員全員参加。更に、産業振興センター所長の参加を求め、
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６次産業化事業の先進地調査を目的に、ＪＡ東西しらかわ農産物直売所「みりょく満

点物語」（東白川郡棚倉町）を視察いたしました。

同施設は、ＪＡ東西しらかわを事業主体に、農山漁村活性化プロジェクト支援交付

金事業として直売所及び食材提供供給施設（レストラン）、また生乳プラント加工施

設を整備し、農業をはじめとする地域資源の利活用を目的とした県内外市民との交流

事業を拠点として、平成２５年３月２９日にオープンしました。施設の特徴としては、

建物の設計、内装の斬新なことはもとより、会議室やイベントホールなども併設し、

新鮮でおいしく安全安心な地場産農畜産物、農畜産加工品を消費者に提供するだけで

なく、生産者と消費者の交流の場はもちろん、食育、地域農業と生活文化交流拠点と

しての施設として活用されることを目指しておりました。また、ＪＡ東西しらかわの

運営母体としての取り組み状況、消費者から信頼される農産物の清算に努力している

企業姿勢に感心してまいりました。

大玉村が取り組もうとしている６次産業化事業の計画推進に、大いに参考になった

ことを申し上げ、総務文教常任委員会の調査報告といたします。

平成２５年６月１１日

総務文教常任委員会委員長 押 山 義 則

大玉村議会議長 佐 藤 悟 殿

○議長（佐藤 悟） 次に、産業厚生常任委員会委員長、１０番。

○産業建設常任委員長（須藤軍蔵） 去る３月定例会において閉会中の継続調査の申し出

を行った線量低減化対策事業等について、現地調査結果についてご報告をいたします。

産業厚生常任委員会の現地調査は、去る５月２１日、午後２時３０分より全委員出

席の下、線量低減化対策事業等について大玉村の面的除染事業の進捗状況について、

住民生活課長の出席を求めて実施をいたしました。

まず、平成２５年５月末、数字的進捗状況でありますが、平成２４年度、２５年度、

大玉村面的除染事業発注状況については、実施行政区、大玉１１区、１６区、１２区、

１５区、１３区、１４区、１区の全７区４８工区になり、発注戸数は１,８１７戸、

発注率として４４.４％になります。今後の発注計画としては、５月末大玉村２区、

４区、計５工区で３６４戸分の改札を行い、５月末発注率１４.８％増の５９.２％を

予定しているとのことでした。

続きまして、本委員会の現地調査についてでありますが、まず、又兵衛山地内の

仮置き場で改善センター駐車場用地の汚染度のフレコンバックによる搬入等を視察、

フレコンバックは番号で管理し、１か所に２９６袋埋められ、現在４か所、計約

１,２００袋管理しており、土で覆い遮水シートにより最終的には再度覆い、１か所

ごとにガス抜きを設置し、雨水等についてはポンプアップによる処理を行うとのこと

であります。次に、玉井神社の境内を視察。スギの木についてですが、かなりの高さ

まで枝打ちがされておりましたが、地上にはたくさんの枝、皮等が残されたままで、

焼却処分が望まれるところでありますが、クリーンセンターの受け入れ等の問題もあ

り、早急には対応しきれないというのが実情になっております。
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次に、現在除染が行われている一般住宅の視察を行いました。除染作業現場監督か

らの説明によると、３センチの庭の表土はぎを行っているところで、フレコンバック

の置き場が限られるなど頭が痛いとのことですが、いちばんは汚染処理水の管理だと

いうことでした。ゼオライトや吸着マットを通過させて処分しているとのことでした

が、低減率を考慮しながら、もっと吸着力のあるのではと今後わら等についても効果

を調べながら、試行を重ねながら、除染に最適な素材を見つけ、効果をより一層上げ

ていきたいとのことでした。

最後になりますが、村内の除染作業の努力と苦労に応えるためにも、また、住民の

ためにも、一刻も早い国の中間貯蔵施設の完成が望まれます。

以上のとおり報告をいたします。

平成２５年６月１１日

産業厚生常任委員会委員長 須 藤 軍 蔵

大玉村議会議長 佐 藤 悟 殿

以上であります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１４、東日本大震災・原発事故対策特別委員会の中間報告を

