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平成２５年第６回大玉村議会定例会会議録

第６日 平成２５年９月１１日（水曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 鈴 木 康 広 ２番 押 山 義 則 ３番 武 田 悦 子

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

７番 佐 藤 誠 一 ８番 遠 藤 文 一 ９番 佐 原 吉 太 郎

１０番 須 藤 軍 蔵 １１番 遠 藤 義 夫 １２番 佐 藤 悟

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

な し

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 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

決算認定

質疑、討論、採決（議案第５０号）
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本

日の会議を開きます。（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、一般質問を行います。

４番菊地利勝君より通告ありました「「再生可能エネルギー利用推進の村」を宣言

しての利用状況と今後の方針」ほか２件の質問を許します。４番。

○４番（菊地利勝） おはようございます。先に通告しました一般質問について、議長の

許可を得ましたので、３点について質問をしたいと思います。

まず、冒頭に、押山新村長、就任おめでとうございます。選挙中掲げております

「みんなで支え、みんなで作る大玉村」ということで、就任中、がんばっていただき

たいと思います。

それでは、一般質問に入りたいと思います。

まず、１番目の「再生可能エネルギー利用推進の村」を宣言しての利用状況と今後

の方針について、大きく３点質問したいと思います。

まず、昨年の１２月、復興再生に向けて、「再生可能エネルギー利用推進の村」を

宣言し、原子力に依存しない安全、安心で持続的な発展可能な社会づくりに努めます

と宣言しました。まだ１年も経過しておりませんけれども、各施設に設置し、それぞ

れの発電量、あるいは経済効果、学校については、どのように教育に取り入れられて

いるのか、以上について、まず、質問をしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ４番さんにお答えいたします。

学校に各設置の効果についてのお尋ねでございますけれども、改善センターと大玉

中学校、現在設置されております。２４年の改善センターについては、今年の５月か

ら稼動しましたので、２４年５月、それから８月、同時期で比較しますと、使用料で

は１０％から２０％程度電気の使用量が、いわゆる電力の方ですね、減少しておりま

す。数字的に申し上げますと、５００～１,１００キロワットアワー程度の減少と

なっております。一方、大玉中学校においては、２３年９から２４年３月、それから

２４年９月から２５年３月、この同じ時期での比較では、時期により大きく変動があ

りますが、秋は２０％から３０％、冬期は１０％未満の減少にとどまっております。

これは日照による発電量の増減、それから冬期間は暖房用のエアコン等の使用料が増

えておりまして、大きな変動は見られない。中学校の場合だと設置前と設置後では月

によって変動ありますが、２,０００キロワットアワーから５,０００キロワットアワ

ー、これが太陽光による効果として確認できております。したがいまして、多少季節
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的な変動要因はありますけれども、一定の効果は上げているなという印象を持ってお

ります。ただ、今年ちょっと７月、８月、大玉中学校においては、前年をかなり大幅

に上回っておりますが、実態についてはちょっとまだ不明なところがありますけれど

も、やはり猛暑の影響等があってエアコン等の使用が非常に多かったのかなというふ

うな印象を持っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えをいたします。

大玉中学校の太陽光発電設備の設置に伴う教育的効果でございますが、まず、発電

のみならず、中学校の生徒昇降口とそれから職員玄関のところにディスプレーを設け

まして、そこにできるだけ分かりやすく今までの発電量、それから現在の発電量とい

うふうな表示が見られるようにしてございます。その中で石油に換算するといくら、

それから森林に換算するといくらというふうなことでの表示で、生徒にも十分に分か

りやすいような表示でその効果を実感できるようなシステムに努めているところでご

ざいます。更に総合的学習の時間の中でも、このようなことにふれるというふうなこ

とで、教育的効果を図っているところでございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 学校においては、ディスプレー等々を見て、生徒たちがどれくらい

ＣＯ2の出具合とか分かるということです。２～３質問したいと思います。

まず、それぞれの年間のメンテナンスの経費どのようにとらえているのか、まず、

この点についてお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ４番さんにお答えします。

基本的にメンテナンス費用は発生しておりません。今のところと言いますか、メン

テナンスはないということでございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 今のところ発生していないということなんですけども、永久的なも

のでもないですし、自然災害等々によっては、破損等起こる可能性のある再生エネル

ギーだと思いますけども、そこら辺をどのようにとらえているのかお聞きしたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 改善センターの太陽光につきましては、蓄電池装置があり

ますから、それらの故障等も考えられます。パネルにつきましては、大玉中において

も１年を経過し、様々な気象条件の中では、パネル、セルといいますか、そこが破損

したとかということがないので、比較的耐用年数内での修繕というのは、あまり発生

しないのではないかと、そのように考えています。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） とりあえず１～２年経過なので、見守っていくということにとらえ

たいと思います。
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改善センターについて、もう少し詳しく伺いたいと思います。私個人かなと思いま

すけれども、改善センター、後にも出ますけれども、いろんな防災関係で避難所も兼

ねて設置したと伺っておりますけども、今年の夏場だいぶ太陽光が入ったので涼しい

んじゃないかとか伺いましたら、いろんな接続の都合でちょっとエアコンのほうは照

明器具が中心だと、そのように伺っておりますけれども、そこら辺再度利用状況、特

に改善センターについてお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ４番さんにお答えいたします。

改善センターにつきましては、災害時の避難所というような設定の下で太陽光発電

を設置しました。３０キロ入っておりまして、全体的には夜間、使う場合にはバッテ

リーから供給するわけですけれども、通常１５キロ半分を残して使うと、バッテリー

の中では。すべてバッテリーを経由して供給しておりまして、エアコン等への供給は

無理だということで設置しておりませんので、今は事務室、廊下、それからホールで

すね、そういったところの電源として供給しているということでございます。ただ、

今の段階での回路はそういう設定になっていますけども、日中の発電量に比して、使

用量が少ないということで、確かに余剰になっています。それに向けては、これから

今出たエアコンですね、こういったことについても、これからの事業の中で対応でき

れば接続を考えていかなければならないというふうに思っています。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 改善センターのほうはそのように順次改善して、再生エネルギー十

二分に効果を上げるようなことでお願いしたいと思います。

続きまして、大きな２番という(2)になりますけども、大玉村復興計画によります

と、災害時の停電時に対応できる太陽光、木質バイオなどで再生可能エネルギーによ

る電源の自立、分散を図っていきますと。先ほど若干ふれましたけれども、この中で

順次、次の質問とも関連しますけども、発電機、あるいは蓄電池というのが、大変災

害時については必要かなと思いますけれども、この災害時の避難所としての役割と再

生可能エネルギーについて関連づけて質問したわけなんですけども、説明をお願いし

たいと思います。どのようにとらえているのか。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ４番議員さんにお答えいたします。

正に今回、グリーンニューディール事業の中で設置、公共施設ですね、特に指定し

てある避難所、その最初として改善センターに設置したわけです。最低限一晩対応で

きる。そういうことで蓄電装置が入っているわけでありまして、そういう意味で避難

所としての最低限の機能を確保すると。そういうことで蓄電池装置をセットしている

わけでございます。避難所、この前の東日本大震災の際にも、保健センター、それか

ら各ふれあいセンター等々電気が来ないということで大変な不便を来したわけですが、

そういう点からも次の電力供給になるまで、日中になりますとパネルで十分に電力の

供給は可能だということになってますので、防災拠点の施設についてはきちんと自前
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の電力を最低限一晩確保できる、そういう設備は必要だというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 避難所関係とかの関連づけについては分かりました。

次に、再生可能エネルギーについて、最後の質問ですけども、今後の設置計画と方

向付けということで、大玉中、改善センター等々設置されましたけれども、今後、保

健センター、あるいは小学校、あるいは公民館というか、そういう形でちょっと伺っ

ておりますけれども、現在の段階で今後、再生可能エネルギーを村の中に最終目標と

して何キロワットアワーまでを目標としているのか、そこら辺をお伺いしたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ４番議員さんにお答えします。

今後の設置計画、方向付けというお話しでございますが、今年度においては保健セ

ンター、それから包括支援センター、それぞれ１０キロワットの太陽光パネルと蓄電

池装置を導入するということにしておりまして、今、改善センターの屋根の改修を行

っておりまして、これが終わり次第、発注をしたいという、あっ、失礼しました。保

健センターと包括支援センターですね。保健センターの屋根改修後に発注したいとい

うふうに考えています。

それから、今後の方向付けということとか目標についてでありますが、２６年度以

降、要望として大玉中学校に蓄電池設備、それから玉井、大山両小学校、福祉センタ

ーさくら、あとそのほか公民館等の建設が明らかになれば、それらについても要望し

てまいりたいというふうに考えております。どのくらいの規模目標というのは、全体

的には定めておりませんけれども、それらについては現在、設置しました再生可能エ

ネルギー利用推進協議会の中で定めてまいりたいなと、そのように考えております。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 最終的にはまだ協議会に委ねているということで分かりました。ま

だ宣言して１年も経っていないので、当然かなと思いますけども、宣言したというこ

とで、その方向付けでお願いしたいと思います。

関連して、小水力発電施設ということでエネルギーパーク等々ありますけども、予

算化、昨年度調査委託とか予算化しておりますけれども、小水力発電について、発電

量とか設置工事費など、現在、分かる範囲でお答えいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ４番議員さんにお答えいたします。

現在進めております小水力発電関係、詳細設計の一部に７月中には測量設計業務と

いうことで発注をいたしております。来年度以降について、本体設備の着工というこ

とになるかと思いますが、現時点での計画発電量は７０キロワットから最大でも９０

キロワット、その辺の範囲の中に収まるのかなというふうに感じております。総工費

につきましては１億５,０００万円から２億円の幅で現在、調整をしておりますが、

いくらでも更に安いようなコストが算出できるような形で詳細設計をこれから取り組
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むというような段階であります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 小水力発電については、委託業務ということで、目標年度に向かっ

て２億円ほどの工事費ということで調査検討中ということで確認しました。そこで、

再生可能エネルギーにつきましては、やはり大玉村も農村ということで美しい農村景

観を損なわないということで、地域農地の確保と有効利用ということで推進していく

ことを希望いたします。

最後に、村長にこの再生可能エネルギーについてご質問したいと思います。インタ

ーネットを見ますと、再生可能エネルギー推進の村という大玉村が１番か２番に出て

きます。それだけ全国に発信しているわけですけども、前村長にも雑談的に、やはり

４号線の入口に大きく看板を掲げて、観光を兼ねた推進の村ということをやったらど

うかと提言したときありますけども、その点も関連して再生可能エネルギーについて

の方針等をお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ４番議員さんにお答えを申し上げます。

まず、看板の件については、景観保護条例で看板の大きさの規制もございますので、

その辺も勘案しながら胸を張って宣言の村だよと言える状況が到達しましたらば、検

討かなと、こういうふうに考えております。宣言だけで中身がない状態では、視察等

を受けても胸を張って言えないということになりますので、できるだけ早期にそうい

うことで胸を張って看板がかけられるような状態にしていきたいというふうに考えて

おります。

それから、再生可能エネルギーについては、当然、推進の村宣言をして、可能性の

あるものをどんどん探っていきたいと。ただ、水力は水を汚さない、減らさない、エ

ネルギーを作り出すことができるということなので、大玉村の場合には水が豊富です

ので、水力発電は今回の箇所に限らず、大小織り交ぜてメインとしてやっていきたい

なと考えております。水路があれば、もうパッパッとセットすれば発電できるような

ものもできております。市役所の前の川を使って看板なんかをやっている市もござい

ますので、水力については非常に有力だというふうに考えております。あとバイオと

か風力等については、前に答弁したとおりでございます。ただ、技術革新がどんどん

進んでいますので、その当時だめだと、風力は無理だというふうに言われてましたが、

今は可能性も変わってきているだろうというふうに思いますので、協議会の中で全般

的に協議をいただいて、可能性があるものについては取り組んで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） ４番。

○４番（菊地利勝） 再生可能エネルギー推進の村ということで、堂々と前に進んでいっ

ていただきたいと思います。

次に、２番目の４号国道沿線の産業集積エリアの位置づけということで、村では国

道４号線沿線の開発流動整備促進対策として、成果報告書を見ますと、企業立地セミ
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ナーへの参加、あるいは県の東京事務所に出向き、必要な情報を提供しながら、企業

立地促進を図ったとありますけども、大玉第一工業団地、数字的にはちょっと間違っ

ていたらすみませんけども、１３ヘクタール、第２については３ヘクタール、これの

断面積あると思いますけども、今後の利用方針等を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ４番議員さんにお答えいたします。

大玉第一工業団地、指定面積としては大体１５ヘクタールぐらいございます。ただ、

ほとんどの部分が山林、山の部分ということで、現在、第一工業団地に供している部

分が４ヘクタール弱というようなことになっております。更に、４号沿線については

産業集積エリアというような形で、現在、取り組んでおるわけでありますけれども、

あの辺を８つのブロックに分けながら、それぞれＡの１とかＢの１とかというような

形で図上で区割りをしながら、企業立地フェアとか、それから東京事務所等について、

大玉村にこういうものがありますよというふうな形で紹介をさせていただいておりま

す。更に現在、空き工場等が６万平米弱等がございます。パイオニア跡地、ニューヨ

ーカー跡地、すずらん跡地、これらを含めると６万ヘクタールぐらいになります。２

４年度から２５年度にかけて立地した企業が２社で１万２,０００ヘクタールぐらい、

まだまだ空きスペースがございますので、これらについても併せて首都圏等を中心に

販売のＰＲをしていきたいというふうに考えております。６万平米です。失礼しまし

た。ただ、あそこの４号沿線については、第１種農地も混在しているということで、

なかなか農振等の除外等で１年ないしは、それ以上かかるというような形で、企業の

方のオーダー、こういう面積がこのぐらいほしいという形でなかなか対応できない部

分もありますけれども、それらも踏まえながら、産業集積エリア、計画的にこれから

埋まるような形で立地を更に加速させながら推進していきたいというふうに考えてお

ります。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 工業団地の状況について、詳しい面積と出していただきありがとう

ございました。先ほどちょっと企業名出ましたので、私地元１１区なんですけども、

特にパイオニアの跡地については、前村長、あるいは副村長あたりからいろんなパチ

ンコ屋だなんだかんだとあるようですけども、なかなか先が決まらないようなんです

けども、そのわきのすずらんさんも廃業、あるいは企業集積みたいな感じで撤去した

んですけど、あそこ２か所なんか地域内としては防犯上、あるいはいろんな意味で草

は生えてきたし、景観も悪いなと思いますけども、そういう状況に関して、村は特に

どういう形で今後、進めようとしているか、再度お伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ４番議員さんにお答えいたします。

大変あの辺空き地という形で草が生い茂ったり、ある程度一定的には整理もされて

いるわけでありますけれども、パイオニア跡地、これについては震災前にもいくつか

の照会ありました。ある程度具体化して、企業名もお知らせいただくような形まで進
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んだ経緯はありますが、なかなか金額的な面で折り合いがつかない。それから震災後

については、更に空き工場ということで問い合わせが現在も続いておりますが、既存

の建物が古い、当時の２階建て、これについてはなかなか用途的に厳しい。それから、

工場を改修するには耐震改修が必要だというようなことも踏まえると、なかなか二の

足を踏む企業が、ただ、現地に来て何回か現地を見たり、そういう状況は続いており

ますので、すずらん等につきましても、粘り強く現地に来たときの対応とか、そうい

うものを含めて、あとは所有者のほうの価格面でのもう少し折り合いを付けていただ

きたいというようなお願いもしながら、何とか立地に結びつけていきたいというふう

に考えています。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） ありがとうございました。強い営業力で続けていっていただきたい

と思います。

続きまして、２番目の景観条例に基づいた開発誘導、先ほどの答弁の中にもふれる

ことと思いますが、本宮４号線ですけども、本宮から大玉村大山地区に入りますと、

４号線拡幅に伴って、ＰＬＡＮＴ進出、オープンのときは景観条例によって安達太良

村の景観を損なうので、電柱移転とか、だいぶあの当時は整備されたような感じはし

ますけども、その後、本宮のほうから来ますと、看板のない店、店というか工場とい

うか、解体屋かなんか分からないような企業がだいぶあるんですけども、そこら辺の

沿線の大規模区画の整備が必要ではないかなと思いますけども、今回の福島産業復興

投資促進特区ということで４社ほど既存の会社もそれに入っているようですけども、

そこら辺も関連してこの景観条例に基づいて、４号線をどのように整備していくのか

併せて質問をしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ４番議員さんにお答えいたします。

４号沿線の景観関係、これについては大玉村の景観保護条例という条例がございま

す。これらについては、一定規模以上の開発を行う場合の届出義務ということになり

ます。この届出義務については、その届出に基づかない場合には、公表というような

形の措置もできるわけでございますが、今おっしゃるようにプラントについては、電

線の地中化、あるいはアースマウントの設置とか、そういう形でかなりご協力をいた

だいた経緯がありますが、今、おっしゃったような形の４号沿線の開発につきまして

は、もちろんその景観保護条例、あるいは一定規模以上になりますから、当然、村の

開発指導要綱、それから更に規模が増せば、都計法に基づく開発というような規制を

受けることとなります。当然、安全面、技術面の安心の担保と、それから景観の大玉

村の景観に配慮したような行政指導、これらも含めながら、今後、開発するというよ

うな会社等においては、当然、景観保護条例、それから開発指導要領、都計に基づく

開発といろいろな規制の中で、景観にマッチしたような立地を図っていきたいという

ふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ４番。
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○４番（菊地利勝） もう１つ最後に付け加えたんですけども、特区についての４社ほど

あるかなと、その件もちょっと雇用関係とか、就業関係とかちょっと分かっている範

囲でお答えいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ４番議員さんにお答えいたします。

特区で現在、操業してるものが土井鋼材１社、それからまもなく操業予定がアジカ

タという新潟県出身の新潟県から来る会社、この２社であります。それ以外について

は、現在計画中ということでありますが、土井鋼材については、地元雇用を１０人果

たしている。果たしましたということで、更に現在、もう少し地元の方は、今後の業

績次第によっては増やしていきたいというふうにおっしゃっていました。それから、

アジカタについては、現在ハローワークの方で地元の雇用を募集中であります。それ

らがなれば１１月中には操業オープンしたいというような話は聞いております。その

ほかの企業については、現在、整備中ということで聞いております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） ありがとうございました。４号線総合的な整備ということで、企業

の立地について企画財政の窓口になっていると思いますけども、そこら辺よろしくお

願いしたいと思います。

最後に、４号線沿線、産業集積以来の位置づけということで、大きな面で過去にも

いろいろ話題が上がったこと等を踏まえて、３つの点についてちょっと質問したいと

思います。

まず、ＪＲの新駅設置構想、これ先輩議員も何年か前にいろんな形で質問等々した

ように伺っていますけども、高齢者社会に伴う公共機関の利用ということで必要性が

出てくるかなと思いますけども、過去に伺いましたら駅と駅の区間とか、あるいは建

設経費、あるいは乗車率その他もろもろあると思いますけども、その後ＪＲの新駅に

ついてはどこまで調査、あるいは進行しているのか、その点。新駅ね。

あとはＰＬＡＮＴ５オープンに伴い、宮ノ下・高久線ですか、ＰＬＡＮＴの西線で

すか、これだいぶ交通量が多くなり、あと西向きあたりにクランク状況になっている

と思うんです。ここら辺の整備状況等予定しております。

○議長（佐藤 悟） ４番さん、これは全然その件については質問状に書かれておりませ

んので、あれしてください。

○４番（菊地利勝） 国道沿線ということで関連づけたわけなんですけども、だめでしょ

うか。

○議長（佐藤 悟） そういうものはちゃんと書いておらないと、関連、関連と幅広く関

連になっちゃったんではあれなので、ちょっと自粛していただきたいと思います。

○４番（菊地利勝） はい、分かりました。ただ、１つだけ宮ノ下・高久線について、こ

れ私の地区でもありますけども、今、交通安全の役員もやっていて、なんだって通行

量が多くなるなんて、その後どうしているんだと、この１点に対して議長質問したい

ので、よろしいでしょうか。じゃ絞りまして、この１点についてお願いします。
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○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ４番議員さんにお答えします。

確かに宮ノ下・高久線の県道の南側の方も狭いように感じております。現在、ふれ

あい広場も準備協議会の中で拡張、今、西側に土地を買い求めて拡張しようとしてお

りますし、更にその先、田んぼ１枚と牧草というような形で宮下・高久線まで、その

辺についてもある程度の計画の話も持ち上がっております。そういった意味でＰＬＡ

ＮＴ、それから本宮町に通じる宮下・高久線については、当然開発を絡めた道路の整

備は必要なのかなという気はしておりますので、その辺の計画については、企業立地

関係とあとは担当主管課との話し合いの中で詰めていきたいというふうに考えていま

す。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） はい、ありがとうございました。すみません。今後、一般質問に関

しては、もっと詳しく書きたいと思います。ご答弁ありがとうございました。４号沿

線産業集積エリアについては、以上で質問を終わりたいと思います。

次、最後の大玉村の基幹産業、農業と括弧書きましたけれども、現況どのようにと

らえているのか、まず、新押山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） ４番議員さんにお答えを申し上げます。

