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平成２５年第６回大玉村議会定例会会議録

第５日 平成２５年９月１０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 押 山 利 一 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

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
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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） なお、本日傍聴に、松井俊三さんほか１７名の方がお見えになって

おりますので、ご報告を申し上げます。

◇ ◇ ◇

○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「村長就任に際して重点施策と大玉村政の課題

を伺う」ほか２件の質問を許します。

２番。

○２番（押山義則） ２番押山義則であります。議長の許可をいただきましたので、平成

２５年度９月議会一般質問を行います。

まず冒頭、この度の７・２７、８・５の豪雨被害に対して、被害を受けられました

皆様に心からお見舞い申し上げます。また、村当局には迅速な対応ありがとうござい

ました。復旧のためのできるだけの支援、今後ともよろしくお願い申し上げます。

改めて村長、就任おめでとうございます。大震災、そして原発事故からの復旧復興

半ばでの就任でございますが、大変厳しい道のりとは存じますが、新村長の経験、行

政手腕に大いにご期待申し上げます。今回の一般質問は、村長の掲げる重点施策と、

今、大玉村が抱える課題について何点か質問申し上げます。明快な答弁、よろしくお

願い申し上げます。

まず、被災者支援のための復興住宅の建設事業についてという内容で伺います。こ

のことは、６月議会においても前村長と議論を交わしたことでありますが、前村長か

らは、支援という観点から積極的に対応する。建設地として仮設住宅の設置された横

堀平地区の苗畑跡地とする旨、明言されておられます。改めて伺いますが、村長、復

興住宅の趣旨について、どのようにお考えか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ２番議員さんに、富岡の支援についての答弁を申し上げます。

まず、支援については、当然心ならずしてというか、帰還したくてもできないとい

うような状況の中で今、大変不自由な仮設の生活を強いられておりますので、ここで

大玉村に是非復興住宅が出来ればここに住みたいという願いには十分に村としても支

援をして応えていきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。
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これまでの行政報告では、８月中の建設予定戸数決定ということでありましたが、

それぞれの協議の中でどういった経過で、どこまでの結論が得られておられるのか、

詳細な説明を求めます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 私の段階では、引き継ぎの部分でございますので、詳しい経過とか

内容については後で課長のほうから答弁させますが、まず、今度の富岡の支援に、宮

本町長とは昨日来ていただいて、お話をして、これから協議を十分に詰めながらやっ

ていきましょうということでお話をさせていただきました。公営住宅のあり方として

は、大玉村が主体として建設をすると。建築事業は県が代行して行うというようなこ

とを県のほうに要望していると。それから１戸建木造住宅とすると。それから、県産

林材を使ってくれと。それから３ＬＤＫを基本として造ってほしいんだというような

ことについては、県のほうに今要望中、協議中だということで、県も前向きに検討し

ますということの返事をいただいておるというふうに引き継ぎを受けております。今

現在の戸数の問題とか今後のことについて、現状については、担当課長のほうから答

弁させます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

この災害公営住宅につきましては、５月ごろから協議を重ねてまいりました。メン

バーとしましては、復興庁、それから福島県、富岡町、そして大玉村の４者間での協

議でありました。中身については今、村長が申し上げたとおりでありますが、現在の

経緯といたしましては、８月中に富岡町のほうで意向調査を行うということになって

おります。意向調査のほうについては、ほぼ終わったのではないかと思いますが、そ

れの分析等に恐らく９月いっぱい程度はかかるのではないかと思います。その分析を

基に実際に大玉村に住みたいという方がどのぐらいいらっしゃるのか、その辺で大玉

村の住宅建設の区域、面積が確定するというようなことになろうかと思います。現在

持っている資料としましては、応急仮設自治会の自治会単独の意向調査の中では８３

という数字が出ておりますが、これについてもプラスマイナス１０前後の誤差はある

だろうということで、現在は大玉村としましては８５プラスマイナス１０というよう

な概算の戸数で国交省のほうでの直轄事業について、どういう敷地の配置がいいのか、

そういうふうなことは国のほうに現在委託しておるところであります。今後９月いっ

ぱい程度をめどに、面積が、戸数が確定すれば、それに伴って、どういう敷地面積が

必要なのか、区域が決定すれば都市計画法に基づく開発等の準備、あるいは公営住宅

の条例整備、そういうものに取りかかっていきたいというように現段階では、そうい

うふうな状況であります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 丁寧な説明ありがとうございました。

村長、私はこの事業、一歩対応を間違うと村の将来に大きな禍根を残すことになら

ないか大変心配、危惧しております。原発事故により避難しておられる被災者、その
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方にしてみても、仮設住宅、復興住宅と避難生活、今後何年続くか分からない、見当

のつかない状況。仮の町の名の下に大玉村に居住することで、本当に現実の幸せとい

うか、安心安全な生活は確保されるのか。また、支援の名の下で何年、ひょっとした

ら何十年もの隔離されたような生活が続く。これで、被災者住民の尊厳とか人権は保

たれるのか。また、国の問題でもありますが、そして、大きくは、果たして町の再生、

彼らは実現できるのか。今の現実を見ますと、誰も何も保障できない、そういう状況

ではないでしょうか。また、受け入れる我が村の立場、仮の町の状態で確実にあるだ

ろう、起こるだろう治外法権のような状況、そういう問題点探ればきりがないもろも

ろの問題が発生するものと思っております。改めて村長に伺いたいのは、苗畑跡地で

のことでございます。そもそも、何の目的で求めた土地だったのか。緊急性の下に設

置された仮設住宅はともかく、恒久性も考えられる復興住宅の建設は、これ土地利用

の目的に合致しているのか。合法とも言えないのではないかと思っております。前村

長は、都市計画の見直しをすると言及されておられました。改めて伺います。

いかがですか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ２番議員さんに、再度お答え申し上げます。

まず、富岡の仮設から復興住宅になった場合、県営住宅、県営でやった場合、今回

は村主体で実施をすると思っています。県営でやった場合には、県が土地を買い上げ

て造るというのが原則です。ですから、今回の場合には村が主体として、事業主体と

して村が実施するということは、底地は売らないということが、まずベースにありま

す。それから、造る復興住宅はみっちりしたものです。それこそ３ＬＤＫで、通常の

住宅と同じようなレベルのものになりますので、当然何十年も住める住宅ということ

になりますので、８分の７補助が出ます。補助というか、国が持ちます。そして、８分

の１を村が持つわけですが、これは家賃収入、これも家賃収入も国が払うので実際は

１００％国が払うようになりますが、それで建物が取得できるということですので、

今、都市計画の問題とか土地利用の問題が出ましたが、東側についての８０数戸、

９０戸については、明らかに住宅地としてこれから利用していくということにならな

ければ復興住宅は出来ないということですので、法的な問題があれば、それは当然ク

リアをしていきますし、超法規的にお願いをするというような事態がもし発生した場

合にはお願いをします。それは、あくまでも復興住宅として建てるということが前提

であれば、その方法が最良であろうというふうに考えておりますので、土地利用の問

題からいえば底地は大玉が持ち続けると、そして建物も大玉が持っているということ

になります。ただ、何年で帰るか、富岡が復興できるかということについては、ちょ

っと我々が言及する今段階ではないんですが、現実的には６年帰れないとかいうよう

な話もしております。そして、問題は、どういう人たちが仮設に入るかということで

す。高齢者が中心になるのではないかということも考えられます。この前、夏祭りに

行ってまいりましたが、車いすの方が何人もいました。ですから当然、高齢者の方が

復興住宅に、もう動きたくないということで入った場合、その方たちの特養とか老人
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介護施設、どこに入るのかという問題があります。あの下に建っていた特養施設は、

南福島に引っ越してしまいました。ですから、今、デイホーム１つだけですね。あの

施設をなんとか活用したいということで、富岡町でも各団体に呼びかけたんですが、

やる事業体がないということで、大玉と協議したいということは、村で探してくれな

いかという一部、昨日の話の端々にはそういうことも感じられた。しかし、これは非

常に難しいし、手は出せないだろうと。ですから問題になるのは、その後の富岡町と

の行政サービスの取り合いになります。どこまでを富岡が仮の町としてサービスをき

ちっとやってくれるのか、これを大玉に頼むというふうになるのか、これは、これか

らの協議なり流れの中で、大玉だけではなくて福島県内すべての仮の町のあり方につ

いての中で決まってくるだろうと。ただ言えることは拒否はしない。これは、そうい

う流れになった場合には、やっぱり受け入れざるを得ないということは考えておりま

す。住所を持ってくれば住民になります。これは憲法で居住の自由ということですか

ら、大玉村に住所を持ってくれば、復興住宅であろうと登録されれば住民サービスは

しなければなりません。そういうことを、将来的なものとしては、そういう可能性に

ついてはやはり考えてもらわなければならないのかなと。ただ、あくまでも仮の町と

か復興住宅というふうに考えるのであれば、住所を持ってきても富岡で行政サービス

をやってくださいよということはお願いをしたいというふうにも考えております。こ

れからの状態は、少し、はっきり見えない部分もありますが、そういう状況であると

いうふうに認識しております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 重ねてお伺い申し上げますが、先ほど都市計画などには超法規的に

も変えていくと、そういう答弁でございました。支援の必要性、今のあの土地の現実

の土地状況で判断して建設して、将来住宅地域として、例えば気象条件とか地理的要

因から考えて、維持できる環境なのか、まず、そこを伺いたいのですが。

また、この地域でありますが、過去には大規模な山崩れとか土石流の被害のあった

地域であります。住宅地に果たして適当なのか。この地域、我が村でも小水力発電の

建設整備も控えておられますが、慎重な整備、それから保安の必要性、これあるので

はないかと考えます。問題点をいえばきりがないんでありますが、村の方向性として、

支援の重要性はもちろん認めます。ただ、受け入れ自治体としての村の地域の問題点

もしっかり議論、検討のうえに慎重に事業を進めていただきたいと考えるのでありま

すが、改めて村長、見解を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

まず、今は将来のことは当然あります。ただ、今は富岡の切なる願いに応えること

が最優先だというふうに考えておりますので、あそこに復興住宅をすぐ建てるという

ことになると新たな土地を求めてということも時間も要しますし、既に仮設があって、

そこに住んでいる方がここに住みたいというような要望もありますので、それに応え

るということで、まずは復興住宅をそこに造ると。造るにあたっては、先ほど申しま
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したように底地は売らない。そして、建物は、そういうことできちっとしたものを建

てていただくということになります。この前の豪雨の場合は、あそこちょっと雨があ

まり降らなかったんで、災害は一切なかったようですが、そういう心配がある場合に

は、やはりそれに対する対応を併せて考えていかなければならない。災害が心配され

るのであれば、それを予防する施策も当然村として責任があるだろうというふうに考

えております。将来的な問題については、８０戸程度ということですので、状況的に

はポツポツと出て行くのか、新たな人が入るのか、そして、入った人が生涯そこで暮

らすのか、それともどういうふうになるのかということは、これは大玉だけの動向で

はなくて福島県全体の仮設の復興住宅をどういうふうに扱うかという枠組みの中で我

々も検討していきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。

村の将来性を考えるという意味から、そのようなとらえ方でいいのかなと私は疑問

も少し残ります。希望している富岡町、実際、体制の変化がございました。結果、富

岡町の方針として、村長話し合ったようでありますが、本当に方針に変化はないのか、

このあたりも十分に協議も怠りなく進めていただきたいと思っております。踊る、踊

らされるとはいいませんが、大玉村に居住希望の皆さんも、決して大玉一本に復興住

宅を望んでいるわけではございませんで、いろいろ話伺いますと、でき得ればいわき

市と思っている方たくさんおられます。富岡町の事情といいますか、そのあたりの状

況判断もよく確認のうえ計画進行は願いたいと思っております。

ところで、富岡町の復興住宅、これターゲットにしておられます。富岡町以外の被

災避難者に門戸を開く考えはありませんか。一戸建て庭付き住宅となれば、希望者殺

到と私は考えます。行政として、そういった意味で公平、公正といいますか、そうい

う考えは必要ないでしょうか。その点、１点伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 体制が変わって遠藤町長から宮本町長に代わったということでござ

いますが、前の遠藤町長ともお話をした機会があります。そして、今度の宮本町長に

ついてお話をしましたが、より強く大玉に住まわせてほしいというような、非常に仮

設住宅の人たちの希望を強くお願いしたいということで、もしかすると、ここに、こ

のまま住む方がかなりいるんじゃないかというところにまで言及されておりましたの

で、大変、大玉に住んでいる方については、村民の皆さんの協力で本当に喜んで住ん

でいただいているということが分かると思います。いわき市のほうに移った場合、い

わきは富岡の仮設は２０戸、３０戸でバラバラになるそうです。全然１か所に５０、

１００という土地は提供されていない。ですから、８０何戸というまとまった土地を

提供しているのは、多分大玉だけじゃないかということで、富岡にとっては大玉の対

応は非常に有り難いという、コミュニティ形成上も有り難いというようなことです。

そういう話もお聞きしました。今、富岡の仮設には、実数はちょっと分かりませんが、

富岡以外の方も、避難の方も入っておりますし、村内にも借り上げ住宅に、浪江の方



- 33 -

とか飯舘、それから川内とか住まわれております。もう既に富岡、浪江の方が中心と

して土地を求めて家を建て始まっておりますので、そういう場合には企財の方で土地

のあっせんを十分しますよというふうにしていますし、いろいろ情報を提供したりし

ています。ただ問題は、仮の町を造ったり町を復興しようと、住民を町に帰そうとし

ているときに、大玉村が積極的に分譲しますよと、安く提供しますよということが、

なかなか難しいので、どの町村も来たい人については支援しますが、積極的に住宅地

を造成して、どうぞ、どうぞということは、やはり信義上の問題、努力をしていると

ころで水を差すというような問題で、なかなか手を出せない、やりたくても手を出せ

ないという状況、これもあとわずかだと思います。もう少しすれば、競い合って土地

を提供して、それは補償が完了した段階、そのタイミングはよく見極めて村でも対応

したいというふうに考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。

信義上の問題、厳しいですね。これは笑わないで聞いてほしいのでありますが、大

変飛躍した提案をいたします。例えば、横堀平地区にどうしても事業地とする場合の

話でございますが、これ復興住宅の基本施策、これ周辺地域、また、村民の森とか昨

年購入した村有地など、そういう問題のもろもろの環境整備を図って、この際であり

ますが、今ちょっと村長も触れましたが、ニュータウンとか避暑地としての都市計画、

これは村独自で立てても結構ですが、あの地域の、大玉村の軽井沢といっていいよう

な発想は考えられませんか。大玉村では考えのなかった着想でありますが、農業一辺

倒の今の村づくりから脱皮した考えなど、いかがでしょうか。農地保全も非常に大切

でありますが、大玉村の景観、そして中山間地の負の部分、これを逆転した発想もい

かがなのかなと私は思うんであります。もちろん、この事業大変でありますから、国、

県のコミュニティ復興交付金を利活用した発想なんでありますが、私は相双地区から

の避難者、多分４０～５０％の方は将来ふるさとに帰れないと考えております。国、

県の指導者の中にも、そう考えている方々はたくさんいると思っております。広く門

戸を開いて、魅力的なまちづくり、いかがかと思っております。村単独では大変な事

業であります。ただ、国、県の支援があれば十分可能な施策であります。農業に不安

を感じる世代、大玉村の生きる道の一つとしていかがかと思っております。村長、選

挙で村内を一巡りしたと伺いました。あの辺りの土地利用状況を見て、どう思われま

したか。農地の規制改革の具現化もまもなくあります。大玉村の特色を利用した村づ

くり、いかがでしょうか。感想で結構です。お願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

まず、ニュータウンの問題とか横堀地区の別荘の関係、クラインガルテンでしたか、

ちょっと言葉が間違っているかもしれません。私も、横堀の苗畑は、そういうものに

すべきでないかというふうに個人的には思っておりました。土地付きで貸すと。東京

から２５０キロ、遠いといった方もおりましたが、大変近いんですね、実際は。です
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から、そういうことで庭付きの別荘とか、１か月、５０日以上滞在することとか、い

ろんな条件を付けて、そういう利用もあるのではないかなという提案をした経過もあ

ります。ですから今回の復興住宅が空けば、そういう形のものにも使えるだろうし、

それが核になって、あの辺にニュータウンとか住宅地として、あそこから雪が多くな

るので、冬の、平らな所から急に多くなる地域ですから、逆にいえば雪を使って、冬、

雪の降るのを楽しみにして来るようなことも可能だと思いますので、その辺について

は今度の水力発電の絡みもありますので、その辺も含めながら検討させていただきた

いと思います。ふれあい村民の森がありますので、そういう設備もあるということで、

ただ、普通の分譲別荘というのは、守谷を見ても分かるようになかなか難しいという

こともございますので、できれば定住、若しくは条件付別荘というようなことは可能

性があるのではないかというように考えております。村全体の土地利用については、

国道沿いは村発展のために開発すべき地域というふうに国土利用計画上なっておりま

すし、連たんする農用地については住宅開発をするというふうになっています。今回

回った中では、おれげの土地を住宅地にしてくんにかいという方がいっぱいいました。

土地を住宅に売りたいという方、本当に多くの方からそういう話をお聞きしましたし、

後で出ますが、土地利用については、これから本当に十分に検討していかなければな

らないというふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。

私は、そういった意味から、民間の土地利用を図って、せっかくの横堀平の広い土

地は、広い土地なりの利用の仕方を図っていただきたいというのが持論であります。

なぜ、このような質問、提案をするかといいますと、理由もあります。先ほど村長も

言いました。私は、復興住宅、国、県の指針は避難民の立場を全く考えていないと私

は思っております。県の進める、今あちこちで着工し始まったマンション、３階まで

はエレベーターも付きません。高齢者、どうやって住みますか。それに、富岡とか大

熊などは９０％以上が６年以上の帰宅困難地域であります。補償さえ早く解決できれ

ば、たった今でも彼らは家を造ります。それぐらいの預貯金は十分に持っている皆様

であります。あらゆる状況から判断して６～７年後には再び土地探し、家探し、村長

おっしゃいましたが、そういうことはエスカレートすると思います。補償さえ解決す

れば、すぐにでも始まると思っております。あらゆる面で条件の良い大玉村でありま

す。大玉村の将来像でありますから、村長の思惑にかかっております。今が大事です。

改めてこのことを申し上げまして、この項目の質問を終わります。

次に、村直轄事業についてという内容で伺います。主に直売所を含んだ６次産業化

事業の進め方について、改めて村長の見解を伺いたいのでありますが、具体的推進を

図るために準備協議会も発足されました。それぞれ各部門、組織のあり方、管理運営

方法、加工品とか食堂、建物などに分かれた協議と伺っております。組織のあり方、

管理運営の方法、昨年度提出ありました報告書では、出資者により企業化を目指すと

ありますが、これ現実に可能なのか。また、会員各自の動向、生産者のことでもあり
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ますが、どうとらえておられるのか。また、よしんば民営化になったとして、行政が

支援できる制度、内容のあらましは、将来的にどう考えていらっしゃるのか、事業の

行程も含めまして、具体的にお示し願いたいのであります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

６次化の進捗状況については、まだ、それほど進んでいないというふうに聞いてお

ります。詳しいことは、まだ、その状況については説明を受けておりませんので、６

次化がどこまで進んでいるかということについては、ちょっと返答できないわけです

が、６次化を進めるにあたって言えることは、関わる人たちの覚悟が必要だというこ

とですね。６次化をやるためには設備投資もしなきゃならないし、組織も作らなきゃ

ならないし、１年やったらちょっと儲けにならないからやめようとか、やはり継続性

を持続するために、継続するために、それなりの関係者の覚悟をもって６次化に取り

組まなきゃならないということですから、やっぱり売れるものを作るためにはどうす

ればいいのかと。ですから、差別化が大玉村の場合にですね、ほかでいろいろもう既

に６次化やっていますので、差別化されなければ売れません。二番煎じになります。

ですから、差別化するための商品をどういうふうに作っていくのかということは、私

はかなり時間を要すると思います、これは。かかってもいいと。今まで時間をかけて

きたんですから。それも、３年も４年もかかったのでは困ります。ある程度時間かか

ってもきっちりとした覚悟のうえで、やってもらうじゃなくて、結局それを自分たち

が売り込んで、商売として、収入源としてやっていくんだという覚悟のうえでやって

いかないと私はこれはたぶんだめだというふうに考えていますので、それは是非、村

も含めてですが、関わる人たちの覚悟が非常に大切だというふうに考えております。

会員の動向については、今やっている会員の人たちが５年、１０年後続けていくこと

ができるのか、それからあと、大きくやった場合に、片手間で作るのでは間に合わな

いと思います。片手間で庭で作ったものを出すのは当然これは必要です、大部分がそ

うやって支えていただく。ただ、計画的に、この季節にはこれを作る、ハウスとか施

設園芸とかも入れてやっていかないと、直売所ですから、やはり１年間を通して品物

を出さなきゃいけないとなると、ただ持ってきてということでは多分成り立たない。

お金をかけて直売所を造ればですね。ですから、その場合にはコーディネイトする方

が必要になってくるということです。農家に対して、いつ頃これを作ってください、

こういうものを作ってくださいと、ダブらないようにしましょうとかという、そうい

う調整をきちっとできるような体制を取らなければだめだと。それが、民営じゃなく

て役場が直接やっていくのか、民営でやっていくのかということについて、この民営

でやる場合、公設民営、私あの公約で挙げてますが、民営でやる場合には、本当にみ

っちりした組織を作ってカリスマの経営者がいないとだめだということになりますの

で、これも時間がかかります。１年半かけて村民から出資を募るような形で、村民株

式会社がいちばん私は理想だと思っています。これは、アットホーム等も含めて、直

売所も含めて。これ、既存の株式会社にお願いした場合には、いつでも撤退できると
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いう部分もありますし、いろんな問題もはらみます。果たして、そういう受けてくれ

