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平成２５年第８回大玉村議会定例会会議録

第３日 平成２５年１２月１２日（木曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 鈴 木 康 広 ２番 押 山 義 則 ３番 武 田 悦 子

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

７番 佐 藤 誠 一 ８番 遠 藤 文 一 ９番 佐 原 吉 太 郎

１０番 須 藤 軍 蔵 １１番 遠 藤 義 夫 １２番 佐 藤 悟

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

な し

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 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、官野紀男さんほか７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「地域の健康福祉政策（仕組みづくり）を伺

う」ほか３件の質問を許します。

２番。

○２番（押山義則） ２番押山義則であります。議長の許可を得ましたので、先に通告し

た内容に従いまして１２月議会一般質問を行います。

まず最初に、地域の健康福祉政策「仕組みづくり」を伺うということで質問を申し

上げます。村長を就任され３か月余り、新年度の予算算定も大詰めかと思っておりま

す。いよいよ本領実力発揮といったところで行政手腕、ご期待申し上げるところでご

ざいます。さて、村長の日頃の談話の中で高齢者組織、いわゆる老人会とか老人クラ

ブの充実のため、行政区ごとの組織づくり、また事務局の設置、更に支援職員の配置、

これを明言されておられますが、改めて、どういった思いの下に言っておられるのか、

目的、目標はどこにあるのか、まずお伺い申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

まず、老人クラブ連合会の事務局として、今現時点ですが、保健センターに非常勤

の事務局職員を配置したいというふうに考えております。これについては、老人クラ

ブ全体の連合会のほうのお世話、それから、あと社会福祉協議会と協議しながら、サ

ロン等の手助けもできればというふうに考えております。主に高齢者の福祉増進のた

めの仕事を週３日半程度やっていただくということで現在考えております。

それから、支援職員については、各行政区に役場職員を４～５名ずつ配置をして、

その４～５名が一つずつ業務を担っていただくと。今、区長さんに、現職の区長さん

が後ろにおられますが、現区長さんにお願いしているのは、各行政区でその職員一人

ひとりに何をやってほしいのかということを今検討いただいております。ですから、

行政区ごとによって需要が違いますので一律ではありませんが、高齢者に対する支援

というのは１人、これは共通でお願いをしたいと。それから、ほかの４人の方とか３

人の方については、各行政区ごとに要望する、こういうことを相談に乗ってほしいと
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か、こういうことを少し手伝ってもらえないかというようなことを、これから４月ま

での間に決定をして、４月から本格的に動いていただくと。支援職員については業務

外で大変負担をかけるわけですが、役場職員という立場で地域でも少し活躍をしてい

ただくという趣旨で配置をしていきたいというふうに考えております。

それで、今言われた高齢者についての支援職員の配置等についての目的、目標につ

いては、担当課長のほうから答弁させます。

○議長（佐藤 悟） 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。

現在、老人クラブのない行政区につきましては、４区、８区、９区、１０区、１７

区というふうになっておりますけれども、役員になる方がいなかったり、また、その

事務的な負担が大きいというようなことで廃止したような地区もあるというふうに聞

いております。それらの事務的な支援を行うということで、クラブの再開とか維持、

そういったものをしていただきたいというふうに思っております。

また、目的としましては、老人クラブを再開することということではなくて、閉じ

こもりやすくなりやすい高齢者の方、高齢者同士が誘い合って活動するということで、

つながりとか、あと各種行事等を通じた生きがいづくり、あるいは健康づくりに役立

つもの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） 答弁ありがとうございました。

目的は大変立派なことで理解しました。ただ、私の今回の質問の趣旨は、健康福祉

づくりの充実ということでありますが、気になるのは老人会の今おっしゃられました

組織のない地域、区長を代表にしても、とりあえず組織作りをするというようなニュ

アンスを村長の談話の中で感じとりました。私は、いささか疑問に感じております。

果たして区長の職責なのかということであります。役員の後継者がなくて存続が危ぶ

まれている地域も既に今の老人クラブの中でもございます。そういった環境の中で、

区長頼みでうまくいくのかということであります。そういう意味で、目的は分かりま

すが、目標そのものにそういうものに大きい意味で考えてそぐわないのではないかと

思うのでありますが、村長、いかがでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

まず、区長さんの役職というふうには考えてございませんので、今の区長さんは３

月で終了ということですので、是非区長のときに、現区長さんのときに今ない行政区

について働きかけをお願いできないかということをお願いをしております。もしでき

れば３月で終わりですので、４月以降、区長さんが、また引き続きお世話になって老

人クラブを再度立ち上げる中心となって働いていただけないでしょうかというお願い

の意味の話ですので、区長の役職というふうには考えてございません。当然、区長さ

んは区をまとめる中心でありますので、６０歳を超しているということもありますの

で、そういうことも引き続き、区長を辞めてからも区の中でそういう役割をお願いで
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きればという、これはお願いでありますので、区長の役割というふうには考えてござ

いません。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） そういうことだとは思います。もちろん、役職だとは私も思ってお

りません。働きかけも、それも必要かなと思いますが、私自身は、区長頼みというの

は結局最後の手段ととらえております。区長さんにお願いして、うまくいけば、それ

は流れができれば、それに越したことはないと思います。しかし、うまく機能しなか

った場合も、それも考えなければなりません。地域性もあります。区長の年代とかも、

もちろん影響はします。区長さんにお願いする前に、行政としてやっぱりやるべきこ

と、その前にあるんではないかと、そういう観点から申し上げております。今回の質

問の中で、あえて健康福祉づくりという言葉を私は使っております。既に超高齢化社

会と言われる今日であります。様々な形での健康福祉づくりのために、仕組みづくり、

これ求められていると思っております。政策としてとらえる必要があると思っており

ます。今までもいろんな形で村として白書とか企画書出ているのは存じておりますが、

改めて目的、目標を明確化して、行政が行い事業や住民が行っている様々な活動を構

造化して、政策として仕組みづくりの実現を図っていただきたいと考えております。

結局、老人会のみの支援ではなくて、大玉村の健康福祉づくりを一体的にどう発展さ

せていくのか、そういった目的を定めて、そういう形で問題提起して、それを実行す

る中での行政の役割、先ほどおっしゃられました支援職員とか、そういうものについ

ても十分検討して、そういった意味で認識の下に政策として支援してほしいと考えて

おります。改めて感想を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） まず、老人クラブの件については、区長さんにお願いすると同時に、

老人クラブの事務局職員を保健センターに配置するということですので、行政として

は当然に行政区の中に入っていって、老人クラブの中心になる方との働きかけをして、

それもやみくもに行くよりは３月まで区長さんをやられた方と相談をしながら、区の

中の状況を把握しておりますので、いちばん把握しているのは区長さんですので、そ

の事務局員が区長さんと相談をしたり、又は違う、そういう面があれば、そちらのほ

うと相談をしながら、なくなった老人クラブを再度立ち上げるという働きかけをして

いきたいということですので、行政としては、そういう準備をきっちりとしていくと

いうことになると思います。

それから、あと先ほどいいましたように、老人クラブ以外の部分について区長さん

とお話をして、その３人、４人が区の中でどういうふうな働きをして、どういう協力

をすればいいのかということは、区との話し合い、これから３月にかけて話し合いを

順次進めてまいりますので、その中で支援員も含めながら、区の中の総合的な援助を

していきたいということが、まず１つございます。

それから、あと、みんなで支え、みんなでつくるという考え方は、まず手はじめが

老人クラブだということでございますので、当然、例えば妊産婦がいる場合、この妊
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産婦は今相談する相手がいないということですので、これから応募、募集をして、包

括支援センターを会場にするかどうかはこれから検討しますが、ベテランのおばあち

ゃんなり、そういう方と相談する体制をつくっていきたい。保健婦がすべての業務を

こなすのは無理ですので、お互い助け合うと、支え合うということで、そういうシス

テムを作っていきたいというふうに考えておりますし、福祉の面でも、やはりお互い

を見守り合うというものが非常に大切なので、そういうことは順次作り上げていきた

いというふうに考えております。これは少し時間、半年１年で出来上がる組織ではあ

りませんが、その方向で目指して行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。そのとおりだと思います。

改めて、ちょっと伺いたいのでありますが、村内各地域の老人クラブの実態と申し

ますか、併せて、そのほかの婦人グループとか、若妻グループとか子供会とか、スポ

ーツクラブなどの住民の参加状況、それから、活動状況とか、また、それに対しての

行政の助成状況なども含めまして、数的とか質的に把握されておられれば伺いたいの

でありますが。

○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いたします。

村内の老人グループにつきましては、老人クラブが１２の単位老人クラブに７９５

人の方が登録し、サロンは村内に１５のサロンがありまして、２２０名の方が参加し

て、サロンのほうは月１回の活動を行っているというふうに聞き及んでおります。女

性グループにつきましては、大玉村婦人会があり、現在３５名の会員で夏祭りの出店、

文化祭の作品づくりなどの活動をしておられます。また、大玉村磐青の会という会が

ありまして、そちらは２３人の方々が会員となって、先ほど行われました男女共生の

集いの開催などの事業を実施しておられます。ほかには地区の学習サークルがありま

して、本年度は７団体が生涯学習課のほうに登録し、６７人の方々が学習会やものづ

くり、お茶会などの活動をされておられます。子供会につきましては、地区ごとに組

織化されておるようですが、詳細については把握できておりません。スポーツ団体に

つきましては、村体育協会には平成２４年度末現在では１１団体、８５１人が会員登

録しております。それぞれの種目、団体において主催した大会等には、延べで３,４６２

人の皆さんが参加しております。また、スポーツクラブにつきましては、昨年度の実

績で５１１人の会員により、サークル活動、教室などのイベントに延べ４,７６８人

が参加しております。若妻会というのは、申し訳ございません、把握できてございま

せんでした。質的な見方としましては、各種団体やイベントに参加した皆さん方は、

おおむね満足しておられるというふうにはとらえております。参加者が、やや限られ

ている傾向があるがというふうには考えてございます。以上でございます。

○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。
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おっしゃるとおりの内容でありますが、結局は、老人クラブも架空会員がだいぶい

らっしゃいますが、実際は活動しているのは、私の地域も１０人の会員がいて、実際、

実動３人です。そんなものです。結局そういう状況の中での把握している組織だと思

っております。

過日、私、村の老連主催の運動会に参加いたしました。それぞれの地域の住民の参

加状況、地域性がよく表れておりました。後期高齢者ばかりの地域とか、それから６０

歳代の元気な皆さん主体の活発な地域、それから、良くバランスの取れた多くの皆さ

んが参加している地域もありました。うらやましい地域もありました。また、明らか

に役員だけが参加している地域、全体的には後期高齢者のよく知った顔ぶれの集まり

でありました。そもそも健康づくりでありますね。これは住民が意識を持ってそれぞ

れやっていけばいいことでありますが、なぜ、それに行政が関わる必要があるのかと

いうことであります。住民は行政に、ああやってくれとか、こうやってくれとかいう

前に、自分たちが努力すべきではとの疑問も湧いてきます。住民の中でも、健康づく

りに熱心な人は率先して地域の様々なグループ活動を引っ張っていきます。しかし、

参加する人がだんだん同じ人ばっかりで、全体のほんの一部の人だけの活動になって

しまっております。それが現状ではないでしょうか。しからば、いかにして持続可能

な、多くの住民が参加できるシステム、これが構築できるかということにかかってお

ります。高齢者組織のみならず、先ほど報告がありました婦人グループ、それから、

若妻グループとか子供会、更にスポーツクラブなども、それらを含めてそれぞれの組

織、バランスの取れた地域ごとの充実、これ系統的に図って発展させていくことが健

康福祉づくりといいますか、仕組みづくりの根幹と考えております。

スポーツ行事、例えば報告ありましたが、少年ソフトボールとか地区のソフトボー

ル大会、何チーム参加していますかね、現状。このような状況、ちょっと苦言なんで

すが、何年続いておりますか。バレーボールチーム、今の参加状況になって何年経ち

ましたか。計画された行事、その消化すればいいだけの話のように私には見えます。

多くの村民が参加できる工夫、それが健康福祉政策の実践ではないかと思っておりま

すので、いろんな形で、よく時代の潮流だからやむを得ないというような形の返事が

いつも上がります。そういった意味から、例えば地域のとらえ方など行政区ごとでこ

れ発展可能なのかということであります。行政区の枠、これ外して別な枠づくりなん

かも形としては必要ではないかと思っております。仕組みづくり、私の知っている地

域なんかでも６０歳から７０歳と見える方が、結局若妻グループのリーダーでおられ

ます。孫に嫁を迎える状況でと疑問に思っていたんですが、結局は、そのリーダーが

終わった時点でこのグループは消滅してしまいました。リーダーとか指導者の育成な

ど、生涯学習課の役割とか考え方も、また、その支援職員の職責などもどのようにそ

ういった意味で考えていかれるのか。また、併せて、何度か申し上げましたが、地域

再編、どうあったって今の村の行政区割りで熟年ソフトボールのチームを出したって、

ある区域は絶対出せない、そういう状況にあります。そういう状況の中で、これ消化

すればいい、行事を消化すればいいという考え方、どこかちょっとずれていませんか。
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この地域福祉政策の中で、そういった意味で、そういうことも含めまして、村長、改

めてどう考え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） 再度お答えを申し上げます。

長い中で、例えばゲートボールなんかは何十チームと出ていたのが、今は７～８チ

ームになってしまったということ、先ほど言われたように、やっぱり時代の潮流とい

うか、ものは変わっていきますので、それに代わるものとしてグランドゴルフが今度

勢力を伸ばしてきているというようなことで、トータルで見ると減ってはいますが、

違う種目のほうにいっていると。それから、あとスポーツ関係も、本来は自らスポー

ツというのはやるべきなんですね、やらされるものではなくて。ところが現実を見る

とだんだん減ってきていると。これではいかんということで、スポーツクラブを作っ

て５１１名の方が会員として新たに今度はスポーツに取り組んでいると。ですから、

やっぱり時代時代に合わせて、そういうものの組織替えをしていく必要があろうと。

ですから、いったん出来上がった種目をずうっと未来永劫続けていくというのも、か

なり人の趣向も変わりますし、年代によって好みも変わりますので、やむを得ない部

分はあろうと思いますが、そういうことで、やはり途絶えないように、行政としても

次の手を打ち続けていかざるを得ないというのが１つあります。

体育協会についても、やはり、かなり団体数が減ってきておりますので、スポーツ

クラブを通しながら、また外郭団体数を増やしていくというようなことも目的として

１つはあるわけですが、あとは、各行政区に対する支援員の職責というお話がありま

したが、これは、あくまでも業務外で、完全にボランティアです、職員としては。で

すから、役場職員には３６５日地域で役場職員をやりなさいといっているのと同じで

すので、非常に職員にとっては過酷なことですが、やはり地域に根ざした職員という

ことで、できる範囲で協力をしてくれないかということのお願いでございますので、

職責としてはボランティアだということになりますので、おまえはこの事務局なんだ

から一緒に旅行に行こうよ、世話しろよというようなことまでは、とてもできること

ではないので、職員としてできる計算したり印刷の手伝いをしたり役場とつないだり

というようなことが中心になろうというふうに考えております。

それから、あと地域再編の関係。確かにスポーツ、区対抗のものについては、出る

ことは難しくなっています。ただ、ソフトボールは通常の大会は区関係なくやってい

るんですが、やはりチームがないということで、それは住民の考え方というか生活・

行動がそういうふうに変わってきたということが、やむを得ないところなのかなとい

うことなので、スポーツクラブ等みたいな形で、違う形でまた参画をいただくと。プ

ールの利用なんかも、これから本格的に考えていこうというふうに考えております。

ですので、時代に合わせながら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） おっしゃることは良く理解できるんであります。そのとおりだと思

いますが、結局うまくいってないんですよね、現実として。そういった意味で、この
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健康福祉政策の仕組みづくり、村でもいろんな形でこの企画書とか白書、何度か私も

目にしております。ただ、なぜ企画とか何か立てて、立派なものを作ってはいるんで

すが、なぜ実践されていないかということ。考え方によっては、後退している感もあ

ります。やっぱり、この施策の充実というのは、大きくは医療費とか介護保険料とか、

そういう財政負担の軽減にもつながります。また、地域の発展とかコミュニティも図

れる、ある意味では村づくりの具体的な施策づくりといえる協働型の住民参加への大

きな窓口だと私は考えております。目的、目標の達成は、地域性とか住民の価値観と

か地域の文化など、それぞれによって異なるのでありますが、行政には地域再編とか、

ある意味では施設の拡充なども念頭にして、そういった意味からの仕組みづくり、そ

ういったものの調整の役割というか、そういう形を担ってほしいと思っているのであ

ります。結局、地域コミュニティ、今いろいろ言われております。ある意味では、我

が大玉村などは人口増政策、これがもたらした結果でも一部あると思っております。

やっぱり私、何度か申し上げております。人口増に伴って、その施策をするときに必

ずそこに対応する施策が必要だ、何度か議会でも申し上げてきておりました。自分の

地域でありますが、私の地域にも団地が出来ました。団地が出来て、そしてコミュニ

ティなかなか難しいかなと思ったおったんですが、最初の声かけさえうまくいけば仕

組みづくりがうまくできて、今、逆にその人たちが６軒、７軒出来て、若いのが５～

６人いますので、地域のソフトボール大会とかは欠かさず出れるようになりました。

ある意味で活性化も上手にやっていれば、うまくいくんですね。その辺の施策が村全

体としてなっていない部分が私は感じられます。総務課あたりでも、文書の配布とか

何か、地域のつながりとか何か、いろんな形で様々な問題、地域にあるとも伺ってお

ります。そういうのも、なぜうまくいかないのかということをやっぱりその辺の原因

の追及というか、それもしていかなければ、いつまで経っても、どんな立派な企画立

ててもうまくいかないと思っております。２０年の流れが、それなりの流れがありま

した。しかし、そういった意味で停滞も起きております。流れを変えるのも村長、今

がチャンスだと私は感じております。そういった意味で、もう一度いろんな意味で区

長に任せるという話を伺ったものだから今回の質問を設定したのでありますが、区長

さんたちにお願いする前に、もう一度立ち止まって、今までの行政のあり方とか何か

を検討していただいて、その認識の下に仕組みづくり、しつこいようでありますが、

やっていただきたいのでありますが、改めて、そういった意味での可能性、村長に伺

って、この質問を終わりにします。

○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。

区長さんにお願いするというのは、逆でございます。区長さんが、困っていること

を役場職員が支援できないかというのが今回のものですので、区長さんが区長として

区内をいろいろやったときに、これはどこに持っていったらいいんだというときには、

区内にいる職員に、これはどうしたらいいんだと。その職員がきちっとつないで、時

には資料まで作ってくれるという考え方です。ですから、区長さんの動きが非常に動
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きやすいように。ですから、これが機能すれば区長さんは非常に、俗な言い方だと楽