まず、農業の現況については、既に昨日もある程度述べさせていただきましたが、

まず、スタート地点というのもマイナスになってきて、マイナスからのスタートとい

うふうに認識をしておりますので、まず、非常に厳しい状態だと。何かを取り組もう

としても、まず、その前に放射能という壁があるということ。それから、高齢化によ

って遊休地が生まれつつあると。もう既に生まれているということ。それから、放射

線についての耕作意欲が減退をして、それによる遊休化が進む可能性があると。それ

から酪農、肥育等の畜産関係、高齢化をしているので、その辺の辛うじて牧草地とし

て遊休地を防いでいるというものが、また、遊休地化するということで、農業の土地

の問題からすると、そういうものが現状であろうというふうに認識をしております。

それから、生産物につきましては、そういう検査体制について、いつまでもマイナ

ス、マイナスと言っていられませんので、早くゼロに戻すという努力、検査体制を今

でもかなり整備しておりますが、今後、昨日も申しましたように、粉砕しないでその

まま検査できる機械が開発されたということですので、それが販売されれば、早急に

導入をして検査体制で安心、安全をアピールしていきたいというふうに考えておりま

す。

それから、生産組織、農業の組織につきましては、なかなか今、専業農家が抱えて

いる面積が限界に達しているということで、個人ではこの状態を打開するのはかなり

難しい状態になっているというふうに考えてますので、認定農家等々、農業者等々話

し合いをしながら、法人化なり、ある面個人の専業農家を増やす努力とかそういうも

の、それから施設園芸等についても、当然進めていかなければいけないのかなと。市
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場の話を聞きますと、端境期の場合は、福島県のものが飛ぶように売れるんだそうで

す。ところが、産地がいっぱい出てきたときには、最後に福島県とか宮城県、茨城県

のものが市場にぽつんと取り引きされないで残ってしまうというような現状があるん

だというふうにもお聞きしておりますので、生産の時期をずらすということも、これ

からの戦略としては必要なのかなと。それはやはりその対策としては施設園芸という

ものも必要になってこようというふうに考えております。大変あの農業を取り巻く状

況等は厳しいというふうに考えております。機械を購入しても大変高額で個人で購入

するのもかなり厳しくなっているということになっていますので、村の施策の中心と

して、これから対応していかなくてはいけないというふうに考えております。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 村長に現況を昨日も主なものをお伺いしましたけども、改めて確認

の意味で伺いました。今日の業界、農業新聞を見ますと、１３年度の米、概算金です

か、会津が１万２,１００円、だいぶ１５％下げ、我々のコシヒカリですけども、Ｊ

Ａ１等米６０キロの中通り産も昨年より１７％下げ、１万１,１００円という、農業

新聞に大きくこう掲げられました。やはり今、原発で風評被害等があってなかなか売

れないということは分かっておりますけども、現実にこのような数字、１７％、概算

金ですけども、数字的に挙げると我々農民としては、生産意欲とかなくなるような形

になっているように思います。

そこで、あえて(2)番としまして、農業従事者の高齢化が進む中で、離農業者の方

向付けはということで、大玉村の２～３年前の資料を見ますと、兼業農家、私もそう

ですけれども、兼業農家が９割と、従事者の平均年齢が６８歳と。これは平成２３年

３月の村の総合振興計画により調べてみましたけども、高齢化や後継者不足が進んで

いる中で、農業への依存度が低く、耕作放棄地も増加しておりますけども、村のほう

で、農政課のほうでどのような形で取り組もうとしているのか、方向付けをお伺いし

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ４番議員さんに農業者の方向付けということでございますが、

先ほどおっしゃるとおり、いわゆる高齢化で、いわゆる離農する、そして耕作放棄地

の発生の増加が危惧されるということで、現在はいわゆる地域、複数の集落等で人・

農地プランという制度がありまして、その地域の中で将来的にいわゆる農業を担って

いく農家が、地域の農地を引き受けて利用・集積するという制度、各種交付金のメリ

ットもありますので、これらの制度を理解していただきながら、いわゆる認定農家等

の中核農家に農地の利用権の設定をしていただいて経営規模を拡大していただくとい

うことで、それらの制度の趣旨の徹底を図っているところでございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 答弁ありがとうございました。私もそこら辺を伺おうかなと思った

んですけども、農林水産省で去年あたりから人・農地プラン、地域農業マスタープラ
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ンとうたわれておりますけれども、昨年もそういう話を聞きました。なかなか大玉村

については、まだ浸透していないのではないかなと思いますけども、１回くらいかな

資料とか説明いただきましたけども、このままではなかなか浸透していかないと思い

ますけども、今後地域に、特に専業農家、兼業農家ありますけども、もう少し現場に

入っていかなくてはならないかなと思いますけども、そこら辺行政としてはどのよう

に考えているのかお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ４番議員さんに人・農地のプランの趣旨の徹底ということで、

認定農業者の皆さんには説明会を申し上げまして、昨年も１地域ではございますが、

人・農地プランの策定をしたところでございます。今後につきましても、制度の趣旨

徹底を図るため、説明会等々を開催しまして、今後のいわゆる耕作放棄地の増加に歯

止めをかけるという意味でも、中核的農家に利用集積を図るため、趣旨の徹底を図っ

てまいります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 趣旨の徹底は分かっておりますけども、もう少し現場に下りてとい

うのは、座談会とか、あるいは農事組合範囲内、あるいは特にＪＡを巻き込んだ説明

がもう少し必要ではないかと思っております。

それでは、(3)と(4)関連しますけども、そういう意味で集積を行政指導育成という

ことと、農業団体の法人化育成ということで、改めて人・農地プランに伴って、もう

少し現場に入って説明しないと、なかなかこの人・農地プランは進まないかなと思っ

ておりますけども、再度法人育成に関連して質問したいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ４番議員さんの農地の集積の関係で、いわゆる人・農地プラン

も先ほどのようなことで、制度の趣旨を理解していただく面と、現在、国では農地の

中間管理機構を設置するということで、現在、仮称でございますが、それらの政策が

提示されているところでございます。これらにつきましては、各県ごとに農地の中間

管理機構を作って、そこでいわゆる離農する農家の農地等を利用権を設定する中核農

家の間に入って、一度機構に集めてそれらを貸し付けるということで、行政がその中

に入って指導していくということで、その中には特に中山間地等についてはなかなか

耕作の不便があるということで、それらの整備を含めたこの中間管理機構が行ってい

くということで、具体的にどのような整備というのは、まだ具体化されておりません

が、そういった中で、より農地の集積のために行政がかかわっていくということで制

度案が出されておりますので、それらの制度の具体化され次第、いわゆる耕作放棄地

の増加の歯止めに寄与したいと思っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） はい、ありがとうございました。人・農地プランについては、農政

課だけでなく農協、あるいは農業委員会を通して、もう少し現場に立ち入って、地域

の方は人・農地プランについてはだいぶ特に専業農家、あるいは農業を主とする方は
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期待を持っております。県内は進んでおりますけども、県外においてはだいぶ進んで

いる地区がありますので、大玉村においては積極的に取り組んでいただきたいなと思

っております。よろしくお願いしたいと思います。

最後の耕作放棄地と６次化産業の関連ということで、昨日も６次化産業関係の質問

出ましたけども、耕作放棄地の解消法が６次化産業というふうにとらえがちですけど

も、なかなか難しいところがあるのではないかなと思っております。耕作放棄地につ

いては、昨日、担当の室長に聞きましたら、３２町歩、今のところやっているという

ような形をお伺いしました。耕作放棄地の新たな作物と産地化を目指しているという

ことで、あえて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ４番議員さんに耕作放棄地と６次産業化の関連ということでご

ざいますが、いわゆる離農者、高齢化によって耕作放棄地の状態が懸念される。それ

をいわゆる６次産業化で利用を図っていくという中で、昨日の質問にもありましたが、

６次産業化でどのような農作物を６次産業化していくという問題もございますが、あ

る程度面積的に規模的に大きく作れる作物ということで、昨日も出ましたが、そば等

ですか、それらについては現在、原発事故の影響等によって、なかなか農協でも集荷

しても売れないというような状況もありますので、それらを加工して販売するという、

これは一例でございますが、そういったことも考えられますので、いわゆる耕作放棄

地の歯止めについては、どのような作物を６次産業化で加工して、いわゆる商品化す

るかということで、これらの耕作放棄地の歯止めをかける点でも、６次産業化と関連

づけた品目等々について、今後、準備協議会で協議してまいりたいと思います。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） ありがとうございました。耕作放棄地について、ちょっとお伺いし

たいと思います。３２町歩ほど畑、田んぼ両方兼ねてきたと思いますけども、やはり

この耕作放棄地の後、どのように維持するのかなと思いますけども、村当局において

は何回か答弁を伺っておりますけれども、現時点でこの耕作放棄地をどのように適正

な維持を考えているのかお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） ４番議員さんにお答え申し上げます。

先ほど再生の面積でありますけども、８月末現在で３４.６ヘクタールであります。

今回、８月に農地再生利用状況ということで調査をしておりましたが、今回は９月５

日前後に再調査を行いました。雨の日の調査ということで調査したわけでありますけ

ども、その調査の結果を今、集計中でありましたので、今回、ちょっと面積等はまと

め上げておりません。今まで大体利用されておるのが５０％、あと利用されないで保

全管理、要するに草刈りとか耕耘とかでされている農地が大体２５％、全く１年以上

放置されているという状況が約２５％ほどが今までありました。この数字はあとで今

日中にまとめ上げて、後でご報告申し上げたいと思いますけども、適正に利用されて
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いない、要するに草が伸び放題という農家さんにつきましては、去年も文書等により

適正な利用をしていただきたいという村長名で皆さんに文書を差し上げた経緯があり

ます。今回についても、約２５％から３０％近くの利用されない農地があるだろうと

思いますけれども、文書及び訪問をしながら、適正な利用、要するに今回の農地再生

は、今まで有害鳥獣の温床とか不法投棄、又は周辺の環境の悪化ということで再生を

図ってきましたが、震災以降につきましては、集団的まとまりのある農地及び住宅地

に隣接する耕作放棄地については、農地も住宅も除染が進んでおります。そういう中

にある耕作放棄地については、染量の低減のために積極的にうちの方から声をかけ再

生を図っておりますけれども、実際に何を作るんだというようなお話しがあります。

それについては、村の方でも６次化産業を検討しておりますので、それをお待ちいた

だきたいという説明をしながら進めているところです。今回、まとまり次第、文書等

でまたお願いをしたいと思っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 現況説明ありがとうございました。ちょっと分からないんですけど

も、大玉村においては耕作放棄地協議会というか、そういう耕作放棄地の保全管理と

か適正管理をする、そういう協議会とか、そういう組織があるのかちょっとお伺いし

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） あの協議会ございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 協議会に対する提案なんですけども、先ほど３０何町歩しましたの

で、これ適正管理ということで、耕作者とか所有者から有料にて草刈りとか、そうい

うことも雇用の一端ではないかと思いますけども、対策補助事業補助金などを導入し

て耕作放棄地協議会のほうで放棄地を適正管理をすると、そういう立ち上げ等々ある

かどうかちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農地再生室長。

○農地再生室長（武田好廣） 農地の利用、適正利用については農業委員さんのお仕事だ

と思います。農業委員の方が、農業委員さんに毎年１１月に耕作放棄地の調査という

ことでお願いしております。その中で一番は農業委員会の方が地元にある農地につい

て、耕作放棄地があれば適正な管理をしていただくような指導をしていただくのが農

業委員会の仕事だと思います。農業委員会さんもメンバーに入っておられますので、

それは十分承知のうえで仕事を行っていただいておるところです。今回、耕作放棄地

の再生につきましては、当初始まるときに、お金を出して自分で負担して耕作放棄地

を解消する人はいないだろうと。ふるさと雇用創生、お金がかからなければ再生をし

ていただけることもあるだろうということでスタートをしたわけであります。今回、

村内の状況を見ますと、草刈り等についてはシルバーさんにお願いしたりして、結構

草刈り等はされております。村のほうで助成ということになれば、どの範囲まで要す

るに今回の大きなかなり長い畦畔、土手があるんですね。その土手を刈ってくれない



- 109 -

かというような依頼も私のところにあります。それはあくまでも土手でありますので、

それは自分でやるべきでしょうと。そういうこともありますので、私たちは再生して、

その農地を適当に使っていただけることはやりますけども、それはやっていくとなれ

ば、村内に全域にわたってしまうと、そういうふうなこともありますので、今のとこ

ろ補助金を出して草刈りをするということは、今は考えてはおりません。なお、国の

ほうも耕作放棄地に対する補助についても、あくまでも農地の再生ということであり

ますので、単なる草刈りには補助金はないと。まあそれに準じて行っているというの

が現状であります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 現況は分かりました。私も農業委員今、議会から出てますので、現

況は分かっております。現況は分かって、あえて質問しましたのは、そういう状況な

ので、また、違う道を開いてはどうかというもので。まあ農業委員会、あるいは協議

会あるようなので、そちらのほうにもいろいろ質問、あるいは意見をしながら、せっ

かく耕作放棄地再生したので、再生室が中心になって優良農地の適正維持管理にお願

いしたいと思います。

最後になりますけども、村長にあえて農業一般について質問したいと思いますけ

ども、農業、特に私たちもそうですけども、現在、受託している農家、ここであえて

１０町歩から２０町歩の業者と提案しておきますけども、この人たちももう限界であ

ると。もうこれ以上はできないよと。それで、先ほど課長がいいましたように、人・

農地プラン等々取り入れながら、もう少しミニライスセンターではなくて、カントリ

ーエレベーター風のやつを今やっておかないと、なかなか我々今がんばれるうちにそ

ういう形を作ってほしいと、そういう声が聞こえます。あえて農地の集積化促進とい

うことを急いでやっていただきたいなと思いますけども、そのことを質問に最後にし

たいと思いますので、村長の答弁をお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ４番議員さんにお答えを申し上げます。

先ほどもお話しをしましたが、個人で受託をするのが、もうそれぞれ限界に達して

いるというのも私も聞いています。村でカントリーエレベーター等の設備を設置して

はどうかいうことで、そういう個別農家の組合等を何人かで今現在、運営していると、

経営をしていると、そういうことも負担になっているんだろうというふうに考えてい

ますが、これについては今ここですぐに取り組みますとなかなか答弁のできない重大

な事例、事項でございますので、十分に前から言っていますように、認定農業者等、

それから専業農家等と話し合いをしながら、どういうニーズがあるのか、どういうふ

うにしていけば将来の農業を守れるのか、その辺も話し合いをしながらやっていきた

いというふうに考えております。今、国は産業競争力会議というのを開いて、その中

の３つの分野の中に農業が大きく取り上げられています。国が今、行こうとしている

方向は、農地の集約が株式会社に道を開くという方向で今いるというふうに思ってい

ます。今現在は貸付で、役員が１５０日以上農業に従事しなければ、法人としても成
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り立たないと、貸付ができないというようないろんな縛りがありますが、それを緩和

しようとしています。ということは、株式会社がせっかく集約した土地を今度一括で

購入してしまうというようなこと、これも非常に危険な部分、今までの状況、全国的

なものを見ますと、採算が合わないと、そのまま所有権を移転しないで、そのまま所

有したまま撤退してしまう。これは広大な集約地の荒廃に結びつくということですの

で、そういうものがやはりなる前に、村で法人化等も急がなければならない。やっぱ

り村内でできるだけ完結すると。で、やむを得ない場合は、株式会社等に貸付なり何

なりというのも、これは将来的には現実化をしていくのではないかというふうに考え

ていますので、総合的に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） ４番。

○４番（菊地利勝） 前向きに重点的に検討お願いしまして、一般質問を終わりたいと思

います。ありがとうございました。

○議長(佐藤 悟) 以上で４番菊地利勝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１５分といたします。

（午前１１時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時１５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ８番遠藤文一君より通告ありました「前村政の継承について」ほか

４件の質問を許します。８番。

○８番（遠藤文一） ８番遠藤文一です。これより平成２５年９月定例議会における一般

質問を行います。その前に質問事項３について、綱紀粛正推進員から服務倫理推進員

と訂正させていただきます。

はじめに、２０年間続いた前村政を身近に見てきたうえで、継承と更なる進展を推

進することについての決意表明がありました。それらを前提に質問したいと思います。

その中で「みんなが住みたくなる村づくり」について伺いたいと思います。みんなが

住みたくなる村と言っても十人十色、一口には表せないかもしれませんが、具体的な

どんな村をイメージしての住みたくなる村なのか、それについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。

まず、今の村が住みたくなる村だというふうに考えております。各全国的に地方

都市は地方、小さい自治体、大きい自治体も含めて福島県全体が人口がここ２０年、

３０年減ってきている中で、大玉村はわずかではありますが、増え続けてきたという

ことは、住みたくなる村を実現してきたんだというふうに私は評価をしておりますの

で、今の村のあり方が住みたくなる村であるというふうに、これは自信を持って言え

ると思います。これは子育て支援であったり、定住化政策だったり、景色大変美しい

自然風景、それから人にやさしい人間性とかですね、そういうものすべてが今、この
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高度な情報化時代の中で、どこに住むかということ。前にお話ししましたが、皆さん

来られる方は調べてきます。本当に詳細に調べてきます。教育から保育からすべて。

そのうえで大玉村を選んで住んでいただいているということですので、ただ、今の原

発等でマイナスになりましたので、また、プラス出発点に戻すためには、それでは欠

けているものを何なのかということを考えたときに、何をすべきかと。更に住みたく

なる村づくりを作るためには、やはりこれから高齢化に向けて足の確保をしたり、地

域コミュニティをもう１回構築をするとかですね、そういう足りない面をこれから補

っていくということですので、年齢によって高齢者が住みたくなる村、それからファ

ミリーの小さい子どもがいる人、それから職業的にこういう職業だというような、本

当に選ぶ側種々数々の方たちの階層がおられますので、そういう人たちがすべて大玉

村を選んでいただけるというのが理想ですが、これもどの辺に重点を置きながら村づ

くりをしていくのかということは、やはり考えていかなければならないというふうに

考えております。まず、生まれて亡くなるまで安心して、安全に生活できるのが住み

たくなる村であろうと、ちょっと概念ですが、だというふうに考えています。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ここでもっと具体的ななるほどなというようなイメージをバッと出

してくれるのかなと思って期待しておったところでありますが、今だと、こんな村だ

と、マイナスからまたプラスに戻すんだぐらいでは、ちょっともったいないなという

ふうなところがあります。そして、やはりみんなで村長の施策の提案を見ると、みん

なで育てるとか、みんなで支える、みんなでやりましょうと言うときには、みんなで

何をどうするんだということがないと、ついていく村民だってなかなかついていけな

い。みんなでやるのは分かる。じゃ、みんなで何をどうするんだというときに、こう

いうことをとにかくやっていこう。１つでも２つでも良い。具体的にはっきり分かれ

ば、村民もそれに傾注していける、協力もできる。そして、みんなもそれに一緒にな

ってやっていけるというところがありますので、具体的な、とにかく大玉村で住みた

くなるのはこういうことじゃないかと。だから、こういうことをみんなしてやってい

くべと言われると、もう力の入れようが違う。ということでありますから、今後、そ

ういうような村民もはっきり分かるような具体的な提言、知らしめていただければ、

幸いかなというふうに思っております。

次に、１０年後、２０年後を見据えた政策を進めますとのことでありますが、その

１０年後、２０年後をどのように見据えていたうえでの提言なのかについて伺いたい

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。

１番と２番が関連性がありますので、今、具体的に話そうかと思ったところだった

んですが、②のほうにも関わりがありますので、お話しをしたいと思いますが、まず、

具体的には公共交通システムを作っていくということでございます。できればデマン
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ド交通ということで、ドア・ツー・ドアということで、この時間にどこどこの病院と