るものがあるかどうか。新たにつくる場合も難しいという場合には、やはり新たにと

いうのは運営母体を別につくるということ。ですから、大玉村の収益事業を一括受注

できるような、指定管理者になれるような株式会社を村民自らが出資をしてつくる、

これ成功している事例も私も実際行って見てきましたし、それほど大きな金でなくて

もできますので、そういうことで運営についても、あと行程の問題ですが、今年中に

設計をして来年建築をするなんていうふうには考えておりません。時間をかけたいと

思っております、これについては。十分に皆さんの話を聞いて、生産者とか、今現在

運営している方の話とか、農業の状態とか、この風評の問題とかも含めて総合的に、

やはり時間をかけてどういうものを作るべきかと。ただし、中途半端なものはつくら

ないほうがいいと思っています。みっちりしたものを金をかけてつくる。そのために

は、十分に協議が必要だというふうに考えています。その中で、今の体制で当面はい

っていただくと、今の施設は、そういうふうに考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。正におっしゃるとおりだと思っておりま

す。

ただ、１点気になるのでありますが、いずれにしても大切なのは会員と生産者であ

りますが、会員各自の参画動向なんでありますが、今、協議会進めておりますが、こ

れ会員との協議、具体化してないと私は感じております。その辺どう思っておられま

すか。

また、もう１点。この事業の窓口なんでありますが、一本化されておりません。企

画財政、農政課どちらが、責任の所在があるのか、責任の所在も明確でありません。

その点どう思っておられますか。なんとなく村民からは中途半端な形にしか見えない

のでありますが、よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えします。

会員との協議については、当然これやらなきゃいけないことですので、出している

人の話を聞かないで、聞いているとは思いますが、これからも十分それには指示をし

ていきたいと思います。

それから窓口ですが、建物を建てる窓口は企画財政課のほうで、それから、あと運

営のほうが農政課というふうに、今ねじれているというお話ですが、これは、とりあ

えず来年の４月には機構改革をやりたいというふうに考えておりますので、その時点

で窓口を一本化させていただきたい。ということは、今年１年、あと半年については、

いじらないで、前村長が作った予算、事業については、そのまま粛々とあと半年続け

るというふうに考えておりますので、今のままでとりあえず、あと半年はいきたいと

いうふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。半年後、ご期待申し上げております。
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ちょっと話は変わるんですが、一つの提案なんでありますが、この直売所運営の組

織のあり方とか運営方法なんでありますが、例えば高齢者のための就業モデル事業に

転嫁などできませんかね。高齢者の社会参画、雇用確保に向けた施策の必要性、これ

大変問われております。高齢者の知恵と経験を生かした事業計画、その能力を社会で

発揮し続けられる社会環境づくりといいますか、こだわってみてもいいんじゃないか

と思っております。そのあたりに私はこの事業の成功の鍵があるように感じるのであ

りますが、村長、いかがでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

運営については、これから検討させていただくようになると思いますが、高齢者の

活用については、私もこれからいろんな分野、村全体の分野の中で団塊の世代、それ

から高齢者、この知恵をこれからの村づくりの中で生かしていきたいというふうに考

えてますので、この直売所の中でも、そういう点では検討させていただきたいと思い

ます。大きな力になるんじゃないかと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 村長の答弁、村長の所信表明の中身でも触れておられましたが、是

非高齢者の有効活用、利用というと失礼ではありますが、有効活用を図っていただい

て、高齢者のための就業に転嫁させていただきたいと思います。

併せて、アットホーム運営民営化の可能性について伺っておきます。このアットホ

ームおおたま、今２０周年の記念企画営業中であります。そこそこがんばって確実な

運営実績を上げていらっしゃると思っております。大玉村民の癒し、健康維持に大き

な貢献があるんだと感謝を申し上げるところであります。運営方法、これは決してよ

くないとは言っておりません。ただ、６次産業化で直売所が民営化する機会、見直し

も考えて検討する必要があるのではと思っております。私は、レストラン部門などい

ろいろ批判もありますが、この際６次産業化に参画して、充実発展もあり得るのかな

と考えております。今後のアットホームのあり方、それから村長の方針も併せまして、

民営化の可能性を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

まず、運営方法については、だいぶ前に職員による検討会が行われまして、アット

ホームは直営ではなくて指定管理者制度でやるべきだという職員の結論は出た時期が

ありました。ただ、現実になかなか受け皿の問題等で実現しなかったということもあ

りますので、私は収益施設については公設民営をすべきというふうに考えていますの

で、先ほどいいました、できれば村民株式会社、そして、株主になれば当然株主優待

っていうのがございますので、アットホームの入浴料とか宿泊券とか、大体かなり短

い時間で株主優待で出資金をお返しすると。それ以降は、本当に自分の株主として利

益が上がるわけですね。株主にとってはね。そういう形で、そしてアットホームを使

っていただいてアットホームの収益も上げるというようなことで、是非あの村民株式
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会社でリンクさせながらやっていけたらどうかなというふうに考えております。です

から、株式会社を立ち上げるためには時間がかかります。本当に検討して、住民の、

立ち上げたら誰も出資しないなんていうことでは困ります。理念の相談から始めて、

村民の半分ぐらいの世帯が出資するような形が理想ですので、そこまで持っていくの

には時間がかかると思います。１年以上、１年半、２年という中で是非実現したいと

いうふうに考えています。ただし、公設民営の場合は儲かることが前提になります。

今のままで儲かるのか、私は総務課長時代にコンサルにかけました。設計や建築設計、

改造ですね、それから経営コンサル、東京からコンサル、それから福島市の計理士、

それから行政書士に集まってもらって１年かけて広島まで視察に行ってきました。そ

れで、アットホームの経営改善についての結論、黒字になるということです。民営化

すれば間違いなく黒字になると。ただし、条件がありました。改造すること、今のま

まではホテルとして、旅館としてはやっぱり不十分だと。日帰りの、空いていれば部

屋が使えますよじゃなくて、日帰りでいつでも午前中、午後いられる、そういう施設

が、部屋がほしい。それは、あそこの場所ですと、そういう設計図が全部出来ていま

す。エレベーターがあの真ん中に出来てしまいましたが、エレベーターはもっと違う

ところに立ってたんですが、スナックを付けるとか、そういう提案が出来ていますの

で、だいぶ時間が経ちましたので、もう一度練り直しをして、きっちりと設備をやっ

ぱり改築をして儲かるような設備にして民営化にするということも必要かなというふ

うに考えていますので、少し時間が、改築とかの時間がかかるのではないかと考えて

います。これについては、是非議会の皆さんにも相談をおかけしたいと思いますので、

こうすべきじゃないかという意見は是非いただきたいと思います。村挙げての施設で

すので、よろしくお願いしたいと思います。

それから、レストラン等の関係とかありますが、これはやはり先ほどの６次化と同

じように差別化をしなきゃならない。ですから、この前、運営協議会の中で意見が出

ました。どこに標準を置くんだと。アットホームは親子連れを対象にするのか、ファ

ミリー層か、高齢者か、あらゆる層を対象にするのか、それをやはり決めるべきだと

いうような意見が、非常によい意見が出ました。ですから、高齢者を対象とした宿泊

施設にするのか、ファミリー層にするのか、ファミリー層なら子どもたちがご飯食べ

てから遊んだり時間をつぶせるような施設がなければこれはだめだと。高齢者であれ

ば、高齢者が終わってから暇つぶしというんですか、その後食事の後で楽しめるよう

なものが、高齢者向けのが何か必要だと。そういうことで差別化、特化をしていくこ

とも必要ではないかという提言も受けております。併せて検討していきたいと思いま

す。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 大変、造詣の深い答弁ありがとうございました。

是非、村長の所信表明の中でも触れている内容でありますので、実施に向けて十分

検討協議していただきたいと思います。

次に、農業施策の具現化、明確化を求めるというテーマで伺います。この農業施策
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については、私は一般質問の度に伺っていることであります。政府は、改めて戸別補

償制度、名前は変わりましたが、存続を発表いたしました。農地の規制改革もまもな

く具体化しようとしております。大玉村、基幹産業は農業であります。全国的に産業

としての農業の衰退が危惧されております中で、農業立村として生き残るには農業施

策の強化が絶対不可欠であります。大玉村、認定農家８０戸余り、生き残りをかけて

がんばっております。行政の目に見える形の分かる支援を願うところであります。細

かいことは申し上げませんが、新村長になって、こうなるんだといった大玉村農業の

振興策について考えを伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

これがいちばん難しい質問だなというように感じるのは、今、農業を取り巻く状態

というのは非常に厳しいし、通常は行政も、私がここからお話しするのはゼロ地点か

らお話をするわけですね、普通は。こういうふうに政策をして前に進んでいきますと。

ところが今は、放射線の問題とかでマイナスなんですね、風評で。ということは、ス

タートがマイナスからのスタートなんで、一生懸命風評を払拭してゼロ地点にまた戻

す努力を今一生懸命やっているので、ここからゼロに戻した時点から前に攻め込んで

いくということなので、今の最重要のあれは、すべきことは、やはり風評の払拭、振

興策の前にそれをまずやらなければならない。そのためには、やっぱり検査体制を強

化をして、そして安心安全をアピールし続けると。ここにきて汚染水の問題が出まし

たが、安倍総理がアンダーコントロールということで汚染水はコントロールされてい

ると、もう７年間で完全にやるということを国際約束をしたわけですので、それは期

待していますが、せっかくマイナスから少しゼロに近づいたところで、またそういう

ことでもってマイナスになってしまうということなので、検査体制をきちっとやって

いきたいというふうに思っています。それから、まもなく年末には粉砕しないで野菜

を丸のまま放射線量を測れる機械が東北大学と福島市で開発をやって間もなく完成す

るという話ですので、３００万円ぐらいするという話ですが、完成すれば、すぐに導

入をしたい。このチェック体制をまず作るということを振興策の前にやるべきことだ

というふうに考えています。それから、あと見える支援、振興策ということになりま

すが、これについては、土が汚されているという問題もありますが、これは除染を一

生懸命やってますので、これからどういう支援が必要かということは、農業に従事し

ている方、専業でやっている方、酪農をやっている方、それぞれ話し合いをしながら

要望を聞いたりしながら、これから決めていきたいというふうに考えてます。今、就

任して、すぐこれを支援しますというようなことについては、まだ早いのかなと思っ

ておりますので、今やっている支援策をとりあえず継続することはやっていきますが、

新たな支援策は十分検討してやっていきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） おっしゃること、よく分かりました。

ただ、認定農家８０戸、大変がんばっております。この人たちが乗り遅れないよう
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に、農業後継者も何も十分育つような、そういう村としての支援を確立していただき

たいんです。でないと若い人はなりません。そういうことを念頭に置いて、よろしく

お願い申し上げます。

次の質問に入ります。役場行政組織改革の必要性ということで伺います。浅和村政、

２０年の長きにわたり続きました。必要に応じて機構改編も幾度かあったようであり

ますが、ここ数年、復興事業の増大もありまして大変なんでありましょうが、役場機

能決して万全とは私の目には見えないのであります。村長、どうお考えか。私は、復

興事業の重要性に鑑み、また村長も替わられたということで、この際、新体制として

の機構改革が必要と考えております。いかがでしょうか。考えがあれば、どのように

改編されるおつもりなのか、併せてお伺い申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

万全でないというのは、私もそのように感じております。国の行財政改革の中で、

歳出を減らしなさいと。前年度が何年前かの比較で職員数を減らしたりすれば交付税

で見ますよとか、これが減らなければ交付税を減らしますよとかと、飴と鞭で各自治

体に対して財政支出を減らすことを国は行財政改革、なんては改革ではないと私は考

えますが、ですが、結局そういうことで交付税等に財源に関わることですので、１１

６の定数を８０数名まで、９０名弱まで下げるということで自立計画の中で、財政計

画の中で下げてきました。１００を切ってギリギリになったところで、通常の業務で

さえも厳しいところで、この原発事故が起きた。本当に農政課からすべて企画財政課、

建設課、健康福祉課、ありとあらゆる課でそれに対して対応する、非常に忙殺された

と。ですから、当然その分は一般行政のほうがおろそかになる可能性がある。それで

もおろそかにしていけないということで職員はがんばってきました。かなりまいって

いる。ですから、一時的に職員は増員したと。やはり現実的に。ただ、その増員も、

ただ増やすんじゃなくて技術者を中心として増やしていきたいなというふうに考えて

います。これは、あと半年ありますので、その中で検討していきたいというふうに思

っています。

そして、機構改革については、私の一存でこうするということで決定できるもので

はありませんので、いろいろ意見を聞きながら、職員の意見を聞いたり、外部の意見、

当然議会の、中間で議会の意見も聞きたいと思います。村長一人の考えというのは、

そんなに決められるものではありませんので、多種多様な意見を伺いながら４月には

大規模な機構改革をしたいということであります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。４月には機構改革を進めるということで

ありますので、どうぞ議会にも説明よろしくお願い申し上げたいと思います。

もう１点、人事のことは口を出すことではありませんが、同意を求められる立場で

すので、１点、副村長の選定というか配置の件、どのようなお考えでおられるのか、

この際よろしければお伺い申し上げます。
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○議長（佐藤 悟） 一応ないので、その点は撤回します。

○２番（押山義則） ありがとうございます。是非方向性を伺いたかったのでありますが、

残念であります。

次の質問に入ります。コミュニティスクール大玉学園構想の進捗状況等を伺うとい

うことで質問申し上げます。大玉村コミュニティスクール、２３年の４月からですか、

制度を導入いたしまして２年半ということで、住民や保護者が学校の運営や支援に関

わる仕組みづくりとして、様々な視点から徐々に住民の理解が進んできているのかな

と感じているところであります。全国的には、教育委員会のあり方とか教育委員会の

改革が文科省の審議会の中で議論されて、近いうちに改革案が出るという情報もあり

ます。内容は、いじめや体罰への対応の遅れ、すなわち教育委員会の批判につながっ

ている状況かなと思います。今の制度では大玉村はそう感じないのでありますが、首

長が民意の代表なのに、こと、教育に関しては口を出せない。首長の権限を強める抜

本改革の必要性、改革の議論の中身かなと私は思っておるのであります。その点、先

ほどもちょっと触れましたが、大玉村の教育行政、まだ、いささかも心配ない。正に

理想の教育環境づくりが出来つつあるのかなと感じております。教育行政に住民の声

を届ける、いわゆる民意の反映のための教育委員の資質の重要性とか、また、大玉村

事務局の指導力の重要度などなど、組織の機能の充実、大玉村としてはおおよそ果た

されているのかなと私は感じております。改めて教育長経験者の村長就任、そして、

学校を指導する立場、教育長就任、共に教育に深い造詣をお持ちのお二人にそれぞれ

伺いたいのでありますが、コミュニティスクール制度の現状、到達度、どう理解され

ておられるのか。また、理想とする大玉村学園構想の村民理解、進捗状況をどう思っ

ておられるのか、それぞれ伺いますので、よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

立場が変わりましたので、前の村長は教育長を信用していただいて、私のほうから

相談をかけない限りは教育に対して口出しはしなかったと。彼は非常に教育熱心であ

りますので、言いたかったことはいっぱいあると思うんですが、じっと我慢して任せ

ていただいたということもありますので、それは継承して、これについては教育長に

お任せするということで答弁をさせていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答え申し上げます。

大変重いお話を村長から伺ったのでありますけれども、私も教育長就任前まで大玉

村にいろいろな形で関わらせていただきました。そこで感じたのは、大玉村の教育の

先進地域といったらいいのでしょうか、そういったことを強く感じてまいりました。

その１つが、コミュニティスクール導入だと思っております。昨年度、私、それの調

査研究会、導入した地域において、それを推進するためにどうしたらいいかというよ

うなことについて委員として加わらせていただきましたけれども、その中で感じたの
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は、徐々にではありますけれども、その趣旨が着実に浸透しているなと、そんなふう

に感じております。コミュニティスクール全国組織があるわけですけれども、そこの

事務局長をされております日本大学の佐藤晴雄先生とおっしゃるんですけれども、か

つて大玉においでになったことがあると。その先生は、コミュニティスクールを３つ

の段階にとらえてイメージされております。１つは、相互理解、そのシステムについ

て相互理解を図っていくというのが第１段階というようなとらえ方をされております。

第２段階は、実際に支援ボランティア、あるいは地域の人材が活用に関わっていくと

いう、そして企画推進する。つまり、学校支援段階、これが第２段階というように佐

藤先生はとらえておられます。それから、もう１つは、大きくは３つの権限があるん

ですけれども、コミュニティスクールのシステムには。意見具申、承認、それから、

もっといいますと教職員の任用に関する意見具申というようなこと、そんなことも入

っています。そういった権限がフルに活用する段階、これを第３段階というようなこ

とで分かりやすく述べられております。私は今年度の状況等を踏まえましたときに、

第１段階から第２段階に移行している、そういう時期なのかなというふうに現在とら

えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、ありがとうございます。コミュニティスクール、全国的にも

大玉村大変注目されている状況にあります。今後ともしっかり進めていただきたいと

思います。

教育長に何点か改めて伺います。教育行政に住民、保護者の声を届けるためには、

一般的には教育委員会、教育委員の発言力の強化に尽きると私は思っております。私

もできるだけ欠かさず教育委員会の傍聴参加に努めておりますが、いささか気になる

ことがございます。それは教育委員会の中での範囲なんですが、学校教育から文化祭

とか、またスポーツとか、大変幅広くて、なんとなく教育委員会の傍聴を聞いており

ますと、委員が議論するものが薄くなりがちと感じております。私は、教育委員会の

仕事は報告とか何かは別と考えて、子どもの安全や学力向上に力点を置いたと重要な

事項、こういうものに議題を絞ってじっくり議論できる環境を整えることも大切でな

いかと考えております。教育長として、その点どういうふうに考えるか、お伺いしま

す。私は、あくまでも傍聴した中での感想でありますので、その点を含んで、よろし

くお願いします。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

押山議員さんには、教育委員会、いつも傍聴していただきましてありがとうござい

ます。感謝申し上げます。大玉村の教育長を拝命いたしまして間もなく３か月になり

ますけれども、この間、新押山村長が教育長時代に様々な教育改革を行ってまいりま

した。長期的な展望に立って、実に計画的に、かつ先進的な取り組みをされてきまし

た大玉の教育改革、それにじかに接しまして、改めてその先見性、確かさ、それを実

感しているところでございます。ただいまご質問ありました教育委員会のあり方につ
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いてでありますが、２番議員さんがおっしゃるとおりだというふうに思っております。

この件につきましても、前教育長が、発言する教育委員会、それから提案する教育委

員会というようなことを強く打ち出されております。私もこの方針、方向を継承しま

して、更なる充実を図ってまいりたいというように思っております。教育委員会、何

度か私、出させていただきましたけれども、報告事項、これらについては、すべて大

事なものというふうに理解しております。ただ、報告するだけではなくて、その軽重

を付けながら、メリハリを付けながらポイントを報告するというようなことに努めて

まいりました。それから、今ご提案がありましたように、今、急激に教育界が動いて

おりますので、そういったものに適切に対応できますように、合議制の教育委員会が

自らその責任において任を的確に果たせますように、定例教育委員会の中身、例えば

学習会、テーマを決めての学習会とか、そういったことについて取り入れながら、更

に発言する教育委員会、そして提案する教育委員会、そんなものになるように努めて

まいりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。

結局、教育長が替わった時点、こういうときが、今のそういう変革の理想のために

はチャンスだと思っておりますので、ひとつ心おきなくがんばっていただきたいと思

います。

それから、学力テストの全国結果、発表されました。福島県の状況、芳しくありま

せんが、結果から大玉村として何が必要なのか。例えば土曜授業の可能性などあるの

か、学力向上の施策あるのか、その辺も併せて伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

学力テストの結果につきましては、概要を申し上げますと、大きく内容につきまし

ては、小学校６年生と中学校３年生です。国語科と算数、数学科の概要でした。細か

な数値については、ちょっと控えさせていただきますけれども、県の平均が全国より

かなり下回っておったという、これは報道をされています。それに比べまして、県と

比べまして、国語、算数とも全国平均、それから県平均を大まかにいってやや下回っ

ている状況にあります。それから知識に関する問題、これ大きく２つに分かれていま

して、知識理解を問う問題と、それから、そのものを利用して活用する問題というＡ

問題、Ｂ問題というように分かれているんですけれども、知識理解の問題よりも活用

に関する問題に課題があるというようなことの、そういう傾向になっております。そ

れから、国語と算数、数学を比べた場合に、国語よりも算数、数学がやや低いという、

そういった概要、状況になっているということについてお答えしたいと思います。こ

れの対策でありますけれども、これは多面的に検討してまいりたいと思っております。

今、質問あったことと直接関わることにつきましては、土曜授業のあり方というよう

なことだと思いますけれども、このことにつきましては、最近、急速に土曜授業のあ

り方の是非について、あるいはまた、その方向性について話題になっております。い
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ちばん大きな問題は、授業時数が完全週５日制が導入されたときに比べて大幅に増え

ておりますから、それにどう対応するかというようなことがいちばん大きな要因かと

思っておりますけれども、完全週５日制の趣旨は、学校、家庭、地域の三者が連携し、

それから役割を分担しながら、社会全体で子どもたちを育てていくというようなこと

で完全週５日制が平成１４年度から取り入れられたと、そんなふうにとらえておりま

す。この学校、家庭、地域三者が連携して役割を分担して、そして社会全体で子ども

たちを育てていくという、その考え方は、大玉村が平成２３年度に導入しましたコミ

ュニティスクール、この理念と軌を一にするものである、そんなふうにとらえており

ます。したがいまして、様々な課題が、課題というのは導入するにあたっての課題は

様々なありますけれども、そういった趣旨から、この件についてこれから検討してま

いりたいというように考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。

最後に、教育長に。現在の漫画「はだしのゲン」、様々な角度から議論されており

ます。大玉村平和教育事業、広島派遣、これやっております。このことについて、併

せて教育長の考え方、よろしければお聞かせ願いたいのでありますが。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

