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平成２６年第２回大玉村議会定例会会議録

第３日 平成２６年３月５日（水曜日）

１．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．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、渡辺光雄さんほか８名の方々がお見えになって

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、お手元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「公的機関、それぞれの職員、嘱託、臨時職員

の労働環境の実態、労働対価の整合性を伺う。」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。議長の許可をいただきましたので、平成

２６年度３月定例議会一般質問をこれから行います。

さて、昨今の状況で昨年の夏は、経験したことのないような大雨被害、今年はまた、

何十年ぶりの大雪と、東日本大震災以来、何かと不安な状況が続いておりますが、こ

の度の大雪除雪対策では、いち早く住民の安心、安全のため活動いただきまして、地

域の近隣の地域と比べまして速やかな除雪が進められ、村民の行政への信頼が得られ

たような感じでおります。村長はじめ、職員の皆さんの頑張り、改めて感謝を申し上

げるところでございます。それでは質問に入ります。

まず、最初に、公的機関、それぞれの職員、嘱託及び臨時職員などの労務環境の実

態、労働対価の整合性を伺うといった内容で質問いたします。村長から質問の内容を

もっと詳細にと注文ございましたが、通告どおり答えられる範囲で結構ですので、よ

ろしくお願い申し上げます。

さて、国内の企業の雇用状況、非正規労働者の数が１,９００万人を超える数だと

か、社会状況や政策のなせる技とはいえ、雇用の実態、企業の実状と併せて、我が国

の将来不安を感じざるを得ない状況にあります。そのような中で、大玉村の行政機関

としての雇用の実態、労務環境の状況でありますが、まず、職員数と業務量のバラン

スということで伺います。ちょっと難しいタイトルなんでありますが、行財政改革と

いう名の下で職員数の削減が求められ、そして、嘱託、臨時といった形式で住民への

行政サービスが担われている実状、どの自治体も同様なんでございますが、それぞれ

過度の残業とか、ストレスのかかる業務形態はないのか。また、嘱託とか臨時で働く

方の人権とまでは言いませんが、労働に対する対価は整合性は保たれているのか。職

員数と業務量、また、嘱託とか臨時職のあり方、特に震災以来、私には職員の疲れと

言いますか、余裕のなさが感覚として顕著に感じられるのでありますが、村長どう思
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われますかね。実態と併せまして伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答え申し上げます。

数のほうについては、担当課長のほうから答弁させます。

まず、定数を大幅に下回った状況で行政改革ということで、国からの改革を求めら

れ、その改革がないと交付税で差を付けられるというような国の政策が行われてきま

して、それに準じて村も職員数を減らしてまいりました。ただ、ここに来て原発の問

題が起きて、ものすごい事務量が増えております。除染はもとより、賠償請求から避

難者の対応まで含めると、本当に１０人、２０人に相当するような事務量が増えてお

りますので、今、２番議員さんご指摘のように、職員にもかなりのストレスと疲れが

きているだろうということで、それぞれ限界に達している部分もございますので、た

だし、国のほうは行財政の改革は引き続き求められております。ですから、福島県に

関しては、そういうものは外してほしいという要求をしています、国に対して。ただ

し、それについて、国は答えていないということですので、厳しい中ですが、やはり

金には換えられない部分がありますので、一時的に職員を増員するということで、今

年４月までには３名退職する予定でおりますが、５名の採用をしましたので、２名増

ということで対応しているということでございますが、現実的には原発のほうにもい

っぱい人を取られていますし、厳しい状況だというふうに考えております。ただし、

その臨時職員とか、それ以外の形態、業務の委託、労働契約等について、例えば保育

所３０人、４０人、そういう形態でやっております。これをもし正規の職員にした場

合は、役場が成立しません。役場の今現在の長部局を半分にしなければならないとい

うことですので、これは全国的にそういう形態で運営しているということになります

ので、いよいよそれがだめだとなれば、保育所等を行政から切り離すしかない。民間

に委託をするというような方法しか方法はないだろうと、現実的にこれは考えており

ます。将来的には、そういう検討もしなければいけないかなというふうにも考えてい

る部分はございます。ただし、それは幼稚園の３年保育との絡みもありますので、や

るということではなくて、労働形態を考えると、そういうことも視野に入れなければ

ならなくなる可能性もないわけではないなというような状況でございます。やむを得

ない。確かに正規の職員にできれば、行政が率先して採用できれば一番良いわけです

が、現実的にはできる状況にはないということです。以上です。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。

本庁での職員の数でございますが、職員定数１１６名に対しまして、現在の職員数

は９８名でございます。定数に比べますと、１８名の減ということになっておりまし

て、本庁の職員の数は長部局ということでとらえますと７１名でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） それぞれ答弁ありがとうございました。

国の施策のなせる技と冒頭申し上げましたが、結論的には誰が答えても、そうなる
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のかなと思います。ただ、あまり嘱託、臨時と言いますと、国民が思っているものと

は意思の違う方向に流れているような感覚がございますので、国策とはいえ、やむを

得ないと言いながら、何かの工夫を考えていただいて、職員がバランスよく仕事でき

るように配慮お願いしたいと思います。

次に、機構ごとに単純に実態を伺ってまいります。まず、教育委員会関係、学校、

幼稚園、それからスクールバス関係、それからプール、テニスコートの管理などそれ

の嘱託、それから臨時職の雇用形態、それから職種、員数、示せれば給与形態に及ん

でも質問申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ２番議員さんのご質問にお答えいたします。

学校、幼稚園及びスクールバス、プール管理等業務を含む教育委員会関係の雇用形

態でありますが、学校、幼稚園関係につきましては、職種ごとに特別支援教育の支援

員６名、学校用務員３名、給食配膳３名、幼稚園臨時教諭１名、幼稚園預かり保育１０

名、幼稚園補助職員２名、スクールバス添乗業務、こちらが２名、これらかかる業務

につきまして労働契約を締結してその業務を委託してございます。なお、この人数に

つきましては、一部重複しての業務受託がございますので、延べ人数となります。ス

クールバスの運転につきましては、業務委託契約により運転業務を委託しているとこ

ろでございます。員数つきましては、常勤的な運転手が４名、常勤的運転手の都合の

あるときに運転業務を行う臨時的運転手が２名という６名と委託契約を締結してござ

います。社会教育社会体育施設等の管理、清掃等かかる業務でございますが、これに

つきましては管理業務が６施設に２３名、清掃業務が４施設４名ということで、こち

らも労働契約を締結いたしまして、それぞれの業務を委託しているところでございま

す。なお、村民プールの所長、ふるさとホール館長につきましては、非常勤特別職と

して任命をしているところでございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、ありがとうございました。

この１点のところで今、最後に答弁ありましたが、プール管理についてちょっとお

伺い申し上げます。公設民営化の話もありますが、２５年度管理者を張り付けました。

張り付けた成果のほどを伺いたいのでありますが、一部の村民からは、今のプール、

テニスコート、営業しているのかいないのか分からないような施設ではないのかと批

判もだいぶ聞こえます。苦言も申し上げました。その辺あたり村長どのように考えて

おりますか。まあ教育長でも。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

プールの所長につきましては、プール運営の管理運営の責任者として配置したもの

でありまして、教育委員会の課長等の会議があります。そういったところにもメンバ

ーとして参加して管理能力を高めて、責任を持って仕事をするようにというようなこ

とで努めております。それをもちまして職員に対しまして、いわゆるプールに勤める
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職員に対しまして、常に利用者への接客対応の充実について指導をしております。そ

れから、館内の各施設等の管理についても同様に事故のないように指導、管理がなさ

れ、安全な管理運営がなされていると、そのようにとらえております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 答弁ございましたが、私が希望とするところは、一番急がしい土曜

日、日曜日出勤できない、そういうシステムがちょっとおかしいんじゃないかと、間

違っているのではないかと思っております。土曜日、日曜日、一日も出勤しておりま

せん。そういうことを村長改めてどういうふうに考えますか。訂正するところは訂正

してもらいたい。

○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。

当然に所長を置くわけですから、所長を置いてプールの活性化を、利用者の増を期

待して配置をしておりますので、今、議員さんご指摘の状態があろうとすれば改善を

求め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） よろしく善処方お願い申し上げます。

次に、保育所について伺います。この保育所、先ほど村長からも答弁ございました

ように、嘱託の方たち大変多いと伺っております。改めて正規職員の数と嘱託、臨時

職の割合、それから嘱託の方の勤務の継続年数、更にその方たちの期末手当などの支

給状況など伺えればお願いいたします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。

まず、正職員ですが、所長以下９名、それから労働契約職員、保育業務、常勤で２９

名。給食調理補助、常勤で１名。それから、業務契約委託職員、短時間になりますが、

同じく保育の補助ということで３名、それから給食の調理補助ということで１名、そ

のほか給食食材の放射性物質の検査業務ということで、臨時職員１名ということにな

っております。

それから、勤続年数等でございますが、労働契約職員勤続年数としては、５年未満

が７名程度、５年から１０年未満が１６名、それから１０年以上が７名程度となって

おります。

それから、期末手当等でございますけれども、これについては６月、０.７５か月、

それから１２月におきましては０.８１カ月分ということになります。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。

正規職員が９名のところに３５名近くの嘱託、臨時がおられる。確かに先ほど村長

も申し上げましたが、ちょっと職場としてはおかしいですね。ただ、勤めている方も

たぶん民間に勤めるよりは安くたって公的機関に勤めたほうが、勤務状況とかなんか

安定しているという、そういう狙いもあってそうなんだと思いますが、ただ、これは
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国策が国策ですから、私ども一概には言えませんが、ただ、１０年以上の方だいぶい

らっしゃいますので、その辺をやっぱりなんか改善していかなければならないのかな

という思いがございます。ただ、こうしろとか、こうしたいとかという要望は申し上

げられませんが、何らかのみんなが平等に働けるような、そういうシステムの構築お

願いできたらということで話しておきます。

続きまして、アットホームについて、雇用の形態、これを職種、員数で結構ですの

で、端的に伺います。

○議長（佐藤 悟） アットホームおおたま支配人。

○アットホームおおたま支配人（中沢武志） ２番議員さんの質問にお答えいたします。

アットホームおおたまにおける職種と人数でございますが、まず、労働契約でござ

いますが、フロント４名、厨房３名、配膳８名、施設管理兼運転１名、合計１６名。

業務委託契約につきましては、配膳２名、宿直３名、宿直兼運転兼施設管理３名、合

計８名、総合計２４名が委託職員でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） それぞれ答弁ありがとうございました。

支配人に伺いたいのでありますが、現在の状況、人材が思うような人材が集まって

いるのか。今の昨今の求職状況とかなんか見まして、今後の見通しなどをどういうふ

うに考えておられるのか１点伺います。

○議長（佐藤 悟） アットホームおおたま支配人。

○アットホームおおたま支配人（中沢武志） ２番議員さんのご質問にお答えします。

人材状況でございますが、どうしても形態上、比較的年齢の高い方が多く今現在お

ります。昨年、一昨年と欠員がございまして、募集はいたしましたが、どうしても一

度リタイヤされた６０歳以上の方の応募というのが多うございました。現時点でも募

集をかけておりますが、今のところ応募がないというのが実状でございます。

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。そのような状況なんでしょうね。結

局アットホームの改善とか何かお願いしておりますので、その辺りから改善していか

ないと、なかなかアットホームの改善、これからの公設民営化に向けて研究すること

だと思いますので、その辺留意して良いように励んでいただきたいと思います。

次に、あだたらの里直売所のことについて伺います。昨年より１名補充されました。

そのことについて、改めてこの雇用形態のことで伺いたいんであります。一番疑問な

のは、補充したその職員の職責、また、立場と言いますか、位置づけはどうなってい

るのか。これ直売所の会員が戸惑っております。また、その結果ですが、この賃金と

か期末手当なんかでも、それぞれ同じところで働いているわりには差があるようなん

でございますが、そういうものの見解、どういうふうに思っているのか伺いたいので

あります。これも先ほどのプールの管理のところでも伺いましたが、結局あだたらの

里直売所と、こういう営業形式でありながら、土曜日、日曜日が出勤できないような
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規約、そういうものについて常にちょっと疑問に思っております。