かどこどこに買い物に行きたいんだということを申し込みをしますと、その集約をし

て、時間を少し変えてくれとかなんとかということでやるというようなことの交通シ

ステム、これは私、企画財政課長時代、教育長時代にアンケートを採ったときに、村

民の方たちが非常に大玉村住みやすい。不満はないんだけど、ただ、交通関係、足が

ない、買い物ができない、場所がないということのものが一番多かったですね。買い

物はＰＬＡＮＴができましたが、前に言ったように、住宅地から商店がなくなってし

まった。これをやはりなんとかしなければならないということを政策としてお話しを

させていただきました。それから足の確保は、これからそういうことで公共交通シス

テム。ただ、今現在やっても乗ってくれるのかということの現実的な問題も踏まえな

がら検討していきたいと思います。

それから、子育て支援も、このまま今でも十分補助金等でやっておりますが、今の

お母さんたちが一番心配しているのは、相談相手がいない、自分の時間を持ちたい、

そういう悩みがありますので、団塊の世代以上の方たちが擬似の母親、おばあちゃん

のようになって相談体制を作っていければいいなと。子育てに困ったときに相談をす

る方、できれば集落内に身近にいれば良いわけですが、ない場合には行政のほうで委

託をして、子育ての相談体制を作るというのもこれは当然のことだと思います。それ

から一時保育、今、社会福祉協議会の方でも一時保育やっています。旅行に行きたい、

少し休みたい、育児に疲れた、というようなときに半日とか１日単位で預かってくれ

る体制を気楽に頼めるような。保育所が大変厳しい状況ですので、社会福祉協議会等

に委託をして、これも団塊の世代以降の力を活用して、協力をいただいて、そういう

子育て支援も今よりも充実させると。安心して子どもを育てることができるようなも

のをやっていきたいというふうに。それから、前にも述べました、サロン。高齢者が

１人で孤独にテレビを観て、死んでいるのか生きているのか分からない。言葉は悪い

んですが、分からないというようなことではなくて、常時生存安全に生活していると

いうことの安否確認も常時できるようなことは、やはり行政がすべてやるのは無理が

あります。人もいないし。ですから、かといって、タブレット等を配布してやりなさ

いというのも現実的に非常に難しい部分もありますので、やはり隣近所が仮設住宅で

旗を毎日揚げて、寝るときに引っ込めてねというようなものがあったりしていますが、

そういうことも参考になるだろうし。ですから、そのためには、地域コミュニティを

もう一度構築し直さなければいけない。私が期待するのは団塊の世代、非常に日本を

支えてきた優秀な人たちが、この中にも団塊の世代がいっぱいいます。この人たちが

地域の中で活動できる。そういうものをどういうふうに行政のほうで働きかけをして

組織化をし、その気になっていただくかというのが、これから我々が取り組んでいか

なければならない非常に大きな問題だと思います。村づくりをやっていくうえで、大

きな力になっていくだろうというふうに考えておりますので、その辺も含めて住みた

くなる村づくり、１０年、２０年後を目指していく場合には、すべての農地の問題、

高齢化の問題、少子化の問題、そういうものを踏まえながら、今から政策を決定する



- 113 -

場合には、それを見据えながら政策を作っていきましょうというのが１０年後、２０

年後見据えて政策を進めるということでございますので、もう既に１０年後、２０年

後には高齢化がどうなるかということは、もう既に分かっていることで、避けて通れ

ないものです。オリンピックのころ、２０２０年には６５歳以上が３０％なんです。

もう今、２３、２４でいるところ、本当に２０６０年には５人のうちの２人、３人が

もう年寄りの６５歳になるとか。ですから当然、見えている１０年後、２０年後は、

私が細かく言わなくとも、遊休農地の問題とかもあろうと思いますので、これから政

策なり立案をする場合、取り組む場合に、それを見据えてやってくださいよというの

が、１０年、２０年後を見据えての政策というふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） １０年後、２０年後を見据えてということであれば、要するに今の

状況からすれば、何もしなければこうなるんじゃないかと。だから、そうならないよ

うに、おれはこういう施策をやっていくんだということだと思うんですが、例えばこ

のまま行きますと、１０年後、２０年後の人口動態、あるいは高齢化率等については

今言われたように、３０％台かと、こういうふうな話でございますが、人口動態、こ

れについてはどういうふうに認識されておりますか。

○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。

少子化については歯止めがかかりません。これはいろんな原因があります。やはり

職業の問題とか、将来に対する不安、子どもを作った場合に大丈夫なのかと。特に福

島県の場合には、放射能で汚染されてしまいますので、出生率は格段に下がるだろう

というふうに考えております。それからもう１つ、この前、県知事との懇談会で、県

北地区の懇談会で私、２つのうちの１つ、放射線のことをお話ししましたが、知事に

特にお願いしたのは、学校で子どもたちが今住んでいる村、大玉村が安全なんだよと。

安全のために今、一生懸命努力しているんだということを先生方も保護者もしっかり

と認識をして子どもたちに教えていかないと、大玉に限らず、その子どもたちが、自

分がこれからどこに就職して、どこに住もうか、どこに家庭を持とうかと判断すると

きに、福島県は捨てられますよというふうに知事にお話しをさせていただきました。

だから、外に向かってアピールするのは当然のことですが、自分の足下の子どもたち

に対して、そういうことをきっちりと教えられる専門的知識を持った教員を加配、定

数ではなくて、余分に配置してください。これは各学校には無理でも、各町村とか、

安達方部とかということに配置して、今からやっていかないと福島県は何十万人出た

ものが半分戻ってきていますなんて喜んではいられないんですね、これはね。当然、

これからの子どもたちが福島県を捨てていくということになりかねないというふうに

危惧をしておりますので、これは大玉は、やっぱり子どもたちに自分の村をやっぱり

良い村だと、ここには将来的にも住んでいきたいと言われるような方策なり、教育を

していきたいと大変なことになると。人口動態的には増え続けることは無理だと、現

実的には考えておりますので、増やすよりもできるだけ減らさないで維持していきた
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いということで頑張っ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） ８番。

○８番（遠藤文一） １０年後、２０年後の状況でありますが、農畜産物の生産状況につ

いてどういうふうに認識されているか伺いたいと思います。よその話じゃなくて、お

れ自身もそうだけど、今後１０年後、２０年後どうなるかと。全く見通しの立たない

ことが結構ある。そういうときに、まず、畜産関係で見るとおり、一番ここで基幹産

業であろうと言われる水稲そのものについても、もう１０年後、２０年後は心配な状

況であります。ですから、そのままいけば確かに大変だと。とにかく耕作放棄地はで

きるでしょうし、生産量もどんどん減っていくんじゃないかなというふうな状況であ

ります。だから、これを政策によって、今のレベル、今の状況で維持していこうとい

う考えはあるのか。もうそれはやむを得ないんだ、自然状況なんだから、もう今より

落ちてもしょうがないという政策をやっていくのか、その辺についてもう１回伺いた

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。

あきらめることは決してありません。これは今あるものを維持するだけではなくて、

方策として方向付けとしては、発展させていくということを考えるのは、当然、行政

としての責務ですので、どうしようもないんだというようなあきらめるということは、

決してできません。これはやっぱり先ほどの住みたくなる村とか、人口動態とも絡ん

できますが、１０年後、２０年後非常に厳しいです、これは。考えれば考えるほど、

どうしたら良いのかなというふうに思えるほど絶望的な状態というのは、放射線の問

題が前に立ちはだかる。何かをやろうとすると、先ほど言ったように企業を入れて、

集約した農地をどうにかしようとしたとしても、入ってくる企業が実際あるのか。福

島県で農業をやる企業があるのか。ただ、いわきとか川内には、入って来ていますね。

ああいう水耕栽培、室内で栽培する。ですから、道はあるだろうと考えておりますの

で、畜産についても、私今回、畜産農家の方としゃっべったり、歩いたりしたり、実

際訪問すると、いろんな意見を聞きました。やはり厳しいと。あと４～５年経ったら

やめたいというような話。やめてしまえば、遊休農地が非常に増える。ですから、畜

産農家とこれから話するのは、法人化をしたり、大規模牧場みたいな形で放牧等がで

きないのか、そういうことも道も探っていきたいと思います。ここでもうどんどんど

んやめていくので、まあしょうがないわというふうにあきらめないで、やはり関係者

と話をしながら、それを残す努力をしていきたいというふうに考えます。イチゴ農家

も、大玉のイチゴって非常に有名になって、私もおいしいなと思って食べていました

が、１軒、２軒やめて、もう来年は１軒だけになってしまいました。おれもやめるん

だと、訪問する度にそういう話を聞かされて、本当になんとかしなければいけないと

いう、非常に重大なことだというふうに受け止めながら歩いてまいりました。ですか

ら、農家のイチゴはやはり地面で栽培しているので、腰痛等でもう体がきつくてだめ

だと。ですから、今あるハウス、高い、今流行のああいう方式でできるのか。ただ１
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軒だけ残った人に、また、その人もまもなくもうやめたいと。やっても１～２年だと。

なくなってしまったものをまた、改めて作れというのは、非常にまた苗の問題とかな

んかで難しいので、これはあらゆる面で放置しておけば、農家にすべて任せたままに

しておけば、こういう事態を招くということは感じておりますので、あきらめないで

やっていきたいと。集約したものについては、最終的にはやはりいろんな方策をやっ

たうえで、あまりできれば村内で完結したいんですが、村外の企業体等に将来的には

お願いに行ったりする事態になることも考えられるというふうに考えております。そ

の前に最大限の努力を村内でやっていくというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 首長としてそういうふうな考えを持っているということは、農家と

してもある程度期待し、安心しているのがあろうかと思います。ただ、これは現実的

に非常に難しい。だから、そのときに行政が、１町村が、やれる範囲のものではない

というふうに思っております。そのときにじゃ、行政がどういうふうに県に働きかけ、

国に働きかけて、小さな町村でもきちっとフォローできるような政策、これをやっぱ

り要望していく必要があるのかなというふうに思っております。とにかく１０年後、

２０年後を見据えてやっていくんだということであれば、１０年後、２０年後をきち

っと予測しながら、それぞれ政策を進めていただきたいというふうに思います。

次に、再生可能エネルギーの利用推進の村についての見解を伺いたいと思いますが、

これらについてはそれぞれ答弁されました。その中で、昨日の答弁ですと、村の消費

電力の１００％は現実的には無理だろうと。でも、目標にしたいんだというような答

弁でございました。前村長、この利用推進の村を宣言するからには、最低原子力の発

電量分ぐらいは、再生可能エネルギーでやるべきではないかというふうなお話しをし

たときに、それは簡単ではないのかというような答弁もございました。ですから、見

方によっては簡単なのかもしれませんが、大変なことかなと私は思っています。でも、

やはりそのぐらいのことを最低限それしなければ、利用推進の村を宣言したからには、

誰も認めてくれないというふうに思っております。ですから、昨日の答弁、１００％

目標にするのかと、これは良いんだと。やっぱり目標はそのぐらい立てなければ、推

進の村宣言した何の意味もない。であるならば、それを支える住民生活課にしろ企財

課にしろ、それを目標にしているということを前提に、今後の施策をきちっと考えて

いただきたいなというふうに思っております。ですから、もし、今の段階で大玉村は

とにかく再生可能エネルギーを推進していくんだというときに、例えば発電源として

水力とか太陽光、バイオマス等々考えていると思いますが、例えば率合について、割

合について発電源について、このぐらいの割合でやっていきたいんだというふうな構

想があるとすれば、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。

今言われたように、１００％目標ということで、本当にできる限りの発電をする

と。ただ、技術的には昨日も申しましたが、都市ガスが通っていて自家発電をすれば、
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１００％１戸建てのところはできますね。ただ、村全体で考えたときに、いろんな公

共施設とかですね、それ以外の１戸建て以外の電気というのはかなり大きなもの、学

校とか消費していますので、太陽光発電が一番今現在、取り入れやすいものだと。す

ぐ取り入れることができるということですので、今、各家庭でどんどんどん太陽光が

進んでおります。ただ、冬になると落ちると。ですから、東北電力の電源を完全にな

くするということになると、事故とかセーフティネットとしてはやはり必要だという

ふうに考えます。あとは水力ですね、水力は大玉村大変豊富なので、これを使ってい

く。ただ、バイオについては、１村で電気を賄うということ、これから運営するとい

うのは無理ですので、これは国主導とか、国が設置するとか、今回の場合ですね、放

射性の関係とかで、地域エネルギーとして大玉村だけではなくて、広域でやはり考え

ていかなければいけない。そういうものも当然、村の電気の供給率に該当します。そ

ういうものを含めながらやっていくと。実際今、担当のほうの住民生活課のほうで太

陽光とか水力とか、将来どのように考えるかについては、担当課長の方から答弁させ

ます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。

エネルギーイコール電気という発想になってしまいますと、これ少し問題があるな

というふうに考えていまして、実際、再生可能エネルギー利用推進と言った場合には、

当然、二酸化炭素をどう減らすかという課題もあります。先ほど村長が答弁しました

が、木質のバイオマス発電、このことについては非常に放射性物質の問題等々で問題

があります。それから、大規模な発電になればなるほど、１村だけではできないとい

うこともありますが、バイオマスの場合には電気ばかりじゃなしにエタノールの精製

であるとか、そういう可能性もあるので、そういうことも含めて利用促進協議会の中

で検討してまいりたい。特に今、議員おっしゃったように、原発事故前の日本の原子

力発電の一次エネルギーとしての電気ですね、発電の割合としては２９％、３割程度

あったわけです。現在は今、大井しか動いていないので、原発エネルギーはほとんど

ゼロに近いわけですけれども、その分石油、石炭の量が非常に多くなっているという

のが現状だと思います。この前第１回の利用推進協議会、それぞれの立場の方入って

いただいて検討してきておりますけれども、やっぱり自主エネルギーとして再生可能

エネルギーの比率を少なくとも原発で賄っていた分ぐらいは調達できるような方向性

でやっていく必要があるのではないか。その際、村が電力事業者になるということで

はありませんので、様々な企業等の参入、それから製材業者が困っているバークの処

理、こういったことも含めてエネルギー転換に可能性をつないでいくというようなこ

とで、計画をできるだけ早い時期に作成していきたいなというふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、教育基本法第４条との関連で伺います。まず、海外派遣事業

の「未来へのつばさ」について、昨年と今年の生徒の参加率、そして、その実施経過

と結果について伺いたいと思います。
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○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

２４年、２５年度の未来へのつばさ、２４年度においては団員４０名の参加、参加

率は承知しておりませんが、２５年度については３３名、生徒２９名に団員４名。そ

れから、２４年度につきましては、中学生３７名、随行４名というような形で行って

まいりました。ふるさと創生事業、これについては地域の特色を生かした創意工夫を

凝らした事業の一環として、平成２５年度で２３回目を迎える事業。主な目的としま

しては、国際的な感覚を持つことの人材育成、それから同世代との交流を通して新し

い世界観を体験すると。その体験によって今後の地域社会への参画意欲を持つ。こう

いうような目的を持ちながら、これまで２３回の未来へのつばさという形での視察研

修を行ってきたところであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 対象学年の希望者をとりまとめた結果、昨年はたぶん３９％、今年

度は３４.５％というふうに思ってございます。なぜ半数以上の方たちが参加しなか

ったのか、できなかったのか、それらをどのように認識されているのか伺いたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

７月の夏休みに入って、７月の下旬というのが、今までの未来へのつばさのスケジ

ュールでありました。当然、その時期になれば、中学校のほうでは中体連関係の各予

選、あるいは、県大会、県北大会、こういうものがあるというふうに聞いております。

そういう意味で、行きたくとも行けないという子も中にはいたかと思います。それか

ら、自己負担２万円というような制約もございます。そういう兼ね合いの中で、大体

３０名から多くて４０名というのが、今までの参加状況でありました。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 教育長に伺います。

未来へのつばさに参加できた子どもたちは、幸、不幸で分けるとすれば、どっちに

別れますか。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員にお答えします。

非常に難しい抽象度の高い判断をしなければならないんですけども、参加した子は

参加した意義は十分に先ほど企財課長からの答えにあったように、非常に良い体験を

したと、そんなふうにとらえております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 参加できた方は、幸と不幸と分けるとすれば、どっちに分類されま

すかと、教育長の考えで良いです。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） 私は参加仮にしたとすれば、非常に幸福な思いをしたと、そんな
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ふうにとらえております。良い経験ができたので、幸福であったと、将来に向かって

も、そういう意味です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 教育長に伺います。

国際感覚を身につけた人材の育成、世界観を体験する機会を与えているその目的は、

学校教育法の義務教育の目標に照らし合わせても、その意義を否定するものではあり

ません。しかし、夏休み中とは言え、義務教育期間の９年間の期間中ということです。

村教育行政のトップとして、幸せな子どもは公費負担で研修ができて幸せだったと。

参加できない子は、しょうがないよなで済むのかと聞きたいのであります。教育基本

法の第４条などに照らし合わせて、どのような見解を持っているのか伺いたいと思い

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。

学校教育という範ちゅうで考えたときに、正に小学校、中学校、義務教育の段階で

あります。義務教育の段階におきましては、学校における教育活動、教育課程という

括りの中で、様々な教育活動を受けております。今回の場合は、プラスアルファなん

ですよね。ですから、例えば修学旅行に行けない子がいたという、これは問題だと思

います。しかし、こういった活動で、まして大玉が大玉に学び、世界につながる人間

の育成という、非常に高い目標を掲げています。そういったときに、国際感覚を養う

ことができる人間の育成、これは極めて意義があるものだと、そんなふうにとらえて

おります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 教育長にここで聞きたいのは、これは学校授業じゃないんだと。だ

から、教育基本法は関係ないんだとで済むかどうかなんですよね。要するに義務教育

の期間中の９か年間、それの教育委員会のトップ、教育委員会のトップが、それは村

の企画財政でやっているんだから、おら知らないよと。例えば機会均等が不均等であ

ろうと、そんなことは知ったことじゃないと。それはないと思うんですよ。同じ子ど

もなんですから、学校に行っていようが行っていまいが、やはりこれはきちっと目を

通して、やっぱり検証していただきたいなという思いからの質問であります。ですか

ら、あくまでもこれは学校授業じゃないということの選り分けをするか、その辺をも

う１回お願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） 改めてお答えします。

私は先ほど８番議員さんがお話しされたように、否定するものではありません。そ

の教育基本法の第４条うんぬんを否定するものではありません。ただ、繰り返しお話

し申し上げますが、教育課程の活動と教育課程外の活動というのは、おのずと違いが

あると思います。しかも、義務教育段階ですから、保護者の考えもあると思います。

そういったもろもろ考慮したときに、そういった機会を作っておく。しかも、公費で
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補助をしながら作っておくという制度そのものに意義があるのではないかと、そうい

うふうに考えてお答えしましたのでありまして、ご理解いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 理解はできないんですが、要するに機会均等とは何だと。３９％だ、

３４.５％程度の子どもたちは幸せだと。行って勉強したと。役立だったと。じゃ、

過半数以上の人はどうなんだと。これで機会均等かというだけの話。だから、それは

学校教育であろうが、社会教育であろうが、義務教育期間の子どもに対して、機会均

等の観点からどうなんですかということの質問です。だから、それは全く関係ないと

言うのか、その辺もう１回お願いします。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） すみません。私が理解しています教育基本法第４条によります機

会均等と言うのは、ちょっと認識が違うんです。３つの項目からなっているんですけ

ども、例えば人種であるとか、性別であるとか、そういったものについて、差別され

るものではありませんよというのが第１項。第２項は、障がいのあるお子さんに対し

て、それを等しく教育をする。そういうことをやっていくものが第２項。第３項は、

昨日の質問と３番議員さんから質問ありましたように、経済的理由でそういうものを

差別してはいけないという、そういった意味で私は第４条というのを理解しています。

ですから、今、８番議員さんがお尋ねになったのとちょっとそこのとらえ方が違うん

でありますけども、繰り返しです。同じ考えですけども、すべての子どもにそういう

機会を与えられれば良いんでしょうけども、それは今の中ではちょっと難しい。先ほ

どの企画財政課長の話のように、非常に夏休みに入ってすぐに錯綜している時期であ

った。どちらを選ぶかと言ったときに、部活のほうを選ぶという子がいても良いと思

います。そこは学校教育とは違っているのかな。ですから、幸福か不幸かのその範ち

ゅうもその辺で考えると、いや、僕は野球やったほうが幸福だという子がいるかもし

れませんし、いや、見聞を広めていったほうが幸福だという考え、それはとらえ方で

あって、一概に幸か不幸かというものでもない、そんなふうに理解してます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 希望者が過半数以下ということであれば、そこには何かが問題があ

ると。だから、その問題は大した問題ではないんだというとらえか、これは過半数以

上の人がそれらに参加できないというのは、これは何か問題があっぺととらえるか、

そこの差はあると思います。例えば私が提案したいのは、海外でとにかく国際感覚を

身につけるための勉強だということで派遣する、そういう授業をやると。でも、どう

してもそれ海外には行けないんだというなら、例えば国内班を作るとか、あるいは３

泊４日だか２泊３日のこの期間は長すぎるから、短期間の班を作るとか、そういうふ

うにして、私は公平感、平等感のある未来へのつばさにできないかということなんで

すよ。だから、いろいろ理屈はあるかもしれないけど、行かれるほうは幸せだと。そ

れは何だと。金もある、時間もある。行けない子は何だと。やっぱり金も問題あるん

じゃないのかと言うんだったら、それをセッティングするほうの側できちんと考えて



- 120 -

しかるべきだと思う。そういう意味で、私はいろんなケースバイケースで、できるだ

け多くの子どもが参加できるような未来へのつばさ考えられないかどうか、もう１回

伺います。教育長の立場で。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） あの行政用語を使って申し訳ないんですけども、主管課が企画財

政にありますので、今のことを企画しているほうと詰めて検討していきたいと思いま

す。機会は増やした方が良いと思います。全員参加というのは、無理だと思います。

そのことを基本にしながら、もう１回何が課題であるとか、その参加率であるとか、

そんなことも含めて検討してまいりたいと思っております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、広島平和記念式典派遣事業について伺います。４回目となっ