広島平和記念式典の派遣事業、今回で４回目になります。私、事前研修会とか帰っ

てきた後の子どもたちの感想とか、詳しくはこの後で報告会があるんですけれども、

そこでまたお聞きすることができると思いますけれども、この中身について趣旨、ね

らい、趣旨等を考えましたときに、８月６日の平和記念式典への出席、それから原爆

ドーム、あるいはまた平和記念資料館などの見学、そういったことを通しまして、平

和の尊さ、それから核兵器の悲惨さ、そういったことを直接学ぶ貴重な事業であるな

と、そんなふうに思っております。それから、本年度は本県のこういった状況に鑑み

まして、震災からの復興という視点で、そういったことを加えまして、神戸市におけ

る見学も取り入れております。命の尊さ、あるいは平和の大切さ、そういった中身に

つきましては、公教育の基になります学習指導要領等についても位置づけられており

ますことから、この事業につきまして極めて意義があるものだというふうにとらえて

おります。なお、県内の他の市町村からも、高い評価を得ているところでございます。

したがいまして、今後とも事業の教育的効果、これらについて十分確認しながら実施

してまいりたいというふうに考えております。

なお、「はだしのゲン」についての質問がありましたけれども、この件につきまし

ては、松江市教育委員会による対応、意思決定の行為でありますので、大玉村教育委

員会として論ずるべきではないというふうにとらえておりますので、ご理解いただき

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。
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教育関係のことをいろいろ伺いましたが、今、教育いろんな形で子どもたちの将来

についてささやかれておりますので、ひとつよろしくお願いします。

議長、１点質問漏れてしまいましたので、改めて所信表明に対してということで質

問させていただきます。申し訳ありません。

○議長（佐藤 悟） 所信表明については、あらかじめ議会冒頭、申したはずであります。

それで何か不審な点があるのか。初議会に所信表明は行ったつもりであります。

○２番（押山義則） はい、分かりました。内容については取り下げます。今回の一般質

問、村長、教育長の就任にあたりまして、それぞれの考え方伺いました。村長、浅和

村政の後継を自負していらっしゃいます。私は、浅和前村長、既に伝説の人であると

私は思っております。今後、突然の路線変更は戸惑いますが、浅和イズムにあまりひ

たることなく、独自の押山伝説のスタートとなりますことを願いまして、私の質問を

終わります。どうもありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で、２番押山義則君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

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

（午前１１時０８分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時２５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ９番佐原吉太郎君より通告ありました「原発に代わる安全なエネル

ギーが村として宣言し、村長が替わり、この宣言を継続すると思うが、新たな村長の

考えがあるか、これらについてほか」１件の質問を許します。９番。

○９番（佐原吉太郎） 議長の許可を得たので、２件について一般質問を行いたいと思い

ます。

それ前に村長、今回、無競争、大変おめでとうございます。徳川家康でなくても、

重い荷物を背負って遠く道を行くと、村民８,０００人の代表でありますから、これ

から心してひとつ皆さんの幸せのために努力していただきたいと存じます。

本題に入る前に、一言述べさせていただきたいと存じます。８月の豪雨による災害

に遭われた方々に心よりお見舞いを申したいと存じます。また、農地については激甚

災害が適用され安堵しているところであります。また、道路、水路等々については、

地域の皆さんの要望に添えるよう、我々議員も行政も一体となって取り組んでいただ

きたいと存じます。また、最近、汚染された、それこそ東電のずさんさに県民も非常

に怒りを覚える一人でありまして、それと同時に海にタンクから流れた汚染が海を汚

して、そして、それに携わる漁民が大変な風評とともに休業せざるを得ないような状

況になっているわけであります。そういうことを我が村は原発に頼らない安心安全な

エネルギーを発掘するという、そういう宣言を前村長がなされました。そして、将来

には曾孫、孫にも安心安全なエネルギーを供給する我々は義務があるわけであります。

そして、最近、東電だけに任せておけないということで、やはり国も本腰を入れて財
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政支援がなされるようになったようであります。そういうことで、地域住民の安心安

全、財政支援が期待しておるところであります。更に明るい明るい報道がなされまし

た。それは２０２０年に、しかもオリンピックがこの東京で開催されるということで

ございまして、経済的にも非常に明るい光が見えたのも確かであります。そういうこ

とで、本題に入りたいと存じます。

私、これずうっと何回となく原発については質問してまいりました。そういうこと

で、ほとんど関連しておるんでありますから、ひとつ明解なお答えを願いたいと存じ

ます。

１点目でありますが、原発に代わる安全なエネルギーを村として宣言した前村長が、

また新しく替わられた村長が、これらの再生エネルギーを継続するのかしないのか。

また、新たな要するに前村長と違う考え方があるのかどうかを、まずお聞きしたいの

であります。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ９番議員さんにお答え申し上げます。

再生可能エネルギー推進の村を宣言をしております。これについては、当然これは

大玉のみならず、全国的な流れとしてきております。特に村は推進を議会ともども宣

言をしたわけですので、他に先駆けてこれは計画をしながら進んでいかなければいけ

ないというふうに思っております。水と電気というのは生活のライフラインの本当に

最重要なものですので、地域で１００％、例えば将来的にやった場合、その地域とい

うとらえ方ですね、大玉村で１００％というのは最終的な目標としても、大玉村で

１００％で将来的にライフライン、安全性、安定供給という面から見ると、やはりラ

イフラインとしての東北エリアにするか福島エリアにするかという問題はありますが、

地域の電力会社と、電力供給というのはこれは不可欠だと思います。ですから、パー

セントが伸びていっても大玉だけで１００％というのは現実的ではないというふうに

考えておりますので、ただ、それをそこに目指して目標として進んでいくというのは

当然のことだというふうに思いますので、思いは前村長と同じ思いでございます。進

めてまいりたいというふうに考えております。今すぐできなくても長い目で見ながら、

今技術革新が進んでおります。水力にしても風力にしても太陽光にしても、１０年前

から比べれば飛躍的に伸びておりますので、ここ５年、１０年、１５年というスパン

で進めていくと。水素を利用して都市ガスで発電するというのは、もう都会で会社等

で行っております。これは非常に効率がいいということで、大きな会社は逆に売電を

しているというようなこともありますので、これが一般家庭にも普及するという見込

みもあります。そういうことも含めながら、情報を的確に捉えながら、目指していき

たいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 前村長を継続するということで安堵したところでありまして、ま

ず、再生エネルギーを１００％供給できることは、安全安心なエネルギーを生み出す

ことができると思うんですよ。そういうことで、先ほど前段でも申しましたが、原子



- 47 -

力という物体は分解も破棄もできないんですよ。宇宙にロケットで打ち上げて何かで

きれば結構なんですが、地球上にある以上はなかなか難しい、今の技術では難しいだ

ろうと言われているんですよね。そういうことでやはり将来、そういう安全なやはり

国の未来が明るくなるような仕組みをやっぱり取ることが大事だろうと私は思ってお

ります。そういうことで、これからのエネルギーについては、そういう安全安心が、

まず前提になければならないと思っております。そういうことで、大体私いわんとす

ることが村長がそれに取り組むということですから、あまりくどくど申し上げること

がないように思いますが、なお、そういうことで慎重にいろんな分析をしながら、こ

れに着手していただければ有り難いなと、こう思っておりますので、この原子力につ

いては、そういう分解も何もできないんだということに対しては、村長はどのような、

新たな情報得れば、この件について何か解決方法があれば、そういう情報が入れば、

ひとつ解決できるんだということがありますか、何かひとつその点情報がありました

ら、ひとつ。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

大変難しい質問です。原子力については、これはどういうふうに封じ込めるかとい

うことで、原発の廃棄、廃止を技術が確立していないんですね。まだ世界中で、きれ

いにクリーンにそれを廃棄したことがない。そういう原発が日本に５０基もあるとい

うことですので、ましてや福島原発はああいう状態で、どうなっているかさえも分か

らない状態だということです。埋めてしまうとか、ＭＯＸ燃料に変えて、別なものに

変えて再利用するとか、いろんな道が探られておりますが、本当に先を考えないでス

タートした政策だなと。ですから、我々は、やはり政策をやる場合には十分に先を考

えて、出口を考えてやるべきだなという自戒を含めて、今のところは解決策は見つか

っていないというように考えております。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 実は私たち、会津のほうに研修に行って、要するにバイオマスで

すね、それらを研修してまいりました。複数の自治体と、あと大手ですね、大手の企

業が取り組んで、非常に発電規模が前回も申しましたが、５,０００キロワットです

か、約１万世帯を供給するということが可能なようであります。ただ、今申したとお

り、汚染、福島県は特に汚染された、例えば木を伐採するなり、それでもなかなかそ

れをクリアして簡単であるんですが、会津の１万戸というと大玉村は８,０００です

から、当然クリアして電力を売ることまでできるわけですね。しかし今、ここに至っ

てはなかなかバイオについては放射線の問題が浮上してきまして、これは専門家、そ

ういう学識の方々と相談しながら、どうクリアして取り組もうとしているのか、まず、

それも前村長がバイオについては非常にスイッチを入れて熱く燃えて議会でも私にも

回答しましたが、それらについて、今後、前村長が言ったことに対して、それらいろ

いろな市町村と話し合いですね、それらをなされたのか、その進展状況ね。一応スイ

ッチは前村長は入れたんだが、それらも含めてどういう進展状況なのか、ひとつお聞
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かせ願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度バイオマス発電についてお答えを申し上げます。

各市町村との協議については、今、担当のほうに確認しましたが、まだ取り組んで

いないということでございます。これは必要性はみんな、どこでもやってるし、ただ、

今回もみ殻等を処理する鮫川の処理施設が爆発をしたということを受けて、塙町でし

たかね、進めていたものを町長が凍結と。多分、凍結は中止だというふうになるのか

なというふうに考えております。ですから、バイオマスの発電所としての技術的な問

題、あるいはセシウムの問題じゃないんですよね、技術的な問題で爆発をしたと、漏

れて爆発をしたということですので、バイオマスの場合には、そういう技術的な確立、

運用がかなり難しいのかなという部分と、加えて放射線の処理の問題というのがござ

いますので、大玉単独で取り組むというのは非常に厳しいというふうに考えておりま

す。やはりこれは森林除染等から出るものについての処理ということで、広域的に国、

県が主導して進めるということの事業かなというふうに今は思っております。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） ２点目に入りたいと存じますが、再生エネルギーの、まず先進国

であるドイツが、もう脱ということで取り組んでおるわけでありまして、しかもドイ

ツは日本と同様、非常に科学的にも優秀な方々であります。そういう最新技術をやは

り再生エネルギー１００％ということであれば、やはり職員を前回も申しました、村

長に。やはり派遣して学ぶことが再生エネルギーの発掘につながると私は思っており

ます。そして地方から、特に大玉から脱原発を発信することが大事であろうと思って

いる一人であります。これらについて、村長はどのようにこの派遣について考えてお

られるかを。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

ドイツ、確かに脱原発を宣言して、大変自然エネルギーの利用率が高いということ

で、先進国としての研修先としては非常にふさわしいというように考えています。外

国の、ドイツに行くかどうかは後でお話をいたしますが、まず、私も就任したばかり

ですので、水力発電の問題もあります。図上で見てもよく分かりませんので、係のほ

うにお願いしましたら、実際発電しているところに視察に行きたいというふうに考え

ております。それからバイオ、風力、いろんな可能性のあるものがありますので、こ

ういうものについては是非現地に行って視察をしてやっていきたい。できれば、議員

の皆様にも同行をお願いをして見ていただいて、大玉のそういうものについてどうい

うふうにすべきかということは、時間をかけて検討したいなというふうに思っており

ます。ですから、外国の研修の前に、まず国内で今、目の前にあるものを研修をして

いきたいなというふうに考えております。

それから、ドイツについて、例えば村単独で派遣した場合は、その専門的見地でそ

れを検証することができないということがあります。村の職員が行っても、結局そこ
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で説明を受けるだけで、専門的な、それを村に持ち帰ってどういうふうに確保して実

現できるのかというような問題もありますので、多分これは県単位とかエリア単位、

どこかの団体等できちっとした目的を持ってドイツに行くとか、先進国に行くという

ような事例があろうと思いますので、そういう機会をとらえて是非職員を派遣するよ

うなことも検討したいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 何回となく再生エネルギーについて一般質問で申し上げてきまし

たが、まず、先ほど推進力については着手し、予算も計上されたわけであります。し

かし、この資源だけでは村の全体に供給できる電力は生み出すことはできないのであ

ります。よって、再生エネルギーをいち早く取り入れた、まず先ほどと同じことです

が、ドイツが安全安心なエネルギーの発掘に取り組んでいるわけでありまして、その

国の視察に行くことが、団体で行くなり、それは結構なんですが、まず、その意思を

きちんと持つということが大事です。目的をね。そういうことなんで、国内の起爆剤

になればと、このように思っておるところでありまして、更に、我が国は、原発を推

進する国に私は学ぶことはないと思うんですよ、私個人ですよ。それはなぜかという

と、やはり原子炉をなくするんだという国が目的が定まって、企業が一体となって、

要するに原発に代わるエネルギーを生み出すんだという、やはりそういう意思がなけ

れば達成できないと思うんですよ。そういうことで、先ほど村長も、よく検討すると

いっていましたが、やはり自らそれを、この小さな小さな、８,０００余の自治体の

村が本気になってやれば、なせばできるということですよ、なんでも。その意思がな

い限りは全くできない、人任せにしていたのでは。そういうことを村長にお願いし、

そういった安全安心な取り組んでいる国の学ぶことこそが、未来に安全安心なエネル

ギーを供給できるものと確信しておりますので、再度この件についてお尋ねします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） おっしゃることは十分に承知しておりますので、宣言の村としてこ

れからどういうふうに再生可能エネルギーを進めるかという中では、各種研修という

のは、先進事例に学ぶということは大変大切なことですので、ドイツも含め、そうい

う機会を是非見つけて対応していきたいと考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） ２点について、それぞれお答えいただきました。まず、同じこと

で私が言っているわけだけれども、どうしても、これから我々が、これ今現在子ども

に、孫、ひ孫のために、安心安全なエネルギーを供給するという我々には義務がある

んですよ。特にこれ福島県は汚染されたわけですから。そういう意味からいけば、や

はりこういった危険な、危険な、何の解決もできない物質を利用して、安いからいい

わと、安いのは良かったけれども、安いどころでないですよ。大変なこれ国民の税金

を使って汚染を除去したり、まだまだ、まだまだ、いわきに双葉、今現在爆発した、

要するにその原子力の周辺は帰れない人、これは深刻であります。そういうのをやは

り我が村も富岡という被害に遭われた方々が大玉に来られていると、そういうことか
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らしてもやはりこれを絶対に原子力をなくするんだという、やっぱり意思の下に、ト

ップはやはり信念を持ってやっていかないと、決して脱原発ということは成し遂げら

れないと、私はそのように思っている一人でありまして、是非とも村長がこれに本腰

を入れて、そして大玉村からやはり１００％以上、そして、ほかまで供給できるよう

な、そういったことが達成できれば、それは全国に大変な大玉村というのは努力され

たと、何と何が要因で原発から全然頼らない、原子力から頼らないエネルギーを生み

出したんだと、これは脚光を浴びますよ。それこそが、大事な大事な、やはり我々に

課せられたこれからの責務だと、私はそう思っている一人でありまして、是非とも、

そういうことを達成していただきたいと存じます。

これをもちまして一般質問を終わりたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 以上で９番佐原吉太郎君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。昼食のため。再開は午後１時３０分と

いたします。（午前１１時５０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ７番佐藤誠一君より通告ありました「新村長が目指す村づくりにつ

いて」ほか１件の質問を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 既に通告しておきました質問、議長の許可がおりましたので、これ

から行いたいと思います。

この度、村長、当選おめでとうございます。今後４年間、押山村長にこの村政を任

されたわけでございますので、村政発展のため、また我々住民の生活向上のためにが

んばっていただきたいというふうに思っております。また、この夏は非常に全国的に

豪雨がありまして、本村も名倉山地区を中心に被害に遭いまして、被害に遭われた皆

様にお見舞いを申し上げ本題に入りたいと思います。

私の質問としては、新村長が目指す村づくりについて、下段のように質問していき

たいと思います。

今、本県においては、原発の事故以来、非常に問題が出まして、村内においては除

染作業が急ピッチでなされているわけでございます。更にはその原子力建屋の周辺に

は汚染水が流れ込み、地下水に出たとか海に出るとか、いろいろな問題がありまして、

そういったものが毎日報道されております。この度、新村長が無競争ではあれ当選し

たわけでございますが、村長の目指す公約、その中の重点事項ですね、詳しく説明を

していただければというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ７番議員さんに、公約の重点事項についてご説明を申し上げたいと

思います。

かなりありますので、要点だけ述べさせていただきたいと思いますが、まず所信表
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明で言わせていただきました放射能の除染に関する、除染を進めると、これは喫緊の

課題でございます。既に始まっておりますが、できるだけ早く面的な除染に入るとい

うことと、懸案であります森林除染、これについても進めていかなきゃいけないと、

これについては国との調整が、まだ国のほうが方針を出していない、住宅地から２０

メーター、必要があれば５メータープラスという、本当に中途半端なものしか出して

きてないと。ただ、森林除染となりますと広大な面積になるということで、国もなか

なかうんと首を縦に振れない状況だろうと思いますが、安達太良山を後ろに控える大

玉村にとっては、やはり森林除染はやっていかないと困るということでございます。

山全体を除染するというのは、現実的には非常に厳しいですね。ですから、堰止めみ

たいに国も考えているように、下に流れてこない方法とか、生活地に近い山林は、や

はりできる限り除染をする。今回、民有地については森林整備という形で間伐等がで

きるということで手を挙げました。ただ、具体的にどういうふうにして、どこがやる

のかということまでは踏み込んでまだ決まっておりませんので、ただ、少なくとも民

有地については、民有林については整備できる道筋はできたということ。ただ、これ

福島と大玉しか手を挙げておりませんので、模様見だということだと思いますが、で

きるだけ村としては現実として、ただ切ったものをどうするかと、すぐにバイオマス

で焼却できるというわけでもございませんので、長期戦になると思いますが、これは

国に強く求めていきたいというように考えております。それから、住宅除染について

は、もう何度もお話をしておりますので、２６年度中には終了したい。

それから、２番目に定住化、人口増加対策には積極的に取り組んでいきたいという

ふうに考えております。これについては、人は活力の源ということで、大玉村は工業

団地等を積極的に誘致するのではなくて、定住化を進めながら村づくりをするという

のが、これ長いもう２０年にわたっての長い政策の村の方向性としてやってきました。

ただし、４号線国道沿いについては、村の活性化のために開発すべき土地という位置

づけをしておりますので、これはやはり４号沿線についてはやっていくと。ただし、

特別排水事業で国道から東側のほうは縛りがありまして開発ができなかったという事

情がありますが、今度はだんだんできるようになるだろうというふうに思いますので、

両方とも村の活性化のためには、これは工場とか物流とか、今のは沿道サービスとい

って、国道の近くにはこういうものしか、コンビニエンスとか物流とかっていう縛り

がありますからなかなか難しい部分もありますが、その辺は修正をしながら、方向を

変えながらやっていきたいというふうに考えております。それから、あと定住化のた

めには子育て支援とか住宅政策とか、そういうものは当然継続して更に強化して、も

っと支援ができないか考えていきたいと思います。

それから、第３に開かれた学校づくりということで、全幼稚園と小中学校をコミュ

ニティスクールに指定しました。三春町がいちばん最初に三春小学校をコミュニティ

スクール指定をしました。全部の幼稚園から指定したのは福島県で初めて、大玉村が

初めて指定をしたんですが、これは意味は、開かれた学校づくり、地域に学校を呼び

戻すということでございます。地域の活性化を図るためにも、やはり地域には学校が
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必要だということで、逆にスクールコミュニティという言葉がありまして、学校を核

として地域をつくっていくという考え方もございます。ですから、スクールコミュニ

ティとコミュニティスクールと言葉が反対になりますが、お互いに双方向で地域づく

りに学校を生かしていくということです。近年、統合で学校が７つが１つになったと

ころもありますし、次々と学校が消えていきます。その住民の意見を聞きますと、非

常に寂しいと。今まで運動会だ何だって人数が少なくても学校を中心に地域が回って

いたのに、学校がなくなって子どもたちがバスに乗っていってしまうと、大変寂しい

という話も地域の方から聞いておりますので、そういう点では村は２か所で学校がき

ちっと維持できるのはよかったなと、これは是非守っていかなければならないという

ふうに考えております。

それから、第４に６次化の問題、これは先ほど２番議員さんにお話をしたとおりで

ございます。時間をかけて、もう後発です。既に６次化で、そういうものがどんどん

出来ていますので、差別化をするためにはやはりきちっと出しても負けないような、

恥ずかしくないようなものを出さなきゃならないと。二番煎じは多分だめだというふ

うに思いますので、その辺はしっかりとやっていきたい。農商工でタイアップして、

行政とやっていきたいというふうに考えております。

それから、少子高齢化、私は１０年後、２０年後を見据えてという意味は、１０年

後には少子化はもっと進むのか、収まるのか、その辺のことも見通していかなきゃな

らないということと、高齢化はこれはもう避けて通れません。自分のことを考えても、

あと１０年後には７４歳になるということ、７３、７４になるわけですから、周りを

見渡すと本当にもう７０、８０の人ばっかりになってしまうという、これは１０年後

の現実です。２０年後にはどうなるかということを考えると本当に、高齢化に関して

は。ただし、前にいいましたように、高齢者の持つ知恵、俗にいうしわの数だけ知恵

があるというふうに高齢者は言われてますが、大きな人生経験がありますから、そう

いうものは村づくりの中で生かしていきたいというふうに考えておりますので、悲観

的になる必要もないんですが、高齢者になって酪農とか農業が終わってしまうと農地

が荒廃してしまうということで、今回、村内を全部回って感じたことは、畜産やって

いる方たちが本当に山間部とかの農地を牧草地にして守ってもらっているということ

を本当に感じました。畜産がなくなってしまったら、本当に荒れ地がものすごい勢い

で増えてしまうと。ですから、これはなんとかブロックしなきゃならないというふう

に考えていますので、これは話し合いをしながら、畜産フェアでも話をさせていただ

きました。みんなで話し合いましょうと。法人化をしていくのか、大規模にするのか、

どういうふうにしていくのか、個人の力の限界があれば集団でやる方法を検討しまし

ょうと、今後そういうことで話し合いを進めましょうということは、お話をさせてい

ただきました。そういうことで、商業についても高齢化の場合には、やはり大規模の

ＰＬＡＮＴ５みたいなものだけじゃなくて、集落に小さな店でもいいですから、やっ

ぱり歩いて行ってちょっと買える、そして、そこがサロンになればいいんですね。昔

はそうでした。うちでも商売やっていましたので、いつも買い物じゃなくてお茶を飲
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みに来るんですね。半日お茶飲んで帰って行くという、これは前はそういうことがあ