あともう１点は所長、私ども議会としては張り付けた方は、所長だと理解しており

ました。ただ、現実は会員のところに示されるものでは内容が違います。例えば１点

申し上げますと、売上の表とか、税務関係の処理用の書類には、所長誰々と別の名前

が記されております。そういうことを役所の中でも徹底していない、そういう状況と

いうのは誠に村民にとっては恥ずかしい。回りくどい言い方はしたくないんでありま

すが、所長が誰だか分からないような、はっきりしないような、そういう運営方法ど

こか間違っていると思います。村長なり課長なり答弁お願いします。

○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いたします。

産業振興センターあだたらの里直売所につきましては、新たな施設６次化に向けた

施設の拡充ということで、２５年度４月から所長という位置づけをもちまして新たな

業務を担っていただくということで配置、業務を担っております。その内容につきま

しては、６次化産業に向けたいわゆる加工品、研究会の結成とか、あと現在の直売所

のいわゆる品質管理の徹底とか、計画生産、計画出荷等の新たな業務を担っていただ

くということで設置した内容でございます。

続きまして、加給金、加給委託料の関係もございましたが、それは加給委託料につ

いては、加給委託料の支給基準に基づきまして、決裁を経て支給していたという状況

でございます。

また、いわゆる土日の業務形態というお話しがありましたが、新たな通常の売上、

レジ関係の業務ではなく、新たな業務を担っていただくということで、そういう土日

のお休みの形態を取っていたような状況でございます。

もう１点、売上の関係で、所長等の名称がという部分がありましたが、これらにつ

きましては、当初１９年のオープン時には正式な職員が配置していまして、その後３

年ほど空白があったということで、レジのシステム上、そういう名称を使っていたと

いうことで、これらにつきましては、早急に是正するように指示をしたところでござ

います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ２番議員さんに補足をしたいと思います。

まず、直売所の通常運用につきましては、所長がいなくともできるという状況です。

これは今までどおりです。あの店長がいて販売をして、そして、お金を預かって報告

を出していくというのは、流れは同じです。昨年の４月に所長を置いた理由というの

は、引き継ぎですが、直売所に新たに施設を造ると、加工場とかですね、それからあ

と農家レストラン等についての計画をするということですので、それらについてのど

ういう計画をするかということを生産者とか運営の皆さんと一緒に計画をしていくと

いうことですので、これは私のほうから直接所長に求めたのは、視察に行きなさいと。

先進地を見て、この施設をどういうふうにすべきなのかということをやることをまず、

やってくれと。それから、トレーサビリティとかですね生産履歴等について、生産者
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が責任を持ってその販売ができるようなものですね。今の消費動向、消費者の動向に

合った製品をいかに並べるかということは、生産者の意識改革をしていただかないと

困るということなので、その意識改革に向けての研修会、研究会をやってくれと。こ

れ普及所の先生非常に感覚の良い先生がおりますので、そういうことも含めて、生産

者の意識を変えていただくということ。ですから、その施設とそれ。それから、あと

冬期間品物が並ばないという問題があります。これはハウスを使った施設園芸をやっ

ている専業農家等に話をして、１年間の生産計画を作ってくれというようなことをお

願いをしております。それからあと、一部鮮度の落ちたものが並んだりするというよ

うなこともありますので、そういうもののチェックもしてくれということですので、

先ほどのプールとは違って、この直売所の場合には所長がいなくとも、直売所は回る

と。それ以外の部分についての将来の直売所のあり方も含めて所長に担ってもらうと

いうことですので、生産者が所長が運営経営の一部に、今までのものにプラス１だと

いうふうに感覚的にとらえると、少し違和感が持っているのではないかなというふう

に考えます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） それぞれ答弁ございましたが、会員の理解があってのこの直売施設

だと思っております。やはりあの運営規約と申しますか、そういうものも皆さんのよ

うに会員のほうによく分かるようにあからさまにしていただいて、今後、運営してい

ただきたいんでありますが、課長に伺いたいんであります。あらためて２６年度に向

けての体制整備、これどういうふうに、少し変えられる考えあるのかどうか、そこを

１点うかがいます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに２６年度の体制整備ということでございますが、

先ほども答弁の中で申し上げました６次化に向けた新たな業務ということで、それら

に対応すべくいわゆる６次化の研究とか、あと計画生産、直売所の充実ということで、

計画出産とか生産履歴、トレーサビリティの充実、それらの徹底を図るために新年度

につきましても、２５年度のような体制で運営を行っていきたいというふうに思って

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） 難しい答弁で厳しい質問でありましたが、答弁それぞれありがとう

ございました。とにかく方向性を明確にして運営していっていただきたいと思います。

次に、緊急雇用での実態を伺います。緊急雇用、その政策そのものの趣旨、定義を

伺いたいのであります。前にも申し上げたことございますが、改善されたのかという

ことであります。この施策によってその働いていられるのか。結局今の雇用体制が、

その趣旨どおりになっておられるかということでございます。これ文言申し上げます

と、目下、厳しい経済情勢での雇用調整により、辞職を余儀なくされた失業者を対象

に緊急雇用出資金を活用して雇用の創出を図るということでございますので、これに

対して、その趣旨どおりになっているのかなっていないのか、その辺が村民からの疑



- 47 -

問も聞こえておりますので、ひとつよろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

緊急雇用、現在１４名の雇用をしております。今おっしゃられたように、離職を余

儀なくされた方々の雇用創出ということで、おおむね３年間の緊急雇用して、その中

で新たな職を求めていただくというような形で現在改定しておりますので、そういう

意味では本旨に沿ったような形での雇用が図られているというふうに担当としては考

えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 担当としては、そのとおり図られているということでありますけど、

信用するしかないですね。村長の感覚どうですか、改めて。しつこいようですが。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えします。

そのようにとらえております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、ありがとうございました。

次に、玉井財産区管理員などの報酬の実態ということで伺いたいんでありますが、

玉井財産区、自主管理の部分、財産区の役員の皆さんの働きで立派に管理されている

と思っております。この役員、旧玉井の小区割りの中から選出された方で運営されて

おられますが、今回の質問の内容は、全く活動されていない方へ報酬支払いをしてい

るような実態がございまして、村民からも問題提起が挙がっております。こういった

内容は、別に玉井財産区に限ったわけではございません。玉井財産区にとどまらず、

それぞれ様々な義務的役員の報酬支払い、これ事務的に粛々と進められておりますが、

活動されてない方にも結局支給しなければならないこの義務的役員への支払い、こう

いった点、村長に伺いたいですね。どういうふうに考えますか。

○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。

日当制度の場合とあと年報酬の場合とあります。それを分けるのは何かというと、

不定期で出る場合が多い場合は年報酬になっております。年３回、４回というふうに

ある程度年想定できる場合には日当制が多いというのがその境目になっております。

管理会の場合は、当然いろんな面でそのときそのときで回数が変わりますし、１年間

を通しての管理と、会議以外にもやはり財産区の状況、山の状況というのは常に見て

いただかなければいけないということもありますので、年間を通しての業務というこ

とで年報酬制度にしているので、出る方と出ない方というのは、この年報酬の場合は

この管理会に限らずやはりいつも問題になるわけですが、その方の、何ですかね、資

質といったら失礼になりますけど、やはり考え方の差ということですので、その人に

よるということもございますので、その方だけ減額するということもまた基準として

は難しいので、回りで言っていただいて、また係のほうでも出ていただくようにお願
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いをしながらやっていくしかないのかなというふうに考えてます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 村長の答弁の通りやっていくしかないんでしょうね。分かりました。

次に、農業委員会の費用弁償ということで１点伺います。これ端的に伺いたいんで

ありますが、過去には費用弁償と言いますか、個別の調査業務について、支払があっ

たように伺っておりますが、これ現在なくなっておるそうであります。その理由につ

いてお聞かせ願いたいんでありますが。

○議長（佐藤 悟） 農政委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（溝井久美子） ２番議員さんにお答えいたします。

農地法改正後の平成２２年度に農地利用状況調査が新しく加わったことによりまし

て、通常業務以外ということで、１回につき３,０００円を日当の意味合いで報償と

して支給しておりました。その後については、条例で費用弁償については、当分の間、

適用しないということになっておりますので、現在は支給しておりません。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 条例で定められたということでありますので、これはそのように理

解しておきます。分かりました。

次に、民間企業と公務員の違い、格差、これは村長から様々な答弁ございましたの

で、その中で理解しておりますので、この質問を控えます。ただ、１点でありますが、

先ほどプール、それから直売所、そういうふうに張り付けました。今年度も同じよう

なことが行われます。その辺村民の理解が一番大切だと思っておりますので、その辺

は十分配慮して施策をしていただきたいと思います。そういうことで、この質問は控

えます。それぞれ答弁ありました。ありがとうございました。今回の質問の趣旨は、

結局役場職員はもとより、行政に携わるすべての方々が、自信を持って村民の奉仕に

当たっていただきたい。そのような環境整備を願っていきたい、そういう思いから質

問申し上げました。結局そのことが、村発展の活力が原動力だと思っておりますので、

よろしくお願いします。

次の質問に入ります。農業施策について伺います。前の議会でも取り上げさせてい

ただきました。国の方針の変革で日本の農業、大きな方向転換が図られようとしてお

ります。大玉村農業の基本目標、計画について、村としての総合計画の中で、また、

人・農地プランでございますか、それによる農業の位置づけをどうとらえて、どうい

った施策を行っていけば大玉村の農業が存続、発展していけるのか。なんとなく先行

きが見えない今の状況、それに対して質問、懸念もいただいております。まず、率直

に村長に伺いたいんでありますが、この質問の中で国策に順次していくと通告書には

大げさに書きましたが、この度示された国策の４つの改革で、果たして大玉村の農業

成り立っていけるのでしょうかというのが疑問であります。国の方針に対しての村長

の意見、見解をまず、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を申し上げます。
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今回の国の農政の改革というのが、まず、第一には、時期的には間に合わないとい

うことでございます。もう即稲作の準備に入らなければならない段階で、まだ、決ま

っていないことがいっぱいあるということで、机上での改革だというふうに考えてい

ますが、しかし、これはもう法律的に決まってしまったことなので、これに乗ってや

っていかざるを得ないというのが１番でございます。全体的には、今度の国策の農政

については、日本全土をよくグロバルスタンダードとか国際企画、ジャパンスタンダ

ードというと日本全体の企画、今回の政策については、ジャパンスタンダードですの

で、沖縄も北海道も福島県も同じ網を被せたと。ところが福島県の場合には、原発で

土が汚され、風評を受けている中で、そういうものとは全然違う地域と同じ政策をす

るのは何事かということでございます。浜通りについては、浜通り用の農政が手厚く

行われております。ところが中通り、会津については何もなされておりません。同じ

です。ですから、農水省との話し合い、もう２回も３回もしました。これ強く求めま

した。福島県の浜通りを除く中通り、会津方部のための農政を作ってくれと。これは

もうやってもらわないと困るということ。東北農政局は必ず国に伝えますと。で、国

からも来ましたので、検討しますということですが、これは聞き流されている、今の

状況としてはね。ですが、これは粘り強く、これは本来は福島県が真っ先になってや

らなければならないことです。国に対して要求しなければならないとうこと。ですか

ら、福島県用の農政がどうしても必要だというふうに考えていますが、ただ、それが

まだ出ない状態では、この中でやっていくしかないと。中間管理機構が、これから農

業公社を中心として出来上がっていくんでしょうが、組織もできていない。はっきり

言って誰が担うのかも決まっていないし、そういうものがもう既に法律として動き出

しているということでございます。ですから、ただ、この流れとしては、集積をして

大農家を作っていくという流れは、これははっきりしてますので、大玉の場合には中

堅、中小農家にとって非常に厳しい改革だというふうに、収入減になると。ですから、

機械を更新する機会に、もうこれでやめるかなということになりかねないので、それ

を防ぐ方法をこれから十分に検討していきます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） 正に村長が今おっしゃったとおりの現状だと思っております。先日、

改革に対する説明会も行われました。２４年度から始まった人・農地プランすら村民

は誰も理解しておりません。そのうえで、また、この４つの改革ですか、農業施策、

地域施策を示したところで、村民の理解はますます難しくなってくると思っています。

さっきおっしゃられたように、北海道の農業と大玉の農業をいっしょくたんにするの

は大きな間違いであります。まあいろいろ言ってみたところで、結局は国の指針に従

うしかないのが現状であります。その過程で成長できる施策を見いだしていくことし

か大玉村の農業で生きる道はないと思っております。そういうことから、まず、稲作

について率直に伺ってまいります。これ端的に伺いたいんでありますが、自給米のた

めに耕作する小規模農家は別として、稲作で生計を保たなければならないような農業、
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いわゆる専業農家、今後の米価の推移とかなんかもございましょうが、結局私が知り

たいのは、何ヘクタールの耕作面積が集められれば農業としてそれなりに成り立って

いけるのか、その点が１点と。あと何戸程度専業農家として成り立っていける現状な

のかとありますから、認定農家の将来性も含めまして、農政課での認識、成長戦略を

図るためにも状況把握は必要でありますので、どのようにとらえておるのかお示しで

きれば伺います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに稲作の現状、将来性、いわゆる規模も含めたと