になると。自分がすべて動いていたものが、職員が代わりに間をつないでくれたり資

料を集めてくれたりということになりますので、これは区長さんの手助けをするとい

うふうに職員にはお願いをしております。

それから、あと地域コミュニティの再構築、２０年のうんぬんということがありま

したが、確かに新しい住民がいっぱい入ってまいりました。地区、過去のコミュニテ

ィが少し変わってくるとか難しい面はあろうと思いますが、これは大玉のみならずの

現象ではなくて、日本全体、福島県全体の住民構造とか構造パターンの変革に基づい

て、そういうふうに日本全体が変わってきてしまったという部分で、大玉独特のもの

ではないというふうには一応とらえています。ただ、それでよしとすることはできま

せんので、今言われたように、地区コミュニティの再構築というのが、これ私の目指

す、みんなで支えみんなで創るというのは今議員さんが言われた、それを実現したい

というのが目標でございますので、それについてはいろいろ意見を聞きながら、目標

をどこに置くのかというのを定めながらやっていきたい。そのために機構改革をやっ

て、そういう施策がやりやすいようにと、きちんとすぐに、スピーディにできるよう

にというふうにも考えておりますので、いろいろご意見を伺いながら、皆さんのお話

を聞きながら進めていきたいというように考えています。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。よろしくお願い申し上げます。

次の質問に入ります。防災対策見直しの必要性を伺うという内容で伺います。今年

は世界的にも国内でも我が村においても、災害の当たり年といってはおかしいのです

が、そういう年でありました。世論も地球温暖化がもたらす災害の拡大をされた情報

などあふれております。大玉村でもこの夏の豪雨災害を受けて、防災対策の充実、あ

るいは見直しの必要性が緊急の課題ではないかなと考えております。まず、今回の夏

の豪雨の災害への対応とか災害復旧の状況とか、それから見通しも含めまして、それ

らを踏まえまして、防災対策の見直しの必要性を改めて伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番議員さんにお答えします。

７月２７日、８月５日の集中豪雨の対応につきましては、議員の皆さんにも調査に

現場に行っていただきまして、ありがとうございました。この災害対応につきまして

は、職員招集、それから消防団招集、避難所開設、避難勧告等々、災害対策本部とし

て取るべき策につきましては、適宜行うことができたものであるというふうに考えて

おります。その後の対応につきましても、被災者に対して通常生活への回復を導くた

めの廃棄物の処理支援、新たに土砂撤去に対する補助制度の創設、罹災見舞金の拡充

などで、それらの事業を通じて生活の再編、これの支援をしてきたところです。今後

の災害に対しても、関係機関である気象台、福島県、それから消防署、警察署等々と

の連携を密にして、状況・情勢分析をしっかりと行って、早めの対応を心がけてまい

りたいと、そのように考えます。
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今、出ました豪雨災害を受けての防災計画の見直しでありますが、早急に見直さな

ければならないというものではないというふうに考えていますけれども、今後につい

ては土砂災害防止法による土砂災害警戒区域、あるいは土砂災害特別警戒区域の指定

を見据えて、村は現時点では法指定を受けていないわけですけれども、今その基礎調

査の段階でございますけれども、土砂災害の恐れのある地域、今回も又兵衛地区であ

るとか、あるいは鳶ノ巣地区であるとか、こういう所については今回の教訓を生かし

て危険の周知、あるいは避難態勢など、あらかじめ考えておく必要があるというふう

には認識をしております。災害の復旧状況ですけれども、土砂等の撤去で通行止めに

なっていた路線につきましては、現在、村道中森荒池線並びに林道の吹通線、これを

除いて８月１２日までに土砂撤去を完了し、通行止めにつきましては現在解除されて

おります。また、単独災害復旧工事等に関しては、村道を中心に６９か所の工事発注

を建設課のほうで行っております。また、補助対象事業となる災害復旧事業では、河

川６か所、道路２か所、災害査定を既に受けて、１月発注を目指し現在作業が行われ

ております。同様に、林道路線４か所、それから水路等農業用施設災害か所３か所も、

１月発注を目指して現在作業が進められております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 丁寧にありがとうございました。

迅速な対応、大変、村民からも行政に対してすごく信頼があったと、そういうふう

に感じております。ご苦労さまでありました。先ほどの報道の中で、大玉村のハザー

ドマップ、これはまだ出来ていないとのことでありましたが、ハザードマップの作成

の進捗状況、それから危険地域、地域への周知方法とか避難場所の確保など、対策全

般についてハザードマップのことに関わることで伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番さんにお答えいたします。

現在、福島県で大玉村の杉田川ほか８渓流について、土石流の基礎調査を実施して

おります。今月で調査が終了する見込みとなっておりまして、県では今後その調査結

果を踏まえて、この８渓流の危険箇所等について住民に説明して、また、村長の意見

を踏まえ、土砂災害防止法による土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定を

目指しております。土砂災害防止法による区域指定が行われば、土砂崩れの危険箇所

や避難場所等を示すハザードマップの作成が法律上義務付けられてきます。その際は、

早急にハザードマップ作成に取りかかって、全地域に周知する考えであります。繰り

返しになりますけれども、現在はハザードマップ作成の根拠となる法指定がないと、

その前段の取り組みを行っていると、このようにご理解いただければと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 分かりました。

様々な資料がないことにはハザードマップの作成はできないと思いますので、とに

かくでき次第、村民の周知、よろしくお願い申し上げたいと思います。私の過去の一

般質問で、議員になり立てのころでありましたが、土砂流出の危険地域として何か所
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か指定させて、その危険防止をお願いしたことがございました。南団地、牛子沢、山

口地区、それから小姓内地区、吉丸地区、定場地区、これは指定して対策を求めた経

過があります。集水面積とか山腹の状況、また山歩きの経験などから判断させていた

だいた地域でありましたが、改めて今回の災害を受けて、もっと強く言っておくべき

だったなというふうな思いがございます。そういった意味で、改めて検証と対応、今

から言っても仕方ない、起きてしまったことは仕方ないんでありますが、改めて伺い

たいと思います。また、村土強靱化施策ということで、避難所の充実とか連絡網の整

備を願っております。現在の状況、そういった意味で改めて、その辺も含めまして伺

います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。

今おっしゃられた南団地、牛子沢、山口地区の上流にあたります又兵衛山の渓流、

そのほか小姓内渓流、曲藤渓流、定場渓流についても、今回、福島県の土石流基礎調

査に含まれております。今後につきまして、今申し上げましたとおり、先ほど申し上

げましたが、土砂災害防止法による法指定ですね、警戒区域、特別警戒区域の指定に

向けて今後すべてなるとは限りませんが、住民の説明、それから村としての村長の意

見聴取を踏まえて、手続きがなされるということになっております。今、ご指摘いた

だきましたが、法指定がなされれば当然、避難所、それから避難所施設の充実という

ことが考える必要が出てくると思います。避難所の場所選定と併せて、どういう程度

の設備等々を設けるべきなのか、これらについても今後検討してまいりたいというふ

うに思っています。

それから、連絡網の整備についてでございますけれども、今現在の住民への情報伝

達の手段としては、防災無線、それから今年度から緊急速報エリアメールを使いまし

た。それから、消防団による広報、職員派遣で対応しておりますけれども、今後につ

きましては、自主防災組織、これの充実の方向を探っていく必要がある。そういう中

で、連絡網の強化を図っていく必要があるな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。

避難所とか連絡網とか、これは経験してみないと分からないことでありますので、

そういう結果になると思います。ただ、この避難所のことでちょっと申し上げたいの

でありますが、今、大玉村の南部には玉井の１区、２区、３区の南部でありますが、

確固たる避難所がありません。地域の住民から、よそにあるようなふれあいセンター

のような室内施設設置の声が、要望が聞かれます。何が起こるか想像がつかないよう

な昨今でありますので、対策が揃ってこその防災であります。村長に改めて伺いたい

のでありますが、そのような要望に応えるつもり、考えがあるかどうか、村長に伺い

ます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。
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今、急に出た話でありますので答弁は難しいですが、東西南北となれば、南にはな

いので、そういう住民要望がきちっとした形で住民から出てくれば、その時点で検討

させていただきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 是非、前向きに検討していただきたいと思います。

先ほど、自主防災という話がございました。住民の防災意識について、改めて伺い

ます。最近の国内の災害、被害を見ますと、予想しなかった経験のない災害、まさか、

まさかの繰り返しでありますので、そういった意味で、あまりに、いたずらに不安を

募るのもよしとしませんが、防災意識の拡充、行政としてもちろん十分だとは思って

いないんでしょうが、地域の実情に合った避難訓練など地域によって必要ではないか

と思います。これは早急にやる必要があると思うんでありますが、その辺を改めて伺

いたいと思います。例えば、今回の又兵衛地区の災害など、担当者も十分承知だと思

いますが、もうちょっと度合いが過ぎれば被害拡大の恐れがありました。そういうこ

とも十分感じておられると思っております。そういった意味で、地域、地域に合った

避難訓練の必要など、その辺考えているかどうか、先ほどもちょっと話もありました

が、改めて伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。

今おっしゃるとおり、今回の集中豪雨においては、どこにどういう被害が出るのか

ということが想定されてきています。そういうことを踏まえて、これは短時間の集中

豪雨ですから、消防団が行って土嚢積みなどという、そういう対応では間に合わない

ということが明らかになっています。そういうことも踏まえて、例えば各屯所等にお

いてはかなり新しい、例えば鳶ノ巣５区地域にある３分団の１方部の敷地も新しく確

保し屯所も新たにしました。そういう場所にあらかじめ土嚢等の設置とか、そういう

ことも含めて事前のやっぱり対応を取っていくということが、場所場所においては必

要ではないか。又兵衛地区についても同じような考え方で今後対応していかなければ

ならないというふうに考えております。今、防災意識の件でありますけれども、防災

訓練、それから防災教育の充実ということは当然図っていかなければならないという

ふうに考えています。防災訓練につきましては、今、議員おっしゃったような視点も

踏まえて、以前、平成２０年９月に３区の皆さん方にも協力いただいて実施しました

県北地方の防災訓練、これ、兼ねて大玉村総合防災訓練を行いましたけれども、これ

を来年の９月に実施する予定で、既に日にち等については県防災ヘリ等々の手配もあ

り、９月２７日に予定したいというふうに今考えています。その防災訓練の中にも、

様々なことを想定しながら地域で取り組んでいただけるとすれば、組み入れた形で考

えていきたいというふうに思います。

それから、自主防災組織の機能の充実というのは、これから非常に重要になってく

るというふうに思います。組織の育成指導という観点から、本年度、福島県で地域の

防災リーダーを養成する防災士養成研修を実施しております。大玉村からは、住民２
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名、これは１１区の方ですけれども、２名、それから職員１名が受講しております。

今後、村としても防災のリーダーとして活躍できる住民、それから、防災の知識、そ

れから技能を持つ職員を防災士として養成することで、防災意識の普及啓発を行って

地域の防災力向上を図ってまいりたいと、このように考えております。住民の防災意

識の高さというのが地域防災力の高さというふうにもなってくるのかなというふうに

思います。是非これから、先ほど地域づくりの中で支援職員のお話も出ましたが、そ

ういう地域の中でどういうふうに防災に強い地域をつくっていくかということも、地

域の方々と一緒に考えてまいりたいというように思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。

村民の安心、安全でございます。きめ細かな万全の対策をお願いしておきます。

次の質問に入ります。農業政策の内容で伺います。まず、今年度産米の、私、特に

稲作について今回伺います。今年度産米の生産高とか出荷状況など、検査を踏まえた

結果でよろしいです。昨年度の比較を伺いたいのでありますが。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えいたします。

まず、米の生産高でございますが、これは米の全袋検査、検査数量でございますが、

昨年２４年産米については１５万２,０１６袋、本年産については直近の数字でござ

いますが、１６万４３５袋、比較しますと８,４１９袋、率で申し上げますと５.５％

増となっております。出荷数量の、出荷の状況でございますが、これはＪＡ出荷分の

数量でございますが、昨年産米が９万８,２３８袋、今年２５年産米、直近の数字で

ございますが、９万９,６１３袋で、比較しますと１,３７５袋、率でいいますと１.４

％、いずれも生産高、出荷状況においても前年の数字を上回っているような状況です。

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。

今年は、おおむね出荷、収穫、収量増ということでありますので、喜ばしいことだ

と思います。ただ、今回質問のテーマなんでありますが、地域によってはカメムシ被

害が甚大と伺いました。これの被害程度、被害の発生状況、被害拡大の経過、それか

ら、行政として取られた対応を改めて伺い申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。

２５年産米のカメムシの被害の状況でございますが、昨年までは一部の中山間地に

カメムシによる斑点米の発生が見られたということで、ごく一部にカメムシの被害が

発生したわけでございますが、本年産米については、まず一等米比率が前年９９.５

％に対しまして本年の現時点での一等米比率、これＪＡの数値でございますが、９４.２

ということで、ポイントで申しますと５.３ポイント減少したということで、これら

のいわゆる現象の大きな要因はカメムシによる斑点米の発生による等級の下落という
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ことでございます。被害拡大の経過でございますが、いろいろ関係機関等を聞き取り

ますと、いちばんの要因は地球温暖化という部分がございますが、特にその中でも、

いわゆる指導、営農指導の面では、カメムシというのは越冬しまして水田の畦畔に春

とかいるんですけれども、それがいわゆる出穂、７月下旬から８月にかけて稲が出穂

すると田んぼに入って、いわゆる籾にすって被害、黒く着色するということで、特に

営農指導上も出穂前後については畦畔の草刈りをしないで、畦畔の草刈りをするとカ

メムシが水田の畦畔に居るのが水田に入って被害を及ぼすということで、それらの指

導を行い、またＪＡ系統でも、それらの草刈りの適期の草刈り及び水田の防除につい

てチラシ等も作成しまして、そういう関係機関と指導は行いましたが、残念ながら先

ほど申し上げました経過の中で大量発生して斑点米が出たことによって米の一等米比

率が下がったというような状況でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） カメムシ被害の発生防止、用地とか被害の抑制はできなかったのか

ということなんであります。そういった意味で今後の、来年に向けての対策を伺いた

いのであります。なぜ、このような質問を申し上げるのかといいますと、同じ福島県

の中で、やっぱり食味日本一なんて宣言できる村などは予防というか、発生を完全に

防いでいるんですね。私も興味あって、その団体である農協に行ってきたんですが、

プロだもん、そういう返事なんですよね。やっぱり指導者がしっかりしているんです。

なぜ我が村はできないかということなんであります。それが知りたいんであります。

指導体制の問題なんでありますが、また、そういった意味で農家の意欲とか自己責任

ももちろん伴ってくるんでありますが、その辺、なぜ我が村で今できてないのか。片

方で抑制できて抑えられている市町村があるのに、大玉村はだめだと、５ポイント以

上もこうやってマイナスになっていると。そういう状況を踏まえまして、それらをど

ういうふうにとらえておられるか、村長でも担当課長でも結構ですので、お願いしま

す。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

我が村はというふうに限定的に言われますと、そうではなくて、中通りが被害を受

けている。そして、隣の市は大玉よりもっとひどい状況です。ですから、杉田川を越

して来年大玉側に大挙入ってくるのではないかという心配をＪＡでしております。と

いうことは、状況は、外のほうがひどいと思います。ですから、村内は比較的周りか

ら比べると状況は低い、これはＪＡと一緒にトップセールスで関東方面に今年米の卸

問屋に行ったときのＪＡの説明等、それから行く途中で、いろいろカメムシの話が出

ました。これについて状況は非常に厳しいんだということで、周りの状況との比較で

お聞きしましたのは、大玉村は、まだこれでもいいほうだという状況ですので、その

辺は村が特に悪いんではないという、全体的にこの地域が気候的にそういう状況だと。

そして、どうすれば防除できるんだというような話もいろいろ聞いてきましたので、

それは担当課のほうから答弁させます。
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○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、カメムシの被害の拡大防止の件でございます

が、先ほど申し上げましたが、カメムシは越冬して水田の畦畔に生息しております。

それは春先、野焼き等で焼却するという部分もありますが、残念ながらこれらを徹底

するには二次災害、いわゆる火災の発生等の二次災害も予想されますので、徹底する

のには難しい面もございますが、今後については先ほど申し上げましたが、草刈り時

期の徹底と、いわゆる防除、粉剤、粒剤等の防除もありますから、いわゆる今後につ

いてはその徹底、いわゆる地域ぐるみでやらないと、やった田んぼとやらない田んぼ、

例えば隣り合わせの田んぼについても、やった田んぼから隣の田んぼにカメムシが行

って隣の田んぼが被害に遭うということもございますので、関係機関とこれらの草刈

りの、適期の草刈りと防除の徹底について関係機関と周知してまいりたいと思います。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 分かりました。私、視察に行ったのはＪＡ白河でありましたので、