た派遣事業、２４日に報告会が予定されているようでありますが、昨年の村の報告会

と小中学校の報告会の状況、そして、今年の予定されている報告会の内容、あるいは

各３校の予定について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。

小中学生の広島派遣事業の報告会でありますが、昨年度も同時期に教育委員、そ

れから議会議員の皆さんご案内をいたしました。それから、各学校のＰＴＡの役員、

もちろん保護者もでありますが、開いて報告会を開き、その成果について報告をして

いるところでございます。更に、各学校においては全校集会、それから文化祭、そう

いった席上で、その成果について発表し、研修の成果をその情報を共有しているとこ

ろでございます。今年度につきましても、今ほど議員からお話しありましたように、

２４日に報告会を予定しておりまして、その後に各学校において同じく全校集会、あ

るいは中学校においては文化祭の席上、そういったところで発表するというふうに計

画を伺っております。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 実施要綱では、各学校派遣児童及び生徒の事後報告会を実施するも

のとありますが、これ実施しなかったらどのようになります、教育長にお伺いします。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） 実施いたします。実施いたしまして、代表でございますから、そ

の子が学んできたこと、体験してきたこと、感じたこと、それを多くの子どもたちに

広めていくというようなことを一連の活動の中で実施して行ってまいりたいと思って

おります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これもやはり１年間経過すれば分かるんでしょうが、なかなかその

辺が 部分もあろうというふうに思っています。そこで、この広島平和記念

式典に派遣された生徒は貴重な体験であり、その教育効果は計り知れないものがある

とは思います。昨日の教育長の答弁でも高く評価され、大きな教育的効果を認めてい
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ます。しかしですね、本村の対象小中学の生徒の何分の１の子どものための事業です

かということになると、いくら波及効果を拡大解釈してもいかがなものかと私は言い

たいのであります。６年生と中学生併せてたぶん今、３４０名と思います。６年生の

ときに行った子どもが中学生になって、たぶん１２名くらいいるのかな。そうしてみ

ると、３２８名の生徒の中から６名が毎年派遣されるという勘定ですね。２％にも満

たないですよね。だから、それが本当に教育かと。教育基本法に照らし合わせても、

全くいかがなものかと言いたいのが私の質問であります。教育長の見解を伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

財政的な余裕があれば、数を増やすというようなことは、私はベターだと、教育的

に考えれば。ただ、諸般の事情で、今の４回目という、こういう制度を本年度こうい

う形で実施したというふうにとらえておりますので、波及効果を最大限にできるよう

な、そういった事後報告会、更にまた、その後の学校での活動、そんなものにつけて、

今、議員さんからお話しあったような疑念を少しでも払拭でき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） ここで昼食のため、暫時休議いたします。再開は、午後１時３０分

といたします。（午前１１時５９分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 午前中に引き続き遠藤文一君の一般質問を許します。８番。

○８番（遠藤文一） 人権作文コンテスト良くできたのでそのご褒美としての派遣でもな

いと思います。目的に記されているように、同世代での児童生徒に命の尊さを伝えて

いただくことにより、平和教育の推進を図るというふうにあります。児童生徒に過大

な期待をしてはかわいそうであります。また、この目的を強調すれば、児童生徒の精

神的負担も大きすぎます。平和の尊さ、核兵器の悲惨さを身近に見聞するのは誠に効

果的とは思いますが、先ほども言いましたが、教育の機会均等、公平、平等に鑑み、

より多くの児童、生徒に核兵器廃絶や平和教育の体験ができるような方向転換を求め

ますが、教育長の答弁をいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

繰り返し答弁しておりますように、今年度で４回目というふうになっておりますけ

ども、いろんな経緯の中でこの事業が今年度も実施されているというようなこと。そ

れから、子どもたちに作文を書かせるという機会、正にそれは１つの平等だと思うん

ですけれども、そういったことを通しながら、そして、それの中から代表を選んでい

くというようなこと、そのプロセス、過程の中で平和の尊さとか負担過重というよう

なお話しあったんですけども、それは子どもの感覚、小学６年生は６年生の感性、感
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覚と言ったら良いんでしょうかね、中学３年生は３年生の感性、感覚、それぞれ違う

と思うんですけど、それぞれの発達段階に応じたとらえ方というようなことは、私は

その時期、その時期にやっていくことは大変意義があることというふうにとらえてお

りますので、大きな方針は継続したいというふうに考えておりますが、改善事項があ

るとすれば、それらを踏まえながら、また、引き続き本事業を進めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 海外派遣事業にしろ、広島の平和記念式典に派遣することについて

も、良いからやりますということであれば、より多くの子どもたちにそれをやってい

ただくのがベストだと思います。言いたいのはそこなんです。良いと言いながら、な

んでそんな一部の人たちにだけやらせているんだと。私が思うには、そのこういう事

業を考えている大人の方々のレベルというのは、常にこの６名とか、その中に入れる

レベルの目線でものごとを考えているんじゃないのかなと。要するにそこにおれは絶

対行けないというような感覚でものごとを考えているんじゃないのか。海外派遣に行

きたくとも行けない人の立場でものごとを考えたら、もっと別な考え方が出てくるん

じゃないかと思います。常にそれに参加できる立場、それに選ばれる立場のような方

々の目線で事業を推進していくから、何とも思わないでこうしてやっているのかなと。

私のように常に行きたくとも行けない、あるいは選ばれない立場にいる者にとっては、

全く腹の立つことでありまして、おれたちだって同じ立場、学年じゃないのか。なん

で行けないんだ。行かれったって良いんじゃないのか、行きたいんだぞというふうな

ことだってあろうと思いますから、その辺を十二分に検証したうえで、こういう事業

を進めていただきたいなというのが、私の質問の趣旨でございます。

次に、都市部と村、その条件の差の認識について伺います。ここで言う差とは、学

習環境についてであります。あるネットの情報によりますと、福島県の小学生の通塾

率は３８.８％で、都道府県の高いほうから４０番目だそうであります。また、中学

生では５１.２％で、高いほうから２９番目になっております。そこで、本村の開設

されている学習塾の数、あるいは学習塾の通塾率について、どのようになっているの

か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。

学習塾の開塾状況につきましては、教育総務課長より答弁させますけれども、学習

塾についての調査が、実は４月２４日に行われました学力学習状況調査の学習状況の

中に、そういう設問項目がありました。その結果についてお答えしたいと思います。

設問は、学習塾、これは家庭教師等も含むというふうにとらえておりまして、勉強を

していますかという、そういう設問でした。それに対しまして、村内の６年生、小学

校での割合ですけども、村内の小学６年生が学習塾に通っていると答えた数、本当は

通っていないというあれなんですが、引き算して逆にして通っているというふうに答

えた数は、県の平均よりは多くなっています。高くなっています。ただ、全国平均よ
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りは少なくなっているという状況にあります。同じ調査、中学３年生についてもあり

ました。村内の中学３年生が学習塾に通っていると考えられる数、子どもの答えです

が、県平均、それから全国平均のどちらと比較しても少ない結果、そういう調査結果

が得られております。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えいたします。

いわゆる学習塾の村内における開設状況ですが、１か所というふうに認識してござ

います。したがいまして、大玉村の子どもたち、学習塾につきましては、本宮市若し

くは二本松市等の近隣市に通っている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） ８番。

○８番（遠藤文一） この通塾率については、公表できませんか。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） この調査につきましては、昨日もお答えしましたけども、具体的

な数値等については示すことは望ましくないということで、文科省のほうからそうい

うふうな話があったものですから、大変申し訳ないんですけれども、今のように平均

よりも多いとか少ないとかというようなことでご理解をいただきたいというふうに思

います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 福島や郡山との差を見ても、機会均等をうたっておりながら、現実

には大変な差があろうかというふうに思っております。教育基本法と関係があるのか

というふうなことを言われるかもしれませんが、私としては勉強したい子どもたちが、

身近に学習塾などの施設、勉強できる機会があれば良いというふうに思って、これだ

っていわゆる機会均等のうちじゃないのかなというふうに思って質問しているところ

でありますが、この機会均等というのは、この学習塾とか、それに準じたような学習

できる環境、それは関係ないというふうに理解しているのか、教育長、伺いたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） ご指摘のように、例えば具体的に福島とか郡山とか先ほど議員さ

んから出されましたけれども、比べたときに、その学校の場を離れての学ぶ機会とい

うのは少ないという、そういう結果が今回の調査結果にも出ているのかなというふう

に思っています。学ぶ機会はたくさんあって、そこを選択する可能性があったほうが

より良いということは間違いがない、そんなふうにとらえております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そこで本村でも土曜日の授業や公設の塾などにより、全国の小中学

生と同じ環境、あるいは同じ条件で勉強させたうえでのそれぞれの比較ということで

あれば、ある程度納得せざるを得ないかもしれませんが、やはり子どもたちの結果と

いうのは、それに大人がどのような対応をしたのかで結果が出てくるんじゃないかな
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というふうに思えば、大人の対応が非常に重要であろうというふうに思っております。

そこで、土曜日の授業や公設の塾などに関して、そういうことも必要なんじゃないか

なというふうに思う観点から教育長の見解を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。

土曜授業のあり方、授業というのは勉強だけじゃなくて、いろんな活動を含めての

授業なんですけども、土曜日の活動のあり方については、今、検討をしているさなか

にあります。そのこととも併せながら、議員さんが今、お話しあったような学習の補

完活動といったらいいんでしょうかね。学校の活動以外での学習の場の提供、そうい

ったことにつきましては、大学等々ちょっと今、情報交換をしているんですけども、

そんな形でいろいろ学生の派遣とか、そんなことが見通しとして、まだ、定かではな

いんですけども、あるものですから、どういう形がいいのかというようなことも含め

て、これからそういう機会の拡充という意味で検討してまいりたいというふうに考え

ております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） くどいようですが、土曜日の授業や公設の塾の対応を求めるのは、

学校教育で理解の遅い子を要するに中心にというか、手厚く指導するということにな

れば、理解の早い子というのは、やはり足踏みしているような状況じゃないのかなと

思います。理解の早い子、あるいはそれに近い子を主に指導していくとすれば、落ち

こぼれが心配でありますね。そういう意味で、学校の授業ではどうしても対応できな

い部分については、やはり土曜とか、あるいは公設の塾などで対応するということも

１つの方法でなかろうかというふうに思っております。文科省の土曜授業に関する検

討チームの中間まとめを見てみますと、否定的なことはなく、誠に前向きなまとめに

なって報告されているというふうに私は見たところであります。そこで、放課後子ど

も教室、あるいは放課後児童健全育成事業などと組み合わせた土曜日の活用、あるい

は放課後の活用、あるいは公設塾等の設置を求めて、私は質問しているところであり

ますが、これらを総合的に含めた中で、教育長の考えということ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） お答えいたします。

土曜授業のあり方、今、話題になっております。繰り返しになりますけど、その場

合にいくつか課題があります。文科省のほうでは、大きく２つの方向性。１つは一律

にもう１回土曜日の授業にするという考え方。それから、地域の実態に応じて、必要

に応じてやって良いという決まりがあるんですけども、それも弾力的に開設して、そ

れぞれの自治体、あるいは学校のニーズに応じてというようなことで検討してはとい

うようなことで、来年度もそれに対する予算要求、試験モデルなんですけども、そん

なことを出しているというような状況にありますので、そのあり方について検討して

まいりたいというふうに思っております。その中に今、お話しありましたもろもろの
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件について、関連をどう図ったらいいか、あるいは関連を図るうえで、何が課題での

あるのか、そんなことも含めながら検討してまいりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） いろんな法的な規制等々があって、なかなか実施できないというこ

とで多くの学校では実施できないでいるかとは思いますが、参考までによく話題にな

ります杉並区の和田中学校、これを見ますと、運動部の休日の指導をスポーツコーチ

の派遣企業に委託している。あるいは保護者や住民でつくる地域本部が進学塾と契約

して有料授業によるスペシャルを続けている。あるいは地域本部主催の土曜日寺子屋

を実施しているなどとなっております。要するにやればできると思うんですよ。学校

教育法はこうだ、基本法はこうだ、指導要領はこうだ、だからできないんだじゃなく

て、ここでやっているところもあるんですよ、方法によっては。だから、やればでき

ると思うんですね。やらなければいつまでも進まないんです。文科省でこうだからと

か、教育はこうなっているからとかでは進まないと思うんです。やるべきだ、やった

ほうがいいということであれば、やる方法はあると思うんですよね。だから、やるべ

きかどうかの問題であって、だから、やるべきかどうかというときに、いややること

ない、やるべきじゃないと言うんだったら、話はそこで終わりです。しかし、今の答

弁からすると、どっちでもつかないような、要するに文科省がきちっと方向性を示せ

ばそれに乗っていくというような感じで今、答弁聞いておったんですが、もう既にそ

れはそれこれはこれできちっと縦割り付けてやっているところもあると。だから、こ

れたまたまおれ杉並区の和田中見ているからこうだけど、それ以外にも宿泊で土曜日

で特別な指導している。それは学校教育の中ではないんですけど、やはり自治体が先

頭に立ってやっているというところもあるんですよ。だから、方法はいろいろあると

思いますから、そういうこともやっぱり含めてやるという考えを持ってしなければ、

やはり学力のレベルアップというふうなものにもなかなかつながっていかないんじゃ

ないかなというふうに思いますので、まず、やってみることを進めたいと思います。

次に、公立学校の服務倫理推進委員について伺います。６月２８日の福島民報新聞

報道によれば、見出しに、全公立学校に綱紀粛正推進委員県教委とありました。県内

の教職員の不祥事が相次いだのを受け、県教委は７月を不祥事根絶月間とし、近年、

すべての公立学校での綱紀粛正推進委員の指定などの取り組みを始める。２７日の県

議会商労文教委で示したというふうに載っておりました。その後、服務倫理推進委員

とのことでありますが、本村教育委員会も、各学校の教員も、それを受け入れたのか。

その経過と内容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） お答えをいたします。

ご質問のありました件でありますけれども、教育の原点は信頼関係だと思っており

ます。それが信頼関係を揺るがすような事件が特に６月に多発いたしました。そうい

ったことを受けて今、新聞報道でというようなお話あったような県の動きになったよ

うなと理解しております。服務倫理委員会というのがの県の中で作られたのが、平成
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１５年度であったというふうに思っておりますけども、それを作った時点においては、

いわゆる不祥事というようなことがかなり減少してきた。ところが、また、時間とと

もに増えてきたという、こういうふうなカーブを描きながら、この問題が起こってき

ております。今回、ご指摘があった点につきましては、私ども大玉村としましては校

長会でこのことについて一方的な話ではなくて、お互いに状況を報告し合いをしなが

ら、これの確認をしたところであります。加えまして、今回、学校の中だけではなく

て、例えば外部の人たちの意見も取り入れたりしながらというようなことが今回もあ

ったものですから、過日行われましたコミュニティスクール委員会の中でもこのこと

を話題にしまして、いろんな方々からアドバイスをいただいたり、あるいはまた各学

校での取り組みの状況等についても報告しあいながら、その絶無を期しているところ

でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この質問については、新聞に綱紀粛正推進委員、県教委が各公立学

校に通知したというような状況でありましたから、先生方に対して綱紀粛正推進委員

作って綱紀粛正しろなんて県教委が言うことはなにごとかというふうに思って、とん

でもないというふうに思っていたところでございます。何のことはないんですよね。

先生というのは、純真な子どもたちを教え導く聖職です。ですから、人間として完成

された人が、その職に就けるというふうに思っておりますので、そのときに先生だっ

て同じ人間だなどと言ったのでは、先生方の威厳も信頼も低下してしまいますよね。

だから、そういうことが新聞に出ちゃった。それが私は悪影響になっていくんじゃな

いのかなというふうなことでありまして、そういう悪影響を払拭しながら、より良い

推進委員の結果を出していかなければいかんなというふうに思っておりますので、簡

単で結構ですから、もう１回教育長の見解を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） 繰り返しますが、信頼関係があっての教育活動だというふうに思

っています。教育活動の根底には、教師と子どもの信頼関係、あるいはまた保護者と

教師の信頼関係、それが大変重要だというふうに考えております。したがいまして、

今、８番議員さんからご指摘がありました点、重く受け止めながら、これからもその

絶無を期しながら、教育活動が充実するように努めてまいりたいというふうに思って

おります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、全国学力テストの結果で、本村の結果と全国平均、県平均の

比較について伺います。小学校の国語Ａ、Ｂ、算数のＡ、Ｂ、中学校の国語Ａ、Ｂ、

数学Ａ、Ｂそれぞれ全国平均より高いとか低い、先ほど言ったように高いとか低いで

結構でございます。県平均との比較でも高い、低いで結構ですから、それぞれ伺いた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。
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今ほどご質問のありました国語Ａ、Ｂ、それから算数、数学Ａ、Ｂという区分けを

手元に用意してございません。併せた形での比較になりますが、答弁をさせていただ

きたいと思います。

まず、大玉村の現状の前に、福島県と全国の比較でございますけれども、これにつ

きましては、小中学校とも国語の基礎知識を問うＡ問題を除いては、すべて全国平均

を下回っているというふうな状況、これが県平均と全国平均の比較でございます。次

に、大玉村の結果でございますが、３点から報告申し上げます。

本村の児童、生徒、小中学生を併せた学力の実態でありますが、小中学校とも国語、

算数、数学ともに全国平均、福島県平均からやや下回っているという状況でございま

す。

２点目としましては、福島県の状況と同じように基礎的知識を問う、いわゆるＡ問

題よりも活力を問うＢ問題に課題が見られる。いわゆるその部分が弱いというふうな

傾向が見られるという部分でございます。

３点目としまして、国語よりも算数、数学が比較的やや低い数値を示している。い

わゆる算数、数学のほうが若干苦手というふうな、そういうふな傾向が見て取られる

というふうな以上の３点が報告できると思います。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そこで、今後における本村の取り組みについて伺いたいと思います。

結果が悪かったとすれば、それなりの対応が必要かと思っております。現在のところ、

どういうふうな方法でこれを挽回すると申しましょうか、成績を上げていこうとする

のか、それら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） お答えいたします。

各学校におきましては、先生方がそれぞれ努力して、日々授業に当たっているわけ

でありますが、ただいま課長のほうから報告させていただいたような結果でございま

す。これを受けまして、私どもは大きく次のように考えております。まずは、この結

果につきまして、基礎的な内容を問う問題、これＡ問題、これ習得型と言っているん

ですが、基礎的な知識です。今度はそれを実際に生かして使っていく時間、これはＢ

問題、活用なんですけども、それにどうしてもＢ問題が弱いという、これは県の傾向

も同じなんですけども、そういったこともあるものですから、まずは授業の質を変え

ていくというようなことが大事であろうととらえております。それにつきましては、

先生方、各学校で自校の実態を捉えながら、授業の質をどう変えていったらいいかと

いうようなことについて取り組んでいっていただきたいというようなことでお願いを

してあります。我々も我々なりに教育委員会として分析をしていきたいというふうに

思っております。それらを併せながら、どこに課題があるのかいうようなこと。それ

は、今年度は小学校の６年生、それから中学校の３年生であったんですけれども、内

容につきましても国語と算数、数学という限られた教科であったんですけれども、そ

の当事者だけでなくて、学校の問題として課題を考えていただきたいという、そんな
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ことで基本的に考えております。それからもう１つ、先ほどからお話し申し上げてい

るんですけども、意識調査というのがあるんです。さっきの通塾なんかも含めて意識

調査をいろいろやっていますので、例えば算数の勉強は好きであるか、一生懸命やっ

ているのか、そういった意識調査もありますので、その調査結果も非常に大事にして

いきたいなというふうにとらえております。私は、学力というものをどういふうにと

らえているかと申しますと、氷山のようなとらえ方をしています。氷山というのは、

見える部分と見えない部分があるんですけれども、今回の調査結果も文科省ははっき

り言っているんですね。調査結果は、学力の特定の一部分でありますよというような

言い方をしています。ですから、見える部分のなお一部だと。でも、学力を作ってい

るその学力というものは、見えない部分のほうが１０分の９以上の見えない部分のほ

うに実は大きなものがある。ですから、その部分を大事にしていく。何かというと、

学習の仕方であったり、あるいは学習の意欲であったり、あるいは子どもたちの心の

問題であったり、そういったものが広くかかわっているだろうと。その結果としての

学力だろうと。ですから、そういう広いとらえ方をしながら、この問題に対応してい

きたいと考えております。それからもう１つ、これは大玉村が今、取り入れているシ

ステムを生かしながら分析をしていって、対応策を考えていきたいというふうに思っ

ています。具体的には、学校として取り組んでいく課題、それからもう１つは、大玉

学園構想というようなことで今やっておりますので、大玉学園構想、今やっています

のは、一環カリキュラムを作っています。そういった中で、大玉村挙げて取り組んで

いったほうが良い中身。そして、もう１つ言うと、子どもは学校、それから家庭、地

域の中で育っていくわけですから、学校、家庭、地域を巻き込んだ、それを含んだコ

ミュニティスクールがありますから、コミュニティスクールのシステムの中で考えて

いったほうが良い問題、そういったことに幾つかの層に分けながら、実行ある対応策

について、皆さんで知恵を出し合いながら、トップダウンじゃなくて、みんなで考え

ていって、先生方にも、保護者にも、あるいは地域の方々にも当事者意識を持ってい

ただきながら、そんなことで学力の向上というようなことについて取り組んでいきた

いというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、東日本大震災と原発事故の記録史の作成の進捗状況について