いうことで、稲作については、本村の稲作で大きい農家については１５ヘクタールか

ら２０ヘクタールほどやっている農家がいるという現状でございますが、ただ、いわ

ゆる家族経営ではなかなかこれ以上規模拡大するのは難しいというような現状でござ

います。そういった中で、ある程度今ほどの１５なり２０ヘクタールの規模をやれば、

いわゆる一定の収入が得られ、なおかつ冬期間の施設園芸等々の取り組みによって専

業として成り立つというような、収入が得られるというような状況でございます。具

体的に何戸ぐらいということでございますが、現在、約８０戸の認定農家がございま

すが、それらがすべてそのようになるかということについてはなかなか厳しいような

状況で、将来的には専業というのはいわゆる生産法人ですか、いわゆる１戸の農家が

取り組むのではなくて、数戸の農家並びにそういういわゆるオペレーターも含めた農

業生産法人の体制で大規模な面積を行って稲作経営をしていくというのが現状かと思

います。そういった中で国から示されたいわゆる主食用の生産調整の配分が５年を目

途に廃止するというような中身の中で、飼料用の専用米を作ると最大１０万５,０００

円ですか、これ専用の品種を作らないとなかなか得られない収入でございますので、

それらをやっていくのには、やっぱり大規模農家専用のいわゆる収穫の機械を導入し

て大きい面積を栽培していくというのが必要でございますので、そういった意味も含

めて法人で取り組むというのが、今後の稲作経営になっていくかと思われます。

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。やっぱりこうなれば、農業としてやって

いけるんだ、この村でもやっていけるんだというような数字的なものとか、そういう

ものをやっぱりはっきり示して、そういう方向性を農家の人たちに示して、そこに挑

戦できるような、そういうシステム作りを行政にはお願いしたいんであります。

次の質問に入ります。経営所得安定対策、水田フル活用のための戦略作物、そばと

か飼料米などの転作作物について伺いたいんでありますが、これらの助成の内容につ

いては説明会でも話がありました。大玉村で可能な作物、説明会の皆さんの話の状況

だと、全然ないんですね。やってみても対象農産物の販売実績など、とてもじゃない

が作れないし、実現不可能なような状況であるというようなことをみんなから話を伺

いました。率直に伺いたいんでありますが、この制度に我が村取り組める状況にある

んでしょうか、改めて課長に伺いたいんであります。
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○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんにそば、飼料米等転作作物等の中で、いわゆる水

田活用の交付金の中身でございますが、現在、本村のいわゆる水田の転作の面積は、

約３７０ヘクタールほどございます。そういった中で、飼料米、そば等で約１５０ヘ

クタール、飼料作物ですが、そば、大豆、いわゆる土地利用型の作物で約１５０ヘク

タールほど転作に取り組んでいただいているというような現状でございますので、今

回、国のほうから示された水田フル活用の直接支払交付金の中で、いわゆる牧草を含

めた飼料作物とか、そういう土地利用型の転作作物を作れば、こういう交付金の対象

になるということで、今後もこれら転作作物として、こういった形で振興作物として

推進していきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。実際、そう言ってみたところで、誰も飛

びつかないのが現状ではないかと思っております。大変うがった言い方をいたします

が、先日の国会議論を聞いていまして、ある野党の議員が、この水田フル活用のため

の戦略作物について申し上げておりました。稲作こそが最高の戦略作物と言うんです

ね。おいしい米を作って、世界中に供給すれば良いんだと。割に合わない麦とか大豆

作らせて、補助金配るなどというのは、国民誰も理解できない。そんな制度誰も理解

できないのが現状ではないかと思っております。水田そもそも米を作るためのほ場で

あって、それを守るのが農家の本分なんですね。積極的に日本のおいしい米を世界に

供給することが政府の仕事ではないのか、そういうふうな意見でありました。そのた

めの手段の１つが、ＴＰＰでないのかというようなこと意見を申し上げておりました。

私はなんとなく分かるような気がしたんでありますが、村長、こういう考えどう思い

ますか。

○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。

転作作物については、やはり長年、何十年単位で大玉村は単作として稲を作ってき

たと。それ以外についてはいろんなことやりましたよね、今まで。どれも定着しない

というのは、やはり大玉の農業の特徴だと思っております。この定着しなかったのは。

今度そばの場合も来年以降は品質が悪ければ減額されて金になりませんので、作るだ

けでは。大変厳しい状況にはなってきております。だから、どうなのかということに

なると、水田で一番適しているものは米というのは、これ当然のことですので、それ

に適さないものを田んぼで作れということですから非常に厳しいのは分かりますが、

あとは大豆等についてはやっぱり集団化をしないとだめだということで、宮城県とか

茨城県なんかも大豆の集団やってますので、ただ、これも農地が集約された段階で、

そういうことの受け手として大豆を作ったり、そういうものはこれから集団化されれ

ば、農地集積ができれば可能かなというふうに考えてます。ただ、米を作って、いず

れ５年後には生産目標がなくなりますので、その米をみんなが作るのか、どうさばく

のかということは、やはり輸出等を含めても、検討しなければならなくなるのではな
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いかというふうには考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ちょっと分かったような分からなかったようなことなんですが、は

い、ありがとうございました。

次に、農地集約について伺います。農地集約、集落営農の発展の可能性高めるため

に、村独自の農業公社のような農地管理組織の必要性、実効性について伺いたいので

あります。国策で農地中間管理機構、これ図っておられますが、結局はルールとしば

りばっかりが先に立って、市町村の実状ちっとも理解されてない。交付条件などにば

っかりしばられて、大玉村にそぐわない制度と私の目には映ります。結局ただ制度と

しては、我が村には絶対必要なんであります。国の施策は一歩間違うと、結局は交付

金頼りの株式会社に移行するような企業農業を助長するだけの施策にはなりはしない

か。我が村でも、そういうことの心配だけはやっぱりしなければならないと思います。

そこででありますが、村独自の支援要件というか、そういうものも重ねた農地管理組

織の設立、これ考えられないでしょうか。前も私こういうこと申し上げたことありま

すが、村の農業は村が守る、村の農地は極力村内農家に委ねながら、そのような調整

機関、これできないものでしょうかね、これ伺いたいんでありますが。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

この農業公社的なものの役割は、農業委員会がこれから担うということになります

ので、中間管理機構で集約したものが結局受け皿については中間管理機構のほうで受

け皿に渡しますので、それについての事務的なものとかなんかについては、村の農業

委員会なり農政が担うということですので、改めて公社を作るのではなくて、農業委

員会なりがそういう役割をこれから果たしていくと。ただ、それもまだはっきりとし

た流れがはっきりしておりませんので、それが構築されるまでには１年、２年かかる

んだろうというふうには感じておりますが、村の土地を農地を外に出さないというこ

とは、これ当然必要なことだろうというふうに考えておりますので、行政として新た

な組織を作るのではなくて、今の中で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） ２番。

○２番（押山義則） 答弁ありがとうございました。確かにおっしゃることは理解できま

す。次の質問で設けてあります農業の担い手の確保でありますが、それなんかも結局

そういう組織づくりの中で担い手集団、結局明確に農業でやっていけるんだという方

向性を示してあげて、その中に農業の担い手を配置していくような、村もどんどん支

援していく、次の質問でもちょっと考えておりますが、美しい村うんぬんございます。

そういう施策の中で、農業者に対する支援は絶対村としてしていく必要があるんだと

思います。そういうところも含めまして、結局農業公社という、そういう名前を使っ

ていますが、やっぱりそういう組織づくりをまず急いで、そしてその中に担い手をち

ゃんと構成していく、そういう考え方が私は必要だと思っております。結局この担い

手の確保の手段ということは、結局そういうものと重ね合わせてなっていくものであ
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りまして、この辺は改めて質問申し上げませんが、結局そういう組織づくりがまず大

事だということを申し上げておきます。私はあの非農家の人間でありますから、余り

農業のことは詳しくないんでありますが、やっぱり営利企業として成り立つような農

業を手助けしていっていただきたいと思います。

次の質問に入ります。この質問の中で最後の質問、耕作放棄地の対応を伺うという

ことで伺います。来年度より農業委員会の中に農地再生室係として対応されるようで

ございます。これまで農地再生室としてそこそこの面積が農地再生を行政が行ってま

いりました。この施策に対して、いささか過激な疑問点なんでございますが、ちょっ

と述べさせていただきます。耕作放棄地の実状でございますが、放棄された農地、そ

もそもは需要のない農地なんでございます。放棄されたところで、放棄する農家にと

っては何ら問題がない。土地の条件が合わなくて、無理して作付けしても儲からない、

また、たぶんそういう方は農業以外の産業に従事するようになるといった、そういう

合理的な理由で耕作も止めたことであると思っております。これなぜ自治体が問題視

するのか、これは美しい村うんぬんのことも関連するんでありますが、今の耕作放棄

地解消施策でございますが、これ極端に言えばでありますが、やっぱり投資効果、こ

れ検証する立場から申し上げますと、大変うがった見方でございますが、行政の無駄

遣いだと、そういう声も聞こえます。結論として必要とする、需要を求める農家に対

応させれば良いという話なんではないか。むしろそのほうが行政が農地再生うんぬん

言うより、専門知識も機械力も土地改良技術も持っていらっしゃるし、必要ならそこ

で行政が応援すれば良い。結局そう言いますと耕作放棄地の増加が進むのではないか

と心配なんでしょうが、やっぱりうがった見方なんでございますが、考えようでこの

成長農家の需要増に対応して、逆に言うと安く借りられる、買える機械も増える。荒

らして置くから安く買える。そういうメリットもございます。結果、成長農家の収入

増えます。税収も増えます。極端に言えば雇用も増える。これ大変過激な言い方でご

ざいます。ここ何年かの農地再生事業、こういった観点から評価しますと、無理して

赤字農家とか擬似農家を保護する政策と言えないのかなと、そう思っております。こ

れ私の疑問点でありますが、これ村長、課長それぞれこういう考えに対して、どう思

いますか、改めて伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

耕作放棄地については、今回の中間管理機構でも取り扱いが規定されておりまして、

これはやはり再生をして村に返すということですので、再生の金も国のほうで見ます

よと。全部かどうか分かりませんが、制度の中には入っております。耕作放棄地をど

うするのかと。ただし、集積できる場所にあるということですね。先ほど言ったよう

な需要のない土地については、たぶんだめだろうというふうにも考えていますが、需

要のない土地というのは、中山間のほうはそういうことで、中山間の制度はこれから

も維持されますので、そういう面で、村土保全という面で農地を保全していくという

ことが、まず１番のことだと思います。中山間をお金を出して守るということは、や
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はり国土を守る、村土を守るということですので、荒れ放題にしておくわけにはいか

ないということが、まず第１点。それから、田んぼの真ん中に荒れ地がありますと、

カメムシの巣になったり、景観上も悪いと。それから、周りの人たちの耕作意欲も下

がるということもありますので、村としてはやはりそれは回復をしたいと。それから、

美田を守る、農業を守るんだと。大玉村は農業が主産業ですので、農業を守るという

姿勢を示すためにもやはり農地の再生というのは大変重要になってくるんだろうとい

うふうに考えておりますので、総合的にやはり耕作放棄地は再生をするということは、

これからも方向としては考えていきたいというふうに考えます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに耕作放棄地の対応の関係でございますが、今ほ

ど村長から話がありましたように、２１年から取り組んでおる事業でございますが、

そういった形で村土保全という意味もございますが、農地を有効に活用していただく

ということで取り組んでおりまして、面積的には約３８ヘクタールほど取り組んでい

る内容でございます。今後につきましては、中間管理機構の創設の中で、いわゆる中

間管理機構が整備までできるという内容もございますので、現実的には利用のないと

ころまで再生事業が全部できるかというのは大変厳しい話でございますので、今後に

つきまして、いわゆる中間管理機構のいわゆる農地集積の中で、いかに耕作放棄地の

発生を防止するかという点について、利用集積も含めて新年度から対応していきたい

と思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） これは私の過激な疑問ということでございましたので、答弁ありが

とうございました。

除染について、次の質問いきます。時間がなくなってきましたので、端折って伺い

ます。端的に除染事業に対しての村の取り組みに対して十分かということでございま

す。これ端的に伺います。

それから、続きまして、取り組みの結果について、検証と評価をどうとらえておら

れるのか伺います。

それから、併せて今後の除染事業の方針伺ってございますが、１点だけ特に注文し

たいんでありますが、大玉村の除染推進協議会、しばらく開催されておりません。こ

れは住民への説明責任は、重要ではないかと思っております。いろいろ問題点も発生

しているようでありますが、このことは同僚議員が次に質問を控えておられるようで

ありますので、あえて申し上げませんが、改めて除染推進協議会このままで良いのか、

それを含めて伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番さんにお答えいたします。

まず、除染に対しての村の取り組みの体制の質問でございます。現在、正職員３名、

うち２名につきましては、環境と兼務してございます。現場管理技術支援職員が３名、

その他除染業務委託職員７名、合計１３名の職員で当たっております。設計、それか
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ら積算、補助金業務、現場管理、通学路等の継続的除染作業など、幅広い業務をこな