あそこは発生抑えられているそうでございます。なお、参考までに。

１点、ちょっと気になることなんですけれども、農業全体の問題なんでありますが、

来年度、これ今の政策ですね、減反政策とかそういうものについては、来年度の米農

家の作付状況予想とか営農状況、予測できるならということで伺いたいと思います。

併せまして今の国の政策ですね、減反政策見直しなどの国策に、村としてどういうふ

うに今対応を考えていられるのか、課長のほうである程度の予測を含めてまとめてお

られると思いますので、来年度に向けての農業政策全般について伺いたいのでありま

すが。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。

米の制度改革ということで、農水省のほうでいろいろ検討して、正式には本日１２

月１２日、農水省で記者発表するということでなっておりますが、それの前に農業関

係新聞をはじめ、制度の概要的なものは発表されておりますが、私どもについては国、

県の制度内容、詳しい制度内容については、これから出されるということでございま

すが、その発表された新聞報道によりますと、いわゆる５年後には減反を廃止して自

由にするということでございますが、まず、はじめの質問であります米農家の作付け

予想についてでございますが、全国の生産目標数量については既に前年３％減という

ことで出されておりまして、また、都道府県にも福島県の数量については２.数パー

セントの減ということで、それらから推測しますと大玉村の来年、２６年産米の作付

けについては、当然今年より減るということで、参考までに申し上げますと、２５年

が本村の配分率で申し上げますと６０.８、前年の２４年が６４.５でございますので、

これら先ほど申し上げました６０.８よりはこれらの数字を勘案すると減るというこ

とで、今後県から市町村ごとの配分がなされ、個人ごとに２月になるかと思いますが、

個人ごとに配分してまいりたいと思います。今後の予想、営農状況の予想でございま
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すが、いちばんは米の直接支払基金が１万５,０００円から半額７,５００円になると

いうことで、当然生産費はかかってきますので、農家の営農状況は、経営状況は大変

厳しいということになりますし、また、担い手を育成するということで、国について

は担い手は収入減少の影響の緩和対策ということで、拠出金等を払えば、ある一定の

減少等はなされますが、いちばん困るのは中小農家がそれらの対象外になっていくと

いうことで大変厳しい状況になるわけでございますが、主食米を減らして飼料用米、

エサ米を作りなさいということではございますが、いわゆるエサ米については、それ

らを例えば間違いなく農家が作って、いわゆる集荷して末端の畜産農家に行く、そう

いうシステム作り、設備も含めたシステム作りが整備されないと、なかなか農家も取

り組めないということもございますので、それら等の今後の状況を見据えながら、こ

れら新しい米政策に対してどのように本村で取り組んでいくかについては、それらの

状況を見ながら関係機関と協議してまいりたいと思います。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 私も、この質問の項目を掲げてみたんですが、内容的に難しい、お

かしなことはいえないなと、正直そう思いました。結局、国の政策をまともに受け入

れても、大玉村には無理なものもあるし、結局今おっしゃいましたエサ米、多分やら

れる方はいないと思います。ほとんどの方は、これには飛びつかないと思います。結

局はじり貧になっていく、いってしまう、そういう恐れがすごく感じております。農

地集約、それから集落営農とかグループ農業、考えてみても、結局は今の地域性とか

の問題があってなかなか進まないのが大玉村の現状ではないかと思いますので、その

点、結局大きな観点で農業政策、国も見直ししております。大玉村独自でも見直しで

きるような、そういう意識改革をすべきではないかと思うのでありますが、課長、そ

の辺はどう考えますか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、今後の農政という観点で申し上げますと、国

のいわゆる５年後の生産調整の廃止、そして主食用米からエサ米ということで、これ

は主食用米については、いわゆる米の消費量の減少、そして人口の減から、現在、本

村でいいますと約４０％の配分率ですが、これが半分以下になるというのは、そうい

う状況の中で国は大きくハンドルを切って、いわゆる主食用米から水田を水田として

利用していくのにはなかなか転作を、大豆、麦で転作してくださいといってもほ場の

条件からできない地域もございますので、そういった中で水田と水田として利用して

いくのには米を作って、米は、いわゆるエサ米を作って、そういう形で農地、水田を

守るという政策でございますので、先ほども申し上げましたが、農家がエサ米を作っ

て間違いなく集荷して末端の畜産農家に供給できるような、そういう集荷から加工、

そういう流通関係のシステムが整備されないと農家もエサ米を作ってもどこに出せば

売れるかという部分がなかなか心配でございますので、国がそういう先頭を切ってそ

ういう施設の整備を進めないとなかなか農家も取り組めないという部分もございます

ので、それら対応を見ながら関係機関と協議してまいりたいと思います。以上です。
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○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 大変難しい質問であったなとは思っておりますので、勘弁願います。

いずれにしろ、エサ米がだめなら何をするんだということになります。我が村の６

次産業化の進展を願っておりますので、その辺も含めまして何がいいのか、本当に農

家の方の知恵を出し合って、大玉村の農業を支えるような方向性を示していただきた

いと思います。

ちょっと、これに関連してなんでありますが、これまで小規模農家のいろいろ手助

けをされてきた玉井のＪＡ育苗センター、廃止の話があるとちょっと小耳にはさんだ

んでありますが、実態はどうなっておるのか伺いたいのであります。また、事実なら

今後の対応策などもどう考えていらっしゃるか、お伺い申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。

ＪＡの玉井育苗センターでございますが、２番議員さんからありましたように、今

年、本年と昨年の春先のいわゆる強風の被害によってビニールハウスが破れて、特に

本年については、せっかく１回張ったのをまた２回破られたという状況と、なおかつ、

ハウスを設置して２０年が経過したという、約２０年が経過したということで、ハウ

スの具材そのものも腐食しているということで、ＪＡでは育苗センターの利用農家に、

いわゆる芽出しは行いますが、硬化については各農家でやっていくなり委託をしてと

いうことで、意向調査をしたというふうに聞いております。その意向調査を集約して

是非農協にお願いするという部分で、それらの意見が多数だったということで、来年

については現在のように芽だしから硬化までやるということではございますが、ただ

ＪＡみちのく管内の中で、いわゆる芽出しから硬化苗までやっているのはここの玉井

育苗センターだけだということで、それらの全体的なものも踏まえまして、来年はと

りあえず実施するんですが、再来年以降、次年度以降については、ちょっと現在のと

ころについては今後の方針がまだ定まっていないというような状況でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） とりあえず、来年は準備確保できたということでありますが、その

後についてはまだ定まってない。結局、この手助けがないと、また小規模農家減って

まいります。確実に減ってまいります。その辺も踏まえまして、農業政策の中で対応

を考えていっていただきたいと思います。

最後の質問に入ります。違った角度からお米の話を申し上げたいと思います。ある

自治体が、ふるさと納税制度の謝礼品に地域の産品の米を提供しております。取り組

みや宣伝活動が上手なんでありましょうが、寄付金、なんと１億円以上も集めまして、

そして実際謝礼金に使う米の確保が間に合わず受け付けを締め切ったそうです。なん

ともうらやましい話なんであります。柳の下にドジョウの話になりますが、かつての

村長が、日本一のおいしい米と銘打った大玉の米であります。我が村でも謝礼品に利

用してみませんかという話でございます。既に多少は利用していると思いますが、も

っと工夫を重ねてということでありますので、改めて村長に伺います。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

現在の状況については、後で課長のほうから答弁させます。１億円の話も私もテレ

ビで見まして、それ以前に、これを増やす方策はないかということも考えておりまし

たら、そういう放送もたまたまありまして、来年度については還元率を高めようと。

かなり大胆にお返しをするということで、できれば１億の１０分の１ですが、１,０００

万程度を目標としてふるさと納税制度をＰＲしていきたいというふうに考えておりま

す。

あと、その米の状況、現在の状況については、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。

大玉村においては、本年度で現在まで１５０万円程度のふるさと納税寄付金をいた

だいております。昨年度が大体１８０万円ということでありますけれども、これに対

して、礼状に添えて、現在でも米、それから焼酎、生キャラメル、プリン、酵母牛、

肉味噌漬けなどを寄付金のいただいた方に確認をしながら、１割から２割程度の範囲

の中で現在贈っております。米については、大玉村にゆかりのある方ですから実家か、

そういうところからもらっているから米は要らないというような方もいらっしゃいま

すが、今、村長答弁にありましたように、米も含めて２６年度からどういう形での謝

礼、いろんな範囲があると思いますけれども、それらをカタログにして５割程度を返

すというような形でのふるさと納税の振興を図ってまいりた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） この１億円集めた自治体も、お米だけなんですね。お米だけで１億

円以上も集めています。結局、福島県、大玉村も多少風評被害とかも何かもあると思

います。ただ、逆の意味で、そういう風況被害とか何かを逆手に取ったコマーシャル

もできると思いますので、その辺、考えていただきたいと思います。

また、このふるさと納税制度、お米に限らず全国の自治体、様々な工夫をしており

ます。大玉村ならではの発想ありませんかね。決して高価な返礼品が人気とは限らな

いのであります。現実には、アットホームの宿泊券でも結構ですし、野菜の詰め合わ

せはどこでもやっていますかね。ちょっと課長とも話してみたんですが、薪ストーブ、

薪がなかなか手に入らないということで、大変人気だとか、薪ストーブ１か月分とか、

そういう謝礼品でも、ユニークでないととにかく集まらないんですね。そういう工夫

というものの発想をお願いしたいのでありますが、改めて村長。

○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。

５割といいますと、１００万もらえば５０万を返すことになります。何を返すかと

いうことは、カタログ的に５０品目とか７０品目とかという形の中から選んでいただ

くというふうになろうと思います。今言ったような宿泊券とか、あとは村外の方がほ
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とんどですので、村内で過ごしていただけるような、そのときに田植えとか稲刈りと

か農業体験、本来はお金を出してきていただくんですが、逆に来て体験をしていただ

くとか、季節の果物を、今はリンゴとかいろんな方、生産している方がおられますの

で、季節の果物とか、高額な場合にはそのうちの木を１本贈呈するとか、いろんな方

法があろうと思いますので、これから職員等からいろいろな意見を聞きながら、英知

を結集して特色のあるものをやって行き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。

せっかくあるふるさと納税制度であります。似たような自治体で１億円も集めてい

ると、ちょっと悔しい思いもあります。どうぞ大玉村も、それにあやかって、せめて

３億も集めるぐらいのふるさと納税制度を拡充していただきたいと思います。

以上で質問を終わります。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３０分といたします。

（午前１１時１３分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ７番佐藤誠一君より通告ありました「米政策について」ほか２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私の質問をこれから始めたいと思います。

前質問者も言われたとおり、今年度の米は集荷が多かったわけでございますけれど

も、カメムシの被害により等級の下落等がありまして農家の集荷はさほどでもなかっ

たというような印象でございます。私は、特に農家としてまず、はじめに米政策につ

いて伺いたいと思います。

政府は先月、米政策を大きく転換するというふうに閣議決定したわけでございます。

１９７０年、これは昭和４５年になりますけれども、当時始まった生産調整、いわゆ

る減反を５年後には廃止するという政策をしたわけでございます。大玉村は特に農業

を基幹とする村でございますので、当局としては、まずどのように受け止めているの

か伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答え申し上げます。

これは、国が決定をしたということですので、基本的に受け入れざるを得ないとい

うことです。これについては全国的な対応ということですので、村のみで個別の対応

というのはなかなか困難だというふうに考えております。ただ、まだ金額的にはっき

りしないものとか、飼料米等についても出口が見えないと、金額がはっきりしないと
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いうような面もございますので、もう少し状況を見ながら、あとは多分ＴＰＰとの関

連も出てくるだろうというふうに考えておりますので、今のところは的確に情報を収

集しながら、それについてどう対応するかということをＪＡとか県とか関係機関とも

協議をしながら進めていかざるを得ないという状況でございます。一部、地方自治体

に負担を求めるというようなことも国では言っていますが、今財政的に全般的に農業

に、全農家に米の補償とか出すような状況というのは財源的にも厳しいものがありま

すので、少し、まだ見えない部分がございますので、その辺を見極めながら進めてい

きたいというふうに考えております。ただ、いちばんの問題は、この米なり農地の政

策というのは、よくグローバルスタンダードという世界水準という言い方をしますが、

これは日本水準、ジャパンスタンダードといったほうがいいかもしれません。日本全

国に当てはまるかもしれませんが、この汚染された福島県には当てはまらないと考え

ているんですね。農地集積をしても、集積したものを、じゃ誰が受け入れるんだとい

うような問題も出てきますので、福島県については福島県に対応する農政があってし

かるべきだというふうに考えておりますので、これから、そういう意見を国に対して

述べていきたいというふうに考えております。これは、福島県については他の県と状

況が違うと、農地を含めてですね。米も風評の問題でトップセールスで行きましたら

ば、業務用と同じ値段だったら売れますよということなんですね。１俵６,０００円

です。だったら売れますよというような話、非常に厳しいことを言われてきました。

ですから、福島県は今、国が進めようとしている農政改革では、とんでもない話だと

いうことで、これから言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） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今、村長言われたとおり、これは国の方針だから各自治体ではどう

しようもないというようなことでございますけれども、かつて私も農業青年の代表と

して県の役員としましても、当時は米価闘争でございまして、東京に１週間、１０日

泊まって農林省の分庁舎で、それこそ旗を持って米を上げろとか市場開放の阻止とか

いろいろやってきたものでございますけれども、６０歳を過ぎますと、そういった意

欲もなくなって、新聞報道を見て、ああ、今はこういう時代なのかなというふうに思

うようになってしまったわけですけれども、また、昨日の新聞を見てちょっと不安を

感じることは、米政策を転換していくという中では、大規模化はしなければならない

ということが大前提なんですね。そういったことで、また、これ農林水産業、地域の

活力想像本部、これは本部長は総理大臣でございますが、もっともっと大胆なことを

打ち出してきたんです。これ、私一般質問を届けた後でございますので、ちょっと数

字的に言わせてもらいますと、大規模農家に８割を集積するということを２０年後に

は現在５,０００万の輸出ですね。日本はなかなか農産物の輸出額が少ないんですけ

れども、それを倍にする、１兆円にしていくということを打ち出したわけでございま

す。当然、そうなりますと、今の日本の１俵の価格、村長の６,０００円と言いまし

たけれども、これが１万２,０００円ではどこでも買ってくれる国はございませんで、

少なくとも６,０００円くらいになるのは国際市場では土俵に上がれないということ
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です。その逆から、こういった大胆な施策が盛り込んできたんだろうと思いますけれ

ども、今まで聖域だった米にしろ、ＴＰＰでは今年の妥結は断念したようでございま

すが、ＴＰＰで農業たたきをされ、更には米問題の政策転換で農家はこれほどのひど

い目に遭うとは予想もしなかったわけでございますけれども、やっぱり今後の対策と

して、国の方針にもいろいろありますけれども、村はどうするかという対策を持って

いかなければどうしようもないわけでございますので、この点、５年後には絶対的に

減反はなくなって自由に作付けさせるという方向が出ますので、その５年後を見据え

た村長の考え、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。

農地集積を大規模化して８割を目指すと、そして、コストを４割削減するんだとい

うようなことで、これはもう本当にＴＰＰに対応して門戸を開いたような話、既にも

う始まっていると、非常に危険だなというふうに感じております。しからば村はどう

するんだということですが、先ほどいったように、輸出を増やしますといっても福島

県の米が諸外国に受け入れられるはずがないと。農林水産物でさえも、韓国はすべて

福島県だけでなく東北６県全部閉め出しているというような状況の中で、輸出に頼る

こともできないということになりますと、やはり米政策自体、村でも転換しなきゃな

らないということになってくるだろうというふうに感じております。飼料米について

当面取り組みが少ないとしても、やはり取り組んでいかざるを得ない。そこに収入が

あるのであれば、やはり取り組まざるを得ない。それからあと、施設園芸、ハウス等

で土が汚されているというふうにイメージがあるのであれば、やはりハウスとか施設

園芸を推進をして、そして、それを先頭に立てて安心安全だよということを風評の払

拭に向けて進んでいくというのも１つの方法であろうと。これについて、復興大臣等

にお願いをして、もっと大胆に補助率を上げてほしいというお願いをしていますが、

今のところは浜通り地区の農業再生のほうには非常に手厚く助成が出るんですが、そ

れ以外の中通り等については、もう本当に何もないということですので、これは、粘

り強く要求していきたいというふうに考えています。ですから、１つの方法は施設園

芸、そして、できれば、これも国の支援がないとできませんが、野菜工場等について

の誘致を是非進めていきたい。安全であるというものが出回れば、結果的に引きずら

れて通常の農産物も販売が広がるんじゃないかというふうに考えています。それから、

あと７番議員さんが今取り組んでおられる果樹とか、そういうふうに米以外の野菜以

外の栽培に転換するというのも１つの大きな方向付けかなというふうにも考えていま

す。その場合には、やはり加工する場合とか、そういうものについての施設について

は、やはり検討していかなければいけないというふうに考えておりますので、是非そ

ちらのほうについても拡大を図っていただければと。

それから、あと農地の中間管理機構が農地を集約しても受け皿がないと、例えば３０

町歩集約しましたと、じゃ、２年間でどこで受けますかといったときに、村内に受け

皿がない場合には村外関係ありません、県外。例えば郡山だ、どこだという農業法人
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が、じゃ、受けますとなると大玉村の美田が大挙して村外に出て行ってしまうと。そ