りましたが、これからはなお必要だと思います。お茶飲みながらやるというようなこ

とですね、そういうものも例えば商工会が主導して小さな店をやるとか、やはり必要

があると。地域の商店については、その経営をどういうふうにするかということは、

これから検討していかなきゃならないと思います。行政も関わっていかなきゃいけな

いなと考えております。

それから、第５に公共交通システム。玉井地区にしかバスが走っておりません。あ

と、福祉バスが１週間に何回かコースを走っているということですので、今は福島県

で多分トップ、１番か２番ですね、各世帯の車の保有台数４．幾らだと思います。３

人運転手がいれば４台車があるというような状況であると。車を走らせても空気を運

んでいます、今でも。ですから乗らないんですね。だから、大山地区には公共交通が

ないんですが、走らせて果たして本当に乗るのかということですね。今現在は、多分

だめだと。ですが、先ほどいった５年、１０年後にそういう足がないと生活ができな

くなる時代が来るだろうということですので、それを考えて今から公共交通システム

の構築。果たしてできるかどうか、運営の問題とか利用の人数の問題とか経費の問題

ありますが、できればデマンド交通、ドア・ツー・ドアということで、これは東大の

中にもう出来上がっているシステムがあって、それを全国で使用してますので、是非

そこに行って研修していきたいなというふうに思っていますが、デマンド交通ができ

ないかどうか、これから検討をさせていただきたいなというふうに考えています。

それから、第６に、役場の行政組織、先ほど答弁させていただきました。やはり限

界に達している職員数で多くのことをやっていくとなると、本来、私の言っている村

づくりの面、１０年、２０年に対応する政策にやっていくためには、もう限界に達し

ているだろうというふうに、今現在の災害とか、そういうものがありますので、やは

り増減を図りながら組織を改革して、少し先を見てできるような、そういう部署もつ

くらなければいけないなというふうに考えております。所信表明では、その点を話を

させていただきました。そして、２番議員さんが所信表明で質問した点がありまして、

再生可能エネルギーについては、先ほどからお話をさせていただいたとおり、村の身

の丈に合ったもので時間をかけて、それこそ、できるだけいろんなものを考えながら

やっていきたい。ただし、ペイしないもの、ランニングコストのかかるもの、将来的

に持ち出しになるようなものについては取り組まないというふうに考えています。ペ

イしなければ、それは村民の負担になりますので、それは国、県が考えることだとい

うふうに考えております。それから、小さな自治体フォーラムとか、そういうものも

あって、そういうネットワークでやっております。その内容とか開催場所等を見なが

ら、今後どういうふうに取り組んでいくかは、その時点で考えたいなというふうに考

えております。ちょっと雑ぱくですが、以上で説明とさせていただきます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今、村長がいろいろお話ししましたけれども、その中から絞って再

度質問したいと思います。
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私も気になるのが原発関係で、汚れたものを除染することでございますけれども、

面的除染、これ今、非常に急ピッチで来年度までには本村住宅の除染を済むんだとい

うことでございます。私も前村長に、前の前、３月ころだと思うんですけれども、森

林除染はどうなっているんだということで質問した経緯がございますけれども、作業

者に聞いてみますと、やっぱり幾らの空間線量、地面の線量についても、やっぱり１

週間、１０日過ぎちゃうと、雨樋から水が出たりいろいろ元に戻っちゃうんだと。特

に今回、私も物売りしていてちょっと田村の人から聞いたんですけれども、田村市に

おいては空間線量０.２３以下の地域は原則として除染をしないんだという方向を打

ち出したそうです。やはり、それも良い方法だなというふうに思っていますし、二本

松の方によりますと、二本松では子どものいる家から除染して、これは点で点、点と

除染しているそうでございますけれども、やっぱり大玉は全村やるということをうた

っておりますので、是非来年度まで進めていってほしいなというふうに思いますけれ

ども、この膨大な森林除染、これ国もどうしていいか分からないというふうな村長の

答弁もありましたけれども、これ水というのは高い所から低い所に流れてきますので、

この水、落ち葉を通した水がいちばん除染のやっかいなものだと思って、村長、まだ

新人ではございますけれども、前村長はある団体の長までなさったということでござ

いますけれども、国、県は森林の除染は絶対に必要なんだと、木質バイオのほうにつ

いては鮫川の事故、更には塙の凍結問題もございましたけれども、やっぱり森林はこ

れ切ったものを投げておくわけにいかないし、それを再利用するのには、やはり電気

に換えたり熱に換えたりするのがいちばんだと思いまして、それらについて、やっぱ

り上部団体にどんどん言ってもらいたいなというふうに思っております。

また、いい話をしたんですけれども、いろいろ村内にはコンビニも出来ましたしＰ

ＬＡＮＴもあるわけでございますけれども、やっぱり商店街なくなったということで

あって、いちばん不都合なのは両替なんですよ。冠婚葬祭などあって是非両替したい

なというと、コンビニエンスストアに行って両替してくださいなんていうと、１００

円や２００円ものを買って両替という形で細かにするわけでございますけれども、村

長、良い提案だと思いますので、そういったサロン、サロンづくりについて再度どう

いう案があるのか伺いたいと思います。

また、英語で言ったから分からないんですけれども、我々行政用語で費用対効果と

いうことがあって、費用対効果のないものは事業をしないんだということを最後に言

っておりますけれども、この費用対効果ばっかりいっちゃうと不都合がこれ生じると

ころもあるんですよね。体育館造ったから、３億や５億かけて体育館造ったから、経

済効果があるかといったら、造った業者にはあると思いますけれども、これ住民には

健康になるというふうな、そういった面はありますけれども、果たしてそういった費

用対効果が表に現れてくるかということもありますので、やはり、そこはちょっと費

用対効果ばっかりいっちゃうと、これ行政は何なのか、行政は儲けていいのか儲けて

悪いのか。行政がやったからアットホームはあのとおりだというふうな話もあります

し、前質問者には、アットホームは民間がやれば黒字になるんだという村長答弁して
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おりましたけれども、この３点、森林除染、またサロン、この費用対効果について、

再度どのような考えて進めていくのか、お尋ねしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

森林除染につきましては、国にも再三お願いをしてもなかなか良い返事をしてこな

いということで、前浅和村長、充て職ではないので、森林緑化協会の会長は任期まで

やると、これは村長としてなったわけではないので、個人として選ばれたということ

で、充て職でないので続けると。そのまま森林除染の協議会の委員にもなるというこ

とで、引き続き国に対して要望をすることはつながりました。これについては。です

からやっている任期中にがんばって国に要望してほしいと思いますが、要するに、上

が汚染されているわけですから、下に流れてくる。これは最終的には現実的にやって

いかなきゃならないのは再除染です。上がったらやっていただく。国も再除染という

ことを言い始まりましたが、まだ、どこまでやるかというのは、必要があれば、若し

くは浜通りの中心に非常に玉虫の話ですが、これは再除染を要求していかなければな

らない。上がった場合はまたやっていただくということです。それからあと安達太良

山全域をとなると、ただし要求はそういう要求をしているわけですね。森林は全部や

ってくれということです。ですから、これは当然に上が汚れれていれば下も長い年月

汚れていくので要求をしていきたい。ただ、どういう方法でやっていくかということ

については、やっぱり専門家に十分に検討していただきながら、有効な手段を考えて

いかなくてはならない。堰止めるとか、できるだけ広範囲にやって、それ以上は下が

らないようにやるとか実験をやっているようです。どの程度効果があるのか、その辺

も見極めながら要望していきたい。当然に森林除染はやっていただかなければ困ると

いうふうに考えています。

それから、サロンですが、高齢者の地域コミュニティで高齢者同士を見るというと

きに、やはりいちばん有効なのはサロンだというふうに考えています。地域、今社会

福祉協議会で主導でやっているサロンがいっぱいありますが、全体は網羅するのには、

本当に何十分の一、何百分の一かもしれません。これが各行政区の中で集落ごとにサ

ロンがあって、そういう集まる場所があれば、安否確認もできるし、１人で孤立する

こともないだろうということなので、そういうものの手助けは役場職員が各行政区に

すべて支援員として配置されております。ですから、この前、役場職員に求めたのは、

１年に何回か区長さんとか組長さんとか、どういう手助けができるか、何が求められ

ているのか話し合いをしてくれというお願いをしました。今日ここに管理職が全部お

りますので、改めてお願いをしますが、支援員であるということも、自分が何区の支

援員であると、全職員が割り振りになっています。そういう職員が、それぞれ各行政

区の中で話し合いをしながら進めていけばできるだろうと考えています。これは行政

区の中だけで自分たちでやるというのはなかなか容易でないので、職員の力も借りな

がら是非進めていきたいというふうに考えています。後ろで傍聴におられる中で、う

ちの隣の今、年寄りが、いつも部落の年寄りの方が集まってお茶を飲んで、お茶飲ん
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でいかっせというと、回って飲んで、逆にいろいろお世話をしてもらったり、話を聞

いたりやっています。ただ、日常的にサロンというのは、そういう形で活動されてい

る方もおられますし、それはオープンなんですね、入りやすいというか。ですから、

商店なんかの場合も買わなくても入れるような地域のものがオープンでちょっとお茶

のみにいって、本当に１００円のものでも５０円のものでもちょっと買ってやるよう

なものとか、いろんな手法はあろうと思います。集会所に集まることもあるだろうし、

そういうことで、サロンというのは非常に有効な手段だなと。そこに職員が支援に行

ったり保健婦が行ったりというようなことでやっていけば。ですから、当然に、これ

から機構改革の中では、そういう高齢者対応のそういう強化というのはしていかなけ

ればいけないというふうに考えています。サロンのお手伝い、開設のお手伝いをした

り、老人クラブの事務のお手伝いをしたりというようなことについては、充実をして

いきたいというふうに考えております。大変有効な質問だと思います。

それから、費用対効果、私が言った費用対効果はエネルギー関係とか、例えば水力

発電とかバイオマスとか、そういうものについて、それからアットホームも本来村民

の憩いの場ではありますが、不特定多数のためにやっているものですから、費用対効

果として本来は収益を村からあまり持ち出しをしないようにしなければならない施設

だと。ですから、福祉関係とか教育関係とか、そういうものについては当然費用対効

果というのは該当しませんので、十分に整備をしていかなければならないというふう

に考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） それらについては、我々も協力する範囲で協力いたしますけれども、

十分に力を発揮していただきたいと思います。

更に今回、私は公約について掲げておりましたけれども、これ所信表明きっちりな

されておりますので、その点２つほど追加でやります。今回、定住化対策、政策をし

ていくんだということでございます。前の村長の場合は、住宅１,０００戸なり人口

１万人構想などもあったわけでございますけれども、これらについての数字は新村長

としてどのように掲げていくのか、伺いたいと思います。

あと、最後になりましたけれども、役場内の行政組織の再構築していくんだという

ことで、原発災害対策部門を独立させるというようなこともうたっておりますけれど

も、これらについての時期とどういったもので構成していくのか、この２点を伺いた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

まず、定住化について、これは先ほどいったように村の中心の施策でありますので、

これは強力に進めていきたい。なお、これにまた更なる支援ができるかどうかもこれ

から検討していきたい。やはり人を増やすこと、これが大玉のこれからの方法だと考

えております。数字の問題ですが、これは振興計画、村の振興計画で９,０００人と

いうのを目標にしておりますので、その数字がもう既に出ておりますので、とりあえ
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ずは９,０００人を目指すということが目標です。ただ、私は現実的には、原発の問

題でどんどんどんどん人口が減っている中で、減らさないと、もう増やすということ

を公約するよりも減らさないということをやはり掲げていきたい。減らさなければ、

それは１人でも２人でも増えていくのが理想ですので、かなりの規模で長期的には、

どんどんどんどん福島県、離れていくということの状態がありますので、そういった

ことをがんばって目標としてやっていきたいと考えています。

それから、機構改革は来年の４月１日からというふうに考えておりますので、その

時点で権限を持ったもの、早めに決断をして対応できるものをキャップにして、そう

いう制度をできればそうしたいと考えています。村長の次ぐらいに、すぐぱっと決断

ができる、そういうものをキャップとして、原発と再生可能エネルギーの担当部署を

独立させたいと。そのためには人が足りないので、今ある既存の職員をそこに振り向

けるとなると、そっちがまた手薄になりますので、外部から任期付き職員とか、研究

者とか、この前、東京電力には１名派遣してくれということで、若者を東京電力から

派遣しろという要求をしました。これは可能かどうか分かりませんが、これから要求

していきたいと思います。研修を兼ねて大玉で、よく地方自治を教えてやるから１人

寄こせというようなこともお願いをしました。ですから、これから半年かけて人材を

確保していきたいというふうに考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） すべて前向きな答弁ですので、それらに従って今後進めていただけ

ればというふうに思っております。

次の質問に入ります。次の質問は、合併についてでございます。私もこの夏いろい

ろな方に会うことができて、大玉村はなぜ合併しないのかと、ずいぶんお金あるのか

いというふうな話から入るんですよね。いや、大玉村って借金はあるみたいですよと、

借金あるのかい、どのぐらいあるんだべと、いや最大は８０億、９０億くらいあった

けれども、今はその半分だねというふうな雑談的になったりしますけれども、新村長

に伺いますけれども、合併についてどのように思っているか、お伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

合併について、私の政策は前村長の政策を継承するとはいっていますが、それはカ

ーボンコピーですべて同じくしますというふうには思っておりません。村民が喜んで

受け入れる政策については継続します。ただし、村民とのミスマッチのものもあると

いうふうにも感じていますので、そういうものについては変えさせていただくと。で

すから１年から半年、１年半ぐらいは大変喜ばれている政策は何の問題もないんです

が、新たなものに取り組む場合には十分時間をかけて、皆さんの話を聞きながら進め

ていくというのが継承の意味でございますので、何もかにもというふうには考えてお

りません。ただ、この自立に関しては、継承というよりも今回村内を全部歩いてみた

感触でも、やはり非常に２０年やってきた政策というのは、子育て支援とかいろんな

面で喜ばれていると、村民に。村民に喜ばれて人口増につながるような政策であれば、
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あえて変える必要はないというように考えて、村頼むぞいというような声が非常に多

かったですね。ですから当面、前の村長も言いました。当面っていつだってまた聞か

れるかもしれませんが、当面この自立の道は進んでいきたいというふうに考えており

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 前村長も当面は合併しないで自立の道っていうことでございます。

新村長もちょっと別なニュアンスでカーボンコピーはしないというような新しい言葉

を聞きましたけれども、村民が受け入れれば何らかの形で別な形をつくっていくとい

うことも聞き取れました。やはり私個人としては合併推進派だったものですから、二

本松はあのように二本松市、東和町、安達町、岩代町と合併、あとお隣の本宮市は白

沢村と合併して、当時安達郡には７市町村があって、安達はセブンだというような言

葉ありましたね。それが今、安達はスリーだということで、早い話が安達郡は１郡１

村だし、伊達、安達になっても県北地方では２郡１村なんですね。２郡で１村。だか

ら、村っていうのがいいのか、うんと響きがあって凜としていいというふうな人もい

ますけれども、若い世代によりますと、村でなくて市や町になってほしかったという

ような小さな希望を持っている方もおりますので、それは是々非々論の中で今後対応

していただきたいというふうに思っています。

次に、道州制についてどう思うか伺いたいと思います。我々の今度の議会には県の

町村会の議長である、私もよく知っている矢島さんっていう国際交流会の理事をやっ

ていまして、その方が何を言っているかと、反対の意見書を出してくれということに

なっていますけれども、私たちの議会の中でもいろいろ話あったですね、これはまだ

時期尚早ですし、何の案も出ない、もっと我々勉強してから出そうということになっ

たはずです。ところで村長に伺いますけれども、この道州制の考え、どのように思っ

ているのか、お伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

結論から申しますと、道州制には大反対でございます。これは日本の歴史的な町村、

江戸時代とか明治、大正、昭和というふうに歴史的な背景がございます。江戸時代、

中央集権というようなことで藩とか形でやってきましたが、日本の歴史は殿様がいて、

そこから支配されている人の歴史なんですね、ずうっとね。やっとここにきて、まだ

まだ民主主義には程遠い部分がありますが、だいぶ自分のことは自分で決めるという

ふうに歴史的になってきたということがありますが、道州制が敷かれた場合には、国

という今大きな組織が、集権組織があって、それがまた今度ここでいえば東北だと仙

台にそういう組織になります。そして、今度、県が多分消滅しないで１つの組織とし

て残るだろうということで、非常に今よりも風通しが非常に悪いものになるだろうと

いうことと、なぜ道州制を導入しなければいけないのか。これは平成の合併と同じよ

うに財政的な問題とか中央集権化を進めようという考え方というふうにしか考えられ

ませんので、日本の、国の考え方としては、もう２０年も前から、基礎的自治体は３０
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万人が適正であるというふうに言っているんです。学者が、御用学者、私からいわせ

ると政府の御用学者、片山虎之助さんと、そういう東京でパネルディスカッションが

あったときに私も行ってきました。今から十数年前行ってきました。そのとき既に、

国として学者に聞くと、基礎的自治体は何人が、どのぐらいが適正なんですかといっ

たら３０万人というんですね。ですから、道州制の後には３０万人の基礎的自治体を

つくろうという動きが当然に出てくると思うのです。ですから、地方自治は崩壊しま

す。ましてや大玉のように、どっちにしたって周辺の地域になるところは、それこそ

荒廃、人の住まない荒廃するようなものになりかねないし、意見も通らなければ金も

落ちないというようなことにもなりかねませんので、私は日本の行政組織は国がもっ

と権限を県に下ろして、そして県は地方自治体に権限を下ろせば、それで済むという

ふうに考えています。それがいちばん現実的だと思います。農地の関係とかも、今、

家を建てようとして仮設以外の復興住宅を建てようとしても、法律的なものがだめだ

とか、いわきには土地がいっぱいあるんですが、都市計画区域だからとか市街化調整

区域だからそれはだめですと。そんなばかげたことが今でも行われているわけですか

ら、この緊急事態に。ですから、もっと国、県が、国がもっと県にどんどん権限を落

とせば済むことだと、財源を落とせば済むことだというふうに考えてますので、道州

制は、少なくとも大玉とか町村にとっては非常に受け入れがたいものだというふうに

考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 村長の言わんとすることは理解しておりますけれども、既に与党で

ある自民党や公明党、更にできたばかりの日本維新の会やみんなの党については、賛

成する人が多いわけです。ちょっと見てみると、都市型の政党は道州制に反対だと。

ややもすると、これはちょっと地方においては、これらについては、いくら与党であ

っても反対する人がいる、これは私も理解しておりますけれども、やはり国の方針と

しては、こういう方向に向いているんだということを知っておく必要がある。これな

ぜかというと、今後５０年、１００年では人口は２割から３割減るだろうと、日本の

人口はピークに達してからもう２０年が、今は下り坂になっているというふうに聞い

ておりますし、産めよ増やせよってこれから３人や５人も子どもをつくるっていうよ

うなのは不可能でございますし、そういった意味からも人口が減っていく。形として

は土地の面積はあるんですけれども、人口が減っていく。そうなれば、やっぱりこう

いった方向も導入されるのかなというふうに思いますので、そういった中において、

今後１０年、２０年後を見据えた場合は、どのような方向に向かうか再度伺っておき

ます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

人口は間違いなく減りますね。そして、高齢化が進んでいくということで、ただ逆

にいえば、だから３０万人にするんだということに、だから集約するんだとなると、

なぜ全国町村会とか全国の町村議長会が道州制に反対しているかというと、そういう
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町村が消滅してしまうということ。日本の国土を守っているのは、我々こういう地方

に住んでいるものが日本の国土を守っている。昔は日本の国土を守りながら都会に人

を輩出していますね、集団就職などで。でも、今はそういうことはできませんので、

ただし、それと同じ発想ですね。都市部に人を集めようと。じゃあ、中心市街地が大

都市にどんどん、どんどん人が集まっていって地方が荒廃していく、どんどん荒廃し

ていくというときに、日本の制度設計が本当にできるのかと思います、これは。都市

だけで日本なんかは成り立ちませんので、やはり地方を生かす工夫をしなきゃならな

いと。ですから、当然その手法は道州制という集権的なものではなくて、今のきめ細

かな県、こういう大玉から県は近いです。そして、県の次に国がありますから近いで

す。こういう距離を遠ざけないということ、そっちのほうの工夫のほうが現実的だと

思います。ですから、道州制を導入するんじゃなくて、権限をもっと県に与えて、そ

して地方に与えて、工夫の余地を与えなさいというんですね。どういうふうに工夫し

て、それぞれの地方自治体が工夫をして生き残る道を考えていく。それが日本の国土

全体を守っていくことだと考えていますので、都市だけでは絶対に成り立たない。そ

れは、もうＴＰＰでいろんなものを輸入して、輸出して、工業立国だ、都市だとなる

のは、そういう方法しかなくなってしまいます。食糧安保の問題も何もあったもんじ

ゃないということになりますので、私は、国を支えているのは人口が少なくても地方

だと、これからも、やはりそうあるべきだというふうに考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 道州制については、中央集権型のことで、１００年や１５０年前の