伺います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。

現在、平成２３年度分の時系列的な月日を追っての時系列的な記録の整理をほぼ終

了しております。なお、２４年度以降の記録、これにつきましては、今後、情報の収

集、記録整理をしていきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これ何年もまとめちゃうとかなり膨大なものになっちゃうんじゃな

いかなというふうに思っております。ですから、やはり１巻、２巻、３巻とかという
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ような形でまとめてやったほうがどうかなというふうにも思っております。また、日

が経つにつれ、そのときそのときの記憶、感情が薄れてしまって、やはり気の入らな

い記録史というふうになってしまっては、やはり伝わり方もずうっと違ってくるんじ

ゃないのかなというふうに思っております。ですから、記憶の新しいうち、できるだ

け早急にまとめて、その都度出版していくというのも１つの方法かなというふうに思

っておりますが、今後のスケジュール等について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんに再度お答えします。

まずは、この記録については、今、８番議員さんおっしゃるように、資料が揃って

いるうちにある程度まとめたいというふうには考えております。まだいまのところ経

過の段階であるというのが１つ。そして、この災害対策については、長期化すると。

それから、ある程度組織的なものをもって、持続性をもって内部の組織の中で全庁的

な、ある程度課を挙げた中でやっていかないとというふうな考えを持っております。

したがいまして、内部のそういう委員会的なものが各課からありますので、そういっ

たものを中心に今後、検討して行きたいと。それで、今おっしゃったような情報が異

動等でなくならないうちに情報はそれはある程度まとめておかなければならないとい

うのは認識しております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そういう編纂する人たちが３年も４年も過ぎてからしようとすれば、

人のチェンジもあると。そうしてくると、やっとこうしてやろうと思っていた人が、

今度は別な人がタッチしていくとなると中身も変わってくるんじゃないかなと。また、

思いも変わってくると思うんですよ。だから、そのときそのときの責任者が、きちっ

と例えば１年なら１年、２年なら２年分で、これ収束するまで終わってからやります

なんていうんじゃなくて、十分検討して正確な内容で出版できることを要望して一般

質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で８番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第５０号「平成２４年度大玉村一般会計歳入歳出決

算認定について」を議題といたします。

６番。

○６番（佐々木市夫） ２点ほどまずお伺いしたいと思います。

決算書の２ページから７ページにかけて、更にその同じ決算書の事項別決算書の内

容の１４、１５、２１、２２、３２、３３を中心にお伺いしたいと思います。

税収の未済額という形で、それぞれ村税に対してありますけれども、監査委員から

の決算審査意見書にもありますけれども、税収の収納率の向上という観点から、これ

らそれぞれ村税、更には使用料及び手数料、更には諸収入、雑収入ということで改め

てこの実態と、更にその原因、更には、収納率の向上のための改善点とか、今はどう

なされているか、その辺について、まずお伺いしたいと思います。
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○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。

収入未済の欠損関係での件でございますが、まず、１４、１５ページをご覧いた

だきたいと思います。村民税で、まず１番の個人村民税現年分の収入未済額でござい

ますが、これは５２１万１,４７６円、これにつきましては１１７名でございます。

下段に移りまして、滞納繰越分、不納欠損額１５万４,５７４円ですが、こちらは７

名。右にずれまして、収入未済額２,６４３万４,９６６円につきましては１１５名。

それから、下段の２番の法人村民税、現年分になります。１行空きますが、現年分

９万５,８００円、これに関しましては２社でございます。下段の滞納繰越分、不

納欠損額１２万８００円、こちらも同じく２社。右にずれまして、収入未済額３０万

５,４８０円につきましては、３社でございます。次に固定資産税、３行目下がりま

して、固定資産税の現年分、収入未済額８７３万１７５円、こちらは１３４名です。

次に、滞納繰越分、下段になります。不納欠損額５４万４,８００円、こちらは７

名でございます。右に移りまして、収入未済額３,４２３万３,９８９円、こちらは

１７６名でございます。それから５行下に移りますが、軽自動車税の現年分３９万

２,７００円、こちらにつきましては４３名です。滞納繰越分３２万４,４１０円、２３

名でございます。収納率関係につきましては、成果報告書４８ページのほうにそれぞ

れ記載されておりますが、村税関係では９１.４％、２４年度は若干前年度より０.１

％下回っておりますが、このような記載のとおりの収納率となっております。これら

の要因としましては、まだまだ景気が回復してないというような状況もありますし、

それから、年々納税する関係で滞納者が少しずつ増えてきてしまっているというよう

な状況でございます。収納率の関係で監査報告のほうにも記載されておりましたが、

毎年大玉村、村税徴収方針という方針を作成しております。その方針の中で様々な滞

納整理の徴収方針、それからそれらの細かいやり方等が記載されている方針で２５年

度の目標値を設けてそれぞれ滞納の整理を鋭意努力しているところでございます。以

上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。

２１ページをご覧いただきたいと思います。決算書の２１ページになります。収入

未済額８万６,７１０円、これにつきましては、児童福祉費、保育料の未納分３件で

ございますが、これらにつきましては７月１１日、３件すべて入金となっております。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ６番議員さんにお答えいたします。

決算書２１ページ、教育使用料ご覧いただきたいと思います。収入未済額１２万

３,１００円でありますが、内訳として、幼稚園使用料が１万６,０００円の収入未済、

これは１名分、４か月分の収入未済でございます。次のページ、２３ページでありま

すが、同じく教育使用料のうちスクールバス使用料、収入未済額が１０万７,１００
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円、これにつきましては、５世帯７名分のスクールバス使用料ということでございま

す。それぞれ未納につきましては、現年度から文書による通知、それから電話等によ

るアプローチを試みておりますが、いちばんの大きな要因としては生活困窮という部

分が多いわけですが、引き続きこちら文書、それから電話と面会等による督促を続け

まして、納入に向けて努力をしてまいりたいというふうに考えております。

以上であります。

○議長（佐藤 悟） ６番。

○６番（佐々木市夫） 細かく説明していただきました。

昨今の経済事情からすれば、恐らくそういう要因かなということは推察されるわけ

ですけれども、それにつきましても、決してそれらの収納率の向上に怠ってはならな

いと思いますけれども、以前から村では徴収嘱託員という形を設けて鋭意努力をして

いますけれども、まず、その嘱託員の活用の効果についてを、まずお伺いしたいと思

います。

更に、１００ページお願いしたいと思います。基金の問題についてです。それぞれ

村での基金の明細がここに示されております。決算意見書のほうの指摘もありました

とおり、大玉村復興基金、災害対策基金については増強を望むということであります

けれども、復興基金については既に交付された金額であるし、更に、そういう交付の

望みがあるのか、その辺についてもお伺いしたいと思います。

更に、庁舎建設基金。平成２２年度くらいまでは、おおむね７億５,０００万前後

の基金で推移してきたと思うんですけれども、昨今いろいろな事業の中で取り崩しな

がら、いろいろ利活用を図っているという現況でありますけれども、これは今の現況

を考えれば分からないわけではないですけれども、更に村長、１０年後、２０年後を

見据えて考えた場合には、改めて庁舎建設の大きな村の目標の一つになるのかなと思

っていますので、その辺の基金の造成の考え方についてお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。

徴収嘱託員につきましては、今年度も引き続き１名の方をお願いしております。費

用に関しましては決算書に記載してございますが、その約３倍程度の徴収額を徴収し

ていただいておりますので、十二分に嘱託員の効果が現れているというふうに評価し

ております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ６番議員さんにお答えいたします。

決算書１００ページ、基金の状況であります。復興基金につきましては、県のほう

で復興再生のための事業に使いなさいということで、一昨年度３億なにがしかの原資

で造成したものであります。これについては、２年、３年の中で復興のために使いな

さいということで、それがなくなったらゼロというようなことになろうかと思ってお

ります。

災害対策基金につきましては、現在、ふるさと納税等で災害対策に活用してくれと
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いうような形での寄付をいただいた分、そういうものについては災害対策基金として

積み増しをしているところでありますが、審査意見書のほうにもありましたような形

であるとすれば、災害対策基金の充実については今後検討していく考えはあるという

ことであります。

庁舎建設基金につきましては、この表はクロス表になっております。実際には庁舎

建設基金５億９,０００万円あると。ただ、繰替え運用で２億５,６００万円ほど借り

ているというようなことになっております。これについては、１０年償還０.５、現

在は０.１％の利率でここに戻し入れをしているということであります。この差額に

ついては、庁舎建設２４年度で１億５,０００万円なにがしで庁舎の改修を行いまし

た。これについては、取り崩しということになろうかと思います。そういう意味で、

現在、庁舎建設基金につきましては、繰替え運用を少しでも早く庁舎建設基金に取り

戻すということをまず主として考える。その元金の積み増しということについては、

その後また改めて検討したいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） まず、村長に伺いますけれども、昨年度の決算認定でも前村長に申

し上げたわけでございますけれども、せっかく初日に監査委員が、委員長が来て、立

派な決算審査の意見を述べて、すぐ帰って、打ち上げの日にまた来て、お酒を飲んで

終わりというような形になっておりますけれども、まずはじめに、今後どのようにし

ていくのか、まず冒頭に伺っておきたいと思います。

引き続きまして、成果報告書の５ページをお願いしたいと思います。平成２４年度

のいろいろな結果で、財政力指数０.３４％ですね。更に１０ページのグラフになり

ますけれども、ここでは自主財源として２７.８％と掲載されておりますけれども、

財政力指数と自主財源の違いを明確にお示ししていただきたいと思います。

成果２２ページ、いろいろな場面で出てきます。決算書の１０１、１０２ページに

も出てきますけれども、地方債の現在高の状況、現在借金は３９億４,１００なにが

しということでありますけれども、やはりもう一つの財政といわれる安達広域に、こ

れ消防なり火葬場で、あとごみ処理場関係で持ち出しておりますので、現在の本当の

大玉村の借金は幾らあるのか、これも明確にお示ししていただきたいと思います。

２４ページ、２４ページの中段になりますけれども、庁舎等の維持管理の中での特

殊建物定期調査業務委託でこれ５２万５,０００円ほど掲載しておりますけれども、

これらの建物は、どういう特殊な建物なのか、お示ししていただきたいと思います。

更には２５ページ、公有林でございますけれども、大玉村以外に二本松の苗松山３

８９－１に２０万３,７７５平方メートルの木があるということでございますけれど

も、この場所ですね、前回も載っていたと思うんですけれども、今までこういった質

問なかったと思うので、この場所をお知らせしていただきたいと思います。

今回、一般質問で、村長も広域バス等についていろいろ述べておりますけれども、

やっぱり成果報告書３４ページの広域生活バスについてでございます。やはり、いく

ら大山地区には利用者があまりいないんだということで、現在玉井地区だけ共和運送



- 133 -

さんの小さなバスが通っておりますけれども、富岡の避難しているバスでさえ、これ

も共和運送のバスなんですけれども、富岡町という名前を書きながら１日数往復して

いるわけです。役場を通って病院か駅まで行く、またPLANTへの買い物、PLANTでも度

々このバスが止まっておりますので、運転手とも私友達なので聞いてみますと、そう

いって回っていると。大山はなぜ回らないのかなというふうにその人も言っています

し、私も疑問に思っています。今後のことを考えると、村長はやっぱり全域に回らせ

るんだといういうふうな考えもありますけれども、この今後について、これは村長に

伺っておきます。

あと４０ページから４１ページ、これやっかいな放射線の関係で、昨年から今年、

また来年ということで除染しております。昨日もお話ししましたけれども、原発災害

で昨年は、まずはじめに道路除染したわけでございますけれども、道路除染をした結

果ですね、効果、これについて当局に伺っておきます。

更に、４２ページ、牧草関係でございます。昨日もいいましたけれども、いまだに

酪農関係の牧草は、自前の牧草でありながら食べさせることができないということで

ございますけれども、やはり部分的な除染、こういう土の場合は反転耕だけで土の移

動というのはしておりませんので、果たしてこれでやってだめなんですから、これ以

外の方法があるのか、再度、再除染というのは原発に直接関係した以外は原則として

やらないんだというような国の方針が示されましたけれども、特に１年も２年も、こ

れ酪農家は食べさせてないという現状でございますので、この現状を鑑みながら、今

後の牧草の対策について、どのように当局は対策を取っていくのか、伺いたいと思い

ます。

未納関係は前質問者がやったものですから、５７ページをお願いしたいと思います。

５７ページの社会福祉協議会、これ１０年前ころ、ほとんど村長が、前の前の村長が

会長になったりいろいろあったんですけれども、現在も前村長がやっていたというこ

とでございますけれども、やはり１回分離していっちゃうとこういった報告だけで済

んじゃうんですけれども、現在の職員数、正職員、臨時職員も含めて何名ほどいるの

か伺っておきます。

６１ページ、６１ページの執行状況の中のちょうど中段に特定障がい者特別給付、

延べ人数１６３と１６６万２７４円支出しておりますけれども、ここでいう特定障が

い者というのは、どういう方々を指すのか、お示ししていただきたいと思います。

あと６８ページ、ここでは６８ページ、保育所関係なんですけれども、立派な保育

所を何回もかけて増設したものですから、保育所の待機児童数は成果報告には載って

おりませんけれども、現在、保育所に入りたいっていう方々は現在、これ成果報告書

に出ておりませんけれども、その待機者はいないのか、いるのか、いるとすれば何人

なのか、お示ししていただきたいと思います。

あと８４ページ、８４ページの最後に景観条例でございますけれども、ここで７件

ほどあったということでございますけれども、これらの７件のどういった内容だった

のか、これも的確にお示ししていただきたいと思います。
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あとは１１７ページに飛びます。１１７ページ、これ成果報告で三ツ森ため池なん

ですけれども、これ何年かにわたって地震関係で起きた災害の復旧工事をされるとい

うことで、我が村でもこれほど支出したということでございますけれども、我が村に

おいては、あまりこういったことの案件はないんですけれども、こういった土地改良

区の方々の役員の方に聞きますと、七瀬地区において防災無線を３基ほど建ててほし

いっていうふうな話を伺っておるんですけれども、これらについて今年度事業、来年

度事業にも、これつながるわけでございます。しかしながら、防災無線１基建てるに

も、何千万単位の金がかかるっていうことで、とても土地改良区はそういったことで

建てることができないということでございますけれども、当局としてはどの程度把握

しているのか伺いたいと思います。

１２１ページお願いします。１２１ページは、全体にわたってお伺いします。林業

振興について。松くい虫もいろいろ問題になっておりますけれども、我が村は特に鳥

の巣ですね、いわゆる矢沢地区ではナラ枯れですか。苗松を見ますと、表からは見え

ないんですが、ちょっと裏側からゴルフ場にかけひどいナラ枯れがあるんですよね。

このナラ枯れ対策はどのようにしていくのか、ついでですので松くい虫の防除につい

て伺います。

あと、有害駆除でございますけれども、特に今、今年になってイノシシ被害、これ

なんで出てきたんだか分かりませんけれども、これにはあがっておりませんけれども、

ハクビシンの被害もひどいっていうことなんですね。本当にネットかけておかなけれ

ばトウモロコシなどは食べられないっていうのな状況もありますので、ここではイノ

シシ、ツキノワグマ、カラス等が出ておりますけれども、ハクビシンの捕獲状況が載

っておりませんので、その辺の状況はどうなっているのか伺いたいと思います。

あと１３９ページ、１３９ページのいちばん下段になります。言いにくいわけでご

ざいますけれども、私は、なぜ養護学校があるのかという観点から次の質問をしたい

と思います。たった１人のために援護の職員を置かなければ、支援の職員を置かなけ

ればならないというような素朴な疑問がありまして、私も何度か、これ質問したんで

すね。聞いてみますと、養護施設はろうあを中心にしてとか、全く歩けない人を対象

にしているんだと。ちょっと歩けるとか、そういった障害を持った方は普通、通常の

学校に入れておくんだというのが、２～３年前に法律でこういったことになっており

ますけれども、やはり機会均等ということで、平等な教育を受けなければならないと

いう観点からいえば私の質問はアンフェアになりますけれども、やはり養護施設があ

るんだという立場からしますと、こういった特別支援というのはちょっとおかしいん

ではないかという考えもありますので、この解釈の違い。これは法律があるんだとい

われれば、それまでになるんですけれども、私は先程来言っているように、なぜ養護

施設関係の学校があるのかということからすれば、こういったものは非常に問題にな

ってきますので、この辺を特別に伺っておきます。

１５７ページ、これも非常に聞きづらい質問ではございますけれども、駅伝関係で

ございます。大玉村も合併した、合併しないというときには村の数も減ったんでしょ
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うけれども、２、３番を占めたときもありますし、村の部ですけれども、いまや、こ

の成績から見ると、こういった結果だったということでございます。しかるに、やっ

ぱり１つには人材が、駅伝に対する人材がいないのと、やっぱり指導者の面だと思う

んですね。ここでは、いちばん手っ取り早いのは旧東和町には木材会社の社長であっ

た斎藤さんがいたと。あと、飯舘には森永さんという学校の先生がいた。これ村長に

伺っておきますけれども、やっぱりてこ入れが必要だと思います。教育長も、村長も

教育長を何年かされておりますので、内部だけでなく外部からも見ていたと思うんで

すけれども、この最大限はてこ入れだと思うんですけれども、そのてこ入れ、人材は

どうするのか。あと指導者はどうするのかということを、まず伺っておきます。

以上、お願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えをいたします。

まず、決算関係での監査委員のあり方ということでございますが、今までは今回や

っているような状態で審査結果を述べて退席としてということでございました。私の

ほうでお願いを、これからお願いをしたいと思っているのは、来年度の決算議会につ

いては当初予算の時の、当初の３月議会と同じように、決算内容をもっと詳しく審査

いただくということも含めて、委員会方式にしていただけないかということのお願い

は考えとしては持っております。そういうこともありますので、これから監査委員が

議会の中でどのようにいていただくか等については、議会のほうと今後協議をして、

来年度について、そのように協議の結果に基づいて決めていきたいというふうに考え

ております。いずれ近いうちに、そのお願いをしたいというふうに考えております。

それから、執行成果の３４ページですね。広域バス関係でございます。これは今、

現在玉井のみ走って大山が走っていないということでございますが、私も歴史的な経

過ですね、これね。二本松駅前から循環バスが走って、大山地区唯一走っていました

が、あの時点での大山地区についてはバスが走っていなかった。それは、多分福島交

通、企業ですから、連担した住宅がなかったと、県道沿いにですね。ですから、バス

を運行しても多分利用者がいないというふうに民間業者、福島交通が考えて、多分あ

そこ、大山地区についてはバスを運行しなかったんだろうというふうには考えており

ます。ただ、再三申し上げているように、これから高齢化に向けて足の確保というの

はどうしても必要な部分でございます。ただ、今、二本松と本宮と共同で生活バスを

玉井地区運行しておりますので、その辺は大玉のみの考えで廃止したりということも

できない部分もあります。岳温泉までも行っていますし、駅前まで行っておりますの

で。この辺は本宮、二本松と協議をしながら、そして大山地区の公共交通システムを

どうするかということについても十分に検討していきたい。ただ、玉井地区のバスを

見ていますと、本当に乗っている人が少ないですね。ですから、大山地区、今運行し

たときにどの程度ということも含めて、その総合的に福祉バスとかスクールバスとか、

そういうものも含めてどういうふうにバスを運行するか検討させていただきたいと思

います。
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それから、１５７ページのふくしま駅伝。これ関わってまいりました、教育長とし

て関わってまいりました。大変十何位までいったときもありますし、合併してほかは

人が増えたから下がったんだとは言いたくありませんが、現実的にはそういうことも

あろうというように考えていますが、あの選手のがんばりを見ますと、成績うんぬん

は言えないと。本当にたすきをつないで、そして１年間練習して、その結果がこの順

位ですので、これはよしとして受け入れるということできました。ただ、少しでも順

位を上げていただければ大変うれしいということもありますので、指導者の問題、確

かに能力は変わりないと思いますので、指導者をどう確保するかということも大きな

問題になります。いないんですね、実際。大玉中も指導していただける方というのは、

選手の中の秋義君、伊藤秋義君が走りながら監督をやっていると。そういう状況の中

で、選手兼監督、コーチということでがんばっていただいているので、私は今のとこ

ろそれはがんばっているなという評価をしていますが、確かに指導者の問題というの

はありますので、てこ入れとしていちばん早いのは優秀な指導者を招へいするという

ことですが、ふくしま駅伝のためだけに外部から招へいしてお金をかけるというのも

なかなか難しいなということで、これは教育委員会とか実行委員会がありますので、

十分相談し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） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