こで耕作したものは、全部村外の収入になってしまうということですので、喫緊の課

題としては村内に受け皿をつくらなきゃいけないと思います。それは、農業生産法人

をつくるということです。これについては、この前も農業委員会等、認定農業者の会

議でお話をさせていただきましたが、是非取り組んでほしい。そして、その手続きを

村内の行政書士会にお願いできないかということで、働きかけを既に始めております。

約４０万ぐらい、通常の手続きにかかると。そのほかコンサルをかけたり、赤字にな

ると困りますので、そういうものを含めるとかなり金額はかかると。それらについて

は、村でかなりの部分助成をしたいと。これから検討していきますが、ですから、村

でいかように助成しても、やはり受け皿の生産法人を作っていかなければだめだとい

うことを今いちばん強く感じております。個人でやる場合は１０町歩、１５町歩がも

う限界ですので、生産法人としてやっぱり５０町歩というレベルでやっていただけれ

ば受け皿になるんじゃないかというふうに考えております。今、現時点では、そうい

う方策かな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） 今、村長のいわんとすること、非常に理解しておりますけれども、

前段で申し述べた施設園芸、野菜工場について、これ、もっとも大玉村は中通りのほ

ぼ中方部に位置しておりますし、モデル的に５年後を目指して、そういった小規模で

もいいですから、やっぱりこういった団地型として、まずハウス型を進めていってほ

しいというふうに希望を申し上げます。

また、後段で言われました集積した場合の受け皿、これがやっぱり若者の育成、若

い農家の育成ですね、そういったものをやっぱりしていかなければならないというふ

うに私は思っているわけです。そういったことでいろいろな手続きが行政書士に頼む

んだということでございます。これも良い方向だと思いますけれども、そういったも

ろもろの方策をこの大玉村、農業基盤だと、今までは米だったと、今も畜産も尻すぼ

みだし何やっていいか分からないという時代には、やっぱり生産性の高い園芸、園芸

にはいろいろありますけれども、野菜や果樹、そういったものに振り返っていくんだ

ということも大切でありますので、その点も良い方向に持っていってほしいというふ

うに期待したいと思います。

更に、(2)でございますけれども、今、直接支払いで、生産農家は１万５,０００円、

１０アールでもらっておりますけれども、来年度になりますと半額になるということ

でございますけれども、これらについての村での独自の方策はあるのかないのか、そ

れを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） ７番議員さんにお答えします。

米の補助金の減額、米の直接支払交付金、１０アール当たり１万５,０００円が来

年度から半額になるということで、これは先ほどの２番議員さんの質問にもお答えし

たように、主食以外に取り組んでいただくという米政策の大きな転換の中でこういう
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措置がなされたということで、米の直接支払交付金については、民主党時代の所得補

償制度から名称が変わって、３年でこういう大きく転換がなされたということで、確

かに農家については経営的にますます厳しい面がございますが、そういった中で国で

は新たに日本型の直接支払等々の制度を確立して農業の政策を進んでいくという施策

を打ち出しておりますので、それら状況を見極めながら対応をしてまいりたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 村長に伺いますけれども、これについて同じ質問ですけれども、こ

れ１万５,０００円から７,５００円に半額するわけでございますけれども、口では大

玉村は農業が基幹産業であるということを何十年もいわれてきたわけでございますけ

れども、独自の方策はあるのかないのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） この補助金という形になりますと、村で独自に補助金を申請すると

いうのはなかなか厳しいのかなというふうに考えています

ですから、逆にいうとさっきいったみたいに、補助金という形ではなくて、補償と

いう形でなくて、例えば法人をつくる場合とか、そういう場合に助成をする。そうい

う形での助成が現実的かなというふうに考えております。ただ、ハウスも一時期非常

に高い補助率がありましたが、今現在は非常に低いと、なかなか手が出せない状況。

風が非常に強いので、果たしてビニールハウスが大玉村で可能性があるのかという問

題が現実にあります。かといってガラスを使った場合、非常に単価が高くなるという

ことですが、その辺、取り組む農家が踏ん切る場合の助成が村として出せるのか、そ

の辺は計画段階で詰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） 次に、新たな交付金として国として、日本型直接支払い方法を創設

し、１４年度に開始するというわけでございますけれども、この内容等については担

当課としては、どのように説明を受けているのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんにお答えします。

日本型直接支払制度でございますが、これにつきましては、新聞等で発表なされて

いる部分についてのみ承知しているわけでございますが、米の生産調整を廃止し、補

助金を見直すのをきっかけとして、農業の多面的機能の発揮のための地域活動に対し

て支援するということの内容でございます。制度の概要でございますが、地域の農業

者が共同で取り組む地域活動、活動組織を作り、市町村と協定を結んだ組織に支援す

るという内容でございまして、その制度の中には２つの支払制度がありまして、１つ

は、資源向上支払い、この内容については、地域資源の質的向上を図る共同活動を支

援するということで、支援の対象については水路、農道、ため池等の軽微な補修、ま

た植栽による景観形成、ビオドーづくりなどで、交付金額については都道府県段階で、

水田で１０アール当たり２,４００円、畑については１０アール当たり１,４４０円と



- 38 -

いうことで、想定される交付金活用の例としては、ため池の修繕にかかる費用とか景

観を良くするための水路わきに受ける植栽の費用関係でございます。以上、もう１つ

の農地維持支払制度でございますが、これは多面的機能を支える共同活動を行う集落

等を支援するということで、支援対象については農地法面の草刈り、水路の泥上げ、

農道の砂利補充、または構造変化に対応した体制の整備拡充、保全管理高層棟の作成

ということで、交付額については、１０アール当たり水田で３,０００円、畑につい

ては１０アール当たり２,０００円ということで、想定される交付金の活用例として

は、草刈り機等のリース代や農道に補充する砂利等の購入費ということで、日本型直

接支払制度については、この２つの制度からなされるということで理解しております。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） もともと日本の水田は、ダムの効果等があって、ダムのこれ数にし

たら何十個分にもなる。もともと日本は平地でなくて山岳地帯ですので、川はほとん

ど急流、ヨーロッパの平坦地からいわせると、日本は本当に急流で、あのような田ん

ぼづくり、水を止めておかなければ、いつでも被害が出るというふうなことが言われ

ております。そういった保全のために、いろいろな直接支払いの補助金が出されると

いうことでございますけれども、やはりその辺の、何もお金にならないような面も、

やっぱり我々の現場で働いている人と、都会でデスクワークで机の上でいろいろ見て

いる人との違いがあると思うんですけれども、その点も含めて、農業は生産するんで

なくて国土の保全もしているんだということを高らかにうたっていかないと、やっぱ

り日本の農業は守れないというふうに思うんです。私もスイスに行ったことあります

けれども、スイスは観光の国でございますので、牛でのチーズづくりどうのこうので

は絶対儲かってないんです。高度は２,０００メートルから４,０００メートルくらい

で、自然の草を食ってやって作っておりますので、そういうことで大規模経営でない

とできないんです。北海道の酪農のように小規模なんです。そういったことで、あな

た方は農業をやってください、観光で儲けた部分はその方向にいくらでも補てんしま

すよというのがスイス型の観光農業です。やっぱり今、棚田どうのこうのも、昨日あ

たりもテレビでイルミネーションを付けて輪島の千枚田でやっておりますけれども、

そういった方向にも持っていく必要があるということも一つ、ここで言っておきたい

なというふうに思っています。

また、４番目では、水田は減反がなくなると、水田からいろいろな転換というのが

なかなかできないわけでございます。水はけの関係で。水田でありますので、米を作

って、その米は飼料米として作っていくんだということでございます。当初１０万だ

ったということでございますけれども、現在になって５,０００円上乗せで飼料米を

作ると１０万５,０００円、これ面積で出すんだということです。しかしながら、こ

の飼料を食べるのは牛、鶏、豚ですね。今、ずうっと見渡すと畜産農家もこれ尻つぼ

みでだんだん辞めていく人がいるという中で、果たして飼料米作ったら食べる動物が

いないというような状況も見られるわけでございますので、この辺もちょっと私、ち
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ょっと不明瞭だなというふうに思っております。この点について、当局どのような指

導をしていくのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんにお答えします。

減反、いわゆる主食用米を削減して水田を水田として維持するために転作作物であ

る大豆、麦を作られるほ場と、いわゆる粘土質等々によって作られないほ場について

は、先ほども申し上げましたエサ米を作って水田と水田として維持していくんだとい

うことで、国ではこういった中で、今後５年間で飼料用米を国全体で４０万トン増産

して、畜産農家に供給するんだということで、今回いわゆる主食用米からエサ米を作

って水田を水田として維持していくということで、そういった中で国から数字が示さ

れておりますので、日本全体の中でエサ米を流通していく体制整備が急務だと思って

おります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） やっぱり５年先のことでございますけれども、こういった方向を示

された以上、いち早くこのようなことに対応できるような組織作り等を迅速に進めて

ほしいなというふうに、ここで次の質問をしたいと思います。

これ、３・１１によっていろいろなことが起きまして、特に原子力発電の事故がご

ざいまして、福島県の浜通り、また中通りには甚大なもろもろの被害が出ております。

そこで、いろいろな農地、宅地等の除染は今着々と村では進んでおりますけれども、

農業用ため池のことについて質問したいと思います。新聞報道によりますと、県内に

ある、特に中通りを中心としたため池では、３割以上がこれ基準というのがございま

して、基準は１リットル当たり８,０００ベクレルということでございますけれども、

３割以上が基準超えの放射能物質があったというふうに記載されております。まず、

はじめに、村には何か所のため池があって、基準値について上限、これらの上限下限

があったのか、まず伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。

本村内にあるため池につきましては、土地改良区管理が１３か所、村管理のため池

が３か所、合わせて１６か所ございます。先に調査を実施されました国の東北農政局

で実施したため池が、アブネガ池１か所、あと福島県実施のため池モニタリングが１２

か所実施しておりまして、１３か所について検査を終えております。そのうち、いわ

ゆる指定廃棄物１キロ当たり８,０００ベクレル超の放射性セシウムが検出されたた

め池、これについては底質分でございますが、それが６ため池ございました。なお、

調査につきましては、底質と水質の２つを検査対象にしておりまして、水質に関して

は、いわゆる上水のほうですね、取水する部分の水でございますが、これにつきまし

ては、アブネガ池、岩高にある池なんですが、そこに関しましては水中から２.３ベ

クレルの放射性物質が検出されている。それ以外のため池につきましては、検出限界

値未満であると。ただしアブミガ池の水に関しましては、ろ過した後に検査を実施し
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たところ、検出限界値未満であったというふうに聞いております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 水そのものにはなかったということでありますけれども、底地には

あったと。特にこれ県内では最高値が３７万ベクレルあったため池があるということ

でございます。我が村では、それほどでもなかったということでございますけれども、

これらについての底土は放射能については安全だということがいわんとしていると思

うんですけれども、それらの底土の取り扱いについては、今後どのようなことをして

いくのか、これ再度伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ７番議員さんに再度お答えをさせていただきます。

いわゆる調査の結果、上水につきましては、いわゆる取水する水につきましては、

放射性物質については検出限界値未満だったと。ただ、いわゆる沈殿している土砂、

底質、これについては、そのため池によっては高い放射性物質が含んでいると。いわ

ゆるため池というのは農業の灌漑に使うものでありまして、取水する場合、濁った水、

いわゆる底質を含んだ濁り水をかけないようにしなさいというようなことで注意が喚

起をされております。我が大玉村にあるため池につきまして、いわゆる取水のシステ

ム、これにつきましては、底から直接排出する底樋、ため池の底から斜めに持ってい

くような形ですね、そのタイプと、斜樋、いわゆるため池の堤体に斜めにコンクリー

ト構造物とかがありまして、上から順にふたを開けながら取水するタイプ、この２タ

イプがございます。いわゆる上水、底質が流れないような取水をすれば安全ですよと。

また、風なんかで波が立って濁っているようなものでない限りは大丈夫ですよと。ま

た、そういう取水に留意してくださいということで、各ため池の管理者に対して指導

がされておるような状態でございます。大玉村にあるため池の構造としては、底樋タ

イプは中原ため池のみでございます。それ以外については、すべて斜樋、斜めのタイ

プでございまして、いわゆる泥水タイプの水が流れないような構造であれば大丈夫で

すよというような結果でございます。なお、中原ため池につきましては、供給すべき

水については、それぞれ川から取水した水を用水路を使って給水している。水の不足

時にそれを活用するというような中身になっておりまして、改良区の管理上、聞いて

みますと、底質が流れるようなことには今のところなってないということでございま

すので、特段今のところでは底質が流失しにくい構造であるというふうに考えており

ますことから、特別な対策は講じてないような現状でございます。

以上でございます。

◇ ◇ ◇

○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。（午後０時０２分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇
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○議長（佐藤 悟） 午前中に引き続き、佐藤誠一君の一般質問を許します。

７番。

○７番（佐藤誠一） 引き続き質問したいと思います。

村内には１６のため池があるということで、その中で６つのため池から水質はそん

なに問題なかったけれども、底土からいくらかの放射性物質が検出されたということ

でございますけれども、国としては最後に書いておきましたけれども、除染しても費

用を負担しないということでございますけれども、これは、どういった理由でこのよ

うになっているのか当局に伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。

まず、国のほうで費用を負担しないと言っていますのは、いわゆるため池の中にた

まった放射性物質、これにつきましては、水がたまっているおかげで放射性の遮蔽効

果があると。そのために周辺の環境に与える影響は小さいというようなことで、現在

は陸上の除染を優先していまして、現時点でダムとかため池、これを除染対象に加え

る予定はないというふうに説明しております。この考え方の下に費用負担はしないと

いうような言い回しになっているようでございます。また、一方、農林水産省の考え

方ですと、実態をきちんと把握したうえで対策を進めていく必要があるというふうに

言われております。まず、以前、県のほうからいただいた資料によりますと、除染を

しないという中で、以下に底質が流出しないかという対策に関しての例を示されてい

るわけなんですが、いわゆる放射性物質の濃度の高い濁り質とか底質、それを砂とか

土砂で覆ってしまうという底質被覆工、あとは汚染された底質が流れないようにする

底質改良工、若しくは濁り水に凝集剤を混合して放射性物質を沈下させてしまう凝集

沈殿工、あとは、植物性プランクトンなんかの増殖で水質が悪くなるということも考

えられるので、水面を被覆、遮光して抑えるというような水面被覆工としての４つの

方法が挙げられています。しかしながら、現状でのため池の中にある放射性物質を外

に出さないというような方法であって、根本的な解決にはならないというふうに思っ

ております。県の対応としましては、土砂の拡散、これを防ぐ対策としまして、一部

のダムとかため池、いわゆる濁り水が流出する、取水される恐れがあるような部分に

関しては、いわゆる水中カーテン、シルトフェンスですね。こういったものを設置し

たりして作業を進めたいというふうにはしてございます。ただ、今までの現状ですと、

ため池に関しましては、少なからず上流域から土砂、ごみなどが流れ込んでいるのが

現状でございます。そういった状況からすると、本来であれば定期的な浚渫、いわゆ

る土砂払い、こういったことが必要にもかかわらず、改良区のほうの話によると、三

ツ森ため池につきましてはかなりエリアが広いものですから、土砂をわきのほうに寄

せた経緯がありますが、それ以外のため池については土砂の浚渫をやったことがない

というような状況でございます。根本的なやり方としては、ため池の土砂を原って中

間貯蔵施設へ運ぶというようなことがいちばんいいわけですけれども、なかなか中間

貯蔵施設への運搬、若しくは土砂のボリュームがかなり大きくなるということで、そ
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れも現状としては速やかな対応というのはなかなか難しい。そういう中で、東北農政

局、県においては、現在モニタリング調査を行いまして、現に２４年度末ですか、２５

年度の当初において、東北農政局の調査検証によりまして、農業用水路の泥揚げ、こ

れを除染の対象に加えていただいたと、こういう実績もあるものですから、今後ため

池の除染が認められるように、これから進められる農林水産省の検証と、あと県の農

林水産部の調査、実証事業、こういったものに積極的に強力をしながら、除染ができ

るような取り組みを進めていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 要は、どう判断しても、どなたも思うことだと思うんですけれども、

このため池等の底土を上げるということには膨大な除染費がかかってしまうというの

が先にあるというふうに私は思うんですね。それで、もう面倒くさいところはやるこ

とないと。しかしながら、水で遮断するから放射能はそのままになっているというこ

ともありますけれども、もし浅い、水の浅いため池などは、これ風でも吹くとすぐ攪

拌して、底土になってかき混ぜ放題かき混ぜられますので、そういったときの影響は

すごく出てくると思うんです。また、ため池ならず中通りには阿武隈川、あと原発地

帯には木戸川、請戸川という川もありますけれども、特に阿武隈川は非常に距離が長

い川でございますので、宮城県の亘理の閖上浜辺りの川の放射能は何百万ベクレル単

位であるそうです。もちろん、福島県内の淡水魚は食べられないということも言われ

ておりますし、そういったものももろもろ手をつけちゃうと膨大な除染費がかかるの

ではないか、そこが頭にあってなかなか手をつけられないというのが現状だと思うん

ですよ。しかしながら、やはり健康を保っていく、今後のこともそういった対策をし

ていかなければならないという観点からしますと、いくらこのままでもいいんだとい

うようなことでは私はだめだと思うんですね。言っていることも、環境省と農林水産

省はあいまいなことを言ってみたいだし、やはり安全対策の面で、もし村独自でやっ

た場合これ６つですからやって、当然のように国に補償を求めるという方法もありま

すので、そういった方法を今後取っていくのか取っていかないのか、当局に伺いたい

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申し上げたいと思います。

今、議員さん言われたように、浚渫をして、その処理場の問題と処理費が膨大にな

るということが、多分国が今手を出さない最大の理由ではないかというふうに考えて

います。今現在は浚渫しても国は金を出さない、東電も金を出さないというようには

っきりしておりますので、これに今、村が手を出して例えば取った場合に、また改め

て水がたまる段階で、泥がたまる段階で、また同じ結果になると、いたちごっこにな

ってしまいますので、これについては国の方針が出るまでは手を出すことは難しいな

と。福島県議会のほうでもそれについての質問が出たようでございます。今回。それ

についての答弁は、強く国にため池の底払いの要求を要望していくというような答弁



- 43 -

をしているようでございますので、我々も県と一緒になって、ため池の除染について

は要望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） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今、村長のいわれたとおり、声高らかにため池等の底払い等を進め