行います。

東日本大震災・原発事故対策特別委員会委員長に報告を求めます。６番。

○東日本大震災・原発事故対策特別委員長（佐々木市夫） 東日本大震災・原発事故対策

特別委員会中間報告書。

議長の命によりまして、閉会中の継続審査となっております東日本大震災・原発事

故対策特別委員会の審査について中間報告をいたします。

当特別委員会は、平成２３年９月定例会において東日本大震災からの復旧、復興並

びに原発事故による被害への対策を、村民の安心、安全を第一義に、村当局と連携を

密にして組織的に調査を行うことを目的として設置されました。平成２３年１０月

１２日の第１回委員会から本年５月２１日までに１０回の委員会を開催し、情報の収

集や災害対策の要求、国、県への意見書や東京電力への要望など、鋭意活動を続けて

まいりました。概要を次のとおりご報告いたします。

活動については、課題であった仮置き場の確保にあたって現地調査を行い、周辺地

域の意見や各関係団体の見解を把握し、決定するにあたっては、地域住民への丁寧な

説明と理解が不可欠であると結論づけ、村当局への働きかけや住民への情報の発信に

努めました。また、東京電力に対しては、担当者１０名を召喚し、事故の概要など説

明を受けたうえ、健康被害への対応、農畜産物の被害、風評被害の実情、損害賠償、

生活の保障などについて委員がそれぞれ直接訴えるとともに、事故の収束や農産物の

検査体制の強化、米の全量買い上げや風評被害への対応、賠償などについての要望書

を提出しました。更に、議会としてどう活動するか協議をし、国や県への意見書の提

出や被災地現地視察などを実施して、事態の把握や対応に努め、機を逸することなく

活動を続けてまいりました。
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この間、村では、仮置き場の設置、大玉村除染推進協議会の設立、大玉村除染計画

の策定、住宅除染、農地除染、米の全袋検査など、放射線対策が進められ、ホールボ

ディカウンターや甲状腺検査など、健康管理事業も進められています。大玉村は災害

復旧については一応の収束には向かっておりますが、原発事故はいまだに収束にはほ

ど遠く、課題は山積しております。今後は、国に対して中間貯蔵施設を早期決定し、

村内一時仮置き場の汚染物を早期に搬出し、村民の不安を払拭すること、森林除染は

最大の課題であり、早期に結論を出し着工することなどを強く要望していくとともに、

他に先駆けて宣言した再生可能エネルギー利用推進の村実現のため積極的に取り組み、

安心して住み続けられる村を目指して各方面と協力してまいりたいと考えております。

以上、東日本大震災・原発事故対策特別委員会の中間報告といたします。

平成２５年６月１１日

東日本大震災・原発事故対策特別委員会委員長 佐々木 市 夫

大玉村議会議長 佐 藤 悟 殿

以上であります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１５、閉会中の継続調査申し出についてを議題といたします。

議会運営委員会委員長から、会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたし

ました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りいたします。

議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程 配付）

ただいまお手もとに配付いたしましたとおり、議員発議第３号「国に対し東京電力

福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償請求権につき、３年の消滅時効の

適用を排除する立法措置を求める意見書について」及び総務文教常任委員会委員長か

ら、閉会中の継続調査申し出が提出されました。

お諮りいたします。

議員発議第３号及び総務文教常任委員会委員長から提出された閉会中の継続調査の

申し出について、それぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１、追加日程第２として

議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、議員発議第３号及び総務文教常任委員会委員長から提出された閉会中の継
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続調査申し出について、それぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１、追加日程第２

として議題とすることに決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 追加日程第１、議員発議第３号「国に対し東京電力福島第一原子力

発電所事故により発生した損害賠償請求権について３年の消滅時効の適用を排除する

立法措置を求める意見書について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。２番。

○２番（押山義則） 議員発議第３号、国に対し東京電力福島第一原子力発電所事故によ

り発生した損害賠償請求権について３年の消滅時効の適用を排除する立法措置を求め

る意見書について

地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書案を会議規則

第１４条第１項の規定により提出します。

平成２５年６月１１日

大玉村議会議長 佐藤悟 殿

提出者 大玉村議会議員 押山義則

賛成者 同 佐藤誠一

提出先 内閣総理大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長

国に対し東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償請求権につい

て３年の消滅時効の適用を排除する立法措置を求める意見書（案）

東京電力福島第一原子力発電所事故（以下「原発事故」といいます。）は、我が国

がこれまで経験したことのない未曾有の大事故であり、広範囲の地域に、長期にわた

り、深刻な影響を及ぼし続けています。旧警戒区域から福島県内の他地域に避難を余

儀なくされた避難者は約９万８,０００人、県外への避難者は約５万５,６００人と言

われ、いわゆる「自主的避難者」も含めれば、避難を余儀なくされた被害者の数は正

確に把握することさえ困難です。そして、避難者は、生活基盤を根こそぎ奪われ、地

域コミュニティから隔絶された中で、経済的にも精神的にも困難な状況に置かれた状

況が続いています。他方、放射性物質に汚染された地域にとどまって生活している人

も、放射線被ばくを余儀なくされ、健康への影響に対する不安の中で、目に見えない

被害を被り続けています。

このように、本件原発事故による被害は、生活全般にわたる深刻なもので、広範囲

かつ長期間にわたり、生じています。

更に、その被害は潜在性を有し、被害の範囲も、その内容も、いまだ明らかになっ

ていません。放射線被ばくの健康への影響について専門家の中でも意見が分かれ、特

に低線量を長期間にわたって被ばくすることによる健康への影響についての一致した

科学的知見が確立されていないことや、放射性物質の除去(除染)技術が確立しておら

ず、被害地域の復旧について明確な見通しが立たない状態にあることからも、少なく

とも現時点において、被害者が自らの被害の全容を客観的に把握し、その被害に見合

った賠償を求めることは不可能です。
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加害者である東京電力株式会社（以下「東京電力」という。）は、福島県からの公