殿様のような時代に戻ってしまうというようにおっしゃっておりますけれども、やは

り今後、私の言うように人口が減っていく中では、そういったことばかり言ってはお

れませんので、こういった方向もあるんだということは、やっぱり見つめながら今後

の執行運営をしていってもらいたいというふうに思っています。

次に、ＴＰＰについて伺いますけれども、ＴＰＰは既に参議院選が終わった後、政

府は聖域はあるんだかないんだか分かりませんけれども、例外つくって１２番目に日

本は環太平洋のパートナーシップに参加するわけでございますけれども、１２番目に

して聖域つくって、日本の品目、何品目だか分かりませんけれども、今日あたりの農

業新聞を見ると、農産物だけで８３４品目なんです。それに医療だ、保険だというこ

とでございますけれども、今、地方の議員、特に農業関係者から出る議員も少なくな

って、ＴＰＰはこういう形で参加だけはして、その中で、この秋には判断もするであ

ろうと思いますけれども、村長については、この村も農村地帯でありますので、農業

者と農業の立村としてどのように思っているのか、まず伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

このＴＰＰ、非常に悩ましい問題でございます。関税の自由化率がもともと参加国

が８０％台で話が進んできたはずなのに、ここにきてほかの国が９０％を超したり、

２国間で話し合いが付いて出てきたりしたので、日本の８０数％、５品目を外した、
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これは米と麦と牛、牛肉ですね。それから牛製品、豚肉、乳製品、砂糖、これが５品

目として絶対に譲らないという部分でございます。そのほか、健康保険の問題とかい

ろいろございますが、農業分野では大玉に非常に重要な部分は５品目については関税

撤廃は必ず聖域だというふうにしていますので、必ず外しますよという約束の下にＴ

ＰＰに参加をした。皆さんが賛成したわけではありませんが、国の判断でもう参加し

てしまったということです。そして、ここにきて９０％、それらを守って８０数％の

はずなのに、今９０％を超さないと締結が、交渉が成り立たないんじゃないかという

ふうに言われていますので、そうなってくると、この５品目のどこからもう既に崩れ

ているのかもしれないという危惧をしております。そして、このＴＰＰに参加すると

きの条件が、守秘義務ですね。絶対に交渉内容は２国間であろうと全体であろうと、

外部に一切言わないということが最低条件です。ですから、今どういうふうな交渉内

容になっているのかは誰も分からないんですね。交渉している交渉官と、総理大臣と

か関係者しか分からない。ですから非常に危険です。最後には９５％で、これだけし

か守れなかったと、ポッと言われても、これで合意されてしまえばおしまいです。で

すから、この５品目、米、もし米が輸入された場合、大体３割から４割日本の米は生

産ができなくなります。今１,０００何百町歩あるうちの３割、４割が米を作っても

売れない、作れないということになります。麦は、あまり今大玉の場合には作ってい

ませんが、大玉に対しては影響が少ないとしても、牛、豚、乳製品、酪農家とか、砂

糖は大玉の場合やっておりませんが、これ、いずれが崩されても本当に大玉の農業に

壊滅的打撃がくるということですので、この守秘義務というのがくせ者で、ほんとう

にどうなっているのか分からない。そして、ここにきて韓国がＴＰＰに参加意欲を示

して参加するという意向を発表いたしました。また、これ韓国が入ってくると、日本

に対してどういう態度に出てくるのか問題も出てきますので、ＴＰＰについては大反

対でございますが、既に進んでしまっていますので、これについては、やはり声を挙

げながら、絶対守れと、できれば、もうだめだったら撤退するという約束で行ってい

るんですから撤退していただくということは強く要求していきたいと思います。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今、村長の姿勢について伺いましたが、全くそのとおりだと思いま

す。もしＴＰＰが、そのまますんなり受け入れれば、現在、米などは７００数十％の

関税になっていますけれども、平均の８０％にしても、これ大体７００％カットしな

ければならないということになれば、これ米なんていうのは、６０キロの価格でおそ

らくタイや東南アジアの米は３,０００円から４,０００円です。アメリカでも横浜の

浜に上がって６,０００円から８,０００円だと言われていますけれども、その程度の

価格になってしまうだろうと懸念はされています。それで、やっぱり私もこのＴＰＰ

についてはいろいろ資料等も見ながらやっていけば、やっぱり農村、特に地方議員が

こういう農村を守るんだというふうな議員が少なくなった結果かなというふうに思っ

ておりますので、小さな村の村長ではありますけれども、我々も声を高らかにしてい
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きたいと思いますし、本村も、もしＴＰＰがそのまま通ってしまえば３割どころか値

下げになってしまうんですよ。我々の死活問題ですので、その点、大いに声を挙げて

もらうと同時に、やはりいちばんなのは北海道型の農業、北海道は砂糖大根も作って

おります。ビートというんですけれども、そうなると、全部適用になっちゃうんです

よね。やっぱり北海道の北連の会長も含めていろいろ新聞にも出ておりますけれども、

やっぱり北海道型の農業がつぶれてしまうということは、それ以下の農業はもう壊滅

状態になってしまうんだということでございますので、これらについては待ったなし

でございますので、今後の施策として大いに取り組んでいただきたいというふうに思

っております。

次に、原発について伺います。本村においても昨年、我々、福島県にある原発の廃

炉についての意見書を立ち上げたわけでございますけれども、事故を起こしてしまっ

て今それ以上の問題も出ておりますけれども、原発の廃炉については、どのような意

見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（押山利一） 原発の廃炉については、全国には５０基、福島県には１０基ござい

ます。第一原発が６基、そのうちの４基が爆発とかして今問題になっています。東京

電力は、今でも廃炉を、福島県のものでさえも廃炉を言わないというようなことです。

この前、東京電力の出向役員、常務が来ましたので、どうやって１０基、例えば福島

県の１０基再稼働なんて本当に、もし再稼働っていうとできるんですかと、可能です

かと聞いたら、彼らは黙って下を向いて返事はしませんでしたが、私は１０基、福島

県この状況の中で、例えば第二原発がそのままそっくり問題なく使えるとしたとし

ても、これだけの事故、事態の中で、福島県全員を、福島県民全部を福島県から追

い出しでもしない限りはこれは再稼働なんていうことはあり得ないと思っていますの

で、福島県民総を挙げて、栃木県も茨城県も全部で当然に反対になると思いますので、

１０基は廃炉はもうこれは当たり前のことだと、とんでもないと思っております。た

だ、第二原発を廃炉というふうに言わないのは、多分政府なり電力会社の原子力政策

のためだろうと思っています。福島県の第二原発も廃炉にしますというふうに今の時

点で言ってしまうと、ほかの同じような原発についても廃炉の声が強く出るだろうと、

動きが出るだろうということで、ほかの原発を再稼働させるために福島県の第二原発

なりを廃炉ということを言わないのかなと。私なりには、そう理解をしています。動

かせるはずがないというふうに考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 私も全くそのような考えを持っていますので、当事者、県でござい

ますので、やっぱり、もっともっとこれオリンピックくるにあたって安倍総理大臣も

国際公約をして、そこは完全にブロックしているというふうな、今後７年間の中で、

そういったことできちっとできるのかなというふうな地元の声もあるわけでございま

すけれども、これらについては、やっぱり廃炉がいちばん望ましいと思います。そし

て、我々の置かれている立場もきちっと発信して、東京から２５０キロ離れているか
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ら安全だといった委員長もおりますけれども、それも今、避難している住民から言わ

せると、とんでもない話だというふうに思っておりますので、それらについては、や

っぱり廃炉だというふうに意思疎通しながら、今後とも大玉の基本として発信してい

ただきたいというふうに思っております。

次に、幼稚園の芝生化について伺います。今、なぜこういった質問をするかといい

ますと、私もかつて畜産農家だったんですけれども、今の酪農家はちょっと基準が下

がって、食べさせていいか食べさせて悪いかといって、普通の食品については１００

ベクレルなんですけれども、５０ベクレルなんですね。毎日これ乳を搾っております

ので、今年度もいろいろ食べさせてもいいと言ったり、食べさせて悪いという結果が

出ているみたいでございますけれども、ほとんどビニールをかぶった牧草が、そのま

まになって、酪農家に聞いたら、いや、食わせないほうがいいか、食わせてもし放射

能なんて出たら今これ１つのタンク、全部弁償しなきゃだめだというふうな制度にな

っているみたいで、これはとんでもない話、だから食わせないほうがいい、買い餌だ。

ほとんど牛の胃袋の中は、オーストラリアや中国やアメリカの牧草や豆、トウモロコ

シを食べているんですよ。それをせっせと日本人が仕事をして搾乳しているから、日

本の生乳や加工乳として上がってくるわけでございますけれども、芝生もやっぱり花

粉科の作物なんですね。花粉科といえば、豆と違ってセシウムだのを吸収するという

ことで、一度これ、あだたらの里も直売所も砂利にして、また今年戻したと。私、玉

井幼稚園は分かりませんけれども、大山幼稚園を久しぶりで通ったら、ちょっと青く

なったからこれ芝生やったと。かつて教育長、芝生化については熱心に、この事故前

だったものですから、熱心に我々に熱弁をふるった時期もありますけれども、今、村

長になって、この芝生化についてどのようなことを思っているか、影響についてどの

ように思っているのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

芝生化については、大山幼稚園を芝生化しました。来年度は、玉井幼稚園と玉井小

学校をできればやりたいと思います。再来年度が大山小学校をやりたいということで、

その後、改善センターのグラウンドを芝生化すると。その間に保育所を芝生化すると

いうことで、中学校のグラウンドと村民運動上以外については芝生化をしたいという

ふうに計画としては考えております。現在のベクレル数とか推移については、後で教

育委員会のほうから詳しいことはお話をいただきますが、芝生については安全性につ

いて既に幼稚園、小学校、５センチ土を取って、大山幼稚園については、取った土は

大山小学校のほうに埋めてありますので、いちばん濃い所を取って、そして、その上

に今度新しい問題のない土を入れて、その上に芝を張っておりますので、芝自体につ

いては土のまんま置くよりもはるかに安全だと。そして、少ないセシウムを吸っても

刈り取ります。定期的に刈り取りますので、そこに例えば吸い上げられたものについ

ては刈り取って除去しますので、放射線は心配ない。子どもたちが安心して裸足で遊

び回る施設としては非常に有効だというふうに考えていますので、これからも推進を
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していきたい。ただし、計測は定期的に行って、もし今心配されるみたいに数値が上

がるような場合には、また刈り込みを短くするとか、そういういろんな方法がありま

すので、そういうことで対応していきたいと。今の時点で、先進事例は本宮では、も

う既に水色公園が芝生化をしておりますが、全部そういう検討に検討を重ねて問題な

いということで、今はがした芝をみんな張り替えているというような状況でございま

すので、進めてまいりたいというふうに考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ７番議員さんにお答えをいたします。

大山幼稚園園庭の芝生化につきましては、５月に灌水設備等の工事を行いまして、

６月８日に園児、保護者の参加の下、芝苗の植え付け作業を実施したところでござい

ます。現在のところ、ほぼ全面が芝で覆われた状態というふうになっております。園

庭の空間放射線量でありますが、毎月定期的に計測をしてございます。園庭５地点の

平均値でありますが、地上１メートルで芝生化実施前の４月、この時点が０.１８８、

直近の８月下旬には０.１２０、いずれもμSv／ｈでございます。数値からして、マ

イナス０.０６８、比率にいたしまして約３６％程度、４月と８月の高さ１メートル

の比較で低下しているということで、芝生化が一定の線量の低減に寄与しているもの

というふうに考えてございます。なお、安全性の確認でありますが、今ほど申し上げ

ました定期的に空間線量の測定を継続して実施してまいりまして、安全性を確認しな

がら園庭を有効に活用していきたいというふうに考えてございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） それだけ安全だということが確認されておりますけれども、やはり、

こういったことで、こういった花粉科の作物っていうのは先ほどいったように、セシ

ウムやそういった放射物を呼び込むんだということだけは、これ忘れないでほしいと

思います。これ、土だの水が流れてきて蓄積するものですから、そういったこともあ

るんだということは、やっぱりきちっと認識していただければというふうに思います。

次に、大きな項目に入ります。新あだたらの里構想について伺いたいと思います。

今次の新村長の所信表明でも６次化についての推進がありますけれども、今、今日も

話あって、今後建物としてはそう急がないで造るんだという、西側に造成されていま

すけれども、今の形が手狭になったとか、いろいろな面で土地を昨年求めて造成して

おりますので、じっくり考えるっていうのでなくて、やっぱり生産者の立場としては、

すぐにでも加工所できるような、これ思っているんですよ。それで今日、村長から、

ゆっくりやるんだということを聞いて、我々どういったことで近い人に説明したらい

いかなというふうに思っておりますので、村長が描く今後のタイムスケジュールとし

て、どのような構想を持っているのか、まず伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

ゆっくりというのは、２年も３年もかけるという意味ではなくて、できるだけ早く

結論は出さなきゃいけないというふうに考えてますが、十二分にコンセンサスが得ら
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れて、これでいいと皆さんが思えるような状況というのをやっぱりつくらなきゃいけ

ないと。私自身も検討の今流れというものも十分に把握しておりませんので、自分自

身も、自分の頭の中でも、どういうふうにしなきゃいけないのかということ、これは

アットホーム旧館にある加工所の取り扱いも含めて検討しなきゃならないということ

ですので、逆にいえば、あそこの施設をどうするんだというようなことも絡んでまい

ります。壊すのか、また新たに使うのかというようなことも含めて、県と併せて検討

するということで、ゆっくりという意味はスケジュールを聞きますと、今年中に設計

して、来年もう既に建物建ててすぐ始まるんだというようなことではなくて、きっち

りと、まず今年出店者とか生産者、それからあと運営している人たち、当然議会とも

話をしなきゃいけないと思っています。そういうものをやって、納得できる状態にな

ってゴーサインを出したいということでございます。前からのつながりで、これやる

ことになっているんだからといって、訳分からないうちにポッと始まるのではなくて、

自分で責任を持って、やっぱりきっちりとやっていきたいという意味でのゆっくりで

すので、できるだけ要望に応えるように、何年間もうるかしておくという意味ではご

ざいません。これは私、課長に聞いたのは、今すぐに建てなきゃならないのかと。今

すぐ建てないと補助金等が流れてしまうのかというふうに聞いたら、それは、これか

ら建物については有利な補助金を探しますということなので、あまり良いものが今の

ところないと。設計に関しては２分の１を補助もらっていますので、ただ、これは今

年中に設計するか、若しくは繰越明許も可能だということですので、この部分、建物

はすぐ建ちますので、要は設計に至る段階をもう少し検討したいなと。協議会もあり

ますので、そちらのほうとも再度話をしたいというふうに。ですから、完全に仕切り

直しという意味ではなくて、もう一度意見を聞いたりして進めたいという意味であり

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 前質問者にも、これらについて、建物については公設民営化になり、

村民株式会社の形で運営していくということを答弁しておりますけれども、この全体

がそうなのか、食堂若しくはレストランの部分だけがそういったものになるのか、伺

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

村民株式会社を立ち上げるのには、多分研究とか準備だけで１年半とか２年かかる

と、結論が出るまで。ですから、その前にもう施設が出来る可能性のほうが高いので、

当面はそこで中途半端な管理運営を民間に委託するとかなんとかではなくて、今の私

の頭の中では、当初はやはり直営で今と同じような方法で、協議会に委ねながら一緒

にやっていくというのが現実的かなと思うんです。アットホームとかほかのものと併

せて民営化をする場合に、どういうふうにできるかという、その民営化の受け皿がは

っきりした時点で、直売所のほうも民営化をしていくということが現実的だと思いま

す。建物造ったから、いきなり民営化で任せるというのもなかなかこれ大変です。や
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はり公設でやった場合には、公設である程度の見通しを立てる。職員として、行政と

してもやはり手を加える、支援するということで、条件整備をしないと請け合うほう

も請け負うことが難しいので、当面はそういう形でいこうかなというふうに今現在は

考えています。ただ、これも先ほどいいましたように協議機関がありますので、その

協議機関と話し合いをしながら進めていきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 村長の言わんとすることは、一部理解できるわけでございますけれ

ども、これいろいろ情報を聞いてみますと、行政が直接タッチする、直営方式で全国

で成功した例はないといわれております。農協だの、これいろいろ大きな農協になり

ますといろいろ多面的に作物の売り物も集められますけれども、先ほどいったように、

行政が主導する直営店は成功した例がないということでございませんので、やっぱり、

特にレストランうんぬん付けますと、どうしても公務員は８時半から５時までの勤務

時間だというふうに頭に描いてしまって、これはやっぱり１１時くらいから８時くら

いまでの感覚で仕事をしてもらうわなくてはならないというふうになりますので、少

なくても出来た当初から、やっぱり農民レストランになるのか農民食堂になるのか分

かりませんけれども、レストラン部門は最初からやっぱり分離してやるべきと私は思

っておりますけれども、その点、村長はどのように思っているか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ＪＡが手を加えて成功している事例というのは、もともと農業者と

ＪＡが自分たちでつくっているんですね。ですから、行政が色濃く手をつけていない

ということですね。ですから、民間の人たち、有志が自分たちで直売所を立ち上げて、

自分たちの責任でやっているので、これは任せちゃったら大変です。ですから、当然

に経営は一生懸命やる。だから、時間外であっても何であってもやるということです

ね。ですからＪＡが成功するのは当然だと思います。失敗することは多分手を出さな

い。民間が、有志がやったやつも成功するだろうというのは、そういう思い入れがあ

ります。ただ、大玉の場合にはスタートがもう既に役場が手を出してしまっています。

行政が。これが、行政が手を出さないで場所を貸してくれと、我々がやるからと、Ｊ

Ａがやるからと、各種団体がやるからというのだったら、多分すぐにでもうまくいく

だろうと。ですから、大玉風というのが良いか悪いかは別としても、公設の部分は建

物、運営のとりあえずの着手は、やはり条件が違いますので、民営にいきなりという

のは多分大玉の場合には無理だろうと考えていますので、少し時間的には余裕がある

のかなと。その間、立ち上げて株式会社にするか公社にするか等については、これは

検討しますが、立ち上がった段階でそちらにスムーズに移設移行すると。受けるほう

も、これはだめだと、とても儲けにならないという場合は、多分請け負うことはない

だろうと思いますので、そこまでは、やはり責任を持って出品した人とか運営委員会

とかで話し合いをしながら立ち上げていかなきゃならないんじゃないかと。ですから、

大玉風の立ち上げ方はやむを得ない、こういう形でしかやむを得ないのかなというふ

うに考えています。以上です。
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○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） やはり補助事業であれば、ある一定の時間はやっぱり行政が携わっ

ていかなければならないというルールもあるわけでございますので、その点はやっぱ

り手を引くところは手を引くとか、そういった方向になるだけ早い時期に判断して、

村も。どうしても行政がタッチすると、周りの人は、民間でやる人は儲けなければな

らないというんですけど、行政は周りの商店やそれには迷惑をかけてならないという

縛りがこれはあるわけでございますので、その点を十分に頭に入れながら、この食堂

やレストランについての運営をしていただきたいと思います。

更に、中には加工所も、さっき村長も言ったように、今までの加工所をどうするん

だというふうなこともありますけれども、村長が描く加工所は、どのような構想にな

っているのか、お伺いをいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

私、正直申しますと、就任以来、朝から晩まで、ほぼ時間なく１０日間きまして、

そして議会に入りましたので、今の加工所の検討課題とか検討状況については、まだ

課長から詳しく聞いてございません。これからレクチャーを受けながら考えていきた

いと思いますが、私の考える加工所という、ずれると困るので、そういう前置きをし

て、今検討しているものと違うかもしれませんが、例えば漬物ですね。今現在やって

いるものは、漬物は非常に評判も良いですから、漬物をやるとか、それからあと可能

性として先進事例で今冷凍のパンというのが非常においしいんですね。冷凍のパンは、

持ってきて、そこで焼くだけですね。それで手作りのパンということで販売できる。

今、サービスエリアの下り線、阿武隈サービスの下り線でやっています。いつも列を

作ってパンを買っている。売っているほうは、なんでこんなの買うのかと、そんなに

うまいのかなと言っていますが、非常に評判がいい、焼きたてのパンというんですね。

だから、例えば農産物だけでなくてもいいということですよね。そういうものを、本

当にオーブンがあれば出せるわけですよ、直売所でも。ですから、そういうパンを出

すとかクッキーを作る。それから、あと乾燥した野菜、今簡単に出来ますので、にん

じんとかジャガイモとかそういうものを乾燥でチップにして売るとか、ですから、単

なる漬物だけじゃなくて、そういうことも可能だろうし、私はそばの加工所が今農協

にありますが、だいぶ古くなってきていますので、３０町歩、これからやはり今非常

に状態は悪い状態で販売は難しいですが、やはり大玉村にはそばがあるよということ

で、アットホームとか直売所等で、あるいはレストランで、そば、やはり田舎に来て

何を食べたいかと考えたときに、この周辺のほうではそば、十割そばとか二八そばの

本当においしいそばというのは出されていないので、そばなんかは、やっぱり差別化

としては必要なのかなということで、加工所を造るならそばの加工所を造ってくれな

いかなと、製粉所を造ってくれないかなと個人的には思っているところもあります。

ただ、今までの検討結果をまだ聞いていないものですから、その辺を聞きながら、相

談しながら進めていきたいというふうに考えています。以上です。
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それでは、今の加工所の検討の現状について、担当課長から答弁させます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに、現段階での加工のいわゆる準備協議会等々の