てもらうような、国に大いに言っていただきたいというふうに願って、この質問を終

わりたいと思います。

最後になりますけれども、子ども元気復活交付金について伺いたいと思います。こ

の子ども元気復活交付金は、原発事故で人口が流出している、更には、子どもたちの

遊び場がないということで、１００億円を用意してそれぞれの市町村に配分して、子

どもの遊戯施設にということを目的に交付金を出しておりますけれども、これも今次

議会にも大玉村に配分された金に上乗せして各保育所や幼稚園に遊具をそれぞれ整備

するんだということが提示されております。大玉村は、今回第２次になりますけれど

も、２,４７３万７,０００円と配付されることになります。ただ、今回もそういった

ことで、前に述べたような子どもの遊ぶような施設に遊具を設置するんだということ

でございますけれども、これまで３０数億円残っておりますけれども、第３弾として

村は今後手を挙げて、この交付金に応募するのか、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。今、議員さん言われたように、その金

額で遊具等について整備をしようということで、これは決定をいただいております。

今後どうするんだということでございますが、村の考え方としては、屋内遊具、屋内

で遊べる場所ですね、というようなお話もありますが、私どもとしては、やはり今の

レベルは外で遊べるレベルだということで、子どもたちの外での遊具を中心として今

回いただいたということでございますが、今ちょっと国のほうと協議をしているのは、

改善センターの体育館、あれがだいぶ老朽化しております。ですから、そして主に使

われているのがゲートボール場として整備をしましたが、実際は野球の練習とか多目

的に使われているので、子どものキッズパークみたいに、ああいうものの性格ではな

くて、屋内の運動場として体育館を改築できないかと、あれを壊して新しくできない

かと。そして、土ではなくて人工芝を敷いてフットサルとかテニスとか、それから野

球の屋内練習場、それから壁面がありますので、壁面に名前はよく分かりませんが、

少し登るような、登山の登るような、そういう遊具もちょっとありますので、そうい

う設備ができないかどうか今、国のほうと協議をしているところでございます。とり

あえず今、現在はそのようなことを考えておるということでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 隣の本宮市では、第１回目の交付金で、スマイルキッズパーク等を

造ったそうですけれども、やはり子どもは室内で遊ぶのではなくて、屋外でのびのび

遊ばせるということが大切だと思うので、そういった、もう一言、どういった中身で

すか、そういったものについて最後の質問にしたいので、村長にお願いしたいと思い

ます。どういうものなのか。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 今ちょっと再度お答え申し上げます。

今ちょっとお話ししましたが、今の体育館を壊して、あれを二回りぐらい大きくし

て、そして約１,０００平米から１,２００～１,３００平米ということは、村民体育

館より若干大きいぐらいのスペースをつくって、多目的屋内運動施設ということで、

下には今非常に良い野球場に敷くような人工芝がありますので、その人工芝を敷いて、

そして冬期間とか夜間とか、雨天の場合とかというときのスポーツ少年団とか中学校

とか、それからフットサルのチームとか、当然ゲートボールも人工芝ですのでできま

す。子どもたちも遊ぶことができます。そういう多目的な屋内運動場を建設できれば

いいなということで、今国と話し合いをしているところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） それぞれ質問しましたけれども、それなりの成果をあげてもらいた

いと思うのはやまやまでございますけれども、とっそくは放射線の問題、更に米に関

する施策の展開等にはいち早くこれ村当局にはそれなりの対策をして住み良い村にし

ていただければというふうに思って、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） 以上で７番佐藤誠一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「住民の健康管理事業について」

ほか１件の質問を許します。

３番。

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

たしました２件の質問を行います。

はじめに、住民の健康管理事業に関してお尋ねいたします。誰もが健康に生活した

いと願っています。自らの健康は自らが守るというのも当然です。しかし、健康を阻

害する要因は個人だけの責任ではありません。労働環境、社会的環境、そして今回の

東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染など、公害なども人の健康を

害します。このように、一人ひとりの健康が保たれるためには、健康を阻害する様々

な要因を取り除いていかなければなりません。個人の責めに帰せられない要因、それ

らを取り除いていくのは国や自治体の責任でもあります。住民が健康でいられること

は、医療費の抑制につながります。また、高齢期の健康寿命を延ばすことは、介護の

費用を抑え、抑制された費用は更に健康寿命延伸の新たな仕組みづくりや福祉の向上

に活用できます。健康の維持、健康寿命を延ばすことは、これからの社会の重要な課

題であり、その課題を実現していくため自治体は住民とともに様々な取り組みを進め

なければなりません。そこで、住民の健康管理の現状などについて質問をいたします。

まず、疾病の早期発見や早期治療、食生活や運動など、生活習慣をチェックするた

めに、様々な検診が行われています。本村で行われている特定健診、一般検診、各種

がん検診の受診率の動向についてお尋ねいたします。

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

それぞれの検診の受診率ということでございますが、２４年度特定健診につきまし

ては、対象者１,４７８名に対しまして４３.４％の受診率でございました。それから、

一般健診につきましては、医療保険が変わった方とか、あと生活保護の受給者が対象

となっておりますので、人数のみ申し上げます。３６名となっております。それから、

がん検診につきましては、それぞれ胃がん検診、大腸がん検診、また肺がん検診、前

立腺がん、子宮がん、乳がん等ございますが、これらの対象者合計しまして、がん検

診ということで申し上げますが、対象者が１万３,９９０名、受診者が３,７８３名、

率にして２７％、受診率が２７％となります。それから、２５年度につきましては、

１０月まで施設検診、現在実施しておりますので１０月までの数字となりますが、特

定健診では１,５１５名中受信者５０５名で、現在のところ３３.３％の受診率となっ

ております。また、一般検診につきましては、先ほどのとおりですので人数のみ申し

上げますが、２２名。それから、がん検診につきましても、それぞれの検診の総数で

１万３,９９０名に対しまして３,１０１人の受診者ということで、率にしますと２２.２

％、１０月現在がこのような数字となっております。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した。

ただいまの答弁をいただいて、決して高い数字ではない、このように思います。こ

の１１月に、産業厚生常任委員会で、長野県松川村において、健康管理事業を中心と

した研修に参加をしてきました。松川村は、平成２４年度の特定健診受診率が５０％

を超えております。大玉村の受診率、先ほど平成２４年度で４３％と伺いました。約

１０％の開きがある。この受診でありますが、受診の機会はありますが、なぜ自分の

健康を維持するための検診の受診、これが低調なのか、このあたりの分析はされてい

るのかどうか。この健康観、こういうものは一人ひとり違いますし、検診なんか受け

たくない、そういう方も確かにいらっしゃいます。しかし、特別な人を除いたとして

も、仕事の都合などで受診の機会を逃す、このような方も多くいらっしゃると思いま

す。この未受診者に対する受診勧奨、これはどのように行われているのか、お尋ねを

いたします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。

各種検診等ございますが、特定健診につきましては、広報紙等によりまして啓発を

行うというような働きかけをしておりますが、がん検診等につきましても、３年間受

診されてないというような方につきましては、個別の通知を行っているところであり

ます。また、２５年度につきましては、集団検診を行ったわけですが、その集団検診

の受診率も考慮しまして、１２月８日に追加で、今まではやっておりませんでしたが、

集団検診、がん検診のみですが、実施をしたところであります。受診率向上につきま

しては、今後も努力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） ３番。



- 46 -

○３番（武田悦子） ありがとうございます。検診を受けない、このような方に特定健診

であると広報紙でお知らせをするのみというお話でありました。

あなたは受診をしていません、検診をしていません、検診してくださいとお知らせ

をするだけでは、受診率の向上につながらないのではないかと、そういうふうに思い

ます。この受診は、ある意味住民の義務でもあり、責任でもあると思います。先に紹

介しました松川村では、受診をしていない方にも丁寧な受診のお勧めをしているとい

うふうに聞いてまいりました。住民が受診をしなければならない、検診を受けなけれ

ばならない、この考えが皆さんの常識になっていかなければならないと思います。医

療がなかった時代からすれば、現代は隔世の感がありますが、検診の意味と結果を生

活に生かすこと、これが大切なことだと思います。そこで、村が取り組んでいる健康

づくり事業、この点ではどうなっているのか。そして、その事業は何を目的に行われ

ているのか、お尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。

まず、健康づくり、あるいは介護予防という事業につきましては、いずれ健康づく

りをしていきながら介護状態にならないようにということで、つながりはあるわけな

んですけれども、まず、乳幼児検診等の時に食事指導というようなことで、これは将

来の脳血管の疾患予防ということで、減塩指導等を行うものでございます。それから、

併せて糖尿病、これは肥満予防の意識づけということで、乳幼児検診等に食事指導を

行っていると。それから、ハッピーヘルシー事業というようなことで、これにつきま

しては口腔ケアの必要性や方法、歯科保健指導というようなことで、集会所や各地区

のサロン等において指導を行っている。それから、骨粗しょう症の検診ということで、

早期発見によりまして転倒とか骨折を予防するというようなことで、４０歳から７０

歳の女性を対象として行っている事業であります。それから、ヘルスアップ会活動支

援というようなことで、これらにつきましてはメタボ等の生活習慣病の予防を目的と

した事業となっております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

これらの事業には、どのぐらいの人数の方が参加されるのかを伺います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） まず、乳幼児検診等でございますが、９か月、１０か月

検診の相談ということで、年に１２回ほど行っております。１回の検診等につきまし

ては、１０名から１５名という中での検診になります。それから、１歳６か月検診は

年６回、３歳児検診につきましても年６回ということで、乳児検診と合わせまして年

２４回で、１回の検診に１０名から１５名程度の参加ということになります。

それから、ハッピーヘルシー事業につきましては、各集会所、あるいはサロンとい

うことで行っておりますが、２か所、集会所につきましては２か所、それから、元気

アップについては４人というような、各２か所で２６人と。それから、骨粗しょう症
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につきましては、対象者１９８名、それで受診者が４８名、その中で要指導というよ

うな判断が下されたのが約半数というようなことで、追加での指導というようなこと

を行っております。それから、ヘルスアップ会の活動支援ということでメタボの生活

習慣予防を行っておりますが、これについては実人員１８名で、延べ９４名の指導を

行っているというような状況でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

様々な事業には取り組まれておりますが、参加される方が思った以上に少ないのが

現実かなというふうに感じました。そして、今日の検診でありますが、疾病の早期発

見、こういう側面もちろんございますが、生活習慣に着目しているという点が大きい

と思います。日常生活のひずみを検診で見つけ出していこうというのが底辺にあり、

健康づくり事業も、そのひずみ解消と生活の充実感を作り出すという考え方が主流に

なっていると思います。今も様々事業は行われておりますが、この様々な資源の活用、

これらも必要ではないかと思います。村にはプール、体育館、それぞれ社会体育施設

がございます。これらの活用も重要だと考えます。特にプールの利用、村民の方が６

割を超えているとお聞きしております。健康管理には、プールを利用した運動も大変

有効なことであります。もっと村内の方に利用していただけないものかという課題が

毎年のようにいわれております。プールまで行くための足が確保できれば行きたいと

いう高齢者の声も聞かれております。せっかくの社会体育施設を活用して健康づくり

を前面に押し出した事業が行えないか、現状も含めてお答えをいただきたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） 社会体育施設を活用した事業というようなことで、村民

プールにつきましては、私も研修、参加させていただいた中ですので、プールを活用

した健康教室等についてはかなり有効性があるかなというふうに感じたところであり

ます。来年度に向けて、各教育委員会、それから住民生活課の担当、健康福祉課の担

当ということで、事業の計画等を現在作成しているところでございますが、介護保険

の運営協議会等でもプールの活用についてというようなことでお話は出ているところ

でございます。是非、そういったプール等を利用した事業を展開していきたいという

ことで、現在具体的な事業計画を作成し、行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） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。是非プールを活用した健康づくりを進めて

いっていただきたいと思います。

先に紹介をいたしました松川村では、健康づくりや介護予防として様々な事業に取

り組んでおられます。その内容は、大玉村の事業と大きく代わるものではないという

ふうに感じてきました。しかし、どこに検診の受診率等を見ますと、どこにその違い

があるのか、やはり住民の参加、参加の意識をどう高めていくのか、このあたりが大
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切なのかなというふうに思っております。大玉村には、保健推進委員という組織がご

ざいます。松川村でも保健指導員という組織があって、さまざまな検診事業等でご活

躍をされていると伺ってまいりました。この村民をどう事業に巻き込んでいくのか、

２番議員さんのお話の中にもございました。地域の中で様々な活動を、同村民を巻き

込んで進めていくか、これらのことを、どう前向きに取り組んでいくかで、これから

の村の方向性はもちろんですが、様々なかたちが出来上がっていくのかなというふう

に感じているところでありますが、これらの点で村長のお考えを伺います。

○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。

２番議員さんとの関連ということでもございますが、受診率の向上、まず、受診率

を上げれば早期発見で当然いろんな波及効果があるということですので、お話を聞き

ながらちょっと思ったのは、各行政区に配置する支援員の中で、本当に受診率を直接

上げるというよりは区内の、そういう健康づくりをどういうふうにしていくかという

ことを保健推進委員と一緒になって少し相談するような部署というか、分野があって

もいいのかなというふうに考えて今聞いていました。老人クラブと同じように、保健

推進というものをどう進めていくのかということ、それも考えていました。それと、

もう１つは、やはりいちばん有効なのは保健師を増やすということでございますので、

来年すぐにというわけにはいきませんが、これも保健師の増員についてはやはり検討

しなきゃいけないのかなというふうに感じております。それから、あと、あるところ

では、こういう検診とか健康に関する活動についてポイント制をやっているところが

あるんですね。健康手帳を配布して、全村民に健康手帳を配布して、底に１つポイン

トの分野を設けて、検診を受ければ１０ポイントというと商品券、１,０００円の商

品券を１枚もらえるとか、金で釣るわけではありませんが、やはりそういうことをや

って検診率を上げている町村もありますので、そういうのも逆にいえば楽しみ半分で、

それで健康が保てるならいいと。商品券が売れれば商工会も儲かるというようなこと

で、そういうことも１つの方法としてはあるのかなというふうにも今、聞いておりま

した。ですから、健康手帳を全村民に配布して、総合的に受けたか受けないかという

ものをやっていくといったこともあろうと思います。それから、先ほどあった行政区

内の保健推進員、これが機能しない原因ははっきりしているんですね。持ち回りだと

いうことなんですよ。やる人、やらない人、せっかくやっても１年で終わってしまう。

ですから、これを村のほうで嘱託みたいにして、委嘱ですか、民生指導員みたいに各

あれに委嘱をして、その方に長期でやっていただく。５年、６年、１０年ということ

で、持ち回りでやっているものはどんどん衰退していきます、どの分野も。ですから、

保健推進員を１つの制度として、持ち回りでなくて村が直接委託するというような方

法がとれないかどうか、これは少し内部で検討させていただきたいと思います。それ

から、あとプールまでの足の確保というのは、後で、この後の質問でお答えをしたい

と思いますので、以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。
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○３番（武田悦子） ありがとうございました。

保健師の増員というお話もございました。保健師をもっと増やしていただきたいと

いうのは以前からの要望でございましたので、是非実現をしていただきたいというふ

うに思っております。この大玉村で行われている様々な事業、大変すばらしい事業も

たくさんございます。これらを、もっと丁寧にしっかりと取り組まれていくことが大

切なのかなというふうに感じたところです。

次に、介護予防事業、先ほども介護予防のお話ございましたが、介護予防事業と位

置づけている事業には、どのようなものがあるのか、お尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えをいたします。