開質問状に対し、本年４月２２日付回答書において、....請求書やダイレクトメール

などの送付により時効が中断するという考え方は、弊社が本件事故に伴う原子力損害

賠償責務の存在を認識していることが前提となるため、仮払補償金をお支払いした方

々...の損害賠償債務のうち、当該請求書等に記載された範囲で適用される」として

の本件原発事故にかかる損害賠償請求権について民法第７２４条前段の消滅時効の規

定が適用されることを前提に、ごく限定された対象者に対し、ごく限定された範囲で

のみ、適用が排除される旨、表明しています。

これに対し、東日本大震災にかかる原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償

紛争審査会による和解仲介手続きの利用に係る時効の中断の特例に関する法律（以下

「本件特例法」といいます。）によれば、原子力損害賠償紛争解決センター（以下

「原紛センター」といいます。）への和解仲介申立に時効中断項を付与し、和解が成

立しなかった場合でも打ち切りの通知を受けた日から１か月以内に裁判所に提訴すれ

ば、和解仲介申立に訴えを提起したものとみなされることになります。

しかるに、上記のように、本件原発事故による被害は、深刻かつ広範で、いまだそ

の全体像も明らかでなく、損害を確定することは現時点では不可能です。深刻な被害

を被った被害者は、生活基盤そのものを失い、今後の生活の見通しが立たない人も多

くいます。そのような被害者に、全損害について、短期間のうちに原紛センターに和

解仲介手続きの申立て等の権利保全措置を講じることを求めるのは、不可能を強いる

に等しいといわざるを得ません。現に、原紛センターによれば、同センターに申し立

てた被害者は、上述の深刻かつ広範な被害にもかかわらず、平成２４年末時点で１万

３,０３０人に過ぎず、いまだ被害者が申し立てすらできない状況にあることを示し

ています。ましてや、打ち切り通知から１か月以内に訴状を作成し、証拠を整理して

提訴することも極めて困難です。

したがって、本件特例法だけでは、被害者救済にいまだ不十分と言えます。そもそ

も、いまだ今後の生活の再建の道筋さえ見通せない多くの被災者に対し、本件原発事

故から３年以内に、自ら権利の保全措置を講ずるよう求めることは不可能を強いるも

のと言わざるを得ません。特に高齢者や障がい者は、自ら声を上げること自体が困難

であって、これをすべて救い上げるにはまだまだ時間が必要です。現在、本件原発事

故に係る原子力損害賠償請求権に関連した裁判も係属しているところ、その結果を受

けて初めて自ら被害者であることに気付く被害者もいるはずです。

本件原発事故は、上記のとおり、広範にわたり、極めて多数の被害者に対し、長期

間にわたり、様々な被害を与える特殊な大事故であって、その被害者の現状を直視す

れば、被害者側に民法第７２４条前段が適用されない旨の主張立証責任を負わせるこ

となく、これを救済する特別な立法措置を講ずることは当然とも言えます。

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案を可決する際の附帯決議として、

政府及び関係者に対し、本年４月２５日の参議院東日本大震災復興特別委員会では

「東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償請求権の消滅時効については、
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本件時効に起因する被害の特性として、継続性が認められるとともに長期間にわたる

恐れがあること、被害の範囲及び状況が明らかになっていないこと並びに将来におい

ても、その見通しが定かでないこと等に鑑み、すべての被害者について十分な期間に

わたり損害賠償請求権の行使が可能となるように、消滅時効に関して法的措置の検討

を含む必要な措置を講ずること」が、本件特例法案を可決する際の付帯決議として、

５月１７日の衆議院文部科学委員会では、「東京電力福島第一原子力発電所事故の被

害の特性に鑑み、東日本大震災に係る原子力損害の賠償請求権については、すべての

被害者が十分な期間にわたり損害賠償請求権の行使が可能となるよう、短期消滅時効

及び消滅時効排斥期間に関して検討を加え、法的措置の検討を含む必要な措置を講ず

る」こと「５月２８日の参議院文教科学委員会においても同旨付帯決議」がそれぞれ

求められているところ、まさに本件立法措置が「必要な措置」であるというべきです。

よって、本件原発事故に係る損害賠償請求権について、民法第７２４条前段の消滅

時効を適用しないものとする立法措置を講ずるよう、強く要望する。

以上、地方自治法第９９条に基づき、意見書を提出する。

平成２５年６月１１日

福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟

以上であります。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第３号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、追加日程第２、「閉会中の継続調査の申し出について」を議

題といたします。

総務文教常任委員会委員長から、所管事務のうち会議規則第７５条の規定に基づき、

お手もとに配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。

お諮りいたします。

総務文教常任委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご

異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、総務文教常任委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことに決定いたしました。
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で今期定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしま

した。

よって、これをもって本日の会議を閉じ、平成２５年第４回大玉村議会定例会を閉

会といたします。ご苦労さまでした。（午後３時４１分）
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会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成２５年６月１１日

大玉村議会議長

大玉村議会議員

大玉村議会議員