考え、検討の中身でございますが、現時点での準備協議会を設置しまして、先進地等

の研修を行いました。今後につきましては、いわゆる部会制で、加工部会とか、あと

産直部会とか、組織運営をする部会、それぞれ部会に分けて検討していくということ

でございますので、そういった中で加工する、何をどのように加工して、どういう人

たちがそれを担っていくかということについては、いわゆる各加工部会で検討して、

あと全体協議会の中で検討していくということで、具体的な品目については、まだ決

定しておりません。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 加工所１点に絞って最後にしたいと思いますけれども、村内に加

工所、加工食品を出すにあたって、何十人単位で資格を持っている人がおりますけれ

ども、いざ施設を造るとなると、これ一緒だ、下水道だということで、これ浄化槽の

設置が絶対条件なんです。そうしますと、建屋から、そういうもろもろを含めると

２００～３００万かかっちゃうんですね。たかだか冬期間漬物を売るといっても、お

そらく２０～３０万単位しか、元を取るには死んでしまうという人もおりますので、

私から提案しますけれども、私も小委員会の中でいろいろこの前話あったんですけれ

ども、加工所については、この中で、建て屋の中で使うものは専門家として別な加工

施設を造ってもらって、資格を持っていても自分の家では絶対的に、保健所が今厳し

いんで、そこを利用したいとなれば、別の加工施設を設置していただきたい。これが

やっぱり切実な願いです。ちょっとうちでも、うちの女房の関係で一昨日数人集まっ

て夜話ししたんですけれども、やっぱり加工品を出したいけれども、保健所、今度う

ちあたりも加工品出しておりますので、今度、自分の施設を見に来るというんですよ

ね。水道あればいいという話ですけれども、そういったことで、是非、加工所につい

ては今取り扱っている母ちゃん、ばあちゃんらに聞きながら、やっぱり立派な施設を

造っていただきたいというふうに思っておりますので、その点を希望としてお願いし、

私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で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時といたします。

（午後２時４６分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後３時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） １番鈴木康広君より通告ありました「学校と家庭、地域が一体とな

ったコミュニティづくりについて」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
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に通告しました「家庭と学校、地域が一体となったコミュニティづくりについて」の

質問を行います。

はじめに、今回の豪雨被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。また、

押山村長には、ご就任おめでとうございます。佐藤教育長には、着任されて間もない

ことともいえるでしょうが、かえって第三者的な冷静な見方と当事者としての感じ方

の双方を踏まえた率直なご答弁をいただけると思いますので、よろしくお願いします。

まず、最初に、コミュニティスクールの現状について、続けて午前中に答弁があり

ましたが、第１段階、相互理解の段階から、地域の支援活動の第２段階への移行、そ

れによって期待される効果、また第３段階の権限の活用段階についても、同じような

期待などについての効果について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） １番議員にお答えいたします。

コミュニティスクール導入の意図につきましては、先ほど村長が重点施策の３番目

に掲げてお話しされたとおり、地域に学校を呼び戻すという、そういう大きなねらい

の下に取組みされたというふうにとらえております。本年度４月１日で１,５７０校

が、これの本制度を導入したというふうに把握しております。ただ、自治体がすべて

本制度を取り入れたという自治体は全体の５％というようなことで、特に本村の特徴

としましては、２つの幼稚園、そして小学校、そして１つの中学校すべてがコミュニ

ティスクールを導入したということに大きな特徴があるというふうにとらえておりま

す。こうした中におきまして現状でございますけれども、先ほど２番議員にお答えし

たとおり、コミュニティスクールの推進事務局長をされております日大の佐藤晴雄先

生の３つの段階についてのお話をさせていただきました。第１段階から第２に段階に

さしかかっている時期なのかなというふうに、そんなとらえ方をしております。それ

で、同じく佐藤晴雄先生は、コミュニティスクールの役割というか、その効果につい

て５つの点からお話をされておるんです。ちょっと申し上げますと、１つは、学校の

機能、地域の機能を埋めるという機能があるでしょう、支援という、そういう役割が

１つあります。それから問題を解決する、あるいは評価する、質す、そういった機能、

２つ目。これは順序性はありませんけれども。それから、そのシステムを生かしてい

くという、そういう機能があるんじゃないかと。４つ目には、情報提供をして知らせ

ていくというようなことですね。コミュニティスクールのシステムが。そして、５つ

目として、つなげるという役割があるでしょうと。ただ、これらはコミュニティスク

ールそのものが目的ではありませんので、ツールです。繰り返しになりますけれども、

地域に学校を呼び戻す、地域全体で子どもたちを育てていく、そのためのツールでご

ざいます。そういったことで考えてみますと、第１段階から第２段階というお話をし

ましたけれども、第１段階は佐藤先生の５つの分類でいいますと、どちらかというと

知らせるという機能、知らせるという機能が中心になっているのかなと。そういった

機能について積極的に果たしてきたなという印象に私はとらえております。第２段階

なんですけれども、これが学校支援段階、つまり具体的な活動を通してコミュニティ
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スクールの良さを実感としてとらえていく段階。正にそこに入っているのかなと思っ

ていますけれども、そこで大事な役割としましては、埋める、つまり支援していくと

いうこと。そして、生かしていく、そのシステムを活用していく、更には、つなげる

という役割。つなげるというのは、例えば大玉学園構想のように、幼小中のつながり、

あるいは小学校、小学校のつながり、あるいは幼稚園同士のつながり、そういったこ

とをつないでいくっていうようなことがコミュニティスクールが中心になっていった

ときに機能していくんではないかという、そういう役割を果たすというふうにいわれ

ておりますことから、私は今の段階では、支援していく、更に支援していく。それか

ら、このシステムを生かしていく、そして、つないでいくというようなことをこれか

ら重点的に行っていくことが、この導入の意図にかなっていくのかなと、そんなふう

に思っております。その次の第３段階が学校、地域、保護者がそれぞれの責任を共有

し、より良い教育に向けて改善を繰り返していくという、その段階なんですけれども、

それは主として、これはすべてに関わってくるんですけれども、質す段階、解決する、

あるいは評価していって、それをまたより良いものに改善していく、そういったもの

にとらえております。そういったことを念頭に置きながら、このシステムをこれから

更に機能させていくように進めてまいりたいというように、そんなふうに考えており

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。

私も学校支援のボランティアなどについては積極的に参加しながら、本日、傍聴に

来ていただいた方の中にも多くの、いつもボランティア等で顔を合わせる人たちも多

く参加していただいております。その中で、今言ったように学校に対しての埋める、

あと、人と人のつながりを生かして、そのときにいろいろな話をして、いや、実はこ

ういうことがあったよねとかという形で、より良い要するに支援の形を考えていく。

そういう生かすとかつなぐとかじゃない、実際に今いわれてみると、出来上がりつつ

あるのかなと。その次の問題解決のためのツールという形。その次の段階のためには、

やはり今いったように、実際に地域の人たちが学校などに入っていって、そこでの問

題について実際に認識をして、その問題の解決方法をその個人なりにいろいろ出して

いく形、新たな目で専門家の目以外の目であっても地域の目であっても、それを要す

るに積極的に話し合いの中で、今までにない形の解決方法等が見いだせることがある

のかなというふうに思いますので、その次の第３段階の移行についても今後は当然必

要になってくるのだろうというふうに考えました。今、第２段階から第３段階の移行

の予定というか、時期とか、そういうのがもし具体的にあれば、若しくはこういう形

で進むのがいちばんいいのではないかということがあれば伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

いつの時期を区切ってのやり方が、必ずしも好ましいやり方ではないというふうに

とらえております。つまり、委員さんの中で、その必要性というんですか、それが分
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かっていただいて、そして正に委員さんの熟議と協働というのがキーワードになって

いますけれども、そういったことを重ねながら、そして皆さんの総意によって次の段

階に進む。ですから、繰り返しになりますけれども、時期を区切っていつから第３段

階というようなことでなくて、その熟成するのを待ちながら丁寧に進めていきたいと、

そんな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。

今、話のあったように、１つのやはりシステムを構築しようと思うと、どうしても

プランというものが先に立ってしまって、プランというものがあると、どうしても期

間を切って、それに合わせて進めてしまう、とてもそれになりやすいのですが、そう

ではなくて、大玉の現状に合った形、実際に今、要するに動いているボランティアと

か地域の方々のほうの状況に合った形で進んでいくのが、いちばん大玉にあったコミ

ュニティスクールの形だと思いますので、私もそれについては全く同感ですので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

また、今の学校支援という形について、学校や家庭が一方的に地域から支援される

というような見方もあるかもしれませんが、総合的なコミュニティ、村長が先ほど言

われたように、コミュニティスクールとスクールコミュニティというふうな見地から

いいますと、総合的なコミュニティを発展させていくためには、より双方向的である

べきではないかと考えます。そのような取り組みとか、若しくは考え方については、

どのような考えをお持ちですか。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

過日、全国のコミュニティスクールの大会に行ってまいりました。そこで、いろん

なことを学んできたんですけれども、ひとつ、うちの実態にかなっているなというか、

うちのやり方の中で正しくこうだなと思ったことがありますので、まず報告させてい

ただきますが、コミュニティスクールと学校支援地域本部、これが発展的に統合して

いったときに、車の両輪のようにして２つの機能をうまくかみ合わせていくことによ

って、地域の中核としての学校というものが生まれてくるんだと。これは実証的なこ

とで出されたものです。そんなことを大事にしていきたいと思っております。

それから、今のご質問でございますけれども、地域と共にある学校づくり、それか

ら今学校に課せられているのは地域に開かれた学校というふうにいわれていますけれ

ども、これは正しく車の両輪だろうというふうに思っています。そういったことを大

事にしながら、正にコミュニティスクールを核としながら、これからその目的に向か

って進んでまいりたいと、そんな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。

今、地域のコミュニティという話が出ました。実は、コミュニティスクール等の今

造られている地域コミュニティ以外にも、もともと本来の地域コミュニティというも
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のが存在しています。地域のスポーツ団体だったり、若しくは消防団とか、若しくは

いろいろ公共の集まりなど、もともと地域の中で人が集まって、その中で情報の交換

や交流を進めるというようなコミュニティというのが存在していると思います。その

中には、特に重要な地域の防災の役割を果たすような消防団又はスポーツ団体、若し

くは講中などのように交流の機会をつくるようなもの、様々なものがあります。こう

いうものの維持のためには、多くの人々のたゆまない努力があって現在も維持されて

いると考えます。ただ、これはなかなか、今その負担が弱くなってしまっている現状

があると考えますので、行政として、その維持のためにどのようなことが必要、若し

くは行わなくてはならないと考えるかを村長に伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えいたします。

教育長が答えるものと思いましたので、このコミュニティについては、地域に対す

る、また横文字を使うと怒られそうですけれども、俗にいうアイデンティティがいか

に持てるかと、共生することができるかということが１つ非常に大切なことだという

ふうに考えております。これ村内を回って感じたことが１つあるんですけど、新しく

来た人たちは各地域の中で、何で部落の花見におれが出なきゃならないんだと言われ

たこともありました。なんで河川の草刈りやらなきゃならないんだという方もいまし

たが、逆に、新しく入ってきた人たちが率先して集落内のコミュニティの中心になっ

ているという地域もあって、もっと地域の人たちが関わってきてもいいんじゃないか

というふうに言われた地域もあります。ですから、この中で質問がありますように、

スポーツ団体、消防団、講中等をどう維持していくかということになれば、やっぱり

地域の中で自分たちの役割をどう認識していただくかということだというふうに尽き

ると思います。その認識をいかにしていただくかということは、前々から言っている

団塊の世代とか高齢者とか、そういう人たちが地域でまず動いていただくということ

で、そして何度も言いますが、職員がそれに手助けをしていく。除染の関係で、職員

が本当に本気になってやってもらったと有り難いと、そういう話も教育長時代にもず

いぶん聞いております。職員が一生懸命やってくれるということですので、これがま

んべんなく村内に広がれば、かなりの地域コミュニティはつくっていけるだろうとい

うふうに考えておりますので、そういうところから、まず始めるということかなとい

うふうに感じています。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、村長が言ったように、地域コミュニティのほうの維持のためには、要するにそ

ういうものの必要性を知ってもらうとか、アイデンティティ、必要性を知ってもらう

とか、若しくは実際にお願いをするという、そういう形のものをもっとより積極的に、

今言ったように地域のほうの支援という形についている行政の方も含めて、実際に今

活動されている方も含めてもっともっとつながりを強くしていく。学校などで今回の

コミュニティスクールでできた人材も含めて、そういうものをどんどん活用すること
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が、大きな意味での大玉村のコミュニティの維持発展のために寄与するものと思いま

す。そういうことについてのより一層の村長の指導のほうをお願いしたいと思います。

また、前段の最後になるんですが、大玉村内には避難されている方々がおります。

当然、その避難されている方々と村民とのコミュニティづくり、これは前回の一般質

問についてもいろんな活動を実際に行っていると話が出ております。それについて、

コミュニティづくりについて、どちらかというと、やはり一方的な形のコミュニティ

なのか、一方的な形の支援という形のものを少し感じる場合が結構多いのですが、や

はりコミュニティづくりという場合であれば、今言ったように新しい方にも積極的に

参加してもらってやるものと、要するに同じウインウインの関係、同じようにお互い

に与えられるという関係が同じもの、同じようであることが、より望ましいと思いま

す。ただ、これは避難されている方にそういうことを言うと、なんかおかしいんじゃ

ないかと、なんかそれでは人としてどうなのというのが必ず出ます。ただ、それであ

っても長期にわたってコミュニティを維持して、それがより対等な立場になるために

は、そういうことについて実際的に、そういうことについても考えて実施していく必

要もあるのではないかと思いますので、一方的な支援からの相互的な交流、にしてい

くためにはどういうふうな方法があるかいうような、形であればより現実的かについ

て少し何か考えるところを、是非お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

富岡の仮設の皆さんとのコミュニティづくり、更には富岡以外の方も来られてます

ので、どういうふうにコミュニティを進めていくかということです。今、富岡がいち

ばん多い仮設がありますので、富岡を例に挙げますと、富岡とは協定を結んでおりま

す。行政的なサービスは富岡町が行うと、それから教育的な、子どもを預かったり、

それからあとスポーツクラブに入っていただいたりというようなことで、中心は教育

委員会のほうですが、そういうサービスについては村のほうでも提供するということ

で、当然に村のプールとか、そういう学校施設、プールを使ったりテニスコートを使

ったりする場合には、村民と同じように料金でやっていただくということでやってお

りますし、それから、あとスポーツクラブのほうで吹矢とか、私もよく分からないん

ですけれども、ラダーなんとかというゲームがあるんですね、そういうものとか、こ

ちらからスポーツクラブの方が行って指導したり、逆にグランドゴルフに富岡の方が

入っていただいたりということで、一方的にというよりは双方向で行われております。

それからコミュニティスクールにも１名富岡から委員として入っていただいて、お子

さんを預かっていますので意見を反映させると。ＰＴＡ活動も当然に行っていただい

ているということで、教育面については双方向で行われております。ただし、保育と

か高齢対策とか、そういうものは当然に富岡町の行政サービスの責任ですので、富岡

町が行っていると。ですから、先ほどちょっと思いましたが、復興住宅が出来たとき

に、その辺のことはきちっともう一度協定の確認をしなきゃいけないなというふうに
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思っていますが、避難した方については、そういうことで村民と同じように。子ども

については、小中学校に３０数名、幼稚園、小中学校に入っていますが、これはもう

大玉の子どもたちと何ら変わりなくやらせていただいているという状況でございます。

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。

少しずつ支援という形から相互の交流という形のほうにどんどん移行していく形が

今進められているということで、それが普通の形になっていくとことが、より望まし

いと思いますので、それを期待いたします。

では、続いて後段の、みんなで支える安全安心な生活の実現についての質問に移り

ます。最初に、災害対応の強化策として、どのような方法を取るつもりか。とりわけ、

今回の集中豪雨についての迅速な対応策について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

どういう状況で対応したかについては、後で課長のほうから答弁をいたさせますが、

今回、就任前ではありましたが、状況は見させていただいていますし、議員の皆さん

と災害状況も一緒には交ぜていただいて見てまいりました。職員の状況をお聞きした

り見ていますと、本当に不眠不休で対応していると。大玉の職員、原発の時から見て

いますが、本当に迅速に対応していると。そして、起きた災害に対しても的確に対応

している。その後の状況もきちっとやっているなということで、大変満足をしていま

す。いろいろご指摘の点もあろうと思いますが、少ない人数の中で本当によくやって

きたなというふうに私のほうでは評価をしているところでございます。その細部につ

いては、担当課長のほうから答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １番議員さんにお答えいたします。

今、村長からは、職員の対応についてお褒めの言葉がありましたが、実際、様々な

住民の方々からは不十分だというご指摘もあります。そういうことも受け止めながら、

今回の豪雨災害に対する対応について、状況について申し上げたいと思います。

今回につきましては、８時１８分に警戒が、警報が出されました。私たちについて

は、それ以前に対策本部を設置しまして、職員を招集すると。招集前にもちろん近所

のといいいますか、職員が集まってきまして職員体制をまずつくると。それから、消

防団は団長の招集ということになりますので、消防団長と協議しながら消防団の招集

をして対応するということになっています。そういう手順でやってきておりますし、

水利の問題では、土地改良等については事前に閉められる水門については閉めるとか、

そういう対応は通常の対応でございます。今回も氾濫河川等々については、大きな河

川としては杉田川、百日、安達太良川ということになりますけれども、今回の豪雨に

ついては安達太良山にはあまり降らなかったということで、杉田川、百日等の水位の

上昇はありませんでした。これらについては、地元消防団がどこを見守るべきかとい
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うことはよく知っております。ただ、今回のような短時間の集中豪雨、雨量について

は前に報告があったと思いますけれども、時間雨量で７５ミリと、こういう場合には、

例えば分水とか近づけないというような状況が今回ございます。私たちも霜注意報で

はありませんけれども、今後そういう集中的な豪雨が予想されるような場合には、今

回も発信しましたが、エリアメール、こういったものを使って早期にやっぱり自らの

安全を確保していただくような、そういう方法を取っていきたいというふうに考えて

います。また、災害発生後の応急対応については、これ建設課サイドが中心になるわ

けですけれども、村内土木事業者と連携しまして、対策本部設置前の警戒配備の段階

で待機等をお願いすると、このような対応を踏まえまして、今後も迅速に出動できる

体制を築いていきたいというふうに考えています。先ほどもいいましたが、今回のよ

うな短時間、２時間で１２０数ミリというような集中豪雨においては、ましてや雷が

頭上で鳴っていると、こういうふうな段階では、初動が早くても具体的に土嚢を積む

とか、そういう減災対策が取れない場合もあります。今回もそうでした。それで７・

２７、それから８・５、いずれも同じなんですけれども、まずは人命が第一ですから、

７月２７日、それから８月５日についても、７月２７日については北部、西部のふれ

あいセンターに避難所を開設しまして職員を配置してまいりました。同時に消防団に

は危険箇所については、まず消防団自身も近寄らないで避難を優先させると、こうい

う方針で今回も対応したところでございます。今回、特に南側、８・５については南

部地域に大きな被害をもたらしました。先ほど村長も言ったように、就任前にも一緒

に現場に入っていただいて、いろいろ対応を検討してまいりましたが、土砂撤去に対

する住民個人に対する新たな財政支援、そして罹災見舞金制度の拡充、こういったこ

とも行ってまいりまして、今回の補正予算に計上させておりまして、一日も早い日常

生活を取り組むために一定の支援をしていきたいと、このよ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。

今、答弁の中でエリアメールという形のものを利用するという話がありました。実

際に今、多くの方がエリアメール等によって情報を得るというのは行われる形、今後

の形だとは思うんですが、実際に老々世帯とか若しくは母子家庭によっては、そのエ

リアメールがうまく伝わらないというか、実際にメール自体を受け取りができない方

等もいるかと思います。特にそういうふうな細やかな行政のケアが必要な世帯などに

ついては、もっともっと違う形の、今言った人命優先の対応策が必要だと思いますの

で、それについて何か検討することがあると思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 高齢者に限らず、携帯電話を持っていないという方はいら

っしゃると思います。しかし、家族の中にだれかが受信すれば、離れていた場合でも

対応はできるのではないかということが、１つエリアメールの利点として考えていま

す。それから、老々、あるいは一人暮らしの高齢者については、こういう雨に限らず、
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健康福祉課、包括支援センター等を中心に個別で安否の確認等を行うという体制にな

っておりまして、エリアメール届かない部分についてはそういう対応をすると。もち

ろん消防団等々についても、そういう一人暮らしの家庭がどこに存在するかというこ

とを十分に踏まえて、避難等々における安全な対応をこれからも進めていかなければ

ならな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。

特に、今言った形の情報の共有化、行政と、あと消防団等が情報を共有して、より

早い、要するに対応ができる形にお願いしたいと思います。

また、今回については、土砂の流入などについて、今までにない新しい要綱を作っ

て対応を考えていると。これについては、今回の豪雨被害が短時間に一部の地域に多

くの雨が降ってなかなか今までないような多くの被害があったという。地域が限定さ

れているために激甚などにも対応してないという形で、なかなか村としても難しい対

応になっているのかと思います。ただ、実際被害に遭われた方については、本当に農

地を維持できるのかということも考えるほど大変な状況になっていると思いますので、

そういう方の気持ちにより添えるような、本当に今までの枠にとらわれない一歩進め

た復旧の方法を、本当に何度も今回の被害後に担当課長のところにはお話を聞きなが

ら、実際に今回今までにない形の対応が出ています。それは本当に有り難いと思うん

ですが、それよりももう一歩進めて、押山村長のほうも就任間もないということもあ

りますので、新鮮な感性と、あと柔軟な考え方で、できれば今までにないような形も

含めた違う対応、より住民により添えるような対応について検討をお願いしたいと思

いますので、答弁のほうをお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） １番議員さんに再度お答え申し上げます。