介護予防の観点からの事業といたしましては、まず、６５歳からの元気塾というこ

とで、これは介護予防、あるいは健康づくりの啓発を兼ねて行っているものでござい

ますが、介護の６５歳というのは介護保険の１号被保険者になる年齢でございますけ

れども、各戸訪問して勧奨を行っていたというような事業でございます。ただ、２６

年度からについては、ちょっと形を変えてやりたいというような今検討中でございま

すが、少し形が変わってくるのかなというふうに考えております。

それから、健康づくり応援者養成講座、これにつきましては、体操とか福祉のレク

リエーション関係の講習会ということで、地域での自主活動を展開するためのリーダ

ーの育成のための講習会でございます。これにつきましては、５９名、４回実施いた

しておりますが、延べ１１８名の方に講習を行っております。それから、老人クラブ、

サロンへの出前講座ということで、これは介護予防の専門講師、あるいは職員等を派

遣しまして講習を行っているものでございますが、これにつきましては、８４名、実

人員で３３回ほどの実施で、延べ５２４名の参加がございました。それから、元気は

つらつ体操教室ということで、これは運動機能の低下予防、それから向上を目指して

の教室でございますが、併せて認知症予防というようなこともございますけれども、

４会場で２回ほど実施しております。これは、保健センター、西部ふれあいセンター、

大山公民館、それから東部ふれあいセンターということで、実人員８４名、述べ１１

６名の方に参加していただいております。元気アップ教室ということで、これも生活

機能の低下予防、それから維持向上を図るための教室ということですが、８回コース、

半日ですけれども、８回コースで行っているということです。あと、それらのほかに

社会福祉協議会で実施しておりますけれども、生きがいデイサービスというようなこ

とで、これは食事とか入浴とかレクリエーションを行いながらということで、これは

年間２４２日開催しておりますけれども、２,６５０人、１日平均で１１人程度の参

加の中で行われていると。主なものについては以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

村長は、選挙公約や就任後の方針の中で、高齢者対策について言及されてきました。

高齢化と核家族化は確実に進み、限界集落と呼ばれる集落も出現しております。この



- 50 -

ような現実を踏まえ、安心した日常生活を送ると同時に、高齢者の生きがいを作り出

していくことは、これからますます重要になると考えます。長野県松川村は、男性長

寿日本一の村です。大玉村と比べると３歳以上平均寿命が違います。もちろん寿命が

延びれば、それだけで良いわけではなく、いかに生きがいを持ち、健康で長生きでき

るのか、健康寿命をどう延ばすことができるかが大きな課題です。村は高齢者の生き

がいづくりをどう考えているのか、お尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えをいたします。

団塊の世代の皆さんが６５歳を迎えておりますけれども、高齢化が進展する中では

ございますが、生きがいを持って生活するというのは健康寿命を延ばすというような

ことにつながっておりまして、大変重要なことだというふうに考えております。若い

世代から健康づくりをするというのはいうまでもないことでございますけれども、６５

歳を一つの転機というふうにとらえておりまして、今まで現役として活躍されてきま

した、そういった経験とか知恵、それを進展する高齢化の中で是非役立てていただけ

ないかなというふうに思っております。介護保険制度につきましても、公的なサービ

スだけでは対応しきれない、そういう厳しい状況が予想されておりますので、各種団

体やボランティア、住民の協働、支え合いが必要であろうというふうに考えておりま

す。６５歳を迎えた皆さんに是非一翼を担っていただきながら、生きがいと結びつく

方策を検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

生きがいというものは人によって様々でしょうが、健康面や生活面の不安がないこ

とが前提です。その前提が崩れています。経済的困窮や医療保険制度の改悪は生きが

いの前提を崩します。住民、とりわけ高齢者の暮らしの実態を踏まえた対策を作り上

げていくことを要望し、最初の質問を終わります。

次に、住民の足の確保について質問をいたします。これまでも住民の足の確保の問

題について、何度か取り上げてまいりました。少子高齢化社会の進展が地域社会を大

きく変化させています。地域産業の基盤である農業の地盤沈下が地域社会の変化を促

進させております。先ほども限界集落などに言及しましたが、地域によっては６５歳

以上の世帯が半数にのぼっているところもあります。高齢者のみの世帯や高齢のご夫

婦だけの世帯が増え、中には運転免許もなく移動手段を持たない人も増えています。

このような実態の中で、これから住民の移動をどう保障していくのかは重大な課題で

す。公共交通を確立していくためにも、現状を確認するところから質問したいと思い

ます。

最初に、現在運行されている生活バスの利用状況はどうなっているのか、経年的に

見て増えているのか減っているのか、または横ばいなのかも含めてお答えをいただき

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。



- 51 -

○企画財政課長（武田正男） ３番議員さんにお答えいたします。

広域生活バス、昨年度の実績でいいますと１万１,０５２名であります。この傾向

は、平成１８年が１万４,０００名程度の利用だったので、年々１,０００人ぐらいず

つの減少というような傾向が見られると思っております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 年々減っているというようなお話がありました。この路線バスの拡

大については、以前もお尋ねをしてきました。現時点でも路線の変更や拡大、このよ

うなことは考えておりませんか、この点についてお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ３番議員さんにお答えします。

路線の変更拡大、これは前にもお答えいたしましたけれども、バスがもう１台必要

になると。それから二本松、本宮や大玉、３市村の連携協議が必要になってくる。交

通協議会の立ち上げ、それから収支の予測などの事務作業が必要となってきます。現

時点においては、これらの変更拡大についてどうなのかということ、後でのご質問も

あるようでございますが、そういうことも含めて総合的な公共交通の施策として検討

を進めていき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） 次に、社会福祉協議会に委託している福祉バスの利用状況について、

利用者はどのように推移しているのか、お尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えをいたします。

まず、社会福祉協議会で運行してる福祉バスでございますが、２３年度につきまし

ては２４２日間、述べ利用者数が５,１５６名、それで１日平均の利用者につきまし

ては２１名となっております。それから、２４年度につきましては、同じく２４２日

間の運行で述べ利用者数が４,７７８名、１日平均の利用者数については約２０名と。

２５年度につきましては、９月末現在の数字でございますが、運行日数が１２３日、

述べ利用者数が２,４１１名、１日平均にしますと約２０名ということになっており

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。

次に、村の職員がボランティア休暇を利用して行っている外出支援サービスの利用

者数と利用日数について、お尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えをいたします。

外出支援のサービスということでございますが、まず、２５年の１１月末現在の利

用者数をお話し申し上げますが、利用登録者数については３１名、うち障がい者が３

名で、車両の貸し出し等も行っておりますが、その登録を含めますと３４名というこ

とになります。毎月利用されている方につきましては、２０名程度、１か月当たりに
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しますと平均のサポート回数が１５.５回ぐらいということで、１世帯で２名の方を

一緒にということもございますので、平均だと１か月１５.５回程度。２３年度の状

況でございますが、２３年度につきましてはサポートの登録数で３３名で、平均サポ

ート回数であると４.８回ぐらいと。２４年度につきましては、利用回数が２３８回

で、平均利用回数でありますと７.４４回。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

今お答えいただきましたところだと、平成２３年度は平均が４.８回、２４年度が

７.４４回、２５年度が９月末で１５.５回、月平均ということでよろしいでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） 申し訳ございません。

今申し上げました利用率等が混ざったというか、もう一度申し上げたいと思います。

利用回数が２３年度につきましては１５８回、平均利用回数が５.５回程度。２４年

度につきましては、利用回数が２３８回、平均利用回数、１人７.４回というような

ことでございます。あと２５年度につきましては、現在１１月末現在で利用回数が１７１

回で、平均利用回数は５.５回程度ということでございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。

それぞれの目的で行われております交通サービスでありますが、住民はそのニーズ

をすべて満たされているとは感じていない面もあると思います。いつでも、どこでも、

自由にというのが理想ですが、なかなか費用の問題などで、かゆいところにすぐ手が

届く仕組みは難しいだろうとも思います。しかし、少なくともこれからの高齢化社会

の中にあっては、一人で暮らしても安心できるという最低の仕組みは必要だと思いま

す。通院もできる、買い物やお見舞いにも行ける、友達にも会える、プールにも行っ

てみたい、このような、ごく普通の希望がかなえられる新たな形の公共交通事業が必

要ではないかと思います。この道筋をどのように考えていらっしゃるのか、お聞きい

たします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ３番議員さんにお答えいたします。

住民の足の確保について、公共交通としてどういう取り組みができるのか、これま

でにもいろいろ検討してまいりました。民間委託のデマンド交通がいいのか、あるい

は商工会とか有償ボランティアによる大玉型のデマンド交通がいいのか、いろいろ模

索してまいりました。今回、新たな公共交通体系に取り組めという村長の指示を得ま

して、現在、外部調査機関、具体的には福島自治研修センターでありますが、ここと

共同調査を行うということになっております。その中で住民ニーズを掘り起こし、更

に費用対効果、それらも含めまして大玉村にマッチした総合的な交通体系を作ってま

いりたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ３番。
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○３番（武田悦子） ありがとうございます。

村長は、団塊の世代の活用を持論として話されておりました。団塊の世代にかかわ

らず、人は役に立って、その存在を感じるものであると思います。相互に支え合える

ことは大切なことですが、その前提として社会的仕組みとして、公共が果たすべき役

割があると思います。新しい公共という概念もつくられています。住民と自治体の協

働をどうつくるのか、是非この公共交通の課題で実現していただきたいと希望し質問

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３番武田悦子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２時４０分といたします。

（午後２時２５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後２時４０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「採石場跡地について」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一般質問を行

います。

この採石場跡地についてということで、いくつかお尋ねをしたいと思います。この

場所については、埋戻しの土のことや、あるいは農業用水路の水の確保等々で以前に

もお尋ねしてきた経過があるわけでありますが、今回は、このことだけ１点に関わっ

て質問するわけなので、明快なる道筋をお示しいただきたいと思います。

今、だいぶ、この跡地の埋戻しという状況も進んでいるようでありますが、まず最

初に、それらの状況も含め、大別すると埋め戻す土そのものの安全の問題、それから、

水の確保の問題、更には、住民の健康を守るための環境対策と、こうしたものを大別

すると３つぐらいになるのかなということで、それらの関係からお尋ねをするところ

であります。

最初に、先ほどいったように、現時点での跡地の埋戻しの進み具合について、どう

いう状況になっているかお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １０番議員さんにお答えいたします。

アジア開発砕石跡地の埋戻しの状況でございます。平成２３年の震災発生によりま

して、その７月以降、新たな土砂の搬入はないというふうに考えています。砕石跡地

については、露天掘りされた地形につきましては、ほぼ埋まっている状態で、転落等

による重大な危険性は排除されている状況にあるというふうに現時点では考えていま

す。最終的に現況復旧までには、なお数万立方の土砂の埋立てが必要ではないかとい

うふうに判断しております。
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○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 今のお話のように、そのぐらいの土量が必要であろうということ

であります。とにかく埋めればいいんだということでは、これ大変なわけでありまし

て、今の世勢の放射性物質等々の心配も、声も大きく出ているわけであります。これ

らの進め方、これらは村民、あるいは住民との協議、更には協力要請、また周知徹底、

そういう様々なことが必要だというふうに思っておりますけれども、今後の、あと残

された、そういう土を埋めるにあたってのその土なり、あるいは進め方等々について

は、どのようなことで考えられているか、お尋ねいたします。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 今後の埋戻しに関して、現時点で、この近辺の土砂等につ

いては必ず放射性物質の問題が引きずるというふうになっています。つい最近も業者

とお話ししておりますが、やっぱり埋戻しに関する残土等の搬入のルール、こういっ

たものを作っていく必要があるのではないかということで、それらを踏まえて今後の

埋戻しに関する計画書を、順序はいろいろあるんですけれども、計画書を作成して示

してほしいというような申し入れを行っております。具体的に申し上げますと、工事

から発生する残土等を使って埋め戻しするというのが現実的かと思いますけれども、

それらについては、どこから発生するものであって、搬出前に放射性物質の測定を行

うと。一定程度以下のものであれば、現時点でも売買等々については環境省基準で可

能になっておりますので、それらを踏まえて搬入すると。当然あの周辺に関しては定

期的なモニタリングを行って、それらが地元の皆さんがいつでも確認できるような方

法を取ると。そういう全体的なルールを定めたうえで、早期に埋戻しの完了を終える

ような計画を作って提出していただくと、そのように考えております。もちろん、そ

の計画書について地元に説明しながら理解をしていただいて、今後早い段階で埋め戻

し作業完了というような方向に持っていきたいというふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。

今まで言われたような、そういう計画に基づいてルール作りというものをきちっと

してやるんだということでございますので、そのことを徹底をしていただきたいと思

います。

そして、そういうものが進んだという状況の中で、さて、事業の終了というものは、

いったい何をもってこれで終わったという判断なり、決定をするのかをお尋ねをいた

します。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １０番さんにお答えいたします。

採石法に基づく採石の終了に関してでありますけれども、事業の終了届け書の提出、

これが採石法の３３条の１０の規定では、そのようになっております。同時に、原状

回復措置の完了をもって終了すると。つまり、原状回復措置がとられた段階で終了と。

ただ原状回復というのは、どういうことなのか。穴の部分だけではありませんが、元
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の山に戻すのが原状回復なのか、それはちょっと違うということで、地元の皆さんの

理解の得られる範囲で原状回復措置。穴が危険な状態でない状況で、地元が理解をで

きた段階、ここら辺が原状回復というふうな判断に立つ時点なのかというふうに考え

ております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） この関係は、こうした事業関係等等については、県の許認可権に

属するわけでありますけれども、今ほどいったように、採石法上の終了とはそういう

ことだということでありますけれども、引き続き、そうした実際開発行為というよう

なものの事業が現在あるわけでありますから、そういう意味では採石業の終わりと開

発業の終わりというものの関わりというのは、依然として残るであろうということで

すので、この点についてもお尋ねをします。

更には、あそこの場所につきましては、もともとは村でやった経過もありますけれ

ども、その後の業者、そして、また何回か業者が変わっているわけでありますので、

大ざっぱで結構ですので、その変わった順番に、その会社等をお聞かせをいただきた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １０番さんにお答えをいたします。

採石法に基づく採石の終了は、先ほど申し上げたとおりでありますけれども、詳し

い資料が見つからないということもあるんですが、採石法上の採石の許可というのは

２０年というふうに定められておりまして、２０年ごとに更新するというふうになっ

ております。それで、過去の経緯を見ますと、途中で林地開発というのが許可として

出てきていたのではないかということで、その林地開発に関する現状開発緑化等の措

置というのが出てくるのではないかと。いずれ採石法に基づく原状回復、それから林

地開発における緑化等の措置、これも原状回復なんですね。そういうことを考えます

と、採石法に基づく事業の終了、それから、林地開発上の事業の終了というのも基本

的には同時に完了になるのかなというふうに思います。それから、開発業者が何度か

変わっているということなんですが、最初に村が手がけたというのがかなり古い話で、

そういう話もお聞きして、その後、アジア開発に移ったのではないかと思います。登

記上を見ますと、開発業者は、平成２３年６月７日まではアジア開発、それから、６

月８日からは商号変更で、ミドリ資源環境システム株式会社、ここに事業が継承され

たというふうに登記上で判断されますし、昨年度でありますが、ミドリ資源環境シス

テムさんがアジア開発から事業を継承しましたというようなことで報告といいますか、

村のほうにおいでいただいているので、そういうことかなと。原状回復措置の段階、

穴埋めの過程では、現場管理として複数の会社が介在しておりました。そのために、

いろいろ変わったのではないかというようなこともあるんだと思いますが、採石法上

の登記の変更というのは、先ほど申し上げた２３年６月の時点で一度だけだと。途中

でいろいろ介在した会社等については、埋戻し等でアジア開発との業務委託契約、こ

れらに基づいていろいろと変わったような経過が見られたのではないかということで、
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登記上は先ほど答弁したとおりだと考えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） いろいろ途中でいろんな業者が来ているなというふうに思ったも

のですから、かなり変わったのかなという認識を持っておりました。そうすると、今

いった現在のミドリ資源環境システムと、こういう会社の名称でありますが、それは

引き続きそのアジア開発のあれを受けたんだということだとすれば、もう１つ大きな

今回取り上げた問題の１つには、以前に採石の業務上必要として設置したであろうト

ランスといいますか、変圧器といいますか、半ば放置されたような状況に現在あるわ

けですね。こういうこと等々について、村ではこれを確認されているかどうか。そし

て、また、もし確認されているとするなら、これらの現在の所有者に、先ほど言うな

らば、理屈からいうと当然引き継がれたというふうに解釈するわけでありますが、そ

ういうふうになっているのかどうかということが１つ。

それから、もう１つ、その内容を承知しているとすれば、変圧器の内容物、これも

人体に有害な物質が含有しているんだというお話し等々も実は承っているところであ

りますが、こうした残されているものの数や、あるいは大小、更には有害といわれる

物質等々についても、知り得る範囲で詳しくお知らせをいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １０番さんにお答えいたします。

ただいま採石場の継承の関係で、有害物の存否の問題でありますが、今年の６月１８

日に地元の関係者の方から、ＰＣＢ混入が疑われるトランス等があると、その適正処

理の申し入れがございました。６月２７日に県北振興局環境課と村のほうで一緒に現

場で、そのトランス等の確認を行っております。いずれもトランス、変圧器とコンデ

ンサーですね、これらについては採石現場で使用されたものでありまして、その保管

や処分についてもミドリ環境システムに引き継がれたものだというふうに考えており

ます。現場に保管されておりますのは、変圧器が５基、コンデンサーが４基、全部で

９基が保管されております。いずれも変圧器、コンデンサー等には、従来、時期によ

りますけれども、高濃度のＰＣＢが使用されていたものと推量されます。変圧器、コ

ンデンサーについては、製造時期によってＰＣＢですね、ポリ塩化ビフェニールが混

入されております。年代別、それから製造メーカー調査の結果、確実に７基にＰＣＢ

が混入されている可能性が極めて高いと現時点で判断しています。ＰＣＢにつきまし

ては、塗料とか絶縁物質として使われておりまして、２００種類以上が確認しており

ますが、変圧器等に使われているものについては、ダイオキシンの問題など極めて毒

性が強いと、このように言われています。今、管理等の問題についてもちょっと触れ

られましたが、これらについてミドリ資源環境システムのほうとも調査を踏まえて呼

びまして、話をしております。県のほう、環境のサイドの担当であります。ＰＣＢの

取り扱いにつきましては、ＰＣＢ特措法、特別措置法が作られておりまして、その法

律の下で平成２８年まで完全に国内からＰＣＢを除去するということになっておりま

す。そういうことを踏まえて、ミドリ資源さんに対して適正な処理をお願いしておる
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ところです。ミドリ資源のほうで、７月１２日、県と協議を行いまして、その結果に

ついては７月１６日に承りました。その時点では、ＰＣＢがその変圧器に混入あるか

どうかの確認を福島県産業廃棄物協会に依頼すると。それから、現場の保管の補強工

事についても、漏れない構造とか外部からの水の浸入防止、施錠などをしていきたい

ということになっておりますが、現状では、まだそのままの状況と。一昨日、１２月

９日ですが、改めて呼びまして、その後の対応なり、これからの対応についてお話を

申し上げております。これらについても、当面の策、処理といっても取り扱いをする

人の資格も必要ですし、処分場が東北地方にはないということ、相当も踏まえまして、

これらについては次善の策といいますか、現状を露出防止等の防止をするためのとり

あえずの当面の策をきっちりやるために、直ちに計画書を出して、その計画書に基づ

いて進めてもらうように今協議中だということでございます。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 今、この変圧器、あるいはコンデンサー等々についての少なくと