しております。それぞれの分野で専任担当者を配置されるまでには至っておりません

で、仮置き場の選定業務、それから苦情処理業務、そういうもので職員の不足を感じ

ております。このため新年度においては、業務管理体制の強化や迅速な苦情処理体制

の確立のため、組織機構の改正に伴い新たに課を設置して、原発災害対策係と環境保

全係を設置するとともに、原発災害対策班に正規職員を１名増員する予定になってお

ります。また、環境保全部門でも委託職員をこれも本当は専門職員を確保したいとこ

ろではありましたが、なかなかありませんで、委託職員を１名増員して、当面、対応

してまいりたいと、このように考えてます。

それから、２点目の除染事業、それぞれの結果、検証と評価をどうとらえるかとい

う質問でございます。公共施設、あるいは住宅の面的除染では、除染前と後を比較す

ると、確実に放射線量の低減が見られております。ただ、除染前の線量の多い少ない

によりまして一律の低下は見られておりません。線量が総体的に高いところでは、低

減率が５０％を超えておりますけれども、もともと低いところでの低減率は３０％程

度の低減にとどまるなど、現実にはばらつきがございます。また、一定の期間を経過

する中で、線量が幾分戻る箇所もございます。元の状態に戻るということではありま

せんが、上ぶれするところもあります。今後、そのような場所も含めて、現在、導入

を進めておりますガンマープロッタ、これは地図情報に放射線量測定して、面的に表

示できる、そういう線量測定器でございますけれども、これ今、データベースを入力

している作業中で、年度内に完成する予定になっております。これらのもので放射線

線量の分布を面的にとらえながら、除染効果をより詳しく検証するとともに、再除染

の判断などにも活用してまいりたいと、このように考えています。

それから、最後に、今後の除染事業の方針に関して、推進協議会の件も併せてお話

し申し上げたいと思いますが、住宅の面的な除染については、平成２６年度中には終

了させたいというふうに考えています。２７年の３月までということですよね。今後

は道路除染を進めながら、住宅密集地の森林、公園周辺の除染を進めてまいりたいと。

森林除染につきましては、現在、明確な国の方針がありませんで、村としては範囲の

拡大、こういったことを引き続き求めていきながら、効果的な除染の方法についても

検討してまいりたいというふうに思います。それから、先ほども申し上げましたが、

除染後の放射線の分布を面的に調査しながら、ホットスポット対策を進めてまいりた

いというふうに考えます。いずれにしても、なかなか今現場等々に追われて、そうい

った今後の対応、面的、ホットスポットの詳細な把握とか、そういったことできてお

りませんので、今後、職員体制を整えながら進めていきたいと。除染推進協議会につ

いては、これ当然開催していかなければなりませんが、様々な問題があってなかなか

着手できておりませんでしたが、年度末までにというふうなお約束はなかなかできか

ねますけれども、新たに道路除染等もやることもありますし、この仮置き場の不足も

ございます。そういったことも含めて早い時期に開催しながら、これまでの除染結果

のお伝えと今後の方針について、協議させていただければというふうに思います。
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○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） はい、ありがとうございました。除染については大変なことは重々

理解しております。いずれにしてもせっかくの協議会がございますので、住民への説

明責任はしっかり果たすべきとご注進申し上げておきます。

最後の質問に入ります。追加質問でございます。施政方針の中から新しい事業とし

て、名倉山の登山道と共に学ぶ大玉の共育サポート事業の明記がございました。後者

のこの共育サポート事業についてお伺いいたします。この３行足らずの記述中で、大

変多くの可能性を秘めた事業と思っております。生涯学習課の学校支援地域本部との

事業と重なる学習の場を支援する体制づくり、大変ご期待申し上げます。前々から一

般質問でも申し上げておりますが、児童の学力向上のための学習塾のようなシステム

の設置を望んでおりました。会津の日新館のような人材育成の場としての拡大を私は

思っております。教育長出身の村長として、本領発揮と。改めて具体的な整備内容を

お伺い申し上げます。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） ２番議員さんにお答えいたします。

本事業は今、ご質問にありましたように、子どもたちの学力を含めた、生活力も含

めた、そういったものを補充するというようなことで計画した事業であります。具体

的には、県内の大学等と連携をいたしまして、教員を志す学生を講師、これは共に学

ぶというのは、子どもたちが学ぶという意味の共に、それから学生も学ぶという意味

の共に、そしてまた、教員も学ぶという意味の共に、そういった意味が込められてお

ります。したがいまして、教員を志す学生を講師として、児童、生徒を対象に学習支

援を行っていく事業であります。具体的には、夏期休業中に小学生の学習サポート、

これを考えております。更に同じく夏期休業中に中学生、中学３年生を今考えている

んですけども、３泊４日の学習合宿と言ったら良いんでしょうかね、そういったもの

を今、計画しております。更には２学期に土曜日の午後なんでけども、土曜日の午後

に学習会を実施して、先ほど申し上げましたことについて、高めていきたいと、学習

機会の拡充を図っていきたいと、そういう事業でございます。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） ありがとうございました。大変意義のある事業と思っております。

いろいろ重箱の隅を突っつくような質問申し上げましたが、村長に旧態依然からの脱

皮と選挙公約で掲げた施策をどんどん実施してほしいというのが、村民の切実なる期

待であります。そのことを申し上げまして、私の一般質問を終わります。どうもあり

がとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で２番押山義則君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

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

（午前１１時１１分）

◇ ◇ ◇
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○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時２５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ９番佐原吉太郎君より通告ありました「自主財源確保について」ほ

か２件の質問を許します。９番。

○９番（佐原吉太郎） 議長の許可を得たので、３件について一般質問を行いたいと存じ

ます。

まず、本題に入る前に一言述べさせていただきたいと存じます。

あの地震の災害から丸３年をまもなく迎えようとしてるわけでありますが、いまだ

に本県においても放射線が大きく阻害しているわけでありまして、その傷跡は非常に

大きいわけであります。更に東電の垂れ流し、そういう報道が毎日のように要するに

新聞等々でも報道されております。そういうことは皆さんもご存じのとおりでありま

す。あの災害を風化させないためにも、脱原発、真剣に取り組む必要があると存じま

す。ちょっとおれめがね、今これ別なやつ、ちょっと申し訳ございません。

さて、今回は予想外の大雪に見舞われ、県内県外はもとより死者まで出ました。本

県でも死者１名が出ております。更には交通停滞、孤立、農産物等の被害など大変な

被害がありました。亡くなられた方々にお悔やみを申し上げたいと存じます。我が村

におきましては、村長を中心として職員の皆さんには日曜にもかかわらず除雪に当た

られたことに対して非常に村民も有り難く、その対応の早さに満足していることと存

じます。また、ほかの市町村に比べて、除雪されたことに対して村民も我々も非常に

敬意を表しているところであります。それでは、本題に入りたいと存じます。

１件目でありますが、村長が昨年８月に誕生いたしまして、自立ということを前面

的に打ち出して、前村長のことを継続するということでありまして、自主財源確保に

は普通考えるには、企業誘致、また住宅団地など一般的であります。自主財源のその

ためには、いろんなこれから方法が必要と思っておりますが、村長は自主財源はどの

ように高めようとしているのか、その１点をまず最初にお聞きしたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ９番議員さんにお答え申し上げます。

ここに質問書にもありますように、企業誘致、それから住宅政策ということで、自

主財源を確保するというのは、今、一番に考えているのは、やはり人口増加対策、定

住政策というのが一番大玉に適した方法かなというふうに考えていますが、当然、雇

用創出の面も考えますと、企業誘致も併せて行っていくということは、当然必要にな

ろうと思います。ただ、大玉の場合には、一種農地がありましてなかなか改廃ができ

ないということで、あと財政的な規模もありますので、事前に工業団地を設置して企

業が来るのを待つというのもなかなか厳しいところもございますので、まずは定住化

政策を前面に出して進め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） ９番。

○９番（佐原吉太郎） お答えいただきましたが、とにかく自立ということは、やはりほ

かの市町村が合併で大体が固まったようでありますが、やはりその自主財源を確実に
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するためには、今まで設定が甘かったんじゃないかと。例えば今現在、これ除染も含

めてですからちょっと下がっていますね、１７％くらいに。２２から３３、まあ５０

まではいったことがないと思うんですが、４０かい、ああ４０近くまでね。いずれに

したって、設定を高く持つことが、その目的にやはり一歩でも二歩でも近づくという

ことですよね。そのためには要するに今までの考え方、一番は先ほど申し上げたとお

り自主財源を上げるためには、本宮がその例でありますが、アサヒビールとか大きな

会社が来ておりますね。それで、自主財源が非常に財政的にも本宮は悪かったんです

がね。しかし、今は非常に良いんですよね。８０何％近くになって。最初私調べたと

きには、８６％か８７％になっているんですね。今はどうなっているのか調べていな

いんですが、それに比べると高いんですよね。したがって、先ほど村長がお答えした

とおり、やはり住宅団地、企業誘致、これが雇用も生むし、もちろん人が来れば住宅

も建つ。これは当然ながら税制は上がるわけですよね。それが自主財源のもとになろ

うと思っているところでありますが、ただね、今まではそれで良かったんですが、や

はりこれ自主財源の確保のためには、今まではそういう形でやってきたが、やはり今

後は若い人たちね、役場に７０何名も職員おるわけでありますから、そういう要する

に若い人たちの脳波というのは、我々４０代、５０代、６０代でなく、またその発想

というものは非常に尊いものがあるわけですね。その発想をどう引き出すかは、やは

りその執行部の村長を中心としたやっぱりそういったものを大事にしながら、今まで

そういう住宅団地づくり、それらももちろんこれは大切であろうが、そういう職員の

やはり例えば財政、要するに上げるにはどういう方法が良いかというのは、職員の皆

さんにアンケートを採って、その結果を尊重しながら、そしてやっていかないと、今

までの発想ではなかなか要するに自主財源を高めるということは、これ難しいのでは

ないかなと思うんですよ。同時にこれをやることは結構ですが、それも含めて、ひと

つその点もお答えを願いたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ９番議員さんに再度お答え申し上げます。

自主財源を高めること、これは当然努力をするということでありますが、若い職員

の力も意見も聞きながらというような提言でございます。ふるさと納税について、今

年予算書に５００万円という大変実現難しいような高い数字を上げさせていただきま

した、当初予算に。これについても、従来ですと課長会議等でどうするかというよう

な話し合いになるわけですが、今回については、若手の職員でプロジェクトチームを

作って考えてくれということで新たなチームを作って若い者に検討を今させていると、

もう５回も６回も会議を開いて、まもなくその結果が出ると思います。そういう形で

従来ですと、決まった組織で物事を検討するということできましたが、これからは検

討を目的に合わせてプロジェクト、検討メンバーは決めていきたい。最終的には、今

度は部長制になりますので、部長会議で決定をするということで、職員の意見を聞き

ながら政策を進め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） ９番。
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○９番（佐原吉太郎） 村長にお答えいただきましたが、全くそのとおりです。やはり我

々これ７０、６０、そういう発想というのはこれで定着しちゃっているんです。だか

ら、そういう若い人のエネルギーというかね、我々の発想、考えているよりもっとも

っとすばらしい発想を持っているんです。それを今、村長が言われたとおり、そうい

ったプロジェクトを作って、それを引き出すと、それはすばらしいことです。そうい

うことで、これからの将来の財政再建と、それから当然自主財源を高めるということ

は、これは福祉、あらゆることに精通するわけですね。これは村民にお応えできるわ

けですよね、税制が上がれば。これから後再生エネルギーでも申し上げますが、それ

が一番大事であろうと思うんですよ。そのために自主、自分でやはり村長が誕生した

自立の村づくり、自立するにはなんだと、やっぱり財源ですね。その確保には、じゃ

どうするんだと。先ほど申したように、並行して住宅はもちろん企業誘致ももちろん、

そういう若い人たちの発想を引き出すと。そういうやはりこれからは、これが一番ト

ップが大事なことですよ。変なこと言っているなと、この変なことがしかも村づくり

のためにすばらしい案があるかもしれないんですよ。それを是非とも今後、力を入れ

て、ひとつ若い力を出していただきたいと、こう思います。その点もよろしくお願い

します。

じゃ、次に移りたいと思います。２件目について、お答えをお願いしたいとと存じ

ます。再生エネルギーについては、再度当局に対してお聞きしておりましたが、３月

１１日で３年を経過するわけですが、やはりこれを風化させることなく、再生エネル

ギーを拡大することが、我々被ばく県民として当然の義務であろうと思っております。

再生エネルギーについては、予算を拡大することが住民の期待に沿える。また、脱原

発につながると思うんでありますが、もちろんこれ予算も計上されたようであります

が、今後この規模ではやはり全くちょっぴりなんですよね。今も課長さんからこれか

ら私が言うことに対してお答えたぶんすると思うんですが、私から言うまでもなくで

すね、ひとつその辺も含めて、これらをどう拡大して、もちろんこれ予算が伴うこと

でありますので、例えば私ここで提案したいんでありますが、福島航空の太陽光線ね、

あれが県民が出資することになる。例えば資金が足りない、１００％達成するために

は法人とか、そういうものをひとつできればそういうことをやって、できれば我々村

民に出資してやると。その理解を求めれば、これは今の時代でございますから、再生

エネルギーのためには、そういった出資も村民もできると、そういう要するに法人を

作ることが財源を生んで、そして、一歩でも二歩でも再生エネルギーにつなげるとい

うことも私は提案したいんでありますが、その点も含めてひとつお答え願いたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ９番議員さんにお答えいたします。