まず、災害というのは、当然自然災害は予測ができない。それから、広がりがどこ

までいくかというのも将来的に予測ができないということで、補助制度を拡充すると

いうのは非常に難しいんですね。これは。逆にいうと、今回は１０件しか起きなかっ

たと。１か月後には１００件、２００件になるかもしれないということがありますの

で、最大公約というわけにはいかないので、最低ここまでなら勘弁してもらえるかと

いうことで、今回、通常なかった床上とか、今までは火災のときに幾らということ等

が中心でしたが、今回の場合には床上が幾らとか、本当に少ない金額ですが、助成を

させていただくように要項を改正して、先ほど課長がいったように今回の補正予算に

計上したと。それに併せて全焼、半焼の場合も若干ですが金額を上げさせていただい

たということで対応していると。それから田んぼ等については、４０万円以下の場合

には該当しないし、５０万の場合でも現地で査定で４０万円以下になってしまうとだ

めだということになりますので、今、建設課のほうで先ほどいった農地の小さいあれ

ですね、についてはそういう制度が、補助制度がありますので、紹介も併せて建設課

長のほうから答弁させます。
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○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １番議員さんにお答えをさせていただきます。

本村の条例に、農地災害復旧事業分担金徴収条例というものがございます。基本的

に農地に関しては個人の所有財産でございますので、村が断りもなく手をつけること

はできないのはご承知のとおりだと思います。条例に関しますと、補助災に該当する

場合は、補助残の７０％を分担金でいただくと。あと、単独災であれば事業費の５０

％をいただくと。これは条例で決まっていますので、これは曲げるわけにはいきませ

ん。ですので、農地災に関しましては、村に施工を依頼するという場合に関しまして

は当該徴収条例に基づきまして施行させていただくものでやらせていただきたいと考

えています。ただ、今回、土石流が発生しまして、河川に大変土砂が流入しておりま

す。それに伴い河川の氾濫が発生しまして、農地にも規模的には大きいところもあり

ますし小さいところもありますが、土砂がかなり流入しているようでございます。矢

沢地区、山口地区、それぞれほ場整備がされているところでありまして、道路から直

接河川並びに水路の土砂を取るようなことができませんので、いずれ秋上げ後にその

河川の土砂を撤去するということになれば、当然農地を使わせてもらうという形にな

りますので、その際にはキャタピラーの重機で入りますので、いずれごちゃごちゃに

なってしまいますから、まず入った土砂を踏まないような形で、あとは必ず出てくる

ときには整地作業ということで、それをならすと。そのついでといってはなんですが、

それをごちゃごちゃにするわけにはいきませんので、その時点で、いずれ撤去して現

状に復したいなというふうなこともいろいろ考えておりますので、原則、農地に関し

ては先ほどのようなことでありますが、河川の土砂撤去に併せて使わせていただく部

分に関しては、土砂撤去を考え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。

実際に大玉の農業、実際に今回被災された方々の生活を維持するために、今、村の

ほうができる内容について、メニューに合う形でなんとか皆さんの今までの経験など

を生かしてもらって、少しでもその生活を復活させる、寄り添うような対応策を細や

かにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

最後の質問になります。高齢者福祉の充実を地域による支援体制づくりには、どの

ような方法を実際にとりますか、特に地域支援者の育成という形が必要になると思う

んですが、そのおおよその期間などについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

今現在、大玉村は高齢者に対する支援は非常によく支援をしているというふうに感

じております。私が公約でいった、これからの高齢化に対応するものというのは、今

後５年、１０年経った時点で危惧されることに対して、今から対応を始めなければい

けないということですので、今現在は十分な支援が行われているというふうに認識を

しています。ですから、いつから、どういう体制っていうのは、これから当然にそう



- 78 -

いう支援を、例えばお年寄りがお年寄りを集落で見守るとかというようなシステムを

作るとしても、それは当然に老人クラブとか、そういう地域の方とか関係、社会福祉

協議会とかと協議をしながら制度設計をしていく。これからの問題なので、いつまで

にこういうふうなものを作りますというのはこれからの制度設計ということになりま

す。今現在どういう支援が行われているかについては、健康福祉課長のほうから答弁

させます。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えいたします。

高齢者が住み慣れた地域で過ごしていくというためには、それぞれの高齢者にニー

ズ、あるいは状態に応じてそれぞれのサービスが必要になってくるということがあり

ます。これについては、関係機関が共通認識の下で地域住民とやっぱり連携を図りな

がら支援を行うというようなことが必要になってきます。今現在、具体的に行われて

いるサービスというような中では、一人暮らしとか高齢者世帯、そういった世帯を対

象にした事業ということで、高齢者の生活状況の確認、あるいはかあちゃん弁当によ

る配食サービス、それから軽度生活援助事業というようなことで、掃除をしたり、あ

とごみ出しをしたり、あと高齢者の外出支援ということで、これは役場の職員がボラ

ンティアで病院とか買い物等に足のない、あとバスですね、福祉バスを利用できない

ような方、そういう方についてボランティアで送り迎えをしているというような事業

も行っているところであります。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、ボランティア、若しくは支援職員などが対応する形で安否等の確認と、あと実

際には生活のほうの補助として配食サービス、若しくは買い物という形のボランティ

アを含めた形の対応がなされている。今後、老々世帯などが増えていくに従って、先

ほど村長もいわれたようにサロンなどを中心とした、よりまた実際に自分が健常で、

実際には支援というか、サービス、ボランティアができる人たちが、そういうものに

ついて受ける人たちと、単純に年齢とか若しくは立場などによらずにコミュニティを

つくって、そういう支援を増やしていくことが、今いった高齢者福祉のための費用の

コストを増大させない、単純にそれを全部行政でやっていくと、どうしてもコストが

上がってしまって結果維持できないとなってしまいますので、それについてはいろい

ろな方法、本当に大玉についてはいろいろコミュニティ、今後出来ると思いますので、

そういうものを活用して、実際に高齢者が受けやすい、実際にボランティアをするほ

うにしてもしやすいような、何か新しい方法を大玉でできればすばらしいと思います

ので、それについても再度検討のほうをいただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。これで私のすべての質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で１番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。

続きまして、３番武田悦子君より通告ありました「介護保険制度と高齢者対策につ

いて」ほか２件の質問を許します。３番。
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○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３点について一般質問を行います。

まず、はじめに、介護保険制度と高齢者対策について質問します。介護保険制度は、

平成１２年から始まりました。介護を必要としている人が、その人らしく生活してい

くため介護者の負担を減らすための制度として利用されてきました。制度が始まって

１４年になります。行政報告の中にもありましたように、大玉村では２９０人を超え

る方が介護認定を受けられ、介護保険を利用されています。まず、介護保険制度その

ものについて、村長はどのような制度であると考えますか、伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えを申し上げます。

介護制度、昔はなかったわけですね。ですから、大変苦労しながら介護したという

ふうに考えておりますが、私も両親を２人在宅で看取りました。寝たきりになってい

たわけですが、ホームヘルパーとか訪問看護とか、介護制度を十分に使わせていただ

いて介護をさせていただきました。もし、この介護制度がなかったらどういうふうに

したのかなと。受け入れ施設もなかなかないということになります。高齢化、核家族

化、ライフスタイルが変わってきたとか家族のあり方が変わってきたという、この今

の現状で、最期まで高齢者を介護を看取るというのは非常に一般的には難しくなって

きているというふうに考えますので、非常に必要な有り難い制度であるというように

基本的には考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

介護保険制度は、介護度別に利用できるサービスの限度額が決められております。

限度額を超えてサービスを利用すると、全額自己負担となります。また、１割の自己

負担が発生することから、利用者がもっと使いたいと思っても自己負担が大変という

ことがあり、利用を制限する、このような方もいらっしゃいます。更には、特別養護

老人ホームの待機者も増えています。介護は、先の見えない道を歩くようなものです。

いつになったら目的地にたどり着けるのか分からないですし、もう投げ出したいと思

うこともしばしばであります。介護者の負担も、それぞれの家庭によって違います。

このような介護の負担を減らすことを目的の１つとしているはずの制度ですが、使い

たくても使えない制度になっている介護保険の状況を村長はどのように考えられます

か、伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

これは非常に悩ましい、現実的には問題です。１割とはいいながらも、その１割さ

えも出すことが難しい、私も１割を出して介護保険制度を使いましたが、いわゆる、

かなりの負担になったと。そして、入る施設、在宅でやるという覚悟をもって始めて

はいましたが、実際養護施設に入ろうと思っても待機があって入れないということで

すので、制度的には欠陥のある、そういう点では制度だなというふうには感じていま
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す。ただ、事業者が施設を増やした場合に、勤める人がいないという現実が今ありま

す。先ほど、富岡の仮設の下にあった養護施設、閉鎖せざるを得なくなったというの

は、やはり勤める人がいなくなっていると。移転した後、富岡でやろうとしても、事

業者はいるんだけれども、従業員を雇うことができないというのが難しいというのが

理由だというようなこともありまして、これはやはり勤める人が安くて、大変な割に

は安いということ。それを高くすると、また介護料が上がるといういたちごっこを解

決するためには、公費を導入するというのがいちばん手っ取り早いわけですが、これ

も制度的には今のところは決められていますので、簡単に公費を投入しようと思って

もできないということが現状だというふうには認識しております。ただ、低所得者に

ついては優遇措置がありますので、そういうものも若干助けにはなるのかなというふ

うに考えています。以上です。

◇ ◇ ◇

○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決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ただいま村長からいただきましたように、介護保険制度そのものの

問題、大変根深いものがありますし、施設なりサービスなりが増えれば、その分利用

者に被さってくる。ヘルパーの賃金を高くすれば、その分また利用者にかぶってくる

という、かなり矛盾の大きい制度であると、そういうのが介護保険制度であるわけで

すが、この介護保険制度、３年に一度見直しが行われています。これまでも様々な見

直しが行われてきました。政府の社会保障制度改革国民会議は、今年８月に医療、介

護、年金、保育の全分野で最終報告をとりまとめました。この内容によると、介護保

険では要支援１、２の方を介護保険から外すこと、一定以上の所得のある人の自己負

担を引き上げること、特養ホームの入所者を要介護度３以上とするなど様々なプラン

を示しています。このように、介護保険が改悪されれば、今は介護保険を利用するこ

とで安心した生活を送ることができている方の日常が大きく崩れてしまうことは明ら

かです。このような改悪が現実となれば、介護保険を利用している方、家族の負担、

どのようになると考えられますか、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。

政府が発表した中では、ただいまお話ありましたように、高所得者の利用負担、こ

れ１割から引き上げるというような話もございます。ただ、低所得者については保険

料を軽減するというようなお話の中でございますが、じゃあ、今後どういうふうにな

っていくかというのは、まだ詳細等も示されていない中でございますが、一般的な考
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え方からすれば、保険料、高齢者等も増えてくる中ですので、高くなっていくのでは

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。

ますます利用している本人はもとより、家族の負担が大きくなるというような方向

になっていくのではないかと思います。

この国民会議の報告書の中では、医療と介護の連携と地域包括ケアシステムという

ネットワークの構築がうたわれております。医療から介護へ、病院施設から在宅へと

いう流れを進めなければならないとしています。特に平成２７年の見直しで行われよ

うとしている要支援を介護保険から外すという部分では、介護保険から外れた部分を

地域包括推進事業として再構築するとしています。この地域包括推進事業は、自治体

が行うというふうになっているそうでありますが、この事業、大玉村で行うこととな

れば、どのような形を想定していますか、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。

現在、地域包括ケアシステム構築に向けて取組みを行っているところでございます

けれども、軽度生活援助と、あとボランティアによる高齢者の外出支援、それから、

ごみ分別搬出事業というのは今現在行われている事業でございますけれども、これは

行政はもとより包括が中心になるわけでございますけれども、社会福祉協議会、ある

いは民生児童委員さん、それから地元のボランティア組織とか地域の住民の方、それ

ぞれの連携、協力というのが不可欠だというふうには思いますけれども、このサービ

スが必要でありながら利用できない方、また、そのサービスを利用しない方、こうい

う方の情報、あるいは現状、こういうものを把握するのが大変重要になってくるのか

なというふうに思います。ただ、こういうものにつきましても、それぞれ個々に状況

が異なるということもありますので、その個々の状況によってケア会議等を開催しな

がら、それぞれの協力の下で個別の計画を作成していくというのが今後必要になって

くるというふうに思っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） もっと広げていくために、それぞれの立場の皆さんの協力が必要と

いうお答えをいただいておりますが、個別のそれぞれの個別の高齢者のニーズを個別

のプランとして作っていくということが、地域包括ケアシステムの中でうたわれてお

ります。必要な様々な生活支援、サービスや住まいが家族介護者を支援しつつ、本人

に意向と生活実態に合わせて、切れ目なく継続的に提供されることが必要であるとい

うふうにしておりますが、ただいま課長から答弁をいただきました。社協であるとか、

民生委員であるとか、それぞれのボランティアの皆さんの協力をいただく。しかしな

がら、介護保険制度を担っている、介護保険を担っている皆さんの人材が不足してい

るという現状がございます。そういう中で、果たしてこの地域の中で推進事業、地域

包括推進事業を担う人材がすぐ確保できるのかどうか。そして、また２７年から要支
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援外されるということになれば、すぐにも確保しなければならない。これこそ緊急の

課題ではないかというふうに考えておりますが、この人材をどのように確保していく

のか、考えがあれば伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。

今、３番議員さんからお話ありましたように、人材確保、本当に大切でもあるし大

変でもあるということだと思います。すぐに人材が確保できるかといわれれば、これ

もなかなか難しいという現実があろうかと思います。ただ、今できることをしていく、

一歩一歩努力していくということしかないのかなというふうには思いますが、それぞ

れ地域の方の協力が得られるように、研修会等を開催して、介護教室等を開催しなが

ら、なるべく地域の方が協力いただけるような状況をつくっていきたいということで

進めているところではあります。ただ、課題も多いというのは、今、現時点での状況

かなと、現状かなというふうに思っております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

大変大きな課題ではありますが、今すぐにでも取り組みを始められることを求めま

す。

この介護でありますが、介護を受けないで、いつまでも元気で暮らすことができる、

これが理想であります。そのために村はこれまでも様々な高齢者支援を行ってまいり

ました。先ほども幾つか挙がっておりました。サロンというお話ございました。福祉

センターで現在行っております生きがいデーサービス、それも代表的な事業となって

おります。しかしながら、それだけでは不十分な面、多々あるかと思います。介護状

態にならないようにと、介護予防事業は大変重要な事業であります。これらサロンで

あればもっと身近な場所で、地域の中でつくっていくと、そういうことも必要かと思

いますが、新たな取組み、考えていらっしゃることがあれば、村長の抱負も含めてお

聞かせいただければと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答え申し上げます。

今、課長が述べたように、非常に人材の問題として難しい問題ですが、これは、こ

れから高齢化を迎える６０代、我々の世代ですが、この会社を辞めて退職した世代、

この団塊の世代をいかに取り組むかがこれからの地域づくりの鍵だというふうに考え

ております。ですから、ＮＰＯ等を立ち上げて、そういうものが高齢者の支援に回る

ということも当然考えられますし、先ほど言ったみたいに商工会等を連携して、小さ

な店でも何でも集落の中に造ってサロンをつくると。機械的に造る、物理的に造ると

いうことも当然必要だろうし、やっているところとしては、地域でポイント制みたい

に、掃除をしたりお世話をしたときは、今度は自分がそれをやっていただくというよ

うな、そういう制度を取っているところもあります。諸外国では、そういうのが定着

していますね。特にキリスト教のところは互助の精神が非常に強いので、ボランティ
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アが地域の、そういうものにいつも関わっているというようなのも見てまいりました。

ですから、そういうものも当然地域の中で作り上げていければいいなと。すぐ急を要

する話ではありますが、そういう体制が整ったところから始めていく。時間は少しか

かるかもしれません。急に村一斉に、そういう制度を始めるというのは無理なので、

先ほどちょっと私も話したのですが、私の近所で、もう既にそういうふうにサロン的

にお年寄りが集まってお茶を飲んで、本当によい見本だなと思って見ております。そ

ういうところが各集落、集落に出来てくれればいいなということですので、団塊の世

代、あと、ちょい上の７０代の人たちの地域での貢献というのが、これから鍵になっ

てくるんだろうというふうに考えていますので、そういう働きかけを是非やっていき

たいと思います。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。

介護保険は、介護を必要とする高齢者はもとより、そのような高齢者を抱える家族

を支える制度であります。また、高齢者が介護状態に至らないようにするための介護

予防事業や、地域での支え合いの活動も大切です。これらの事業や活動が結びつくこ

とが大切であり、その仕組みが村民に見えることが重要です。こんなときにはこんな

制度がある、１人になっても地域で生活できると安心できることが大切です。是非高

齢期の生活が見えるような全体的な仕組みを作られるよう強く期待し、次の質問に移

ります。

次に、新たな子育て支援について質問をいたします。大玉村の子育て支援対策は、

他の自治体に住んでいる方からも、うらやましいと言われるほど先進的な取り組みが

行われています。そんな中、２７年から幼稚園を３年保育にしていくと以前の議会で

答弁をいただきましたが、今後の新たな子育て支援について幾つかお尋ねをいたしま

す。

まず、幼稚園の３年保育移行に関して、アンケート調査を行うと聞いています。９

月議会に提案された補正予算のニーズ調査がそのアンケートかと思われますが、この

調査は子育て、子育て支援の方向を定める重要な調査と考えます。幼稚園の３年保育

の課題も含めた調査になるのでしょうか、伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

２７年度から幼稚園を３年保育に切り替えるというのは、私、教育長時代にも言っ

た覚えはないので、ちょっとこれについては課長のほうで答弁をさせます。３年保育

にはしますと、目指しますということはお話をしました。ただ、いつにするかという

ことまでは、いつから始めるということは、まだ。逆にいうと幼保一元化をするのか、

幼稚園と保育所を合わせるのか、３歳保育を独立して幼稚園は別に置くのかという結

論が今出ません。まだ検討中です。私が教育長のときは、３年保育を優先させたいと

いうふうに答弁をさせてもらいました。それは、幼稚園と保育所が一緒になった場合

は給食が出てまいります。ですから、今の幼稚園に保育所を併設した場合には、土地
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の問題、敷地の問題は、給食の問題をどういうふうにするのか、共同調理にするのか

自校方式にするのか。そうすると、０歳児から５歳までのバラバラの給食を賄うのは

非常に大変な状態でございます。そういうことで、財政的な問題もあります。これを

３歳保育にするのにはやはりかなりのお金が財政的にも負担がかかるということも含

めて今検討をしている状況でございますので、ただ、２７年ということについては課

長のほうでも、つくるということではなくて、別なものがあるようですので、健康福

祉課長のほうから答弁させます。

○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。

今ほどの２７年ということですが、子ども子育て支援事業、これがスタートするの

が２７年ということで、この事業自体は５年計画ということで、その初年度が２７年

度ということになります。ですから、２７年に幼保を一元化するということではなく

て、今２５年度ではニーズ調査等を行う予定でございますけれども、これから住民の

皆さんにお願いしていくと。それを基に２６年度に子育て支援計画を作成するという

ような予定でございます。その後に計画を策定した中で２７年度から５年の計画で、

できるものから、現実的に難しいというようなものもございますので、出来るものか

ら実施していくというような計画でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

２７年からの実施というのを期待していたわけでありますが、はい。幼稚園の３年

保育というのは、保護者の皆さんからもかなり要望もございます。早いうちから集団

保育に慣れさせたいというような期待もございまして、その辺も含めて期待をしてい

たところでありますが、更に、それに含めて３年保育もそうですが、子育て支援セン

ターという部分も設置、相談できる場所というものの設置もかなり要望がございます。

この新子育てシステムの中では、多様な形で子育てに関わるニーズに応え、個別支援

計画を作って支援していくということになっております。在宅で子育てしている方々

に対する支援、これも大変重要なことだと思っております。大玉村は保育所、今定員

満杯に入っておりますが、３歳児で５０人ぐらい入っているんですか。でも、３歳児

で在宅で保育されている方、全体で８０だとすれば、３０名ほどは在宅で保育をされ

ているという方がいらっしゃるわけですから、なかなか在宅で保育をされている方、

ましてや遠くから村に入ってこられて、慣れない土地で子育てをしなければならない、

そういう方にとっては、この子育てというのは時として虐待に発展する、そういう恐

れもかなりあります。特に原発事故以来、保護者の不安、本当に様々な形で現れてお

ります。全然気にしないという方もいらっしゃれば、反対に本当に今も気にしている、

そういう方たくさんいらっしゃいます。この間伺ったところでは、子どもにとって外

遊びは大変重要だと思っている。外で遊ばせたい。だけど、やっぱり外の土、砂、触

らせたくない。自分の中で頭の中では分かっていても感情でついていけない、認めた

くない、そういう相反した思いというのを抱えている方がたくさんいらっしゃいます。
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こういう皆さんが気軽に集えて気軽に相談できる、そういう場として、子育て支援セ