も７基については大変危険な内容物があるんだということを確認したということであ

りまして、その後、今お話あったようなミドリ資源環境システムとの関わりで、今後

の取り扱いについても協議しているんだという、そういう努力は大変評価するところ

でありますが、しかしながら、そのようにやっているんだということで、これずうっ

と経過してしまったのでは困るわけでありまして、当然こうしたことに対するところ

の開発に対する福島県のこれは指導というものが当然、県の責任もあるわけでありま

すから、そういうものを一刻も早く除去するというための手段としては、県が大至急、

つまり我々詳しくは分からないけれども、代執行といいますか、そういう代わって、

とにかく業者に代わって県は責任を持って処理をして、後々その業者にそれなりの責

任を持ってもらうというような方法も取ることによって、一刻も早くそういう危険な

ものは除去されるべきではないかというふうに思ったりもするところでありますけれ

ども、こういうことに対するところの、これは村の権限が及ぶかどうかは分かりませ

んけれども、今このいろんなこういうことでやるんですよというようなことをいわれ

ても、そのままずるずるといったので、いちばん困るのは地域住民であり、大玉村民

が健康的な害も受けるわけでありますから、こういうこと等々についての考え方につ

いての村としての考えはどうか、お尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 採石の跡地処理に加えて、そのＰＣＢ問題については、今

回の議会の議論も含めて、県北振興局環境課と連携して適切に対処してまいりたいと

いうふうに思います。特に先ほどＰＣＢの処理に関しては平成２８年度末までにとい

うふうに申し上げましたが、実は平成２４年１２月１２日に施行令の一部改正がござ

いまして、３８年度末までというふうに延びました。これにつきましては、変圧器と

かコンデンサーには高濃度のＰＣＢが入っているわけですけれども、それ以外の電化

製品にもＰＣＢの混入が疑われると、いわゆる微量の１０００分の１とか１万分の１

という程度の微量のＰＣＢ混入の危機があるということもあって、完全になくすため
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にということで法律が先延ばしされました。先延ばしされたから遅くということでは

ありませんけれども、今お話がありましたように、いきなり代執行というふうになら

ないと思うんですが、村としては県環境課に今回の議会での議論、あるいは地元の要

望等を踏まえて、早急に業者にＰＣＢの回収計画、こういったものを県のほうで聴取

するよう申し入れをして、先ほど申し上げましたように、当面の安全対策を作成した

うえで、処理計画について提出を求めたいと、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） 今、いろいろお答えをいただきました。

２８年までだということで、そこから今度は先３２年になったということでは困る

なというふうに、そんなことではというかと思ったら、そういうことだから先延ばし

ではないんだというような今お話ありましたが、これは大至急、やっぱり危険だと明

確に分かったわけでありますから、これらについて対応をきちっとしていただきたい

と思います。

それから、農業用水関係については、歴史的な経過もあるようでありまして、以前、

石山やる前から、これらが農業用水として使われて、下の部落でも以前は池もあった

ようでありまして、現在はもう少し上の民家のわきに池も造られておりまして、そこ

に水をためて、そこから農業用水として使ってきた。しかし、今日の状況では、今ま

でのお話あったような経過からして、実際はその水が板倉のほうの側に流れていると

いうのが実態でありまして、こうした今までの経過を踏まえながら、土の埋戻し、そ

して、今いったＰＣＢの心配がある、そういうものの取り除く、そして、もう１つは

水、これを確保するためには当然村のかかわりで進めてきたことですから、パイプで

もずっと入れれば、その下に行くわけですので、そういう農業用水の確保、こういう

大きな３つの点で大きく来春ぐらいには前進がされて、そして、村民の農業に対する

考え方、あるいは村民の健康、環境、こういうものが一層明確に、はっきり分かるよ

うに進むというための取り組みということについて、やるというようなことでの村長

の意志についてもお尋ねをしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 採石場跡地のものについては、当然、主導が県のほうにありますの

で、村がお金を出したり対応するということは現実的には困難だということですので、

村としては県に強く求めていくというスタンスになろうと思います。

それから、代執行については、その会社が倒産しない限りは、存在している限りは

代執行はできないというふうに考えております。これを村が代執行することは、当然

県ができないこと、何千万という、億になるかもしれません。そういう状況でやるこ

とについては、村が代執行することはできない。ですから、県のほうに強く、早期に

指導してもらい、そして業者にも村のほうとしても県と一緒に強く指導して、早急に

対応するようにやっていきたいと。それから水の問題、農業水については、上のほう

から山の中から来ていたものが途中で寸断されたということですので、その土地の所

有者等と一緒に山に入って、現地を確認しないと分かりませんので、その辺について
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は地元と話し合いを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） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 今、一連の質問をしたとおりでありますので、一刻も早い解決を

強く願って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） 以上で１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。

続きまして、１番鈴木康広君より通告ありました「魅力ある大玉の教育環境の整備

について」ほか２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。議長の許可をいただきましたので、先に通告し

ました「魅力ある大玉村の教育環境の整備」ほか２件についての質問をいたします。

大玉村は、他に先駆けて独自の子育て支援政策を実施しております。また、コミュ

ニティスクールのように、地域で子どもたちを育み育てていく。また、放課後こども

教室のように、子どもの居場所づくりにも力を入れていて、他にない子育ての充実し

た地域となっております。子育ての面で考えた場合に、学力若しくは学ぶ力という面

で、その件に関しての質問の方向に関してしたいと思います。村内の高校進学率及び

大学進学率などについてどのようになっているのか、それについて聞きたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） １番議員さんのご質問にお答えいたします。

村内中学校卒業者の高校進学率でありますが、本年２５年３月卒業者１００％、２４

年３月卒業者が９８.８％、２３年３月卒業者が１００％でございます。これは、い

ずれも学校基本調査による調査の結果でありまして、２５年３月卒業者につきまして

は速報値でございます。以上であります。

失礼しました。大学進学率については、学校基本調査においては各市町村の居住者

については情報を得ておりません。各、そこの市町村に所在する高校の進学率という

形でありますので、大玉村については大学進学率、この調査においては集計されてご

ざいません。以上でございます。失礼いたしました。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 村内の高校進学率については、１００、９８.８、１００というこ

となので、ほぼ高校については進学していると。大学進学率については、大玉村内の

高校がもし存在すれば、その高校の進学率についてはデータ化されているが、これ自

体はデータとして取っているものがないということで、データがないという答弁だっ

たと思います。学校とかで大学の進学状況などを調査した経緯とかはありますか、も

しあれば教えていただきたいです。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） これは、正確なといいますか、公的なデータではありませ

んが、インターネット上で都道府県別の大学進学率、これを調査をいたしました。そ

の結果、福島県につきましては３６.３％というふうな大学進学率でございました。
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以上であります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

福島県については３６.３％、これが福島県外とかに比べて高いのか低いのか、そ

ういったこともあると思うんですが、当然、東京の都市部と福島県では、それについ

て差があるのかとは思っております。では、今、高校の進学率については１００％と

いうことで、当然隣接市町村についても高校進学率については数字がある程度分かっ

ているかと思うんですが、当村についても１００％ということについてはほとんど差

がないのでしょうか。今、大学進学率については、同じように隣接市町村のデータは

ないと考えられますので、今、進学とかの形でのデータというものが学校教育の中で

重要なファクターというふうな認識にはないのかなというふうにちょっと思ったんで

すが、それについての、どういうふうな考えか。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えいたします。

現在の学校教育におけるデータの重要性、これは十分に認識しておるというところ

でございます。当然、進学率というものも当然重要でありますし、その内容について

も重要な部分ということでありますが、この大学については、更に通学区域が多岐に

わたるというような部分もありまして、それぞれでは把握していないということで、

決してその数値をおろそかに、また重要視をしてないということではございません。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

今後そういうものが必要というふうに教育現場であれば、そういうものも参考的に

取ることは可能かと思いますので、もし、そういう機会があったら検討ください。

では、次の質問に移ります。村内の高校及び大学進学時の塾などの利用率について、

もしデータ等があればお願いします。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えいたします。

ご質問の高校、それから大学に進学する際の塾等の利用率、こちらについては把握

をしてございません。なお、参考値になるかと思いますが、本年度、平成２５年度の

全国学力学習状況調査、これにおける中学生の生活状況の調査におきましては、その

回答の選択肢の中で５８％の生徒が学習塾には通っていないという回答がございまし

たので、参考ということで付け加えさせていただきます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

５８％の生徒が塾には通ってない。ということは、塾に通っている人が３４人いま

す。あと、塾以外にも通信教育とか家庭教師とか、それ以外の学習方法などがあると

思いますが、次に、非常に漠然とした質問なんですが、大玉村の教育の状況は進学し

やすいか否かといえばどちらかという質問を準備していました。これは、前のほうの
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データがある程度あるのかなと、少しでもあろうと思ってはいたんですが、全くデー

タがないところでの質問になりますので、もし感覚的にとか、答えられれば答えてい

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） １番議員さんのご質問にお答えをいたしたいと思います。

大玉村の教育の状況はということでありますが、高校進学ということでの内容でお

答えをしたいと思いますが、まず、中学校における進学における指導、あるいは学習

面での支援につきましては、ほかの市町村に劣らない内容で実施をしている状況にあ

るというふうに考えております。また、高校進学についての制度的な面で申し上げま

すと、福島県は全日制普通科の高校について通学区域、いわゆる学区を設けてござい

ます。本村は、この学区のうち県北と県中の両方にまたがる共通学区、こちらになっ

ております。したがいまして、県北、県中いずれも選択できる学校に入るということ

で、選択できる幅が広く進学しやすい状況にあるのではないか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） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございました。

今、県中、県北の２つの学区にあるということなので、選べる高校数が多いと。実

は今、学力の面で質問をしていたんですけれども、学力というのは単純に進学率だけ

を指すものでは私はないと思っています。学力、要するに偏差値割の、少しでも学力

の成績の高いものが少しでも偏差値の高い高校に行くことが将来プラスになるという

ことが事実かというと、そうではない。そうではないという考え方の中で教育という

のは進んでいくのかなと実は思っています。ただ、現実に学力、要するに試験で自分

が目標とする高校に点数を取って、それが足りなければ入れないという現実を考える

と、実際に試験で点数を取るという形も自分の選択、子どもたちが選択する幅を広げ

るためには必要なのかと考えます。このような今現在の進学の制度を踏まえて、学校

以外での学習補助の必要性はあるかないか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） １番議員さんにお答えしたいと思います。

進学ということに限らず、子どもたちに先ほどの議員さんの言葉でいえば学ぶ力、

学力というようなことを育んでいくためには、核になるのは学校教育の充実だという

ふうにとらえています。ただ、現状をいろいろと、現状に鑑みたときに、学習を、子

どもたちの学習をサポートしていくような体制づくりが必要なのかなと、そんなふう

に考えております。今現在、福島大学と連携いたしまして、子どもたちの学習支援と

いうような方策、支援策について、その実施に向けて具体的に協議を始めた状況にあ

ります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

学習のほうの支援という形で、福島大学との連携による取り組みが今されている形。
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今いった塾とかのほうをメインにしてしまうと、どうしても外部若しくは費用のかか

る形で、どうしても差が出てしまう。それに対して、もっともっと地域の制度を利用

して、誰もが平等に使える、平等に接することができる制度ができることがいちばん

望ましいと思いますので、それについては是非進めていっていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

では、村長のほうに伺います。今までの生きる力とかそういう力も含めた形、また、

その学力の向上も含めた形で、今現在、大玉村の子どもたちの進学も含めた面で魅力

的な教育環境にあると思いますか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えします。

教育委員会の環境等については、私がコメントするよりも教育長が現在、業務に当

たってどういうふうに感じているかのほうが大切だと思いますので、教育長のほうか

ら答弁させます。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

６月に前教育長の後を受けて教育長を務めさせていただいております。何度かお話

し申し上げましたように、他の自治体と比べて非常に恵まれた教育環境にあると思い

ます。制度的な面、あるいはまた施設面等で。そういったことを最大に生かしながら、

そのシステムを生かしながら、これから目指す教育のあり方に向かって、なお一層力

を注いでいきたいというように思っています。

具体的に申し上げますと、大玉学園構想というのが今あるんですけれども、これは

幼稚園２園、それから小学校２校、中学校１校、これを１つの、距離的には離れてい

るんですけれども、１つの学校と見立てまして、幼小中の一貫教育をやろうというよ

うなことで今取り組んでいます。なかなかやっていく中での課題もたくさんあるんで

すけれども、特に私が魅力というか大事だと思っている点は、小中の一貫というのは

かなり進んでいるんですけれども、幼少の一貫というようなことについては大きな壁

があるんです。ところが、この大玉村におきましては、幼稚園に在園している子がほ

とんど小学校に入ってくるという、そういう本当に恵まれたシステムになっています

ので、そういったことを生かしながら幼稚園教育と小学校教育、これは非常に大事な

点だと言われています。同じように、小中の連携というようなことも、カリキュラム、

教育課程の内容等も含めて非常に大事になっていますので、そういったことについて

今、先生方と一緒になって取り組んでいます。そういったことを実現していくことが、

更により良い教育環境になるのかなと、そんなふうに思っているところでございます。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

子どもたちが将来も大玉村に残りたいか、村外に出ていきたいかと調べたというよ

うな、もし経緯があれば、その結果などについてお聞かせいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。
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○教育総務課長（菅野昭裕） １番議員さんのご質問にお答えいたします。

このために行った調査ではありませんが、第４次総合振興計画の基礎調査として、

平成２１年度に中学校２年生、その当時の２年生８３人に調査を行った意識調査がご

ざいます。設問が、約１０年後に大玉村に住んでいたいかという設問でありますが、

これに対して、大玉村に住んでいるが、ほかの市町で働きたいと思うという回答が最

も多く４９.４％。次いで、親は大玉村に住んでいるが自分は大玉村以外の市や町に

住みたいと思う、これが２１.７％。大玉村以外の市や町に住みたいと思う１３.３％。

大玉村に住んで大玉村で働きたいと思う１０.８％というような意識調査でありまし

た。以上であります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） 今、いちばん大きいもので４４.１％という形で、過半数を超える

ものはないのかもしれないですが、比較的大玉村内で、要するに、そこに住むなり若

しくは要するに就職するなりして、大玉村から完全に出ていってしまいたいという人

はかなり少ない。実際に子どもたちは、育っている環境の大玉村を非常にすばらしい

という感じで、今現在の子どもたちも感じているのかなとは思っております。

また、更に子どもたちの環境と考えた場合には、当然、子どもが自分で自分の環境

を選ぶことはなかなか難しい。親が実際にその環境をつくってあげるという形になる

と思いますので、親がその地域をどういうふうに考えるか。前半でいったように、学

力、進学という面だけで見ると、大玉村については親の目から見た場合はどうなのか。

実際に調査等をすれば、今いった進学しやすさとか高い偏差値の高校とかに進学する

ことが幸せであるという考えを持つ親の割合は多分少数派だと思います。ただ、少数

派であるから、そういう人の意見をとらなくてもいいというわけでもないと思います。

実際に自分が自分の子どもの親という立場であれば、もし可能であれば当然少しでも

将来の生活のほうの幅を広げてもいい高い学力と学歴についても、もし得られるので

あれば得させてあげたいという気持ちを持つのは、だれでも親としては当然のことだ

と思います。そのうえで、その子どもたちが自分たちの将来を決めていくという形が

できるのが、親の望みと考えれば、例え一部であっても要するに高い学力を求めたい

という親がいることを考えれば、そういう親たちのニーズに合ったものについても検

討する必要があるのかなと。そういう魅力的な環境をつくるには何が必要かについて、

質問したいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） １番議員さんにお答えします。

学力の問題で今お話をいただいておりますが、学力も今の言葉でいえば生きる力、

生き抜く力をどういうふうに培っていくかということが非常に大事な課題になってお

りますが、大玉村におきましては、平成２３年度に大玉村教育ビジョンというのが策

定されました。基本目標が、夢を育てる教育、大玉に学び世界につながる人間の育成

でございます。ここで目指しているのは、正にグローバル化社会の中で生きていく、

世界に羽ばたいていく子どもたちをどう育成するかということだと思います。ですか
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ら、学力の面でいえば、伸びる子はもっと伸ばしてやりたいという、当然そういった

ことも入っております。ただ、私は、今福島が置かれた状況を考えたときに、大玉村

がつくられました教育ビジョンで目指すものと、実は福島県におきましても第６次総

合教育計画、これは平成２２年度につくられんですけれども、震災があって２４年度

に見直しになりました。そこで、生きる力、生き抜く力というようなことでなって、

そこでつくられたのが福島の場で奏でる心豊かなたくましい人づくりということで、

具体的には知・徳・体のバランスです。それから、国におきましても今年の６月１４

日に閣議決定されたんですけれども、第２期の教育振興計画が作られまして、そこで

目指しているのも、やはり知・徳・体のバランス、それから生きる力、生涯学習の中

での児童期、少年期、青年期それぞれの時期の役割というようなことがなされており

ますが、その中におきましても、震災を受けての変わった状況の中で、どういうふう

な教育をしていくかというようなことについてうたわれているんですけれども、その

内容を見ますと、大玉村の教育ビジョンと基を一にするものであります。したがいま

して、この大玉村教育ビジョンということ、これを拠り所にしまして、先ほど申し上

げましたように幼小中の一貫教育であるとか、あるいはコミュニティスクールとか、

そういった制度を生かしながら、これらを着実に実現していく、強力に実現していく

ことが魅力ある環境づくりにつながっていくものと、そのようにとらえております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