まず、成果報告書の５ページのほう関連。財政力指数０.３４３、この財政力指数

でありますが、これについては一般的なといいますか、理論的なといいますか、この

算定の基礎となるものは交付税のほうの算定であります。交付税は基準財政需要額、

基準財政収入額、これらを算出する方法としては、人口１０万、面積１００キロ、こ

ういうのを基準としたモデルの市町村に対して大玉村の人口、それから道路の面積と

か農家数とか、いろんな指標があります。それらを、人口１０万、面積１００キロの

市町村がこれだけかかるのに対して大玉村はこれだけ多い、少ないというような形で、

基準財政収入額をはじき出します。それから、基準財政収入額については、納税義務

者とかいろんな形での基準財政収入額、前年度実績に基づくものもあります。そうい

う意味で、基準財政収入額を算出します。その差が交付税というような形で交付され

ます。その差がマイナスになる場合には、逆に不交付団体というふうになるわけであ

ります。基準剤需要額を分母に基準財政収入額を分子に割り算をすると、その割り算

が今回大玉については０.３４という形であります。この割合、収入額が増えれば増

えるほど１に近づく、１になれば不交付団体と、そういう意味での基準財政収入額と

いうふうな算定が、財政力指数の算定がそういう形でされるんだなということで、ご

承知願えればと思います。

それから自主財源、依存財源、これについては実績であります。その年の決算にお

いて、自主財源、これについては自分の力、結局自分たちの各自治体の条例とか、そ

ういうもので取れる税源、財源、そういうものを自主財源。例えば村税、それから繰

越金はぜんねんどの繰越金ということになりますから、繰越金。その他、分担金、負
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担金、これらについても条例で分担金条例、負担金条例で通る。使用料、それらにつ

いても同じ。財産収入、こういうもの。自前の財産とか自前の条例等で取れるもの、

そういうものが自主財源と形になります。それに対しては、依存財源。これについて

は、交付税でありますとか、そういう形で国、県支出金、そういうものが依存財源と

いう分け方になると思います。

次に、２４ページになりますか。２２ページですか。地方債の状況であります。地

方債については、ここに記載のとおり、一般会計については３９億４０００万程度の

２４年度末の残高があります。更に、農業集落排水事業、公営企業の公費的でありま

すが、これについても９億２７００万程度の地方債の残高がございます。それに水道

事業、これについても９億２９００万程度の地方債の残高を抱えております。併せて

債務負担行為、これについてはあだち福祉会が行っている介護福祉専門学校とか特別

養護老人ホームの建設、それに対する補助金を将来約束しております。これについて

も、債務負担行為というような形で地方債に準ずる支出、負担ということで、これに

ついても通常は地方債とはいいませんが、これも一緒に数える。将来、負担比率の算

出等については、これらについても入れると。併せて、安達地方広域行政組合、これ

についても大玉村分としてカウントされているのが１億７,５００万程度ございます。

これらを合計いたしますと、一般会計、特別会計、債務負担行為、安達広域これらを

含めますと６０億２,８００万円程度の地方債、あるいは将来負担という形での残高

を抱えているというふうに言えることができます。

続きまして、２４ページの中段、特殊建築物定期調査。特殊建築物というのは、建

築基準法でいう種類ですね、用途ですね。ある程度の用途。不特定多数のものが出入

りする施設であるとか一定面積を超えるもの、こういうものを特殊建築物と称します。

本村でいいますと、学校関係、それから保健センター、改善センター、民間でいう陽

だまりの里、こういうものが特殊建築物というふうになります。この建築物について

は、平成２０年から建築基準法の大幅改正がありまして、役場等も含める公共建築物

については毎年建築物の定期調査をしなさい、毎年報告をしてくださいと。それから、

３年に１ぺんについては、設備等の調査もしなさい。１０年に１ぺんについては、外

壁とか屋内消火栓がうまく使えるか、防火扉が作動するかどうか、これらについては

専門メーカーを呼んで専門メーカー立ち会いのうえに作動状況を確認しろと、こうい

うふうな厳しい状況にございます。今回の５２万５,０００円については、特殊建築

物等で外壁と屋内消火栓、これらの調査という形に要する費用ということで、ここに

計上しております。

２５ページの公有林、二本松苗松３８９－１、２０町歩ほど公有林を保有しており

ます。これにつきましては、岳道路の苗松の下に二本松市の別荘、住宅があるのはご

存じかと思いますが、その辺からのぼると。大玉村の皿久保近辺から見える斜面、あ

の辺一帯が公有林というふうになっております。これについては、旧大山財産区の公

有林、大山財産区用地ということで、昭和の終わりぐらいに大山財産区を廃止して大

玉村に編入するということで、大玉村公有林として現在加入しているものであります。
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以上であります。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。

４０ページ。道路除染の効果のお尋ねでございます。今回の道路除染については、

本格的なものではございませんで、線量低減化事業、地域で行ったものとジョイント

で組ませていただいた事業ですが、道路に関しては空間線量というよりも、その１セ

ンチの所での低減率が６割から７割と、たまったところを取っていますので主に路肩

を中心にした除染でございます。５キロで約５０袋ほどの土砂を回収し、村で造った

仮置き場のほうに搬出しております。

続いて８４ページ、景観条例に基づく届出の件数７件でございます。まず、建物１

件、これは建物に直接看板ではなくてペイントする。これ土井鋼材の１件と、それか

ら看板２つ、それから携帯電話の鉄塔ですね、これが４件の７件ということでござい

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。

５７ページ、社協職員等の数ということでございますが、社協職員、それから児童

クラブ職員、合わせまして７名、そのほか臨時職員５名ということになります。

それから６１ページ、特定障がい者ということですが、これは知的障がい者という

ことでご理解いただきたいと思います。

それから６８ページ、保育所の待機者ということですが、０歳児のみ待機者がおり

まして３名ということでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに、４２ページですが、牧草地の除染の関係で

２２８ヘクタール除染ということで、反転耕により２４年度実施しました。それによ

って、今年の一番草を各農家の面積割によって放射性物質の測定を行いましたが、本

村につきましては、基準の１００を超えるものはございませんでしたが、５０とか

６０ベクレル出ている農家もございます。そういった関係で、特に酪農関係につきま

しては、その酪農組合で自主的に基準を設けて、どうしても酪農の場合は生乳に出や

すいということで、独自の基準を設けた中で牛に給与できないという状況があると聞

いております。再除染の考え方でございますが、本村につきましては先ほどのとおり、

基準を超えるものはございませんが、隣の二本松では１００を超えるものが数件出た

ということで聞いておりまして、それらの再除染とか、特に牧草地につきましては石

が多くて反転耕ができないとか、あと傾斜地で除染事業ができないという部分につき

ましては、今後国のほうから、それらの除染方法について方針が示されるということ

で聞いております。

続きまして、１２１ページのナラ枯れの関係でございますが、ナラ枯れにつきまし

ては、全国的にはカシノナガキクイムシということで、木の中に虫が入って中を食べ

てナラが枯れるということで、それらの症状につきましては、木の周りに木くずが出
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るのでカシノナガキクイムシの被害だということでございますが、本村につきまして

は、県のほうの林業専門の職員に今現地調査をしていただきましたが、そのカシノナ

ガキクイムシの被害ではなくて、蛾の幼虫が大量発生して葉を食べて、いわゆる枯れ

ているような状態になっているということで、これらの対処法については、いわゆる

防虫剤を散布するのがいちばんだということでございますが、ただ残念ながら、いわ

ゆる航空防除のような、そういう大規模な防除につきましては自然環境保護上難しい

ということで聞いております。

続きましてハクビシン、同じページの有害駆除の中のハクビシンでございますが、

ハクビシンの被害につきましては、各農家からトウモロコシをはじめ農産物の被害が

出ているということでは聞いておりますが、それらは各農家が、例えば忌避剤という

ことで木酢液とか、あとネットとか、自主的に各農家が被害防止策を講じているとい

うことで、直接駆除隊のほうに駆除の要請がなかったということで、この執行成果の

欄には出ておりません。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ７番議員さんにお答えをいたします。

１３９ページ、特別支援教育支援員の配置のその必要性でございますけれども、ま

ず、知的、あるいは情緒障害等を持たれる児童等につきましては、その就学につきま

して就学指導審議会、これは本宮市と、それから大玉村の全学校、それから教育委員

会の関係者で審議をするわけですが、そこで特別支援学校にその子どもについては行

くのが適当、あるいは特別支援学級、学校内に設けられた学級に所属することが適当

かというふうなまず審議をいたします。そのうえで、保護者の方々と就学相談を行い

まして、保護者の希望を最大限に尊重して、その子どもにとっていちばん良い形での

就学はどういうことかということでの相談がなされます。そうしたうえで、それぞれ

の子どもについて学校内の特別支援学級というふうなところに所属する、あるいは、

普通学級を希望したいというふうな親さんもございます。そのような形になっていく

わけでございます。それについて当然、情緒障害、あるいは知的、肢体不自由という

ふうな部分もございますので、学校内における安全を確保するということから、支援

員を配置しているという内容でございます。教育基本法４条でありますが、第２項に、

地方公共団体は障害のあるものが、その障害の状態に応じ十分な教育を受けられるよ

う、教育上必要な支援を講じなければならないと規定してございます。これらに基づ

く支援でございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。

１１７ページ関係でございますが、三ツ森ため池の災害復旧に関しましては、県北

建設事務所が（不規則発言あり）県北建設事務所が事業実施主体となって、現在災害

復旧工事を実施していただいております。七瀬地区に対しての復旧方法の説明時にお

きまして、七瀬地区から出された要望につきましては、ハザードマップ、いわゆる浸

水区域想定図を示していただきたいという件と、あと、いち早く危険を知らせる防災
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無線の整備ということで要望が出されているというふうに聞いております。防災無線

に関しましては、防災無線がいいのか、それとも別な方法があるのか、あと設置費、

維持費、メンテナンス、そういった部分も含めまして現在、県北農林事務所、土地改

良区等で検討している状況でありまして、最終的にこれがいいということでの決定、

お示しはしてございません。今後そういった形で整備はされていくのかなというふう

に考えてございます。以上でございます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後３時５分といたします。

（午後２時４９分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後３時０５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 再度質問したいと思います。

今度は、ちょっとボリューム少なくなったんですけれども、まず、村長が来年度の

こういった決算においては委員会方式をとっていくということで、一歩前進したとい

うような答弁をされましたので、是非やっぱり我々の見える範囲で明確な決算をした

いと思いますので、その旨よろしくお願いをしたいと思います。

次に、自主財源についてでございますけれども、自主財源がやっぱり本来の自主財

源であって、それ以外は依存財源になるわけでございますけれども、監査委員も指摘

しておりますように、自主財源は２７.８％と前年度より４.１ポイント下がったとい

うことでございますけれども、やはり今年度のこの決算の数字では７０億ですね、こ

れ除染関係約２０億含まれておりますので、更に今次の議会で補正を組みますと、一

般会計が９７億くらいになるんですね。そういった関係上、ますます来年度以降、依

存財源が増えると私は思うんですけれども、そういったことについての何か留意する

点があれば、当局に伺っておきたいと思います。

あとは地方債、２２ページですけれども、先ほど当局から明確なる答弁をいただき

まして、現在、正直な話、村としての借金は６０億２,８００万円ほどあるんだとい

うことでございますけれども、こういった隠れた数字が村民に知らされていないとい

うのが実態なんです。私も昨日の一般質問で言ったように、私もちょっと夏場、果樹

関係売物がありまして、ある方から、大玉村はなぜ合併しないんだと。財政が豊かな

んでしょうと、いやいや違うんだと、昨日言ったように。ほとんどの人が合併はなぜ

しないかとなると、ここに持ってくるんです。そういったことで、やっぱりどこで公

表するかなにかこれ、どういった手段は当局で選べばいいでしょうけれども、私は率

直に聞かれれば、議員としての立場で、このくらいの借金はありますというふうに公

表していかなければならないと思います。豊かな村、大玉村、そうばっかりは言って

おられませんで、大いなる田舎ですので、愛知県の豊田市や東京都のように依存財源

率ゼロの自治体もあるわけでございますので、そういったことを、やっぱり村民にど



- 141 -

ういった形で知らせていかなければならないというふうに疑問もありますので、再度

この点について当局に伺います。

４０ページ、原発関係です。先ほど道路除染をして、どのような結果が得られたか、

効果が得られたかというふうに当局に伺いました。道路除染の場合は、地面そのもの

を測るそうで、ちょっと路肩に草などありますとすぐ戻ってしまうんだということが

聞かれておりますので、事実私たちも１キロくらい地区の除染をした経過があります

けれども、やはりこの点については、原発に近い相双地区、これ７町村とか８町村あ

りますけれども、そこばかりでなくて、やはりこの直線で６０キロ、７０キロ離れた

中通りにおいても部分的にはこれホットスポットというように高いところもあるわけ

で、村内、大山の東部地区の人が今仮設に１５人か２０人も避難しているんだという

ことも実際の数字ですので、やはり村長にも伺いますけれども、富岡や双葉や大熊だ

けでなく、やはり我が大玉村にもホットスポットがあって再除染は必要なんだと、そ

の辺の数字的な、計測的には当局がやってて、やっぱりその声を高くしていただきた

いというふうに思って再質問したいと思います。

次も、やっぱり４２ページの牧草関係でございますけれども、当局が言うように、

普通の食べ物であれば１００ベクレル以下ながら、これ法律上、政府の数字でござい

ますので食べられます。しかしながら、乳製品、毎日これ飲むものであって、特に水

分を含んでいるものだから、５０ベクレルという環境省からの法律なんですね、これ

も。そういったことで、非常に今酪農家はいろいろ補償問題ではそれなりにお金は東

電から入ってくるそうですけれども、今月の会計はやっぱり今月の末にしてもらいた

い。しかしながら、今月のデータを積み重ねて来月の支払いの手続きをして、入って

くるのは２～３か月だということでございます。そういったことで、やはり本来であ

れば自前の牧草をいくらでもくれて、購買飼料を少なくして収入にいくらかでも転嫁

していくんだというのが必要だと思いますけれども、先ほど当局が言ったように、石

があって除染できないとか、傾斜がきつくて除染はできないんだということもあるそ

うでございますけれども、この再除染、やっぱり表土剥いだり、そういうことをしな

ければ私はだめだと思うんです。ゼオライトを入れたらとか、今年は発芽米に塩化カ

リ入れたそうですけれども、塩化カリ入れたくらいで、あれは逆にセシウムを呼び込

むだけであって、やっぱり表土剥ぐというのが大前提だと思いますので、その点伺っ

ておきたいと思います。どういう方向に思っているのか、伺いたいと思います。

あと、三ツ森池の関係、１１７ページですけれども、当局によりますとハザードマ

ップをまず作って、そういった無線、どういった無線式になるか分からないけれども、

そういった要望があると。１つ例として、旧長沼町に藤沼湖というのがありまして、

ここで何名か、この地震で堤防が破壊して犠牲になったんですね。私は、しょっちゅ

うあそこを通って大内塾に親戚がありますから行くんですけれども、そうしますと、

こういった事故が起きてはいけないし、事故が起きた場合、これ非常に難しくて、こ

れ造ったのが昭和初期か大正時代か分かりませんけれども、県で造ったのか大玉村の

旧玉井土地改良区が造ったのかわかりませんけれども、管理はこれ大玉村の土地改良
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区がしているということになりますと、村もこれ関係あります、県も関係あります。

あとその他の団体として土地改良区もあるわけでございますので、責任のなすりつけ

も発生する場合がありますので、的確にやっぱりこういったものは、これだけの資金

の中で造らなければならないというふうな理由もあるわけでございますので、やっぱ

り七瀬地区の要望に応えながら、安全第一の下に進めていっていただきたいというふ

うに思っています。

あと、１２１ページのナラ枯れでございますけれども、非常にこれ困った問題だな

というふうに思っているんですね。多分、枯れたナラは切って株だしだのはならない

と思うんですね。私も見てきたんですけれども。やっぱりいろいろな団体があって、

全面散布というのは今は環境関係の団体があって無理だと思いますけれども、これ立

ったままでおくのか、松みたいに伐採することを今後考えているのか、伺いたいと思

います。

あとは、先ほど話にありました１３９ページの特別支援のことでございますけれど

も、やはりこれらについていろいろ私も、今回も総務は文教かかっておりますので、

かつて厚生文教のときにこれらのことについていろいろな方と話をした経緯がござい

まして、やっぱりいちばん強い意見というのは親の意見なんですね。親のやっぱり倫

理的なエゴがあって、どうしても健常者と同じ学校で学びをさせたいというのが第一

にあるそうなんです。しかしながら、これ迷惑を被っている生徒の親っていうのは、

これ口に出せないんですね。しかしながら、生徒の心情というのはあるというふうに

私ははっきり聞いているんです。１人のために３００万、４００万の金も使いますし、

それがいいか悪いかは別としてですね。先ほど言ったように養護学校がなぜあるのか、

この観点から、例えば、やっぱりこういったことに、村でこの金を出さなければなら

ないというふうになっておりますので、その点について今後検討課題となると思いま

すので、その旨、再度質問したいと思います。

最後に駅伝関係。村長も言ったように指導者というものを、走る人材というのは、

これ村内からの人材でございますので、合併で村も少なくなった、村も少なくなって

弱いところの村が合併して強くなったという関係もあると思うんですけれども、やっ

ぱり指導者だと思うんです。これ学校の先生をポンと連れてくればいいわけであって、

何も村職員にしなくても４～５年は先生方がいると思って、そういった一工夫ですね、

今後あるのかないのか伺っておきます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○議長（佐藤 悟） ７番議員さんにお答えを申し上げます。

まず、大玉村のホットスポットの再除染ということについては、今回の知事との懇

談会で２つだけ詳しく説明をしなさいと、あとについては、これとこれとこれという

ことで、要望した中は山林の除染、それから再除染、いったん終わったものでも再除

染が必要なものについてはやるように国に強く求めてほしいという要求をして確認を

してございます。これは当然のことでございますので、今後も要求をしていきたいと

いうふうに考えております。
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それから、ふくしま駅伝につきましては、今、大玉中学校には陸上の先生が１名来

ております。ただ、これは部活のほうの指導で夕方までずうっとやっていますので、

通常ふくしま駅伝は部活は部活、中学生は中学生で別に練習しているんですね。一般

は一般ということで、時々合同練習をやっていると。部活の先生は、中学校の部活の

指導があって陸上全般を指導しているので、なかなかふくしま駅伝の指導というふう

には回ってこれないという現実があります。先ほど言いましたように、常時指導者を

連れてくるというのもなかなか難しいので、去年は佐藤敦之さん、中部電力にお願い

をしました。スポットで指導してくれないかと。日程が合わなくて来れなかったんで

すが、これから、そういうふうに外部から有名指導者を、福大の先生とかスポットで

来ていただいてやることは多分可能だろうし有効だろうというふうに考えております

ので、教育委員会のほうでその辺を検討いただくようにお願いをしたいと思います。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

まず、成果報告書の１０ページを改めてお開き願いたいと思います。１０ページに

ついては、歳入の自主財源、それから依存財源別に円グラフというような形で表示し

てきました。これを一つひとつ分析してみますと、自主財源である村税、これについ

ては昨年度については家屋の震災残価率適用ということで１億円ほど税の減収があっ

たということで自主財源がそれだけ減っている。逆に依存財源でありますが、地方交

付税、収入額が減った分、地方交付税でその分多く見られたと。更には震災復興特別

区交付税等もありまして、地方交付税は例年より増えている。それから県支出金につ

いても除染対策交付金２０億程度、これについても丸々増えている。国庫支出金、地

方債については、大玉中、大山小の耐震改修、これらについて例年より膨らんでいる

ということを踏まえますと、昨年度の自主財源比率が２７.８、通年でありますと大

体この数字が５割程度となろうかと思います。これについては、留意する点があるの

かというご質問でありますけれども、自主財源、これが多いに越したことはありませ

ん。自主財源を確実に増やす、そして確保するというような手法が必要になるかと思

います。先ほど税務課長のほうからもありました。徴収率の向上、これらについても

貴重な財源ということを踏まえて、徴収率の向上等の自主財源の確保、これは大事な

点であろうと思っております。それから依存財源を財源として行う事業、これらにつ

いて極力自主財源を少なくするような手法、こういうのも留意していく点だろうとい

うふうに考えております。

続きまして、２２ページの公債費関係でありますが、公債費すべてで６０億という

ようなお話をさせていただきました。別に隠れた数値でもありませんし、常に公表数

値であります。ちなみに国でいいますと、今年の６月か７月で１,０００兆を超えた

ということで、これは国民１人７９２万円、福島県においても普通会計で１.２兆円

の地方債の現在高がございます。一般会計だけで県民１人当たり６２万３,０００円、

恐らく特別会計も含めるとこの倍ぐらいの数字になるのではないかというふうに考え



- 144 -

ております。その点、大玉村においては１人あたま７０万程度にはなりますが、これ

については福島県市町村の中のレベルとしては、かなり低いレベルということが言え

るかと思います。また、この６０億のうちの２０億程度、これについては、本来は交

付税として交付されるべきもの、これを国の財政難ということで自治体が自ら借り入

れると、臨時財政対策債という名前は書いてありますが、そういうものも含めたうえ

での６０億というような形になっております。これについては、毎年５月、１０月、

条例に基づきまして財政状況の公表、更には健全化判断比率という形で公表しており

ますし、私どものほうもいろんなサロンとか、そういうものにお呼ばれします。そう

いう場所でも、じいちゃん、ばあちゃんたちに、これだけ大玉村は借金ありますよ、

１人当たり６０万程度ありますよというようなお話もさせていただいております。将

来負担比率については、算出方法については、一般会計の地方債残高、それから農集

排、下水、上水、それらにかかる一般会計が負担すべき地方債残高、広域行政組合で

もっている残高、それから、役場職員が退職したときに支払うべき退職金、こういう

ものも全部含めて将来大玉村の負担がこれだけになると。それと逆に、今大玉村が持

っているお金で返済できるかどうかというような比率が、将来負担比率として示して

おる数字であります。これらについても全く問題ない数値ということになります。こ

れらについても、公表の形で漏れなく報告しておりますので、そういう面についても

併せてご理解いただければと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに４２ページ、牧草地の除染の関係で、いわゆる