まず、３月１１日を風化させない。このことにつきましては、放射能で苦しむ福島

県民にとっては、原子力に依存しない地域をつくっていくということに関して、これ

は福島県にとっても、それから村にとっても、また、福島県民、村民にとっても責務
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だというふうに思います。そこで再生可能エネルギーの推進に関しての点ですけれど

も、来年度予算でも太陽光、それからストーブ等々予算は拡大して補助率を上げて対

応していきたいというふうに思います。これまでも昨年までもそうですが、需要に応

じて予算については補正、補正で対応してきているということで、当初予算は当初予

算でございますが、申し込みの具合を見ながら、その都度対応してまいりたいという

ふうに思います。現在、村は５キロまでキロ当たり２万円を補助しておりますが、こ

れを消費税のアップもあります。それらも含めて３万円に拡大していきたいと。国、

県の補助についても、２６年度も引き続き適用されるというふうなことを確認してお

りますので、最大でありますと１０キロまででありますと７０万円程度の補助になる

ということで、住宅用の太陽光についても推進していきたいと。それから、防災拠点

施設、村自身も電力を自ら確保していくという点で、来年度はさくら、大山小学校、

そして、２７年度は玉井小学校、こういう防災拠点施設への太陽光発電設備の導入を

進めたい。それから今、ご指摘ありましたような法人というようなお話ございました。

現在、利用推進計画を定めるため、いろいろと有識者からご意見をいただく組織作っ

てあります。この中で買い取り価格の問題もあるわけですけれども、個人が出資する、

あるいはどこかが核となる企業があれば、そういったものと住民が参加しながら、電

力事業を行うと、そういう方向性もたぶんひとつ打ち出す可能性があるのではないか

と思います。幅広い分野で再生可能エネルギー事業に取り組む、そういう場合に村が

どういうふうに支援していくべきなのか、協議会の中で検討してまいりたいと、この

ように考えます。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 一歩でも二歩でも今の課長の話では、そうやって進むということ

は非常に我が大玉にとっても次のステップになるわけでありますので、ひとつ力を入

れていきたいと思います。

それと、何回となく私この一般質問の中で再生エネルギーについて、先進国である

ドイツね視察に行くことが大事であろうと私常々思っておったわけです。それでです

ね福島民友に出ておりましたが、ドイツと研究というか、そういった協定もなされた

ようであります。どんどんどんね、そういうことで福島県は特に原発というどうしよ

うもないものをやはりこれから再稼働はもちろんできないんですが、福島県からやは

り再生エネルギーを拡大していくということは、もう国の原子力は要らなくなるんだ

ということなんですよね。そういうことで私が何回となくドイツに行って視察すると。

やっぱり国を挙げてね、国を挙げて原発を脱と打ち出した以上は、これは大きなウエ

イトを占めると思うんですよ。国民全体がそういう空気になるわけですから、やはり

そこに行ってやはりどういうことなのかと。あれだけ、もちろん今でも原発は持って

いるわけですから、原子力発電所も。それをきちっと打ち出して、これは危ないから、

どうしようもないから、要するに原発をなくするんだと。そういう国に学ぶことこそ

がやはり脱原発にやはり前進できるんじゃないかと。そして、そういうものを県なり

国なりに、やはり逆にこういう小さい村からですね、ドイツに視察に行ったんだと、
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すごいなと、そういう威力を見せなくちゃならないんですよ。それなんぼかかるか分

からないけども、予算面でね。そういうことであろうかと思いますが、やはり安全、

安心をやはり強調するには、そういった取り組みが必要ではないかとこう思っており

ますので、その点、村長はどのようにこの問題についてひとつ前進できるのか。予算

化できればこれは何よりなんですが、そういったことも含めて質問にしたいと存じま

す。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ９番議員さんに再度お答えを申し上げます。

福島県がドイツの州と協定を結んだということで、企業育成、再生可能エネルギー

の企業を育成するためのそういう協定を結んだということでありますので、議員さん

から提案がありましたように、福島県単独で行くとなると、やはり通訳の問題とか、

あちらの案内の問題とか、事前調整の問題等があって十分に研修が実があるかどうか

ちょっと難しい点がありますので、福島県等が各市町村に呼びかけて、我々が参加で

きるような状態、たぶんそういう機会があると思います、協定を結んだわけですから。

そういうときには是非積極的に職員のみならず、私も是非行けるなら行ってみたいと

いうふうに考えてますので、是非そういうときには派遣をしたいというふうに考えて

おります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） 今、村長が前向きに検討すると。県を１つの中心として、そうい

ったものを議論しながら、そういった形を作っていきたいという前向きなお答えであ

りますので、そのようにひとつ努力をしていただきたいと存じます。大体これ村長が

前向きにということでございますが、ずうっと今までもう少し詳しく聞くかと思うの

で、大体結論を得たので、次に移りたいと存じます。

３件目でありますが、大玉村の除染についてお尋ねしたいと存じます。我が村はこ

の除染の入札については、前村長が村内の業者を優先するということで常日頃言って

ました。これは雇用のため、いろんな面で。しかしながら、実際は村外の業者に入札

をしたということによって何が起きたか。なんでもなくスムーズに行けば、これは非

常に良かったわけでありますが、少しトラブルがあって、村外の業者を入れたことに

よって、地元の村民の方々に非常に負担とダメージを加えたことは、行政にとって良

いことではなかったのではないか。村長は８月に誕生したわけですから、でも、行政

はバトンタッチでありますので、決して責任どうこうとは言えないと思うんでありま

して、そこらも含めて、今後どのように対応していくのか、この問題が起きたことに

対してひとつお答え願いたいと存じます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ９番さんにお答えいたします。

除染に関する入札の参加資格につきましては、村内の事業者に除染業務を担ってい

ただくという方針につきましては、原発事故で冷え込んだ地域経済の再生にとって必

要なことであったと、そういうふうに判断しております。除染に関する村内の業者の
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基準につきましては、一定の技術資格要件と本店、支店、営業所などが大玉村にある

ということでございます。本社が村外で、支店や営業所を本村に置く事業所は、複数

ございます。これらの規定につきましては、除染以外の建設事業においても入札に参

加する場合がありまして、必ずしも今回、除染だけではございません。しかし、結果

的に今、ご指摘のあったように様々な問題が生じました。この点に関しましては、今

回の教訓を踏まえて、今後は技術的実績とか、あるいは経営の実態につきましても、

より以上に詳しく調査をしながら発注を進めてまいりたいと、このように考えており

ます。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） お答えいただきましたが、まず、１人の業者に２億円という多額

の金額が落札されたと。なんでもなければ良かったんですがね。しかし、これ村内の

業者であれば、こういうトラブルは実績とかありますからね、今までの業者それぞれ

何をやっても年間なんぼだと。そういう実績のある方であれば良かったんですが、今、

課長が言っているように、入札のあり方、これからよく検討しなくちゃならないとい

うもの、現実としてね、これこういうトラブルがあったのは事実でありますね。した

がって、とにかくこれを入札今後させるのかさせないのか、２億円で落札されても、

それはクリアできたんですね。もちろん入札の全部書類が揃ってクリアされたからこ

そ、こうやって入札に参加されたと思うんです。しかし、今、いろんな噂出ているん

ですよね。２億円もあの人に全く実績がないんですね。実績がない業者だったんです

ね、ここらにおいてはね。大玉村には税金ひとつも払っていないんですよ。そういう

方にいきなり２億円という大きな大きな要するに金を入札した結果、スムーズに行け

ばこれなんにもこれ良かったんですが、結局新聞等々も含めて、また、そのやっても

らった方々請求書なりを出す、全くその今までにはなかった騒ぎが現在起きているわ

けですね。そのことに対してやはり入札についても、やはりそういったものの甘さと

いうものを指摘されても仕方がないですね。これは大きな問題ですよ、はっきり言っ

てね。それらをですねもちろん今後は、こういうことがないようにするのは当たり前

ですよ、これ当然だからね。当たり前でありますが、しかし、今後ですね今後、まあ

２０％ぐらいしかできていないんですからね。まあ８,０００万円も払っているわけ

だから。だから、したがって今後、それじゃどうするんですかというんですよ。書類

上、今いろいろ期間まで、例えば先月の２８日まで出さなくてはならなかったとか、

あと３日までとか、今日は５日ですね。みんなこれ１つも実行していないんですよね、

そういうことも含めて。課長さんのこの間協議会の説明の中でもありましたね。２８

日もだめ、３日もだめ、今月のね。今日は５日、まあ今日のは５時までだから分から

ないですが、そういうことでは困るんですよ。したがって、どのようにこれを法的に、

もちろんこれは弁護士もかかっておるんでしょうが。それらもまあこれから見極める

必要があると思うんですが、これらも含めて、やっぱりこれからどう対応していくの

か。住民は今まで契約したやつ、おらはアポロにはやらせない。アポロってまあ出し

ちゃったからあれだけど、現にアポロですね。要するに住民は、あの業者にやっても
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らいたくないということを今、いろんな私も昨日３区ちょこっと回りました。そうい

うことが非常に高いんですね。それらを、住民の声をどう反映するのか、それらも含

めて、村長も課長もひとつお答え願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

この村の村内業者ということでございますが、実際は、その今言われた業者以外に

も村外が主体の業者は数社入っております。これはその時点での判断だというふうに

感じておりますが、村内にある、純粋に村内にある業者だけでは、これの３倍も４倍

も期間がかかってしまうということ。単年度で５０億円の予算がつくような大きな事

業ですので、ただ、２億円という金額については、制限付き一般競争入札ですので、

１０数社なり登録しているところがありますので、そこで今言った当該業者が取ると

いうふうに想定をして発注をしたわけではないので、これは入札の結果、資格のある

ものが取って、そして問題が起きてしまったということで、発注の段階についてはも

うやむを得ない部分があるのかなというふうに認識しておりますが、今後のことにつ

いては、県とか顧問弁護士もおりますので、それらとも協議をしながら問題のないよ

うにしたいと。ただ、一部住民から役場に対する委任の同意の取り下げがありました

ので、それについては当該業者にさせることはできませんので、その辺も含めて整理

をして、今、整理中でございます。その場合には再発注ということも視野に入れてい

くと。今後のことについては、これを教訓にして、先ほど課長申しましたが、もう少

し組合方式にするとか、今度は道路関係なんかの場合には、土木関係の技術者がいる

とか、土木の資格があるとかですね、いろんな方法を考えてトラブルのないように発

注を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） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 村長申し上げたとおりですが、村民の意向は示されており

ますので、その意向を十分に尊重して対応を進めてまいりたいと、このように思いま

す。

○議長（佐藤 悟） ９番。

○９番（佐原吉太郎） それぞれお答えをいただきまして、前向きに検討するということ

でございますので、今後こういうことが決してないような行政の入札につけても、や

はりある程度調べて、結果としてほかの業者もいるわけです。結果としてこの業者は

村民に迷惑をかけたわけですから、そういったある程度の実績なども含めた中で入札

にこれから慎重に検討していただきたいと思います。３件についてお答えいただきま

したが、まず、自主財源について、前向きに財政確保に努めることが大事であろうと

思っております。そういうことで、自主財源を一歩でも二歩でも努力して進めていた

だきたいと存じます。また、村の発展につながると思っていますが、まず、一番は職

員の脳波を十分に引き出して発想の転換、更には村おこしと、更には新しい発掘が期

待できるものと、私はそういうふうに思っております。是非ともそういうものを村長

を中心として、やはり村の活性化のため、そして、将来の未来のために、ひとつ村長
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を中心として財政確保のために、ひとつ努力していただきたいと存じます。そういう

ことで、一般質問を終わりたいと存じます。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で９番佐原吉太郎君の一般質問を打ち切ります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで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） ３番武田悦子君より通告ありました「公設民営化の道筋について」

ほか２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、これより先

に通告いたしました３点について一般質問を行います。

まず、はじめに、公設民営化の道筋について質問いたします。村長は就任以来、様

々な機会に直売所やアットホームなど、収益事業分野の事業運営主体を直営から公設

民営、村民株式会社を立ち上げ、事業運営に当たることを表明し、今定例議会の冒頭

の村政執行基本方針でも公設民営化の受け皿づくりの調査、研究を進めてまいります

と表明いたしました。予算でも公設民営化の調査予算が計上されました。そこで、最

初の質問です。この民営化の対象と考えている事業は、どのような事業を想定されて

おるか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答え申し上げます。

対象事業としては、兼ねて庁内でも検討が行われて、１つの結論は出ておりますア

ットホーム、それから堆肥センター、それから直売所、プール、テニスコート、現在

はその４つです。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。村政執行の基本方針では、受け皿づくりの