今、答弁ありましたように、子どもたちの生き抜く力、これが今、福島県の置かれ

ている放射能問題を含めた１０年、２０年、３０年という長い期間のかかる問題解決、

問題の中で生きていく子どもたちに必要な第一の力であるというお話については、全

くそのとおりであります。ただ、実際に大玉村から数名の人たちではあると思うんで

すが、子どもたちの健康状況などを不安視して福島県外行っている人たちとかが今現

在存在していると思います。これは大玉村だけではなくて、福島県内については多く

の人たちがそういう感じになっている。福島県内の各市町村においても、子どもたち

の数がどんどん減ってきている。これが今いった形で、子どもたちが、そこに住むこ

とによって少しでも将来について良い環境、良い状況が見込めるところに、どうして

親は当然子どもたちを置こうとします。孟母三遷という言葉があると思うんですが、

自分の子どもを少しでも良い状況にしたいために、中国の言葉が３回住居を変える。

これからは、そういう状況が、特に学区制などが廃止されると、そういう状況になっ

てくると思います。大玉村に住みながら、ほかの市町村に子どもたちを通わせるとい

う状況も今後起きる可能性があります。そういうことを踏まえ、村長にも聞きたかっ

たんですが、大玉村として教育環境、今進めているすばらしい教育環境の整備につい

て、何を特に優先すべきと考えますか、よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えしますが、何を優先ということはありません。

教育はトータルで成し遂げられるものですので、ハード、ソフト、教員、生徒、それ
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から今いった放射線の環境等、すべて整備をしなければトータルとしての教育は成り

立ちませんので、優先ではなくて、すべての面で取り組まなきゃ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） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございました。

今、トータルという面ということなので、中にはそういう、今いったように私の言

わせていただいた進学の内容についても若干含まれているのかなと思いまして、次の

質問に移りたいと思います。

安全な大玉の環境整備について。村内の除染の進捗はどのくらいになっていますか。

予定に対しての遅れはあるか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １番議員さんに、村内の除染の進捗状況、予定に対する遅

れについての質問にお答えいたします。

住宅の面的除染計画では、全体で２,５００戸、２５年度までに計画していたのが

２,３１７戸の計画に対しまして、２,３５０の発注を終えておりまして、計画を上回

っております。また、２,３５０戸に対する完了数は、１１月末現在８３０戸となっ

ておりまして、全体では３５.３％の完了率となっております。完了しているものは、

すべて２４年度発注工区であり、２４年度の完了率は書類もすべて終わったのが９０.５

％となっております。なお、２４年度は４４工区発注しておりますけれども、現場作

業はすべて完了し、書類審査のみ２か所の工区が残っているだけとなっております。

２５年度発注工区につきましては、現在玉井地区を中心に除染が進められております。

予定に遅れはないかという質問でございますけれども、目標としておりましたのは２５

年度中にすべての発注を終えたいというふうに考えておりました。そういう点で、現

在発注が残っている行政区は１７区でありますが、ここにつきましては、線量等を測

定しながら２６年度に発注をしたいというふうに考えています。玉井地区においても、

１区、２区については、かなり終わっております。１区については、現場は恐らく終

了していると思います。最終的な書類の確認等を今進めているところで、実際は発注

戸数の半分近くで戸別の現場は終わっているのではないかと判断しております。 以

上でございます。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

大玉村については、他市町村に先駆けて除染のほうを進め、今現在その進捗状況で

いえば県内でもいちばん進んでいる状況ではないのかなと。他に先駆けて、少しでも

安全な環境が整う形になると思います。実は除染という大きな土木事業があったため

に、それ以外の道路等の整備とか、その他の事業等が進みにくいという状況があった

のかと考えて今現在います。除染が終わることで、今までなかなか進みにくかった、

そのような事業についても本格的に発注とか整備が進められれば、なお結構だと思い

ますので、そこら辺についても検討をお願いします。
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次の質問に移ります。豪雨被害の復旧工事の進捗については、どうなっているか。

また、その遅れについては。

○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。

豪雨災害の復旧工事の復旧工事の進捗はどのくらいかというご質問でございますが、

完全に終わってますのは、いわゆる応急措置分、これにつきましては終了しておりま

す。なお、その後の本復旧に対して発注しましたのは、先ほど住民生活課長のほうか

ら２番議員さんのほうにお答えしたとおりなんですが、農地災の単独分、これは発注

してございます。あと、土木施設の単独分につきましても、大きなエリアに分け、４

つのエリアに分けて発注しておりますが、個々の被害現場については復旧工事が終わ

っている所もありますし、復旧作業途中の所もありますし、調査中の所もございます。

ですので、今現在、進捗ということになれば、予算ベースでの進捗率しかなくて申し

訳ありませんが、２億５,５１０万の復旧予算に対しまして約５,９００万の発注とい

うことで、予算額に対しての復旧工事の進歩状況、発注状況で２３.１％の発注とな

ってございます。

また、遅れはあるかというご質問でございますが、秋上げ後、いわゆる今回は土砂

流出による被害が大きくて、稲株があるうちはまだ被災状況がはっきり調査できてお

りませんでした。そういう中にあって、秋上げ後、被害箇所調査を実施すべく準備を

していたわけでございますが、補助災害の査定時期が重なりまして、若干単独復旧箇

所の調査に遅れが生じております。しかしながら、これから調査等を踏まえて、年明

け、１月末までにはすべての災害復旧工事を発注したい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） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

２３.１％が、その割合として多いか少ないか。実はこれ、今いったように予算の

査定とか県のほうの関係があって、金額等が決まるのが当然ギリギリになってきたと

思います。それを考えれば、その中で精一杯やっていただいた結果がこの２３.１％、

これについては今いったように、１月から２月までに大体のものは発注を終わるとい

うことで、除染のほうの事業のほうの終了とかとも関連するかもしれないんですが、

少しでも早く、そういうものについての発注と、あと実施が進むことを皆さんが望ん

でいます。特に来年春の作付け前にその現土砂がどうなるかとか、自分の田んぼに行

くところの道に敷いてあった土砂等が流出して車が入れない、そういうものはどうな

るか。時期的に、来年春の作付け前に完了できるかどうか、これがいちばん今現在、

住民の大きな関心事だと思います。その点について質問いたします。

○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。

農地災関係、農地災害関係でございますが、所有者さんのほうから災害復旧工事、

村のほうでやっていただきたいという依頼があった部分につきましては、８月５日に
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発注をしまして、工期につきましては来春の作付けが間に合う３月４日としておりま

す。工法も特段難しくないために、来年春の作付け前には完了できる見込みであると

今のところ考えてございます。

また、農業施設、公共土木施設の各災害復旧工事に関しましては、工事の搬入路と

しまして農地を使用させていただくような計画をしているところがございます。これ

らについては、復旧する河川の護岸、こういった部分が他の畦畔部と重なっているよ

うな箇所もありまして、こういった箇所につきましては、できるだけ来年春の作付け

に間に合うようなことで、優先的に復旧工事を進めていければいいなというふうに考

えています。若干工事が遅れましても、そういった作付けに影響がないようなところ

は、最悪の場合繰り越しということも可能になりますので、そういった考えで進めて

いきたいというふうに考えております。また、林業施設災害復旧に関しましては、曲

藤の１か所において農地を搬入路として使用しなくちゃならない場所があるんですが、

状況を見る限り、ここ数年休耕とされているように見受けられますので、復旧工事が

仮に繰り越しとなった場合でも対応は可能ではなかろうかと。通常、発注したときに

不調にならない限りは、そんなに難しい工事でないために林業施設に関しては大丈夫

でなかろうかなと。いずれの災害復旧に関しましても、その状況に応じて早めにやら

なくちゃならないところは早めに、最悪繰り越しができるようなところに関しては最

悪の場合それも視野に入れた状況の中で、工事を進めていきたいというふうに考えて

おりますので、ご了解いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

実際に住民が困らないというか、実際に次の対応が取れるような形の内容を踏まえ

た形の対策を今現在されているということなので、それがすべて、なんとかうまくい

って、来年の春に住民の人たちが、行政のほうの力で今回の災害はなんとか乗り切る

ことができたというふうに思われる形になりたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

続きまして、防災のためには、それぞれの取り組みということがあります。土砂災

害防止法の指定も含め、その大きなものもあるんですが、実際に今回の土砂災害につ

いては消防団の方が多くの活躍を行っています。ただ、今までにないような消防団自

体が実際に自分の身の危険を大きく感じるような大きな災害があった場合については、

どういうふうな活動が実際に適切であって、どういうふうな対策をするのがいいか、

これらについては単独消防団だけではなくて、行政とのマニュアルまでいかないにし

ても連携というのが必要になってくるかと思います。そういう点について、それぞれ

の取り組みなどが検討され、若しくは実施されているかどうか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １番さんにお答えいたします。

防災のため、それぞれ取り組み実施されているかということで今お話がございまし

た。午前中も、土砂災害等、あるいはハザードマップ等々については議論がございま
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した。今ご質問の点に関してでありますが、今回のような突然のゲリラ豪雨、あるい

は、寝込みを襲われるような大規模な地震等々において、すべてが逃げなくちゃなら

ないというような状況下では、消防団も手の打ちようがない。もしかすると、突然の

場合には役場の招集もおぼつかないというような状況も想定されます。そういうこと

も踏まえて、県北管内でも先月、防災の図上演習というのをやりました。これらにつ

いては、役場の職員、関係課、建設課、それから健康福祉課、住民生活課の職員が、

とりあえず大規模な災害、しかも同時災害ですね。豪雨、地震、こういった同時災害

が発生した場合に我々対処できるのかどうかというようなことも含めて、それぞれ課

題が出されましてやってきました。今回、もちろん防災上の資源とかというのも必要

になってくるんですけれども、いずれ、やっぱり担当者も消防団もそうですが、やは

り、かなりの想像力というのは必要だというのが私の実感です。ここで土砂崩れが起

きた場合にはどういう被災が想定されるのか、それに対して、どういうふうな手立て

を講じられるのか、そういったことを職員自身がやっぱり考えるということ、この力

は非常に大きいというふうに感じております。それから、消防団でございます。今回

についても様々住民の方からは、お叱りを受けたりということもございます。消防車

が通り過ぎちゃったというようなこととかですね。しかし、ああいう集中豪雨の際に

は、土嚢積みなどという段階ではありません。したがいまして、消防団も雷が鳴って

いる中で土嚢積みもできませんので、まずは私のほうでは、とにかく住民の安全な避

難ということを前提にした対応にしていこうということで、７月末と８月５日のあの

豪雨から教訓を導き出しております。当然、じゃ、土嚢積みとか、そういったものは

各地元の消防団、区長さんも含めて、どこがどういうふうにやられるかというのは分

かっています。そういうことを踏まえて、新年度で準備していきたいというふうに考

えているのは、土嚢とか何かについては役場とかじゃなくて、やっぱり現場に置くと

いうようなことを含めて対応をしていきたいというふうに思っています。災害の種類

も様々なですけれども、これからは地震と集中豪雨とか同時に起きるなどということ

も想定していかなければならないと。こういったことを住民自身が自覚していただき

ながら、まずは身の安全ということを前提にして防災というものを考えていきたいと、

こんなふうに思っています。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

今回の被害というのは、本当に悲しい被害ではありますが、この中から得られたも

の、これを生かすことによって、今後の被害を少しでも少なくする。又は、今いった

ように、現実的な現場に必要な内容を平時から準備していく形、この機会となります

ので、その内容のほうを十分進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

続きまして、高齢者の災害発生時の避難方法について。前にエリアメールのほうを

今回送ることによって連絡をするという話が前回の定例議会の時にもありまして、高

齢者の方は携帯等を持たない方が多いということで、エリアメール自体ではなかなか



- 69 -

徹底できないんじゃないかなという話をさせていただきました。今回、地域防災組織

という形の内容についての説明が何人かの議員の質問の中でありました。その中で、

特に高齢者の災害、弱者の高齢者などの災害弱者の人に対して、どういうふうな方法

を取ろうとしているかを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） １番議員さんにお答えいたします。

まず、災害発生時の避難計画につきましては、大玉村の地域防災計画において定め

られておりますが、計画の中では高齢者を含む、いわゆる災害要援護者、災害時の要

援護者、情報伝達とか避難誘導、あるいは避難場所における生活等について特に配慮

するものというふうにしております。また、避難の実施機関、それから避難の誘導の

方法、避難の順位、また避難誘導者、それから避難道路の通行の確保等についても定

められているところです。災害の種類、あるいは規模によって、また、その時間帯に

よっては臨機応変に対応しなくちゃならないというようなこともありますので、これ

らの計画が必ずしも十分なものかと言われれば、そういうわけではないというふうに

思っておりますけれども、現在、一人暮らしの高齢者の状況調査票、これは避難支援

プランも兼ねているわけなんですけれども、これらを作成しております。７８名分と

いうことですが、これは在宅で災害とか事故、あるいは病気が発生した場合に、支援

を必要とする方に同意確認書をいただきまして、調査票の内容について関係機関に提

出することを承諾していただいて作成しているというようなものです。一人暮らしと

課高齢者のみの世帯の名簿等についても、一応作成をしておりまして、今回ありまし

たような豪雨災害とか台風の時の安否確認等を行っているところです。安否確認につ

きましては、電話、通じれば電話等で確認しまして、電話が通じなかった、呼び出し

ても通じないという中で、心配されるようなお年寄りの方については、職員が訪問し

て状況確認する等の対応を取っているところであります。いずれにしましても、関係

機関の連携、それから、地域住民の方の協力が不可欠だというようなこともあります

ので、今後も引き続き啓発、あるいは協力依頼を行っ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） 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） ここで暫時休議いたします。再開は午後４時５分といたします。

（午後３時５１分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後４時０５分）
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 引き続き１番鈴木康広君の一般質問を許します。

１番。

○１番（鈴木康広） 答弁ありがとうございます。

７８名の在宅者も含めた、いろんな情報などを行政または地域防災組織が出来れば、

そういう形の中にうまく連携して、早期により安全な対策が実施されることを望みま

す。

続きまして、行政サービスの充実についての質問をします。原発災害に続き今回の

豪雨災害の発生に対して、役場職員はどのように対応したと考えていますか。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） １番議員さんにお答えをいたします。

大玉村地域防災計画に基づき村長が設置します災害対策本部、この設置によりまし

て、まずは村民の安全確保、これを最優先に対応いたしました。更には被害状況の把

握、危険箇所の応急対策、こういったことを警察、それから消防関係機関、これらの

連携の下に迅速に全職員体制の下に一丸となって対応してまいりました。

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。

今ありましたように、今回の災害については本当に不眠普及で、少しでも早く災害

を復旧するように、役場の皆様は実際に対応していただいたと思っています。本当に

ありがたいと思っています。では、今後なんですが、役場職員の今も含めていろいろ

な負担については、ここ数年間の間にどのように変化にすると考えていますか。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） １番議員さんにお答えします。

本来の事務事業、こういったものを継続しながら、豪雨災害における復旧ですね、

特に原発災害、これらにおいては、ご承知のように住宅除染はじめ村民の健康管理、

農産物の放射線検査、放射性物質の検査による安心安全の確保、それから風評被害、

こういったものの対策、更には損害賠償請求事務、また再生可能エネルギー、こうい

った対策が継続的に行われるという災害関連事務が続く見込み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） 今答弁にあったように、今現在、村の職員に望まれている多くの問

題の解決、これは本当にいっぱいあって、それをどんどん進めていくために、村長の

ほうで来年度については職員のほうの募集等も含めてというような対策を今なされて

います。ところで、今現在、職員給与の一部の減額調整が行われているように思われ

ますが、その内容について、また、それが来年４月以降についてはどのようになると

考えているかについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。



- 71 -

○総務課長（遠藤勇雄） １番議員さんにお答えします。

本年の１０月１日から来年の３月まで、これらについては９月に条例の制定をいた

だきました。実施されている職員給与等の減額措置、これらにつきましては、２６年

の４月以降は行わ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。

今現在、要するに多くの問題をなんとか解決していって、大変なところを職員の皆

様はがんばっています。また、今後もその状況は決して簡単には改善しない。そうい

う中での減額というのは、結構厳しいものがあるのかなと実は私自身も考えています。

これについては、三役についても減額してますし、議員についても１割ではございま

すが、自ら減額させていただいています。実は今、今回の質問にあったように、区ご

との支援員、職員を支援員として配置する、これについてもボランティアと、この負

担にしても決して軽いものではないかと思います。ただ、ボランティアというのは収

入はないんですが、ボランティア自体を実際にやった方は、ボランティアの中で人と

ふれあうとか感謝されることによって、少し、要するにボランティアの大変さと同じ

だけの充実感とかを味わうことができます。それも含めれば、なんとかうまく区ごと

につけられる支援職員の方々に負担があまりに増えない形でボランティアのほうを実

施していただいて、少しでも地域で職員の方々が地域との連携を深めていく形、これ

が本当にこれからの大玉が進んでいくために必要なことでありますので、それも併せ

てお願いしたいと思います。それも含めると、大玉村がより元気になって、今の行政

サービスをより発展充実させるためには、これから何をすべきかということについて

質問したいと思います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） １番議員さんにお答えします。

第１には、役場行政組織の機構の改革であります。これにつきましては、村長の重

点事業の施策の１つでもあります。原発災害、それから先ほどの豪雨災害、これらの

関連の対応事務が通常事務に加えて発生しております。また、新たな事業展開も必要

になってきますので、一時的に職員の増員を図りながら、行政需要の現状に対応した

機構改革を進めてまいりたいと思います。また、機構改革の中で、課長制から部長制

へという村長の意向もあり、これを設けることによりまして、行政需要に対応できる

体制づくり、それから職員の意識改革、そして、更には士気の向上、対内外的な信用

性、こういったものも向上を図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） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

今が、正に大玉村の中の行政も含めた形の大きな過渡期にきていると思います。そ

の中にはいろいろ不安な点とかがあるかもしれませんが、これの内容を、この問題を

踏み越えていくことで将来の大玉村が見えておりますので、私たちも含めて、できる

限りの協力体制を取っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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これで私の一般質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で１番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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１３分）