ンター、そして遊び場が大変重要な核になるのではないかというふうに思っておりま

す。県内各地で、屋内遊び場の設置、進んでおります。近隣の市でも、屋内遊び場が

拡充して再オープンしたなどという報道が聞かれております。更には、相談支援事業

も来ていただくのではなく、訪問して相談を受けるというような新たな取り組みも始

まっております。そんな中、大玉村ではどのような支援対策を考えていらっしゃるの

か伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） お答えいたします。

先ほどお話ありましたけれども、幼稚園の３年保育ですか、これが実現すれば保育

所のスペースが空くという物理的な問題もあります。今現在につきましては保育所が

満杯で、じゃ子育て支援センターどこに設置するかというような物理的な問題もある

わけですので、ニーズ調査、本年度行う予定ですので、ニーズ調査をした中で、具体

的にどういった要望があるのかというようなことを確認しながら、そしてまた、物理

的に可能かどうかというようなことも検討しながら、子育て支援センターというよう

な、そういうことでなくても子育て支援センター的な部分で対応することも考えてお

ります。（不規則発言あり）大変申し訳ございませんが、センターというと何かすご

く格式張ったという形になりますが、形式張ったというような形になりますが、そう

いう的な部分で検討も進めたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

私どもが求めているのも子育て支援センターという形ではなく、その中身でござい

ますので、センター的なものでも十分でございますので、是非お願いをしたいと思い

ます。先ほど高齢者支援の中でも触れましたが、子育て支援の中でも支援を支えるマ

ンパワー、この人材を確保するのが重要な鍵になると思います。特に自分の気持ちを

聞いてもらうためには、やっぱり信頼関係というのが大切でありますので、そういう

意味で、どういう人がその事業を担うのかというのは大変重要な鍵になると思います。

そして高齢者支援、子育て支援でもそうですが、これらの活動が自分の仕事となると、

それで収入を得ることができるというようなことになれば、また別な形で良い方向に

向かうのではないかなというふうに思います。そういう意味からも、地域を支える人

材を確保していくことを是非お願いをいたしまして、次の質問に移ります。

高等教育への奨学金制度の創設について質問いたします。この問題は、これまでも

何度か取り上げてきました。安倍内閣は、景気が回復してきているなどと言っていま

すが、現実はどうでしょうか。不安定雇用がまん延している社会情勢の中で、収入が

大きく伸びているという話は聞かれませんし、不安定雇用が拡大、定着する危惧すら

あります。このような雇用環境の中で、保護者の収入が子どもの教育に大きな影響を

及ぼしているのも事実です。お金がなければ、学びたくとも学べない子どもも多いと

思います。頼りの綱である奨学金制度も、誰もが受けられる制度になっていません。
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奨学金を借りることができても、就職するときには莫大な借金を背負って社会に出な

くてはならないことになります。このような現状を教育長はどのように考えますか、

伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） ３番議員にお答えいたします。

昨今の社会状況を見たときに、教育に要する費用の問題につきましては、教育の充

実を図るうえで重要な課題であると、そのようにとらえております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

県内の自治体でも、それぞれ独自の奨学金制度を作っている自治体があります。お

隣の本宮市では、篤志奨学資金という制度があります。そこで、大玉村にも是非奨学

金の制度を作り、子どもたちの学ぶ意欲を支援していただけないでしょうか。その考

えがあるかどうか伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

今後の大玉村における高等教育への奨学金制度のあり方につきましては、例えば給

付型か貸与型かといった制度の検討、長期にわたる財源確保の問題、あるいは他の奨

学金制度との関連等を考慮した対象範囲、更には貸付型の場合にあっては返済仕組み

のシステムの構築等々課題が多くありますことから、今後ニーズの把握等も含めて研

究してまいりたいと考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

教育長からもありましたように、財源の問題、大変重要な問題であります。この資

金の問題、本宮市の奨学金も篤志とあるように、志のある方からの資金からスタート

したと思いますが、このように村民から志を募り、基金をつくっていくというのも一

つの手法ではないかと思います。また、震災以後、村の復興のため寄付を寄せてくだ

さる方も多くいらっしゃいます。将来の大玉村を担う子どもたちを支援するための基

金創設ならという方も必ずいらっしゃるのではないかと思いますが、これらについて

どのように考えられますか、伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） 教育の充実を図るうえから、ご期待してお待ちしたいと思ってお

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。

自治体が寄付を募る、このことは決して容易なことではありませんが、ふるさと納

税の中に奨学金の基金をつくることをあらかじめ予定しながら納税を訴えるとか、奨

学金を管理する母体を作り、村民の基金への参加を募るとか、村民みんなで次世代の

子どもたちの学びを支援するという方向を打ち出すことも押山村長の公約にかなうの
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ではないかと思いますが、村長の取り組みへの考えをお聞きしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

大変良いアイディアだと思います、募るということ。その段階で集まったものをど

ういうふうに運用していくかという問題、それも途中で寄付が切れてしまうと制度

は終わってしまいます。制度を始めるにあたっては、継続性が担保されないとできな

いんですね。議員の皆様が毎月１万、２万ずつ必ず出してくれるとか、役場の職員は

５,０００円ずつ毎月出すとか、ある程度固定的に必ず入るというものがないと今年

は出したが来年は出せないということになるので、現実的には少し難しいかなという

ふうには考えて、今現在はですね。ただ、大変良いアイディアだと思いますので、検

討させていただきたいと思います。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。是非検討いただいて、実現できればと思い

ます。よろしくお願いいたします。

以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 暫時休議いたします。（午後４時１８分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後４時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「原発に関わる件について」

ほか２件の質問を許します。１０番。

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

す。それぞれ皆さん、お疲れとは存じますが、本日最後の質問でありまして、締めく

くりにふさわしい端的なご答弁をお願いをしておきたいと思います。

第１点目には、東日本大震災、そして東京電力福島第一原発の爆発事故から２年と

６か月になるわけでありますが、原発事故は収束どころか廃炉に対するそのものの方

向策も対応策も全く見いだせないでいる状況にあるわけでありまして、そして今、次

々と問題が続発しております。今日の各紙新聞等々の報道でも、あれよこれよという

様々な課題が出てきているわけでありまして、３００トンともいわれる汚染水の外洋

への流出というような、あるいは出ているんだというようなこと等々についてもいわ

れておりますし、更には、また別な所の雨水を流す側溝、これが下の汚染水と混じっ

て実はもう既に流れ出ているのではないかというようなことも言われておりまして、

先日、準備されておりました試験操業についても漁業者がやれないというような状況

で、これはもう福島県のみならず、地球規模での問題というふうになっているという

ふうに思うわけであります。こういう面で、やはり正に非常事態でありまして、周辺

自治体はもちろん、福島県民の健康と暮らしに関わる問題で、やはり先程来も答弁あ

りましたけれども、前村長は１０基すべて廃炉ということを明言しておりますが、先
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ほどもお話ありましたけれども、これらに対する村長のまずご認識を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答え申し上げます。

先ほども申しましたが、福島県内で再稼動なんていうことはあり得ないというふう

に考えておりますので、１０基廃炉、当然そのようにすべきだというふうに考えてお

ります。以上です。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 事は重大でありまして、今の状況を東電や、あるいは規制委員会

任せではなく、それこそ国が前面に出て対応に当たるように強く求めていかなければ

なりません。最近になって、何かの行事のためにかどうか知らないけれども、やるん

だというようなことを言っております。国が前面にやるからというようなことで言っ

ているからいいべということにはならんと思うんですね。一方においては同じような

皆さんが東京は福島県から２００キロ以上離れているからいいんだというような話も

ありますし、私は、こういう原発の問題にきちっと対応できなければ、いろんな行事

がどうだこうだというようなことには、全くそれは別だというふうに思っております。

我々は、やっぱり東電と国に暮らしと健康をしっかり守る、そういうことをさせると

いうことのためには、２つのことをやらなくちゃならないのかなと思っております。

１つは、まず今言ったように、そういう被害を起こさせている明確な責任者に、それ

をきちっとさせるということが１つ。それから、私たちが自らここで生きているもの

にとって、やはりここの者の、村長も先ほど言いましたように、検査をはじめとして、

やっぱり安全性を確保しながらここで生きられるような方策も併せてやっていかなけ

ればならん、重要な課題があるというふうに思っております。この２２日に実は私も

浪江町に通行許可を得まして、津島経由で請戸、それから駅前まで行ってくることに

しましたけれども、そうした全く帰ることができない、そういうような状況に今なっ

ているという実態をやっぱり忘れさせるようなことではあってはならんし、いつも同

じことを言っているんですけれども、我々今生きているものが最低限これに対しての

対応をやっぱりやっていくということが、今我々に課せられた課題だというふうに認

識しているわけであります。そういう意味で、農業の問題でいうならば、やっぱり今

の世勢と相まって原発事故と一層それらを含めて継続性が、仕事をやろうというよう

な状況になかなかならん。農業の面でいえば、様々な先輩、あるいは先達様といいま

すか、そういう皆さんがあって、そして今度後継者があって初めて営々として守られ

る農業というものであるので、やはりそれらについてしっかりと対応がされなければ

ならないというふうに思うわけでありまして、これらの原発事故、今先ほど１０基廃

炉だというようなことを申されました。それと併せて、いったい我々この地域で、そ

ういう問題に対してどういうスタンスでこの問題に対して取り組んでいかなければな

らないか。また、村としてどういう対応を考えているかということについても簡単で

結構ですのでお聞かせをいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

まず、２点ということで、東電の責任ということで、今回裁判が出まして不起訴と

いうことで審査会のほうに申し立てるということでございますが、人災であるという

ことを認めていれば、それは誰かが手落ちがあって責任を当然取るべきだというふう

に感じている中で、誰も責任はないというふうに検察は認めたと、起訴できないとい

うことです。これはやはりこれだけの災害が起きて、これだけの多くの方が亡くなっ

て関連死をしているという中で、本当に誰も責任がないと。ちょっと考えられないと

いうか、状態ですので、当然にどういう責任を取るとしても、会社を辞める程度の責

任の取り方では本当に不十分だろうというふうに考えております。一生をかけて贖罪

をしていかなければいけないというふうに感じています。

それで、私が心配しているのは、オリンピックが来ることによって先ほどいったよ

うに完全にコントロールされていると、汚染水はコントロールされていると、また２

５０キロ離れているから東京は安全なんだと、心配ないんだと。０．３の中に汚染水

は海水で封じ込められているから何の問題、ブロックされているんだと、嘘八百です

ね、これね。ところが、オリンピックの会長は、それを聞いて非常に大丈夫だという

ことを聞いて安心したとコメントしているんです。ですから、世界の認識は、そうい

う認識だということです。本当にオリンピックが７年間できっちりと対応してもらう

というふうに我々は思っていますが、いちばん心配しているのは見て見ぬふりになる

と、目をそらすと、福島から目をそらすということがだんだん現実になってくるので

はないかという心配をしています。日本地図から福島県が消えてしまうと、世界地図

から福島県が消えるということは、やはり関心がなくなると。オリンピックをやるた

めには福島のほうは見ないと、これはもうしょうがないと、そういうふうになる心配

を私はいちばん真っ先にしました。ですから、これは声を出して、見て見ぬふりじゃ

なくて、約束どおりオリンピックまでにきっちりと対応しろよと。東電の問題だけじ

ゃなくて、国の原子力を推進してきた責任は、ちゃんときっちりと取って前に出ろよ

ということをこれから強く議会共々一緒になって、あらゆる機会に要望していきたい

というふうに考えています。議員さん言われるように、未来へのこれは我々の責任だ

と、責務ということになろうと思います。村の方針としては、やはり現実的には除染

を進めること、それから食住、食べること住むことの安全性のアピールを前面に出て

やっていきたいと。そのためには検査体制をきっちりとやって、自信を持って安全で

すよと、大玉村は住めますよ、食べられますよということをやっていかないとだめだ

ということなので、これは強力に進めていきたいというふうに考えています。

以上です。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 明解なるご答弁ありがとうございました。

正に私も懸念していたのはそのことであって、あえてオリンピックという言葉は使

わなかったんですけれども、行事と言ったんですけれども、そのことによって福島と

いうのがいちばん危惧しました。これをちゃんとしないでオリンピックはできないと
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いう、私は逆だなというふうに思って、非常に心配をしているところであります。

次に、被災者支援法と、その取り組みについてお尋ねをいたします。これは東京電

力福島第一原発事故の被災者の健康や生活を支える子ども被災者生活支援法として、

昨年の６月の国会ですね、これは全会一致、超党派の議員立法として成立して直ちに

実は施行されたわけでありますが、そこでは原発で拡散した放射性物質による放射線

が、人と健康に及ぼす危険についての科学的な十分な解明は今実際はできていないん

だと、したがって、そうした被災者の不安解消と安定した生活のためには、これらを

守るための施策をしなきゃならないというための法律であります。特に子ども、ある

いは妊婦などへの配慮が必要であることが掲げられ、被災者が居住地に残るか、ある

いは移転するか、いったん避難してからまた居住地に戻るか、様々なそれはケースが

あると思います。大玉村にだって避難という明確にしなくても、実際の中身としては

避難されている方も私は幾人かは実は、北海道なり山形なりいると思うんですね。そ

ういう形で、それはやっぱり先程来お話もありましたように、健康への不安、様々な、

これはこうだという確立したものがないので、やはりそれは、そこからなんとか遠ざ

けるためにはということでの、それぞれの皆さんの自分の意思で選択してのそういう

避難のケースでありますので、そういうところにも適切に支援をするんだというのが

この理念であります。これは、画一的な線引きで被災者の支援を差別してはいけない

という方向での意義づけだというふうに私は思っておりますが、少なくとも施行後１

年２か月、実は通告書出すときまでは全く基本方針というのが復興庁から示されてお

りませんでした。これ出してから何日かで出ましたね。出たのは出たけれども、そこ

までの議論する過程の議事録が全くなかった。誰が親方なのか分からないけれども、

これ今、復興庁ね、そういうことでは責任が全く果たされていないということを言わ

ざるを得ないし、先の参議院選挙でも、これは私が主導して作った法律だから是非や

りますということで、がんばって当選されました。誰がやったって、それは良いこと

は良いことでありますから、大いに大至急やっていただきたい。実態はしてこなかっ

た。政府の私はサボタージュだと思っておりますね。そういうものをきちっとさせて

いくことが大事でありますし、具体的にはこれが市町村に県を通して、この基本方針

が定まれば、どうこうしろっていうことになってくるわけです。それが全くないので

あれば、これ手の打ちようがないということでありますので、やはりそういう住民の

立場に立った、被災者の立場に立ったやり方というものがこの法律ではうたわれてい

るんだから、そのようにきちっとやるべきだということをやっぱり村としても声を挙

げていくというか、物を申していくということが私は強く求められているというふう

に思いますけれども、これらについての村長のお考えをお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

これについては、８月３０日に方針が出されました。それは区域割りをどこが対象

になって会津のほうが準ということで対象になるということで、本当に具体的なもの

はまだ出てまいりません。これ訴訟を起こされて、国も慌てて方針だけ出して、俗に
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いう時効を中断したみたいな中途半端なものですので、これについては、より具体的

なものを早急に事例として、こういう場合は、こういう場合はというようなことをや

はり出す必要があるだろうというふうに考えております。その指針の内容については、

担当課長のほうから答弁させます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １０番さんにお答えいたします。

８月３０日に復興庁のほうから被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針、

これが法律上政府が定めなければならないというふうにされてまして、先ほどあった

ように訴訟が提起されております。そういう中で発表されました。この支援策の基本

的な事項というのが示されましたけれども、大別して６項目ほどになっております。

福島近隣県を含めた外部被曝状況の把握と、それから民間団体を活用した被災者支援

の拡充、それから住宅についての支援拡充、自然体験活動の充実、それから学校給食

の放射性物質検査の実施地域の充実。これらについては青森、東北６県、茨城、栃木、

群馬、埼玉、千葉、新潟、長野と、２県ほど増えていると。それから就労支援施策の

拡充。これがマザーズハローワークの充実などというようなことで県外避難している

方への相談支援とか、マザーズハローワーク等、今までなかったものも若干付け加え

られておりますけれども、そのほかについては今までもやってきていることなんです

ね。例えば学校給食の放射性物質の検査とか、自然活動の充実とか、そういうことに

ついてはこれまでもやってきていること。新たなものというのは本当にごくわずかで、

先ほど議員おっしゃるように、居住者がどういう選択をしても支援していく、こうい

う点に関しては、まだ具体化がされていないということで、今後国のこういう施策の

例示でありますから、具体的にどういうメニューが出てくるのか注目しながらやって

いきたいと思ってます。本村からもいまだに５０人を超える方が避難しております。

様々なところに避難しておりまして、これらの皆さんについても各避難先の弁護士会

等々でいろいろ支援をしていただいてますから、情報収集等やりたい。そして、私の

ほうでも被災者支援に関しては担当部署がかなり分かれているんですね。これらにつ

いても今後整理しながら対応をしていきたいと。例えば、民間住宅の借り上げ等、こ

れが２７年３月まで延長するとかいろいろありますけれども、今後公営住宅の入居に

ついてどういうふうに、どこが担当していくか。１つの部署でやるべきなのか、そう

いったことも含めて、バラバラな対応じゃなくて方針をきちんと出して、被災者に、

特に村内では先ほど村長からも答弁ありましたが、やるべきことはきちんとやりなが

ら、外に行っている方々、この選択に寄り添う形でやっぱりやっていくと。どうも国

の政策は全体的には早く戻ってこいといわんばかりの政策がずらっと出ているのでは

ないかという印象を受けていますけれども、大玉村としては外に出ている皆さん方と

きちんと連絡を取れる体制をつくって支援をしていきたいと、このように考えており

ます。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） それぞれご答弁ありがとうございました。
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いずれにしても、裁判に訴えられているからどうだという話ありましたが、私は裁

判というのは論外だと思うんですね。裁判というのはお金かかるし、ただでさえ生活

が容易でないのに裁判どころの話ではない。裁判なんていうのは、やらないほうがい

い話で、やっぱりそれ以前に、誰が責任で、どうしなきゃならないということは明ら

かなので、是非この点では今お話ありましたが、この１から６までのそういう指針が

ある。しかしながら、線引きの問題、居住地の線引きっていうのは依然としてこの方

針の中ではこだわって、おまえ勝手にそっちのほうに行っているんだからだめだぞと

いう、とんでもない話だと思うんですね。その点はやっぱり先ほど言ったように、そ

ういう皆さんに寄り添ってということであれば、やっぱりきちっとこの点は、やっぱ

りものを申し、それをきちっとやらせていくということを更に強く要望をして、次の

質問に移ります。

最後の質問であります。これらについても村長から、今回の施政方針、所信表明の

中で、役場行政組織の機構改革というものも重点施策としてやるぞというような話あ

ります。実は私も重点として、ここで質問しているわけなので、これ、じゃあ分かっ

たからというわけにいかないので、一応は申し上げますが、やっぱり画一的な、どこ

でも少なくしているからなんて、ただ、どんどん、どんどん少なくすればいいと思っ

て、実際は大変な状態なのにもかかわらず、少なくしてきたということは、私はもと

もと疑問を持っておりました。これは行政、人がやっぱりやるわけでありますから、

やっぱりどうしてもこのことについては必要だなというふうに思っておりましたし、

ここにも通告書に書いておきましたが、今回の災害のみならず、様々な要望を住民か

ら出されております。決して一律に、よくやったなとか、大変だったなという人もい

るけど、そうではないんだね、いろいろいるの。おれが行くときも、ちゃんとやれよ

とか、しっかりしろよなんて、そこによくいる人、いつも同じ人が言うんだけど、そ

れは、やっぱりちゃんとやれよということは、やっぱり期待も実はして、でも、きち

っとやっぱり対応してもらいたいという、そういういろいろ混ざっているんだね。怒

ったり冷やかしたりしたことも含め、ごせやけて言いっぱなしの人も、今朝あたりも

下にいて、盛んにあちこち回っていた人いたけども、これやっぱりいろいろ大変なん

だわね。その気持ちは十分わかるんだけど、そこをきちっと、どういうふうに受け止

め、やられないものはやられないわけであって、やっぱりそういうものを立て分けも

きちっと付けながら、やはりそういう対応ができるような、そういう部署というもの

をやはり、これ立て続けに全くそれこそ今までに経験したことのないというような最

近言葉が流行っているけれど、原発からずうっとそういうことばっかりで、これ大変

だと思うんですけれども、そういうときに遭遇した。だから、それはそれとして、そ

ういう経験ができたというふうに思ってもらって、仕事のやりがいだと思って、ひと

つ、いや、それはお互い様で、やっぱりそういうふうに思わないとこれ進まないので、

ひとつそういうことも含めて機構改革という意味での取り組み、お話ありましたけれ

ども、改めて村長からお言葉をいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（押山利一） 再度１０番議員さんにお答えを申し上げます。

機構改革は、先ほど言いましたように４月に実施をしたい。それまで十分に検討し

てまいりたいというふうに考えております。機構改革をする重要な意味というのは、

やはり非常事態については特別なそういう体制をつくって対応すると。そして日常的

な行政サービス、行政需要に対してきっちりと対応するためには、やはり従来のよう

に体制をつくらなきゃならないということですので、今は非常事態と日常の体制が混

在をしておりますので、それをきちっと分けて更なる行政サービスを進めるために機

構改革をやっていきたい。そのためには再三申し上げますが、そのためには増員をし

ていくということですが、現実に職員が５人増えれば財政を圧迫します。国からの交

付税も減額される可能性があります。この前、知事との懇談会で、各町村に２つずつ

要望がありまして、１つは、放射線教育のできる専門教員を養成して派遣しなさいと

いうこと。現場が非常に揺れ動いています。もう１つは、この震災に対応して人を増

やした分、東京電力の賠償対象になりません。それから国からも来ません。減員して

いるところに増やすと、やっぱり国の行財政のシステムからいうと、増やしたからと

いってまた交付税減額されます。こんな理不尽な制度はありますかと。知事は国も県

も含めて国に人的保障について強く要求してほしいということを知事にお願いしまし

た。この２点について大玉村は知事の懇談会の中で要望させていただきました。これ

は、大玉にとっては人を増やすことは非常にリスクです。ですから、一時的に増やす

と。後はまた落ち着いたら退職不補充で、また厳しいですが人員削減には取り組まざ

るを得ない。ですからこの非常事態を乗り切るまでの間、若干財政的に苦しくても増

員をする。でき得れば任期付き、４年間とか３年とか任期付きの採用、研究者等を専

門家が採用されれば、できればいいなというふうにも考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 答弁ありがとうございました。

いずれにしても、こういう非常事態についての職員の確保ということでありますか

ら、正に今回も議案出ていますけれども、こういう大変なときだからがんばってくれ

よと言っていながら銭は少なくするぞというような話は全く当てはまらないので、私

はこの点については納得はしておりませんが、いずれにしても、そういうしっかりし

た対応策が打ち出されたわけでありますから、それに向かってがんばっていただくこ

とをご期待申し上げ、私の一般質問を終わります。

○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） 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５７分）