石が多いとか急傾斜地で反転耕による除染ができないとの、その辺の対応でございま

すが、実は２か月ほど前に国の除染の、牧草地の除染の担当者が二本松市と大玉村の

該当するような牧草地、大玉につきましてはグリーン牧場の牧草地を、現地を見させ

てくださいということで来たところでございますが、現時点では石が多いところはス

トーンクラッシャーということで、小さい石ですと砕きながら除染をすることも可能

だということで、ただ大きい石についてはなかなか難しい点があるということで、そ

れら国の担当のほうも現地で調査して、今後これらの除染の方法については方針が示

されるものと思いますので、それらの方針が示され次第、対応してまいりたいと思い

ます。

続きまして、１２１ページ、ナラ枯れの件ですが、カシノナガキクイムシによる被

害ですと、松くい虫と同じように伐倒駆除というのが駆除の方法でございますが、本

村のナラ枯れについては蛾の幼虫が葉を食べて、それらによって枯れたような状態に

なっているということで、県の専門の方に聞きますと、すぐに木が倒れるようなこと

はないんですが、このような状態が長年続くと木が枯れる恐れがあるということで、

今後については、それら専門家の方々の意見を聞きながら対処してまいりたいと思い

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。
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１１７ページ関係の三ツ森ため池の関係でございますが、先ほども申したとおり、

ため池の災害復旧に関しましては、無線及びハザードマップを設置してくれという中

身でございます。それについては先ほど申しましたとおり、どういったものを、防災

無線という要望でございますが、長所もありますし短所もございます。ですから、防

災無線を含めてエリアメールというような話もありますし、そういったものの方針を

まず七瀬地区のほうに示させていただきまして、同意を得た段階で設備を設置してい

くというような中身で話を聞いております。なお、そうなった場合につきましては、

当然設置費用、メンテナンス費用等、改良区の負担が増すということで、新たな財政

支援を村に要望するというようなことも考えられますので、そういった部分について

は、やはり三ツ森ため池、７２万立方の貯水量がありまして、その８割がいわゆる玉

井地区のほうの給水に充てられてございます。そういった状況を鑑みますと、そうい

った費用の後押しも必要になるのかなというふうに考えておりますので、具体的にな

った段階で七瀬地区の了解を得ながら設置というような形になっていくと思いますの

で、現段階についてはこうなりましたというような答弁はできないような状況でござ

いますので、ご了解いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ７番議員さんにお答えをいたします。

１３９ページ、特別支援教育の支援員の関係でございます。先ほども説明申し上げ

ましたが、就学児童審議会において養護学校適、それから特別支援学級が適というふ

うな、それぞれの判断がなされます。その中で、現在のところ養護学校適ということ

で判断されながら、村内の学校に通学されているというような事例はございません。

それぞれ養護学校等に通学をされているという状況です。こちら支援員配置しており

ますのは、特別支援学級適ということで各学校の中に設けられました特別支援学級で

学んでいる子どもたちにということでございます。この特別支援教育の支援員でござ

いますけれども、その配置につきましては、毎年、翌年度のこの支援員の配置につい

て各学校の特別支援学級の担当者、あるいは教育委員会担当者、それから村保健師、

スクールソーシャルワーカー等が集まりまして特別支援配置の検討会ということで支

援員の配置について翌年度の配置を検討しているところでございます。これらの内容

を通して、より適切な支援員の配置に努めてまいりたいというふうに考えてございま

す。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） 何点かお伺いします。

決算書から、８ページの歳出の中で、総務費の執行率７０.４％と大変低いんであ

りますが、この状況について、まずお伺いいたします。

それから成果報告、まず２４ページのバス借上料、これ２０３万２,６００円あが

っています。教育関係でも中体連なんかでも１１０万ほどあがっていますし、そのほ

かでも、だいぶあちこちでバスの借上料あがっています。前に、これは費用対効果と

いうことでありますが、バスが今うちの村にはなくて、結局こういう形になっている
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わけでありますが、運転士の確保とか、その辺も含めまして、費用対効果について検

討なされているのか、その点伺います。

それから３６ページ、ふるさとの伝統的施設等復旧事業、これ震災による被害につ

いてのことなんだと思いますが、様々なかたちで政教分離とかなんかいわれておりま

す。場所、どういうところが今回やったのか、その補助割合、どういう形で補助して

いるのか。また、今後もこういう場所何か所かあるのか、発生する状況なのか、それ

伺っておきます。

それから４４ページ、税務事務の管理運営のところで、納税貯蓄組合、これは我々

総務委員会の中でも当時何度か議題に載ってまして、当時の課長からいろんな話し合

いの結果、段階的に廃止の方向にするというようなことを受けております。加入率、

これ３１％ということで、ただ、いまだに１世帯あたり３００円なんていう交付金み

たいなのはやっている状況なのか。そういうものの意味とか、何の意味があるのかと

いうことで、だいぶ議論になったことでありますので、これは現場の課長に、本当に

必要性が認められるのか、もちろん費用対効果も含めまして、この納税組合の必要性、

改めて伺っておきます。

それから８３ページ、子宮頸がんワクチンの接種についてでありますが、これは２

３年度、２４年度の接種率の実績が挙がっております。これは様々な角度から問題に

なったことと思いますが、現在の指針、どういう方向性でやっているのか、今後の対

応をどう指導していかれるのか伺っておきます。

それから、９３ページの人間ドックの受診者なんでありますが、これらのドックの

受診率は、ご覧のとおり２６％とか３６％とか低いんですが、ただ気になることは、

その後、更に要精検の通知が来ていながら、その後の受診率本当に低いんであります

が、これ指導方法。これではあまりに人間ドック受けても、それこそこれほどの金か

けて結局要精検の通知来ても受診してない。これはちょっと問題でないかと思ってお

ります。これの実態についてと、これでいいというお考えなのか、その点伺います。

それから、１１２ページの農地利用集積計画なんですが、この実態なんであります

が、これ一般質問でもだいぶ話が出たことでありますが、認定農家のほうからは、ど

ういう希望で出ているのか。また、これ農家の中間管理機構、農業公社のようなもの

であると思いますが、そういうところから、どういうまとめ方をして、どういう形が

実態、実態について伺いたいのであります。

それから１４９ページ、図書館の事業なんでありますが、これは前の村長から特に

読書の奨励については特に進めなきゃならないという施策だったと思います。ところ

が、これ見ますと利用率の減少が進んでいます。政策的にどういう指導をなされてき

たのか、何もしなかったのか、その辺伺っておきます。とりあえず以上。

○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。

まず、決算書のほうの８ページ、総務費関係の執行率が低いと、７０.４％という

ような形になっておりますが、これは翌年度繰り越し、主に除染というような形にな
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ろうかと思いますが、翌年度繰り越しがあったということでの執行率の低さ。ただ、

翌年度繰越分についても執行というふうに見れば、総務費全体では９２.２％という

ような形でみることができるかというふうに考えております。

それから、成果報告書のほうの２４ページのバス借上料２０３万２,６０３円、こ

れにつきましては、平成２４年度で中型バスを廃車いたしました。２０年以上経過し

たバスであります。年間維持費が７０～８０万かかるというようなこともございまし

た。それから運転手の維持費としては当然職員でありますから１,０００万円以上か

かると。これらを踏まえまして、運転手も２５年度、２６年度以降はいないというこ

とも踏まえまして、２,０００万以上かけたバスを新たに購入したほうがいいのか、

それとも、こういう形のほうがいいのか、いろいろ比較検討しました。２４年度にお

いてはまだ運転手がおりますので、運転手が日中使う場合にはレンタカーを借りて、

運転手付きでバスを運行すると。土日については、借り上げ、そのまま全部借り上げ

るというような形で現在運用した結果、２４年度については２００万程度が予算を計

上、決算的にはこういう数字になったと。２６年度以降については、人件費もかから

ない、バスも持たないほうが維持費相当分も節約できるという形で、費用対効果を十

分計算のうえで、こういう形で運行しているわけであります。

続きまして、３６ページをご覧いただきます。ふるさとづくり事業関係のふるさと

の伝統的施設等復旧事業であります。これにつきましては、大石の大石稲荷神社、そ

れから茱塚の稲荷神社、この２つの神社に震災による復旧というような形での助成金

を交付しております。交付率は、補助率は４分の３ということでございます。これに

ついて２４年度で一応この要綱については打ち切りというような形では進んでおりま

すが、その後についても実はうちの方の神社がやられたんだというような話は現在も

聞いております。今、２件ほど協議中のものもございますが、その中身、十分検討し

たうえで、補助率４分の３が適当なのかどうなのか、震災による損傷がどの程度ある

のか、その辺を見極めまして対応していきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。

成果報告４４ページになります。上段の納税組合の必要性、費用対効果ということ

でございますが、この報告書に記載のとおり、今現在、運営補助としまして５３万６,

７００円ということで、６０組合に対して各組合に５,０００円、７８９世帯に３０

０円ということで支出しております。これにつきましては、前課長よりも引き継ぎし

まして、納税組合の必要性について今現在、検討しているところでございますが、組

合の推移としましては１０年前から比べますと１３組合ほど減っていると。口座振替

の関係につきましては、組合の中ではそれぞれ村県民税が５１％、固定資産税が７１

％、軽自動車税が５８％ということで、だいぶ半分以上口座振替は進んでおります。

これが更に加速すれば、２番議員さんのお話のように組合の必要性が更に疑問視され

るのかなというふうに考えております。前回の農事組合連合会の総会の際に、その辺

のことを一応組合長さんにそれぞれお話ししまして、組合長さんも毎年替わる組合も
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ありますので、なったばかりでいろいろ言われてもというような話も出ましたので、

ここ何か月か時間を空けて、それぞれ組合の中で集まりがあったりした場合に、今後

どうしたらいいか、村のほうとしまして単純に費用対効果ということになれば、この

５３万６,７００円、全部郵便振替にすれば約このぐらいの金額で郵便振替はできる

というような試算にはなっております。ただ、それらのこれは８０円の切手代だけを

計算したものでありまして、それらの人件費等を計算すれば、これよりももう少し金

額はかかってしまうのかなと。期別ごとに切符を組合長さんにお願いしたりして、そ

ういった利便性を図らせてもらっている部分がありますので、本来であれば村として

は残していただければ助かるなというような状況ではございますが、先ほどお話しし

たとおり口座振替等が進めば、その存続も疑問視されますので、それらを次回の３月

末の、今年度末の納税組合貯蓄連合会の総会がまた開催される予定になっております

ので、それまでの間に様々な意見、それから要望等を集約して、この存続について検

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） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。

８３ページ、子宮頸がんの今後、指針ということでございますが、子宮頸がんにつ

きましては、本年の４月から定期予防接種化されたということでございますけれども、

副反応の問題で積極的な勧奨を控えるというような状況が続いております。なお、こ

れにつきましては、国の予防接種検討部会、ここで今後の方針等も含めて検討中とい

うことでございますので、いずれ指針が示されるものというふうに思っております。

今後につきましては、その方針に基づいて対応していきたいというふうに考えており

ます。

それから９３ページ、別表第６でございますが、この部分につきましては、骨粗し

ょう症検診で人間ドック受診者を除くということでございますけれども、人間ドック

の受診者は含まれていないという中ではございますが、確かにその受診率等は低いと

いう現状がございます。一般健診も含めて検診を行った中で、要精検ということにな

った方については、病院からもそうですけれども、村の封筒が一緒に入っていくよう

になっています。再検査を受けた中で、その結果も村にいただくというようなことで

健診をしております。再検査をしない方については、後日通知を差し上げる、連絡を

取るというようなことで再検査を促すような処置を取っておりますが、骨粗しょう症

というようなことで、誰でもあるみたいな、そういう感覚の方が多いのかなというふ

うには思いますが、今後、啓発をしてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員に、１１２ページの農地利用集積計画の実態というこ

とでございますが、現時点では高齢化等によって農業を離農する場合は、本村の場合

はある程度一定規模以上、５ヘクタールとか１０ヘクタール以上の農家が、いわゆる

それら貸し手、借り手が決まったものを利用、集積計画を策定して利用権を設定する



- 149 -

というのが実態でございますが、それら大規模の農家についても今後は、いわゆる限

界が近づいているということで、先ほど国で考えている農地中間管理機構の中で、い

わゆる貸し手が白紙委任にして、それら公募等も含めて中間管理機構がそういう農地

の集約を図っていくということで、実態については現時点では、貸し手、借り手が決

まった段階でこれらの利用権設定が行われているという状況でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ２番議員さんにお答えします。

１４９ページ、大山公民館のと図書用状況と、減少ということでございますが、子

どもたち、以前は学級文庫ということで大山公民館の本を学校のほうに持っていって

貸していたということはあったんですが、最近その事務を執っておりませんでした。

その部分もありまして減少しているのかなというふうに思っております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） １１２ページの農地利用集積計画、これは今、確かに課長の言うと

おり大変な状況だと思います。ただ、村としてこういうふうな方向性というものをや

っぱり確立しておいていただきたいと思うんですよ。こういう形で、農業委員会の方

とも何度か話したことありますが、結局こういうことで認定農家はがんばっていける

んだというようなモデルプランとまではいいませんが、それぐらいの施策の１つの柱

を大玉村で、これぐらいあるのをこういう形でやれるんだというものをやっぱり作っ

ておいて、そういう指導方法で農地集積を進めていっていただきたいと思います。そ

ういう考えがあるかどうか１点伺います。

それから、図書館について。別に大山に限らず、ふるさとホールもだいぶ減少して

いますよね。だから、そういう問題じゃなくて、もっと啓発とはいいませんけれども、

その辺どういうふうに考えているのか。多分前村長は読書に対して、だいぶ力説され

ておったと思いますが、その辺が伝わっていないんじゃないかなと感じていますので、

もう一度改めて。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、１１２ページの農地集積の方向性ということ

で、いわゆるモデルプランにつきましては、現在も認定農家になり得る、いわゆる基

準、モデル、いわゆる年間の稼働時間とか所得の目標とか、それらのモデルのプラン

については現在もございます。ただ、認定農家そのものについても、ある程度一定高

齢になっている部分もございますので、将来的には先ほど国が示したような中間管理

機構が間に入って白紙委任を受けたものをいわゆるやり手、担い手となり得る農家や

いわゆる法人も含めた中で、公募を含めた中で、いわゆるどうして耕作放棄地を防ぐ

かという対策の一環ということで、国で制度創設を考えているということでございま

す。以上です。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ２番議員さんにお答えします。

子どもの読書活動につきましては、教育委員会のほうで大玉村子ども読書活動推進
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計画というものを策定して、今それに基づいて進めているところです。指標としまし

ては、読書が嫌いな児童生徒の割合を少なくするとか、家庭において読書活動を推進

させ、本を１か月に１冊も読まなかった児童生徒の割合を減少させる等ということで

進めております。現在、ふるさとホールのほうで読み聞かせ活動、月１回してござい

ます。それを今年度、大山公民館で開催したり等、そのようなことで読書活動の大切

さというものを伝えるようにはしてございます。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いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） もう一度、この農地利用集積計画についてお願いします。

課長のおっしゃるとおりだと思いますが、ただ、実際の対応ですか、結局、集落営

農とか何かの実態化というか、それが全然うちのものは進んでないと感じています。

隣の本宮市とか二本松市あたりは、だいぶ集落営農の形式、そういう方向性というか

進んでいるように見えるんですが、大玉村で何らその指導が足りないように感じてい

ますので、その点もう一度。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、１１２ページの関係で集落営農ということで、

本村につきましても一集落営農組織がございます。これは１９年に組織化されて、い

わゆる５年をめどに法人化を進めていくということで話し合いを進めてきましたが、

残念ながら５年では法人化なされなかったということで、そのいわゆる延期、再度の

集落営農の組織のプランが出されたところでございますが、残念ながら本村につきま

しては、そのような法人化の傾向が、いわゆるどうしても薄い部分がございまして、

他町村、二本松とか本宮市については複数の集落営農組織もございますが、それらに

つきましても県の関係機関とかＪＡともいわゆる連携を持ちながら、それらの推進方

法について今までも検討してまいりましたが、今後ますますそういう離農、高齢者に

よる離農という部分も進んできておりますので、更に連携を持ちながら進めてまいり

たいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） 成果報告の１７ページでございます。職員の健康管理の面で、こ

こに書かれているとおりちょっと読みますと、近年の傾向として、職員の精神的なス

トレスを訴える職員も多いということからうんぬんというふうに、ずうっとその対策

をやってきたというふうに書いてあるんですけれども、そういう傾向が多い、その要

因は簡単にいうと何だというふうに受け取っておられるか、お尋ねいたします。
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○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） １０番議員さんにお答えをいたします。

精神ストレスの多い原因ということでございますが、職の業務の中でもいろいろな

業務、特に今回のような震災とか、通常業務以外の業務があったりします。それから、

職員の中でも、その仕事の内容によって個人の職員の考え方もあるかもしれませんが、

今いったようなことでストレスが若干増えていると、社会的現象もそういうようなこ

ともあるかと思いますが、そのようなことで考えておりまして、今回こういった事業

を取り組んで、これからも進めていきたいということでございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 成果報告書１８ページ、１８ページの大玉広報の配布の問題であり

ますが、以前の議会でも大玉広報を村民すべての方に配布するための手段についてい

ろいろご質問をさせていただきました。ここの中にも、組に加入してない住民の方へ

の情報提供に努めたというふうにございます。それぞれの公共機関に置いていただい

ていることは承知しておりますが、アンケートを取って、そのうえで決めるというお

話を以前あったように覚えているんですが、それを基にした今行われている内容なの

かどうか伺います。

成果報告書８０ページ。８０ページ、８１ページに、乳幼児検診並びに予防接種の

接種状況、受診状況ございます。１００％に至っていない受診状況にございますが、

この受けない、受けなかった、受診できなかった、いろいろな事情があって受診でき

なかった、接種できなかったということはあろうかと思いますが、この受けなかった

皆さんに対して、その後のフォローといいますか、そういうものは行われているのか

どうか伺います。

成果報告書１４１ページ、小中学校の雪上体験事業というのがございます。子ども

たち、冬期間の子どもたちの体力増強を目指すというふうに事業として行われている

のを承知しておりますが、やっぱり原発事故以降、子どもたちの体力がかなり落ちて

いる、肥満の傾向にあるということも言われておりますので、そういうことも含めた

新たな取り組み、体力増強に向けた取り組み、そういうものを計画されているのかど

うか伺います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えをいたします。

１９ページの広報配布の件でありますが、まずアンケートの中では、加入されてい

ない人ですね、地区の組にですね。については、広報については直接郵便で配布、直

接送ってもらいたいというようなアンケートの結果があったようでございます。これ

らについて、昨年ですか、今の区長さんの方に、これらの話を申し上げて協議をさせ

てもらいました。区長さんについては、それはちょっとやめてくれないかと。それは、

直接広報がいってしまうと区長さんを通じて組に入っている方よりも早く届いたり、

それは構わないんですが、そのことによって、じゃ、おれも組抜けっぺと、そういう

話も出てくると。したがって、これについては、今、直接は、そういうアンケートの
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結果はありましたが、直接はしない、郵送はしないで、やったとしても有料なんてい

う話もありましたが、それもしないで、今の公共施設の場で閲覧いただいたり、ホー

ムページの中で周知をしているような状況でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。

８０ページの乳幼児検診、あるいは予防接種の未受診者についてのフォローという

ことでございますが、乳幼児検診等受診している中で都合により受診できないという

ような方もございます。この検診につきましては、通常の場合、後日受診するという

のが通常なんですが、それが受診されないというのは何らかの問題を抱えているとい

うことでございますので、この問題を抱えている方については個別に保健師が対応し

ているというような状況でございます。ただ、予防接種につきましては、健康上の理

由から予防接種が実施できなかったというような場合もございますので、これについ

ては、乳幼児検診等の段階で指導しているというような状況でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ３番議員さんに、１４１ページ雪上体育体験事業について