調査とあります。最初の考えでは、商工会を受け皿にと考えていたようなお話しも伺

っておりますが、これまで商工会とは、どのような話をしてこられたのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。

商工会も１つの対象として考えてはおりましたが、会長と個人的にはお話しをした

結果は、商工会として受け皿として１００％受けるのは難しいということはあります

が、まだ、正式には平成２６年度に入ってから、どういう方法で受け皿を作るかを検

討してまいりますので、まだ、正式には動いておりませんので、商工会に正式にはお

話しはしておりません。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。アットホームは、直営で年間約１億円ほど
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の売上げ、更に産業振興センターも震災前は１億円に迫る売上げがありますが、これ

らを民営化にする最大のメリット、これをどのように考えておられるのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

今、アットホームは直営でやっておりますので、管理職がアットホームの支配人と

いうことで実施をしておりますが、これについては条例規則で利用料金等が規定され

ているということですので、限りなく不自由な経営ということですので、それにやは

りサムライ商法ということで弊害もありますので、これを民営化をして、もう少し自

由な経営に資するということで、民営化と言っても指定管理から始まるというふうに

考えております。かなり経営の自由度が上がると。送迎等についても、もう少し柔軟

に対応できるというようなあらゆる面で最終的には１億５,０００万円、５割増しと

いう収入を目指して５年間程度でできれば良いと、今現在はそういうふうに考えてお

ります。直売所についても、やはりこれは経営的な問題、今、役場は実質的にはあの

直売所は村が直接経営をしているということでございますので、手数料はいただいて

ますが、現実は村丸抱えでございますので、これも民営化をして、消費者に応えられ

るような体制を作っていきたいと。これもやはり１億５,０００万円、２億円という

ような潜在能力があの立地条件からありますので、施設を拡大をしていけば可能性が

ある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） 受け皿にする調査を今年行うというお話しをいただいております。

収益事業でありますから、先ほど村長からもありましたように、アットホームで１億

５,０００万円、直売所と２億円という金額が示されました。この収益が上がれば、

当然、受け皿は見つかる、そのように思いますが、現時点で受け皿として思い描いて

いる想定、そのようなものがあ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。

あらゆる場所で村民の出資による株式会社というお話はさせていただいてますが、

一応正式には一例として株式会社、これは有限会社でも組合でも良いんですが、村内

には受け皿となる会社、組織がないということであれば、指定管理にした場合には、

村外にすべて金が出てしまいますので、やはり村内にとどめるということになると、

村内に受け皿を作ると。そのためには第三セクターではなくて、村民から出資を募っ

た株式会社が現時点では最適かなというふうには考えておりますが、なお、２６年度

１年間をかけて内容について検討していきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） 村内で受け皿を作れる、そのような調査を進めるということであり

ますが、今年平成２６年の４月から郡山市の湯ラックス熱海、ここは指定管理でゼビ

オグループが引き受けるというふうに聞いておりますが、この村内だけでなく県内の

企業、更に例えばＪＡ、そういうところは候補として考えておられるのか伺います。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） あくまでも全額村内に金が下りると。直売所で売った収入、それか

らアットホームでお客様を迎えて売った収入、これについては村内にとどめたいとい

うことですので、ＪＡについても、今度は４ＪＡに集約されますので、それからあと

村外の株式会社等については、現時点では考えておりません。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。直営であれ、民営であれ、事業を支えてい

るのはそこに働く人、それに直売所であれば生産者の皆さんということになります。

これらの皆さんの話も十分に聞いていかなければならないと考えますが、今年度行わ

れます調査の中に、この皆さん方の考えを聞く、このことは考えていらっしゃるのか

伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 当然に住民に一番日本一近い村政を目指しているわけですから、村

民、住民、利用者の意見は聞きながら進めてまいりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） どのような形でも経営というのは大変難しいと思いますが、アット

ホームであれ、直売所もそうでありますが、村民の健康の保持や農家の手取り収入の

確保など、村民を中心に物事が組み立てられてまいりました。公設民営もその視点は

大切にしていかなければならないと思いますが、この点に関しまして、村長の考えを

再度伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

その視点は変わりません。当然、村の中に受け皿を作って雇用も創出し、生産者も

そこで収入を得ることができると。ですから、株式会社はあくまでも受け皿ですので、

限りなく広がっていくだろうと。人材派遣等についても、シルバーに代わるもっとし

っかりとした組織としても可能性もあるし、ふるさと納税の産品の扱いとか、そうい

うものも可能性もあるだろうし、収益事業ですので、あらゆる役場でやっているもの

以外についても、あらゆる部門に手が出せるのではないかと、農業分野にも出せるの

ではないかというようなことも考えております。まず、基本を作ってから村内の村お

こし、村づくりの中心的な存在となれば良いなというふうに考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。次の質問に移ります。

大玉村の農業振興の方策についてお尋ねをいたします。原発事故の風評はなかなか

払拭されません。国は東京電力福島第一原子力発電所の事故は収束されたと言ってお

ります。しかし、収束されたはずなのに汚染水漏れの事故はいまだに続き、そのたび

風評への不安が増幅されます。県外の人たちからすれば、汚染水の問題が出る度に福

島はまだまだと考えるのは当然ですし、あえて福島県産の農産物を求める人は、やは

り少ないと思います。大玉村はこれまでも農業を基幹産業と位置づけ、振興を図って
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きました。村政の基本方針でも、農業の振興と農地の保全、６次化産業のための拠点

整備計画、安心、安全な農産物の生産体制づくりなどの施策を推進し、風評の払拭に

努めるとしています。一方では農業就労者の高齢化、後継者不足で担い手に利用集積

が進むが、そこにも限界があるから農地集積の受け皿となる農業生産法人の組織化が

急務だとして、法人化への支援を表明しておりますが、ただでさえ厳しい農業情勢の

中で、政府はＴＰＰ交渉を進めています。交渉は合意には至りませんでしたが、相当

厳しい内容であったことは間違いありません。ＴＰＰは、あくまでも例外なき関税の

撤廃が原則です。ＴＰＰで重要５品目も含め、関税が撤廃されれば、日本の農家の９

割は消えると言われています。このＴＰＰ交渉はなんとか農業生産法人など農地の集

積を進めようとする村の努力にも水を差すことになります。日本の食の安全にも重大

な問題を持つこのＴＰＰ交渉からは、直ちに離脱すべきと考えますが、村長の見解を

伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

今、言われたように、国の経済も国民生活も一次、二次、三次それぞれの産業のバ

ランスのうえに成り立ってきました。ですから、輸出も輸入もそれぞれのバランスの

上で日本の国が存在したわけですが、今回は輸出にスタンスを置いた、これは日本の

そういう今までやってきたバランスを崩すものだというふうに考えております。特に

農業分野については、一次産業、壊滅的な影響を受けるだろうと。最近はどこまで譲

歩するかというようなことにシフトをしてきていると。これは想像できたことであっ

て、逆に言えば危惧されたことが現実になろうとしているということですので、当初

から町村会を中心にＴＰＰには絶対反対だということでやってまいりましたので、私

もそのように考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。先ほどもお話しいたしましたが、農業者に

よる農業生産法人の設立など、今の農業情勢を前に進ませる可能性がありますが、こ

れらの村内での動き、それに対する支援、これらをどのように考えておられるのか伺

います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ３番議員にお答えいたします。

生産法人の体制づくりということで、現在、集落営農の組織とライスセンター等の

共同で作業している利用組合等々で法人化に向けた協議を進めたいということで話が

まいっておりますので、新年度から実施される法人化の生産体制づくりの助成関係、

調査関係で生産法人に向けた協議を進めてまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。今のお話しですと、現在、行われている集

落営農の組織であるとか、ライスセンターの組織であるとか、そのような組織をもっ

とバックアップするというふうに聞こえましたが、そのほかの皆さんでなかなか後継
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者が見つからない、もうこの機会にとかと思っていらっしゃる方をまとめてこの農業

生産法人という、そういう組織を作っていけるような、そういう支援というのは考え

ておられないのか、その点に関して伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

集落営農、それからあと認定農業者、専業でやっている農家、それから生産法人も

そうですが、総合的にどういう形であれ、やはり農地を集積した受け皿を作らなけれ

ばならないということですので、そのために平成２６年度に予算措置もしましたが、

そういう新たな農業に対する取り組みに対する勉強会を新年度に始めたいと。これに

ついては、個人でやっているところとか、法人とか、先進事例視察に行く、それから

実際に担い手として頑張ってやっている方、実践者に来ていただいてお話しを聞くと

か、そういう形で勉強をし、そして、できれば履行していただければ良いということ

ですので、まず、動き出すということで全村に呼びかけて、そういう組織というか、

興味のある方に集まっていただいて勉強していただくと、検討していただくというと

ころから始めたい。それから、具体的に２～３の方、２～３の団体なり個人が生産法

人に先ほど課長が言ったように、もう取り組みたいというふうに具体的に言っている

方も出てきておりますので、それについては財政的な支援、人的支援をしていきたい

というふうに考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。高齢化はますます進んでまいります。担い

手不足が大きな問題となっている昨今でありますので、是非一日も早く様々な形で取

り組んでいただけたらというふうに思っております。この原発事故、政府と東電に重

大な責任があることは明白でありますが、実害に対する賠償は当然であります。しか

し、風評払拭にも最後まで責任を持ってもらわなければなりません。このＴＰＰに関

して、そもそも妥結できる条件、これはないわけでありますから、きっぱりと交渉か

ら撤退するようにあらゆる機会に政府に求めるよう村長にお願いし、次の質問に移り

ます。

最後の質問です。原発事故により避難されている皆さん方との共同について、質問

をいたします。東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の事故からあと１週間

で丸３年を迎えます。３年が過ぎても、いまだに１３万６,０００人もの方々が県内、

県外で避難生活を送っておられます。そして、原発はいまだに汚染水漏れ事故を度々

引き起こし、危険な環境が続いています。このような中で避難者の中には、既に避難

先で新たに住居を求め、生活の再建に向け動き出した方もいらっしゃいます。大玉村

にも浪江や富岡から避難された方々が住宅を建てたり、購入したりしている例があり

ます。更に平成２６年度中には、富岡町の復興公営住宅を村が６７棟整備することに

なっており、２７年からは入居していくことになるのだろうと思いますが、これらの

状況から避難住民の方々とのコミュニティはどうされるのか。いつまでも避難者と呼

ぶのは適切ではないかもしれませんし、既に大玉村のコミュニティに溶け込んでいる
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方もたくさんおられます。これから新しい生活を営もうとしている皆さん方とのこの

関係づくり、これをどのように進めるのか、考えを伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ３番議員さんにお答えいたします。

県の調査によれば、避難されている方々、相双地方の６町村で現在、大玉村には

３８１人の方が居住されているというふうな報告を受けております。このコミュニテ

ィの形成につきましては、昨年から復興庁、それから県主催によりまして避難されて

いる方々の自治体の関係者、それから受け入れている自治体の関係者、それから有識

者、これらを含めまして、コミュニティ研究会という組織を立ち上げております。現

在までに６回ほど福島市において開催されております。これからもまた引き続き開催

をしながら、より良いコミュニティの確保を検討していきたいというふうに考えてお

ります。また、本村のコミュニティにつきましては、応急仮設住宅とのコミュニティ、

これについては富岡町との協定に基づいて、仮設住宅内はもとより周辺の住宅の方々、

田んぼを借りたりとか、そういうふうなことも含めまして住民の方々、あるいは大玉

村の協定に基づく行政の力、更にはボランティアの皆さんというような形で良好なコ

ミュニティが現在、形成されているのではないかというふうに思っております。福島

県もこれらを踏まえて、福島県のモデルケースと、大玉村の仮設住宅の入居者と近隣

住民、それから関係自治体、これらの中でワークショップを開いて、福島県のモデル

ケースにしたいんだというような申し込みも現在受けております。現在のところはそ

ういう状況にあります。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。この避難をされている皆さんが住居を求め

る、復興公営住宅に入るとなれば、行政サービスの内容も変わってくるのではないか

と思います。富岡町の場合は仮の町として大玉村にも出張所が置かれ、戸籍や住民票、

税金などの窓口サービスについては、富岡町の行政の守備の中で行われるのでありま

しょうが、生活上のサービスは、それにとどまりません。防災、生活環境、様々な施

設サービスなどは、大玉村のサービスを受けるのが当たり前のことと思いますが、こ

れらのサービスに対する国の財政支援はどうなるのでしょうか。交付税制度の中でも

相当の支援を求めるべきではないかと思いますが、この辺りのことどうなっているの

か見通しも含め、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） ３番議員さんにお答えいたします。

現在、自治体間とのいろんなごみの問題とか、今おっしゃいました防災の問題、あ

るいは健康福祉の問題、そういう問題がいろいろございます。富岡町とは、その健康

福祉等に例えれば、例えば委託を受ければ、乳幼児検診であるとか乳児健診、これら

については大玉村が肩代わりする。あるいはごみ問題については、安達地方公益行政

組合で一括処理すると。こういうものについての財源的な措置につきましては、平成

２５年度から特別交付税の中において、通常普通交付税の中では人口１人において、
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大体７万円ぐらいの一番最初の基礎的な交付税措置というような形であります。大玉