申し上げます。

手もとにデータはございませんが、全体的な傾向として福島県の児童生徒、いわゆ

る体力低下、それから肥満の傾向ということが全体的な傾向として見えているのでは

ないかというふうに考えてございます。この雪上体育体験事業でございますが、昨年

度初めての事業ということで、小学校３～４年生、中学校１～２年生ということで対

象で行いましたが、今年度につきましては、昨年度クロスカントリースキーとの調整

で実施をいたしませんでした５～６年生も加えて、小学校３年生から中学校２年生ま

でを通した事業として実施をしたいというふうに考えてございます。年に１回のスキ

ー体験ということで、これによってすべての運動不足傾向ですとか、それから肥満傾

向ですとか、そういったものが解消できるわけではございませんが、この体験を通じ

て、将来にわたってスキーに親しむ、そういった姿勢を身につけていただければとい

うふうに考えてございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤義夫） 成果報告の中から３点ほどお聞きします。

３６ページの補助対象事業の中で、コミュニティ事業なんですが、村長さんは、こ

れから高齢者対策、だいぶ前面に出したということで我々も共感しているわけなんで

すが、この中で核になるのは、恐らくこれから老老介護を含めると集会所あたりが核

になるんじゃないかなと思うので、今までの流れからいくと、集会所の補助というの

はある程度決まっていた部分があるんですが、今後そういうような対策も含めると、

これは見直しもあるかなということで、その辺をちょっとお願いしたい。

６４ページの老人健康管理事業で湯治事業なんですが、本当に、これ老人の方、だ

いぶ楽しみにしているし、また、これによって健康維持もできるということで、その

中で年々高齢者が年齢が上がってきたということで、なかなか遠くに行けない。また、
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遠くに行っても途中で気分悪くなって救急車呼んだりなんかという事例もございます

ので、なんで近くもあるのに、該当しないところもあるのね。その選定方法はどうな

っているのか。近くに熱海あたりもあるんだが、熱海はどこも入っていないというこ

とで、その選定基準というか、その方向はどうなっているのか、ちょっとお願いしま

す。

あと、１２１ページの有害鳥獣の件なんですが、イノシシ被害がだいぶ出ておりま

す。ここに挙がっている以上に出ております。最近では、目撃情報からいくと、高速

道路を越えて西向きのあたりまでウリ坊を見たという報告がございます。これは全村

にまたがって出るような可能性もございます。この対策には、相当な時間と捕獲隊員

の数も必要じゃないかと思います。その捕獲隊員の数、これから増やすような方向も

考えてもらいたいと思いますし、また、ほかの地域ではイノシシ駆除にあたって、１

頭当たりなんぼかという補助を出すような制度もあります。今後もそういうことも含

めて考えてもらわないと、このイノシシというのは熊と違って繁殖率がすごいという

ことで、これはあっという間に増えますので、今の段階では防護柵いろいろ考えてお

りますが、本当に根本的な対策を今から考えないと大変なことになりますので、その

辺も含めて、ひとつよろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） １１番議員さんの３６ページのコミュニティ施設整備事業等の見直

しということでございます。フレッシュ基金がだいぶなくなってきまして、あと数年

で枯渇すると、そうすると一般会計から支出をするように今度はなる可能性も出てま

いりますので、今年度については、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。以上です。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １１番議員さんにお答えいたします。

今、温泉利用の件で熱海は入っていないという、こういうことですが、以前入って

いました。守田屋さん、指定しておきましたが、誰も行かない。これも高齢者の方々

の意見の中で、是非指定してくれというお話がありまして指定したところ、ほとんど

利用しないということがありまして、外さざるを得なかったということです。今後と

もこの制度を維持しながら、どういう希望があるのか。今１２か所ほど多分あると思

うんですけれども、数多ければこの制度が効果上がるのかどうか分かりませんけれど

も、いちばん近くのアットホーム、今回ようやく震災前の利用に戻ってきました。そ

ういう点からも近くの神様ではありませんが、アットホームの利用を大いにしていた

だいて気軽に行っていただければと思いました。希望には応えていきたいというふう

に思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １１番議員さんに、１２１ページの有害鳥獣の中でもイノシシ

の被害ということで、イノシシにつきましては、５～６年前から被害が発生しまして、

最近、今年になりますと、ほぼ全村的な被害を受けているという、特に山沿いの関係
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で被害を受けているということで、担当課のほうでも被害の情報が寄せられていると

ころでございます。これらの対策につきましては、昨年いわゆる木柵、電気柵の補助

制度の創設や、また１頭当たり、イノシシ１頭を捕獲した場合の報償ということで２

万円の報償を創設しまして、また近年ですと箱穴とかくくりわなを購入しまして、こ

れらの駆除に全面的にあたっているところですが、残念ながら捕獲に至っていないと

いう部分もございますし、また繁殖能力が旺盛だということで、そういう部分もござ

います。また、有害鳥獣駆除隊員そのものについても、なかなか高齢化によって隊員

が減少している傾向ということでもございますので、これらにつきましては、一市町

村の問題ではなくて管内いろいろ、それぞれ被害を受けておりますので、関係機関、

そして近隣の市町村とも合わせて、いわゆる駆除の対策を講じてまいりたいと思いま

す。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 審査の意見書の中で、３ページを見ていただきたいと思いますが、

２４年度決算額は、かつてない大型予算だったと思っております。前年度対比１３４、

歳入が７０億６,０００なんぼですね、歳出も６６億、特会まで混ぜると約９０億、

それぞれ８４億支出ということで、これは除染事業が大きく携わったというふうに理

解しております。そういう中で、村税については何回も、先ほどの議員さんからもお

話ありましたが、落ち込んでいると。中でも固定資産税については大幅な落ち込みだ

というように説明ありました。それは成果報告書のほうで後ほど質問したいと思いま

すが、次のページの４ページの歳出でございますが、その下段の方の義務的経費、こ

れについてはだいぶ改善されて、人件費１.６％及び扶助費の１４.５％が減少したと

いうことで、非常に改善されております。しかしながら、この扶助費の１４.５とい

うのは、いかような原因があってこのように減少したのか。これはやっぱり施しとい

う大きな目標があると思うんですが、この辺についての因果関係をご答弁願いたいと

思います。

次の５ページの主要財務指標の年度別推移ということであります。財政力指数につ

いては若干落ち込んだということですね。先ほどの質問、答弁にもありました。そし

て、公債比率、準公債比率ともちょっとずつですが、悪化している。中でも経常収支

比率が８２.２と、やっぱりこれがいちばん大事なんですね。経常収支比率が悪化し

ていると。健全財政の範ちゅう内ということではありますが、この辺について今後、

村においても、いわゆるインフラ整備の道路整備、又は除染、耐震構造、そして、ま

た水道事業の石綿取り替え、いろいろあるんですね。特にうちの大山のほうにおいて

は公民館の新設、そして、また高速道路のカルバートの歩道の設置、これも何年か前

からの懸案でございます。こういう大型的な今後負担が増えるであろう、こういう中

で、やはりこの辺の財務指標というものも、やはり計画的に健全な方向に持っていか

なくちゃいかんなという観点からの質問でございます。

決算書を開いていただきたいと思います。まず３ページ、先程来からお話ししてお

りますように、村民税についても若干落ち込んでおります。中でも固定資産税が３億
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６,１４４万６,０００円ということで、約前年度対比１億マイナスなんですね。これ

が大きな要因だと思います。この要因と申しますのは、いわゆる成果報告書の３ペー

ジにあります震災減価率適用ということで、これが適用されたために落ち込んだとい

うことなんですね。これは土地所有者にとっては朗報なわけでございますが、一方、

事業を進める行政においては、やはり税収減ということは頭が痛いというように考え

ております。この震災減価率適用、何年にまたがってこのような適用がなされるのか、

それについてお尋ねしておきたいと思います。

次に、雑入関係は説明がありましたね。ちょっとお待ちください。執行率関係につ

いて、ちょっとお尋ねしますが、３６ページですね。総務費の執行率、報酬関係です

から、これはあまり問題ないかと思いますが、５万５,０００が執行率ゼロというこ

とになっていますね。詳しくご説明願いたいと思います。

４０ページの上からの１５番、工事請負費、繰越明許費で９１４万７,０００円、

これはどういう明許費なのか、お知らせ願いたいと思います。

４２ページについてのいわゆる諸費１,１４３万９,０００円の中の委託料、工事請

負費、１３番、１５番ですね、これについてはどういうものなのか、お知らせ願いた

いと思います。

それから４４ページ、災害対策費ということで９億５,４９４万８,０００円、除染

費だろうと思いますが、それぞれ需用費、委託料、１３番、こういうものについての

ご説明を願います。

それから４８ページ、これも上の段の２番目、１３番、委託料ということで７万

４,０００円、これも執行率ゼロでございます。この辺についての説明をお願いした

いと思います。

７２ページ、河川総務費、委託料３０万の予算現額に対して不用額３０万、執行率

ゼロということでございます。都市計画総務費の１３番委託料、２０万の予算現額に

対して不用額２０万、これもゼロですね。この辺についても、ご説明願います。

７４ページ、消防施設費、１５番工事請負費、これも繰越明許費になっております。

５２８万７,０００円ですね。

７８ページ、学校管理費の１５番工事請負費、繰越明許５０５万８,０００円、こ

のように上がっております。

８８ページ、いちばん上の１５番、工事請負費の繰越明許９１２万４,０００円、

それから土木災害復旧費１５番、工事請負費３９万８,０００円、これが繰越明許に

なっております。明許費でございますから、２５年度で現在までの進捗率ですね、消

化されているのか、まだ残っているのか、その辺についてもご説明を願いたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

まず、はじめに、決算審査意見書の中の４ページになりますか、義務的経費うんぬ

んの中での扶助費１４.５％の減、これにつきましては、児童手当、こども手当、こ
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れらが２４年度において縮減、縮小されたということでの主に児童手当、こども手当

の減によるものというように考えております。

それから、次のページの経常収支比率、ご指摘のとおりこの経常収支比率の高い低

いが今後、柔軟な財政構造、財政支出ができるかどうかというような指標になります。

年々増えておるというような形で、弾力性が年々少なくなってきているというふうに

考えておりますので、この辺につきましては、更にまた方法としましては、義務的経

費等の削減、あるいは自主財源の増加どちらかになるかと思いますので、効率的な支

出に努めながら、削られるものを削ると。そして、自主財源を多く確保するような方

策をとるというような形になろうかと思っております。

決算書のほうに移りまして、３７ページの報酬、執行率ゼロ、これにつきましては、

特別報酬審議会、あるいは産業医への報酬、これらについて支出がなかったというよ

うなことであります。

４０ページにつきましては、繰越明許費、工事請負９１４万７,０００円、４１ペ

ージの上段のほうになりますか、工事請負費９１４万７,０００円、繰越明許費、こ

れにつきましては、庁舎改修の一連として地域包括センターについて３月までに改修、

戻し工事が終わらなかったということでの繰越明許費であります。現在については、

すべて終了しております。

それから、４２ページの諸費に関する委託料、それから工事請負費でありますが、

委託料については繰越明許費については６次化関連であります都計開発にかかる測量

業務関係、これらについて繰り越しをしております。これについては、２５年度中に

予定建築物のめどが立たない、現在準備協議会で協議中でございますので繰り越しを

しましたけれども、既に終わった、執行で測量業務の終わった時点で、そこで契約を

途中で終了しております。これについては、改めて予定建築物がある程度確定した段

階で再度予算化をしながら進めていきたいというふうに考えております。工事請負に

つきましては、４２０万円、ふれあい広場の芝生化事業であります。本年の５月に芝

の張り替え作業をボランティアでやりましたけれども、９月には冬芝の種まきという

ことが残っております。冬芝の種まきと施肥、そこまででこの事業が終了するという

ふうに考えております。それ以外については委託料、工事請負については、執行成果

に記載のとおりであります。以上です。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。

決算書３ページの固定資産税の関係で、災害残価率の適用が何年度にまたがるかと

いうことで、原則、固定資産税の評価については３年間評価を変えないということに

なっていますので、２６年度までそれが適用されるというふうに考えてもらって結構

でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。

４８ページ、４９ページの上段のほうの委託料、１３委託料、選挙管理委員会費の
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中の委託料でありますが、この７万４,０００円、この内容につきましては、農業委

員会の選挙人名簿の調製する電算処理費用として当初計上しておりました。この電算

処理につきましては、自前でシステムを作りまして、２４年度についてはなんとか電

算処理を委託しないで自前のシステムでなんとか名簿作成をできたということで、執

行残として残ったところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ５番議員さんにお答えいたします。

４７ページ、これの繰越明許でございますけれども、これにつきましては、戸籍の

システムを本年度の１０月１日から変更する、業者を変えるというか、システムを変

える計画でおりまして、現在まで契約しておりますＴＫＣからデータを吸い上げる、

このためのＴＫＣとのデータはき出し料の委託費でございます。

それから消防費、これにつきましては、ちょっとこれ詳細調べまして後ほど報告し

ます。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。

７３ページ、河川総務費の委託料、予算額３０万に対して支出済額０についてのご

質問でございますが、これにつきましては、平成２４年９月に補正で措置したもので

ありまして、牛子沢地内の土砂払い時に境界が不明確だということで、河川と民地の

ですね。その利害関係者の事業への同意が得られない。いわゆる土砂撤去の同意が得

られなかったために見送ったものでございます。

同じページの都市計画総務費の委託料２０万円、予算額２０万円に対して支出済額

０円につきましてですが、これにつきましては、セットバックの必要がある場合、用

地を寄付するということになれば村のほうで測量をして寄付いただくというようなこ

とになりますが、年度末までセットバック、いわゆる寄付のセットバックがなかった

ために執行額が０というふうになってございます。

８９ページですね、農地農業施設災害復旧費の工事請負の繰越明許費９１２万

４,０００円でございますが、これにつきましては、２４年発生の小菅地区、三ツ森

地区、本揃地区３か所の繰り越しの分でございます。いずれも工事につきましては、

完了いたしておりまして、小菅地区につきましては農地が絡んでおりましたので、こ

れにつきましても分担金等収入済みでございます。

同じページの土木施設災害復旧費３９８万円でございますが、これにつきましては、

百日川筋の災害復旧でございます。災害復旧の工事に関しましては、いずれも冬期間

の寒さ、また加えて大雪の影響、加えて製品の調達遅延ということで繰り越しになっ

ておりましたが、繰越事業につきましては終了してございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。

７８ページ、７９ページ、小学校費、学校管理費の工事請負費の繰越明許費であり

ますが、これにつきましては、玉井小学校屋内消火栓の改修工事でございます。年度
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末に工期設定しておりましたが、危険防止上、春休みに入ってからの集中工事という

ことで行いましたので、年度を越し、工事につきましては新学期前に終了いたしてい

るところでございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 決算書の３ページの固定資産税でございますが、今後３か年に及ぶ

ということでございますが、やはり貴重な固定資産税、震災減価率適用ということで、

行政によってはこの分をどうカバーするのか、こういう法律をつくられることは、あ

る意味では消費者はいいんですが、財政を預かる行政としては大変困惑していると思

うんです。それで、このマイナス分をいわゆる交付税で国はちゃんと賄ってくれてい

るのかどうかですね、その辺についてお尋ねをしておきます。

それから、執行率関係でございますが、いろいろと説明がありました。しかし、や

っぱり予算編成時においては、限られた財政の中で貴重な財政を予算化するわけでご

ざいますので、やはり余るということになれば、未然に補正の中で減額をして修正を

しておいていただきたいと、このように思うわけですね。多額の不用残を残すという

のもいかがなものかというふうに考えておるわけで、その辺に対しての質問でござい

ます。お願いします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

震災減価で固定資産税の家屋について１億の減収が出ていると、これについては、

交付税の基準財政収入額の中で、その１００分の７５に相当分については見ますよと

いうことで、１００分の７５については１億の減収について７,５００万円について

は交付税の中で見られているというふうに、そういうふうな計算になっております。

それから、執行率関係の問題。確かにおっしゃるとおりであると思います。ただ、

３月最終議会が予算、３月補正が１月の段階で、１月の末には決めなきゃならないと

いうことで流動的なもの、２月、３月に申請があるもの、そういうものについては、

ある程度予算を確保しておかなければならないというような事情もありますが、予算

編成、それぞれの補正、そういう段階で現計予算をしっかりつかまえて、今後の所要

見込み、これらについても正確な数字をはじき出して執行率の極端に下がるとか、不

用残額が多いとか、そういう形を極力防ぐような予算編成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） ほかにございませんか。９番。

○９番（佐原吉太郎） 成果報告の１２１ページでありますが、松くい虫でありますが、

それぞれ除去をされて隔離されて、その要するに隔離されたことによって拡大してい

るのか、していないのかという、そのデータはどのようにとらえているのか、ひとつ

お聞きしたいと思います。と同時に今ひとつね、これ、いつ、今から何年前に要する

に松くい虫っていうのは発生したのか。と同時にこれ、どこから来たのか、日本にあ

ったのか、その虫がね、それとも外国からか。その存在さえ全く分からないで、これ

そんな政府なり行政でも、そういったことを今まで考え、要するにどこの原産地なの
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か、犯人は誰なんだかということも全くないままこれ進んで今、除去だけしているわ

けですが、そういうことも含めて、ひとつ、今までそういったこともあったのかない

のか、行政の対応、そこらも含めてもし分かる範囲内で結構ですから、お聞きしたい

と存じます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ９番議員さんに、１２１ページの松くい虫の関係でございます

が、松くい虫につきましては、いわゆる伐倒駆除、切って細かく枝とかを薬剤にして

虫を防除しているということでございますが、残念ながら松くい虫については、枯れ

ている、色が変わっているのを見つけた段階では、もう虫が飛び立っているのが多い

ということで、現実には後追いになっていると。被害の拡大防止を図っているんです

が、現実的には後追いになっているということで、これら防除を行わない場合は、も

っと拡大が範囲広がっているのかなということで、被害を拡大防止するための一助に

なっているのは確かだと思っております。

そういった中で、この松くい虫については、十数年から約２０年ぐらい前から発生

が見られる、本村に発生が見られるところですが、だんだんだんだん耐寒性が出てき

まして、いわゆる大玉村においても標高の高い部分に進んでいる状況にございます。

日本全体から申し上げますと、だんだんだんだん北の寒い地方に向かって耐寒性が出

て進んでいるということで、発生の要因につきましては、いわゆる外来部分について、

外来から入って陸揚げされて、そういうのが鉄道とか陸上でそういう運んで、だんだ

んだんだん被害が拡大して、それと共に耐寒性が出て拡大しているというのが現状で

ございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 今、課長のお話だと全く後追いだと。しかし、今のこれほど進ん

でいる日本の技術からいけば、全くこれには国も力入れてないのか。医療については、

がんとか何かどんどんどんどん効くような方法っていうのは開発されてきているわけ

だ。しかし、全くこの松くい虫には、伐採して、それをあれして、既に伐採して隔離

して薬をかけた時点ではほかに行って食ってると、もう中に入っているという状況だ

ということですね、課長はね。そうなると、それは全く研究されていないんですか、

今現在も。これほど拡大して、有名なマツまでどんどんどんどん枯れている状況なん

ですよね。そういう中でやはりそういった会合の中で県なり行ったときに、これをス

トップさせるような、そういった研究も何も現在はなされていないんですか。そして、

新たな薬、高速道あたりは西那須あたりは、全く発生してないんですよね。やっぱり、

きちっとした薬というか、何か金をかけて、やはりこれは当然ああいうところだから、

そういった方法で今の西那須ですか、あの辺のかなり松も立派な松ありますね。今は、

ほとんどピタッと止まっているんですよね。この辺だけは、今いう後追いなんですよ

ね。そういうことからいけば、地方というのは県なり全体で、やっぱりせっかく育っ

た、何十年、いずれは生命あるものはこれは死ぬことにはなっているんですが、しか

し今、まだまだ、要するに１００年、２００年やっぱり継続させて立派な松を資源と
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一緒に環境の関係もあるわけですから、そういう中で、そういったことを議論の中に、

たまに課長会とか県とかあたりでどのように考えておられるのか、その辺も含めて、

ひとつ知ってる範囲で結構ですから、ひとつお聞きしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ９番議員に１２１ページの松くい虫のいわゆる防除、予防の関

係でございますが、予防につきましては、いわゆる空中散布等の広域的な部分につい

ては、なかなか現在の自然環境保護の面からは難しいということで、特に伝統的な文

化財等々の松については、樹幹注入、いわゆる入らない前に薬剤を木に注入して予防

策を図っているということは聞いておりますが、残念ながら、これは１本１本薬剤を

松に注入してということで経費的にも膨大になりますので、現実的には大玉村内の松

について、そのような樹幹注入によって予防していくのは経費的にも無理だというこ

とで、現在の松くい虫の事業の中で、いわゆる伐倒駆除によって薬剤を散布していく

ということで被害の拡大に防止を図っていくという現在の防除事業でございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） ないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を打ち切

るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５０号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散

会いたします。ご苦労さまでした。（午後４時３５分）