村ですと８,０００人いますから、大体５億６,０００万円ぐらいが、人口に対する交

付税措置と。これに対して今回の避難されている方々については７万円ではなくて、

１人４万２,０００円、交付税の中の７万円からいろんな必要経費を引いた残り４万

２,０００円は、その受け入れ先の自治体の中での行政サービスに使いなさいという

ことで、そういう形で２５年度から特別交付税措置をするというような指示をいただ

いて、１２月にはそのうちの半額をいただき、３月には残り半分交付される見込みと

いうような状況になっております。

○議長（佐藤 悟） ３番。

○３番（武田悦子） ありがとうございます。この財政的な問題ばかりではありませんが、

避難生活を余儀なくされている方々も、避難者を受け入れている側も先が見えない。

これが一番の問題だと思います。原発の安全、賠償問題、インフラの復旧、何１つ取

っても戻れる条件が整っていないのが現状です。しかし、人はどこかで生活しなけれ

ばなりませんし、生業も求めなければなりません。国がしっかりしなければならない

のに、原発再稼働に向け、突き進もうとしています。福島の総意で、これには異議を

申し上げなければなりません。被災者をそっちのけで何をしているのか、被災者とス

クラムを組み、大玉村で生活しようとしている方々は何の違和感もなく暮らせるよう、

一層の支援をお願いをいたしまして、私の質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で３番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。

１０番須藤軍蔵君より通告ありました「住民の生活環境改善について」ほか１件の

質問を許します。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） １０番須藤軍蔵でございます。議長の許可を得ましたので、通告

いたしております２件について質問を行います。

まず、はじめに、地域の生活環境改善についてであります。小高倉地域の畜産農場

の業務の起因するところの日常生活にかかわることについては、幾度も取り上げてき

たところでありますが、今日、他地域からも、そういう方々からも含めて新たな行政

に対するところの要望がなされているところでありますので、これらを踏まえて、こ

れまでの取り組み、そして、今後の対応策等々について基本的な方向についてお伺い

をしてまいるところであります。これまでも悪臭、あるいはハエ、カラスによるとこ

ろの作物の被害に対しては、地域の皆さんはそれぞれその都度、この行政や業者に改

善を申し入れをしてきたところでありまして、更には平成２１年１月に地域の仕事の

柱として位置づけがなされて、そういうふうに決まったそうでありまして、その年の

７月には農政課、住民生活課の方にもおいでをいただいて、地域でのこれらの実状の

話し合いなどが持たれたところであります。更にはまた、その年の１２月議会には、

村と議会に区長はじめとしての１５１名での署名で陳情書が出されました。それぞれ

の関係の皆さんのご理解の下に、これが採択された経緯もあるわけであります。更に

は、平成２４年の８月には、業者と住民と行政との意見交換会というのも持たれまし

た。２０名程度でしたけれども、現状を踏まえての改善に向けた話し合いがなされて
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きたわけであります。そしてまた、その間、環境審議会等による現地調査もされたと

いうふうにも聞いております。このように昨年までの約５年間についてのこれまでの

今現在の状況も含めて、行政としての取り組みはどのようにあったかというように整

理をなされているのか、まず、最初にお伺いをいたします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えを申し上げます。

まず、経過については後で担当課長のほうから報告させます。今回、整理をするの

に家畜衛生保健所と村は今までやりとりをしてきたということでございます。それで、

最近分かったことがありまして、家畜衛生保健所は当然のことですが、規制庁ではな

いと。家畜の推進の立場、ですから家畜を増やすというか、それを支える側の機構で

あるということでございます。ですから、一切の強制力、権能がないということでご

ざいますので、その辺今まで長い間、家畜衛生のほうの保健所と一緒になってやって

きましたが、これはあまり実効性がないということが分かりましたので、これから少

しやり方を変えていきたいというふうに考えておりますので、それも含めて担当課長

のほうから答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １０番議員さんにお答えします。

先ほど質問の中にも、これまでの事業者と村、あるいは家保の関係、それから地域

住民との懇談会等々、そして改善に向けた陳情ですね、そういったことについてふれ

られたとおりでありますが、なかなか思ったような前に進むという環境ができてこな

いということがありまして、たまたま村長との関係で国の従来で言えば国の出先とい

うふうになるんだと思いますけれども、西郷村にある国の畜産環境研究機構、ここの

統括の方とコンタクトを取ることができまして、今年の１月８日だったと思いますが、

畜産環境研究機構、それと家畜衛生保健所、そして私のほうと養鶏場、農場のほうを

直接行ってまいりました。国の家畜環境研究機構もこの規制機関でありませんで、振

興機関でありますけれども、その臭いの問題、それから害虫、ハエ等々の問題、これ

に対しても非常に造詣が深いということで、今、新たに現場を視察した中で環境改善

の提案をいただくというような方向になっております。そういったことも踏まえなが

ら、事業者に対する包括的な指導といいますか、そういったことを期待しております。

今後、それら畜産環境研究機構からいろいろとアドバイスを受けて事業者、そして事

業者との話し合い、更には地域住民との懇談会も含めていきたいと。私らもこれから

例えば養鶏場の問題で鶏糞の状態の問題で考え方が違っていたというようなこともご

ざいました。ハエの発生するメカニズムであるとか、そういった点でも新しい指摘を

受けたりしまして、そういったことも踏まえて抑制対策等々についても新たな提案を

いただけるのではないかと、そういうふうに期待しています。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） それぞれご努力いただいていることに対しましては、敬意を表す

るところであります。これまででも明らかなように、以前から申しているように、地
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域の皆さん方、特に各農場の経営についてあれこれというものではないと。お互いに

これはその土地で住んでいくというためには、企業としての責任を果たしていただき

たいんだということが基本的にあるわけでありますが、例えばこの意見交換会では、

某養鶏場ですね、某と言ったって１つですから、この養鶏場、意見交換会に従業員を

よこしたんですね。そして、その方は当然ながら行ってこいと言われたから来たと。

また、今後の改善方法は分からないと。それは分からないわね。行ってこいと言われ

たから来た。来ねと銭もらえない。そういうわけでありますから、こういうことが話

の一例でありますから、こうした状態でありますから、相当数ある鶏舎ですね。長い

何十メートルもある鶏舎、上から３番目あたりずうっと１棟ぶっつぶれていて、その

ままの状態。たぶん鶏も糞尿もそのままの状態じゃないかということからすれば、今

言ったような中身からすれば、当然そういう企業の責任は果たしているのかというふ

うに私は思うところであります。更には県、あるいは村、先程来も若干話出ましたが、

いわゆる公害等に対する考え方は、市街地や、あるいは都市近郊とおのずから違うわ

けですね。先ほど話しありましたように、村とか町は、そういう皆さん方と地域の皆

さんも共存して暮らしてくださいよ。そのための条例というような中身でありますか

ら、当然のことながら、その農場の皆さんも仕事として成り立つように、当然守らな

くちゃならないというふうに思いますが、しからば、そういう守っていくんだけど、

そのままの今の状態が、いったい住民はどうするんだというふうに、当局役場はその

ことについては営業は守らなくちゃならない。守るのは当然ですけども、ああいう状

態の中、住民はどうするんだというふうに村としては率直にどう考えているのか、端

的にお答えいただきたい。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

経営と住民どちらだということですが、村としては当然住民が優先するというふう

に考えております。ですから、住民に支障のないような経営を改善をしてやっていた

だく。そのための要求は、これからも強くやっ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） ありがとうございました。更にまた、先ほどちょっことふれまし

たけども、環境対策審議会ですか、前やられたですね、各種団体の長をもって構成し

たものがやられて、そして、１回か何回か現地も調査され、更にはその中でそれぞれ

のご意見もいただきながら来たというふうに思っておりますが、それらのものが記録

されているのかどうか。更には今後に活用されるように整理がなされておりますかど

うか伺います。併せてそれらの審議会は、継続されているのかどうか。それとも何か

騒がれたときだけに置くその場限りの組織なのか、併せてお尋ねいたします。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 審議会のほうは存続しておりますが、２４年度以降の開催

はされておりません。通常定期的にという審議会ではございませんけれども、今回の
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問題の整理等々も含めながら、今後、環境対策のほうの体制の強化も含めて、審議会

の皆さんにも現状なり、今後の環境対策についてご意見をいただいていくというふう

に考えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） やはりこういう問題は系統的に積み上げていかないと、また新た

にということでは、何ら効力が、せっかくひまだれをして見てもらって、それが積み

上がらないということではもったいない話でありますし、是非その場限りでない、そ

ういうものにお願いをしたいというふうに思います。地域の皆さん方からそれぞれ若

干意見をこの間聞いたところでありますけれども、実はやっぱり村からもいろいろご

指導いただいたり、話も聞いていただいた。そして、地域との窓口も実は作ってもら

ったんですね。代表者を選んでもらって、そして、定期的にやりとりをすると。そう

いう窓口ができた。そして、一定程度先程来お話ししたようなことも進んだというの

も事実でありますが、いかんせん３・１１、ちょうどこの間ありました。これは我々

の言っている次元と違う災害だということで、地域の皆さんの話ですと、やはり一定

程度その問題については役場の対応だってそれどころではないということで、手抜き

をしてきた我々にもそれはそれなりの問題があるのかなという話もありました。いず

れにしても、こうした中でやはりそういうことであって、今までせっかくいろいろ積

み上げてきていただいたんですけども、実際としては現状は今までと全く変わってい

ないというのが実態だと思うんですね。何らこれら良くなったというものが見られな

いというのが実態ではないかというふうに思うわけであります。こうした状況の下で、

平成２６年には復興住宅の建設も決まりました。この地域周辺では、特に夕方につい

て悪臭があるという苦情は、実はだいぶ前の時期から私の耳には実は入っておりまし

た。でも、それを、はい、こういうことがありましたよということを直ちに言うこと

が、やっぱりあそこに住んでいる皆さんそれぞれの様々な条件でいるわけですから、

はいということで話するべきでもないなということで実は今までおりましたが、今度

こういうふうにきちっとしたものになってくるとすれば、やっぱりそれはそれとして、

そういう地域の皆さんのことも踏まえた、やっぱりきちっとした対応がなされなけれ

ばならないというふうに思っております。そういう意味で先ほども若干お話しありま

したけれども、これまでの対応というものから、やはりその延長戦ではなくて格段に

違う見るべき改善というのが図られるようなきちっとした対応を改めて考え方なり、

方向付けを再度お尋ねするところであります。

○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。

仮設の臭いについては、私も仮設に行って、そこにいる居住者の方から時々臭いが

するんだと。今度の復興住宅になったら、きちっと窓が閉まって臭いがしないんだべ

ねというふうなことまで言われる方もおられましたので、ただ、それが養鶏場と国分

農場だけではなくて、畜産近くにもありますので、今回、予算に消臭剤を村で補助し

てテスト的にやってみるということで予算化もしております。これはやはり臭いを消
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すという試みです。最終的にはまた、それがあまり効果がない場合には、二段、三段

で臭いを抑える手段を講じていきたいと。養鶏場については、これからまた、なお、

更に指導を強め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） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） はい、ありがとうございました。

この件についての最後の質問でありますが、このカラスの件であります。これらも

毎回申し上げておるわけですけれども、相当範囲も広がっておりまして、あそこの地

域に行くのには、五ノ神の方と西ノ内の方と額沢の方と皿久保のほうと４～５本はず

うっとあると思うんですけども、あと横にあるということで、相当な範囲に広がって

いますが、そういう大群と言いますか、カラスの大きな群れがあるということについ

ては確認されたことがあるかどうか、その辺から伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 今年に入ってからでしたか、その家保に来ていただいた後に、私も

現場に行って見ました。カラスが本当に乱舞していると。何十匹というカラスが国分

農場と養鶏場の上に飛んでおると。なぜか何十羽というトンビが一緒に飛んでいると。

大変異様な雰囲気を感じてきましたので、これやはりあの住んでいる方、まあその２

軒の原因だというふうには私は断言はできませんけれども、その上でカラス、トンビ

がものすごい数飛んでいるということは、私はも行って確認をしました。これは住民

にとっては非常に気持ち悪いだろうないうことは感じておりますので、それについて

も担当者のほうに対応をお願いしたところでございます。その対応については良いで

すか。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） カラスはカラスとして条件の良いところに住むわけでありますか

ら仕方ないことであります。カラスの生態と習性などという練馬区のホームページな

ど友人からもらいましたが、これ都会向けで、さすがに都会の対策、習性について、

あるいはカラスからどう身を守るかなどと、専ら都会向けだなと思いましたが、主に

種類や、そういう彼らの暮らし向きなどについたものでありましたが、ここの場所で

というのはいささかそれとは若干、基本的には同じでしょうが、やっぱり残飯と卵と

いうのは、彼らにとっては願ってもない場所なんですね。残飯はあるわ、そのわきに

は卵はタンパク質豊富なあっぺし、こでらんに条件だよね。これはものすごい量のも

のがあるわけでありまして、そして、これがやたらくわえていってあちこちに落とし

て腐乱するというか、腐るというようなことでの１つの臭いの一因にもなっている。

あるいはとにかく野菜という野菜は何でも構わない引っ張ってしまうというか大変な

ことでありまして、これらの対策としてはやっぱり例えば農場を金網で覆うとか、あ

るいはカラスの忌避剤というんですか、カラスが嫌なですか、そういうものがあるの

かどうか、こういうふうなことについての考え方なり対策がまずどうかというのが、

まず１つ。

それから、もう１つは、全く素人で恐縮なんですが、鳥インフルエンザなどという
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のは、そういうものからはカラスから関係ないのかどうかというふうに思います。養

鶏場では、入り口にはでっかく鳥インフルエンザのあれがあるので、一般の人は立ち

入らないようになどというふうに立派な看板があって、我がは何をしているのか分か

らないんだけども、そういうじいあんべえなことがあるわけですが。そういうことに

対して、やっぱりこれ私は分かりません、カラスがどうだか。いずれにしても、カラ

スそのものをやっぱりそれこそ村長言ったように異様ですね。恐ろしいというか異様

なあれでありまして、そういうものを減らすこと。それからまた、その道の専門家に

調査、あるいは対策、こういうものを何らかの形で、そういう道の確かそれはそれで

ミミズ専門の一生それで暮らす人もいますし、そういう人いると思うのね。それで楽

しんで楽しんで一生終わってしまうという人いるわけですから、カラスで楽しんで暮

らしている人もいると思うんですよ。是非そういう人を見つけて、あのような状態は

カラスがいるのはしょうがないので、それはそれでしょうないんだけども、ほどほど

のカラスの量にというふうにひとつご努力をいただきたいと思うんですが、その２点

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） １０番さんにお答えいたします。

非常に頭の痛いところでございますけれども、カラスの習性に関しては、ちょっと

これ話違いますが、そこの役場のごみステーションを囲ったらば来なくなりました。

やっぱり非常に学習能力が高い鳥ですから、先ほどおっしゃったように、施設全体を

金網で防御すればカラスは入らないということは明らかでありますけれども、そうい

う対策には莫大な費用がかかってということになろうかと思います。１つは、ご指摘

と言いますか、提案ありました専門家等についての意見については、時間をおかない

でそれ相当の人を探して、野鳥の会であるとか、あるいは大学の研究者であるとか、

そういった方々の意見も聞きながら、効果的な対策について探求してまいりたいとい

うふうに思います。

もう２点目の鳥インフルエンザでございますけれども、これはカラスのみならず、

すべての野鳥に注意を払う必要があります。家保としても、この鳥インフルエンザ対

策については、最大の注意をもって業者を指導していて、消毒剤の散布等の対策を常

時やっていただいているということでございまして、これも家保の対応、そして業者

の対応については確認をしております。今後とも鳥インフルエンザになってしまえば

鳥から人、人から人という感染、日本ではまだそういう状態にはなっておりませんけ

れども、中国等々では人から人への感染も確認されたというような報道もございます

ので、これらについては家保、あるいは保健所とも連携してきっちりと対応していき

たいと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。次の質問に入ります。

福島の再生なくして日本の再生なしなどということについてでありますが、それぞ

れ前の方もお話しありましたように、東日本大震災のしかも東京電力福島第一原発の



- 76 -

爆発事故からまもなく３年であります。事故の収束どころか、次々に問題が続発して、

県民の命と健康、そして大地と海が脅かされ続けております。国は原発は重要なベー

ス電源だとして、その再稼働に躍起となっているという状況でありますが、福島に生

じているこうした問題を真っ正面からこれに向き合わないで、日本の再生などという

ことは全くの枕詞だと言わざるを得ません。県内の原発全機廃炉を求める大玉村とし

ては、県議会をはじめ県としては県の長期総合計画の中にも入っておりますし、更に

はまた、市町村の中での意見は５６市町村議会、あるいは国の責任での汚染水対策を

求めるものは４９市町村議会であります。正にこの真の復興、これは原発事故の加害

者である国、東電にしっかりと責任を果たさせる、これはやはり立場を超えてオール

福島の声となっているというふうに思うわけでありますが、村長の村政執行方針でも

これらにもふれられているわけでありますけれども、改めて村長の思いのほどをお伺

いするものであります。

○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。

原発の発災以来３年、総理大臣がオリンピックを誘致するために、汚染水はアンダ

ーコントロールでもコントロール下にあるということを国際公約をしたのをご存じの

とおりです。しかし、その後の状況を見れば、原発がアンダーコントロールと、コン

トロールされているということは信じる人はいないだろうというふうに考えておりま

す。いまだかつて収束は一切していないと。ですから、収束宣言そのものもまやかし

であるし、あり得ないというふうに考えております。それから、その後の問題につい

て、３年経ってもまだ中間貯蔵施設の場所、具体的に合意に至っていないというよう

な状況、だから、いつ運び出せるのかという問題。３年で除染したものについては運

び出しますということで、我々も学校の除染とか取り組んだわけですが、もう既に３

年近く経って、除染してから３年経っても全然見通しが立たないというような状況で

ございますので、それからあと避難者についても、生活基盤がまだまだ定まらない、

どこに行って良いか分からないと。帰れるのか帰れないのかも分からない。時間が経

てば経つほど帰るのが難しくなるというような状況でございます。そして、外にいて、

例えば帰らなくとも生活基盤をどうするかということもまだ定まらない。賠償関係も

まだ決まらないというような状況でございます。それから、仮の町をつくりますよと

いうようなことでいますが、仮の町のあり方も実際は大玉村は仮の町というふうに新

聞では出されておりますが、町長さんとお話しをしても、具体的に町長さん自体も国、

県から何も聞いていないというような状況、どういうふうにしていくのかということ。

すべて各市町村に今のところは委ねて任せきりになっているんですね。国、県がそれ

ぞれの特に東電、国がそれぞれの責任を果たしていないという状況で、除染も国はガ

イドラインを示しただけで、それをどうするかは各市町村でやりなさいということで

す。基準は決めてやるから我がらで勝手にやれというようなことが国の除染に対する

現在の現実でもあります。そういうことで、賠償関係についても職員が一生懸命やっ

てますが、これも賠償、そもそも役場には人がいて、その人が新たな仕事をやってい
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るだけだから賠償しませんよということですから、その金さえも今、もらえないとい

う状況になっていると。ですから、賠償も全然進まない。村、市町村の出し放しとい

うふうな状況になっています。除染もしかるべきです。何よりも私が一番心配してい

るのは、再爆発とまでは言いませんが、事故の再発、また、大きな地震が来たり、大

きな対策をしないうちに津波が来たりして再爆発の危険性だってないわけではありま

せん。今のままだったら十分に考えられます。ですから、村民の避難もやはり検討し

ていかなければならない状況、何も解決していない。国、東電については、そういう

状況にあると私は今のところ認識をしております。以上です。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 答弁ありがとうございました。今ほどお話しがありましたように、

正にそのような状況だと思います。各新聞等でも３年を迎えるにあたっての様々な方

面での課題が今日も昨日もずうっと報道されております。今、村長が申されたような

不誠実な対応、あるいは新指針への期待と課題とか、そういう様々な課題が提起され

ているわけであります。とりわけ、今お話しありましたような、原発事故の被災者支

援に当たっての福島復興指針ですね、これ昨年の１２月に国が決定をしたところであ

りますが、私はとりわけこの中で線引き格差、分断、つまりふるさとに戻れるところ

と線１本で戻れないところ、同じ町で隣の人と、そうしたところでの格差ということ

によってこの軋轢、こういうものが生じるということがあってはならないというふう

に思うわけであります。事故前にどこに住んでいたのかにかかわらず、避難した人も

していない人もふるさとに帰りたい、戻りたい人も戻らない人もすべての被災者が生

活と生業を再建できるまで、やっぱりきちっとこれは責任を持って支援していくとい

うことが大原則だろうというふうに思うわけであります。大玉村が直接その今、こう

したことの対応に迫られているということではありませんけれども、しかし、村にお

ける先ほど村長話したように、損害賠償請求でもそのとおりでありますし、そうした

ことをやっぱり観点を持っていないと地方自治の有り様というものに大きくかかわっ

てくるのではないかというふうに危惧しているところでありますので、こうした視点

をきっちりと確立していかなければならないと思うところでありまして、この発言の

要旨では、村長にいろいろな機会にそうしたことを発表されたいなどと書いてあるん

ですけども、発表でなくて、そういう考えというものをやっぱりきっちりといろんな

場所でやっぱりアピール、あるいは発信をしていくということが長として、そういう

角度からのものの見方というのが大事でないかということを長としても必要ではない

かと、こういう考え方でお尋ねをしているところでございますので、村長の考えを承

りをしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。

あらゆる機会を使って国のほうにもこれは求めていきますし、この先ほど言った不

合理な部分について、これについてはその都度声を出していきたい。３月２５日には、

２市１村、安達管内の首長が１泊で東京に行って、要望活動をしてまいります。復興
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大臣、それから県選出の国会議員等に今回のことについての要望活動をするというこ

ともやっておりますし、県北の代表として大玉村が選ばれましたので、この前農水省

に直接原発の風評問題とかについてもお願いをして要望をしたということでございま

すので、これからできるだけ機会を作って要望活動、要求活動をしていきたいと思い

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 答弁ありがとうございました。やはり福島県からしっかりとこの

問題についての声を挙げていかないと、今度は東京オリンピックだなどとかき消され

てしまうという危険も十分あるわけで、しっかりと我々も一緒になって頑張っていき

たいということを申し上げて、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。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後２時４５分といたします。

（午後２時３１分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後２時４５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ７番佐藤誠一君より通告ありました「教育委員会制度改革につい

て」ほか１件の質問を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 議長の許可を得ましたので、既に通告しておりました一般質問をし

たいと思います。

まず、はじめに、教育委員会制度改革についてお尋ねしたいと思います。過日の新

聞発表等によりますと、政府与党は教育委員会の大改革をするんだということが記載

されておりましたけれども、まず、村長にその趣旨について把握しているのか伺いた

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。

今回のことについては、国の方針も二転、三転をしておりますので、まだ審議中と

いうことですが、教育委員会制度を首長の指揮下に置くというのが、最も基本的な変

わらない部分、その教育長を直接任命するのか、それとも教育委員会を審議会のよう

なものにするのかということで今、審議が行われているというふうに認識をしており

ます。まだ、はっきりとしたものにはなっていないということだと思います。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。まだ、これ国会を通ったわけではご

ざいませんけれども、早ければ今次の国会を通過させたいというのが、政府与党の狙

いであります。今、村長がおっしゃったように、今回の仮称的な案としては、今の教

育長と教育委員を一本化して、仮称代表教育委員として、また、別組織として総合教

育施策会議、これも仮称なんですけども、これらには村長を長に議会代表、代表教育
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委員、更には教育委員、また、有識者等で構成し、これらの事項はどういうものを決

定するかという機関については、大綱的方針は首長が決定しますけども、学校の設置

と廃止、または教職員の定数や異動人事だということでございます。今いろいろな問

題点もあろうかと思いますけれども、今のそういった中で、村長は率直にどういう思

いをし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。

今回の教育委員会制度の改正の発端は、子どもの問題ということがありました。こ

れについて教育委員会の対応が非常に遅いと。それから、不十分だというのが発端で

ありますが、全国の教育委員会の中で一部のそういう機能不全に陥った組織をもって

全国の教育委員会がだめだと言わんばかりの今回の改正については、教育長を経験し

たものとしては、疑問を持たざるを得な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） 私もそういうふうに思っているんですね。この制度が通過しますと、

まず、長に絶対的な権力が集中するということで、長は選挙で選ばれますけども、教

育委員は任命制度でございますので、そういったことで、そういった危険性もあると

いう非常にこれ難しい点があるわけでございます。しかしながら、やはり今の流れと

しては、そういった流れに行くんだろうと、これ自民党圧倒的に自民党と公明党は強

いですから、そういった流れに行くんだろうと私は思うんですけど、そういったブレ

ーキは我々議会人もかけなければなりませんし、そういったことについてもう一押し

村長はどのように思っているのか、この質問で終わりたいと思います。

○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。

法律が通って制度が固まってしまえば、従わざるを得ないということになりますが、

その法律の範囲内でできるだけ教育委員会教育長に干渉をしない。自らやっていただ

くというものを選択していきたいというふうに考えます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 是非そういった方針が示された場合、今のようにしていただければ

というふうに思っております。

次に、平成２６年度村政執行基本計画について伺いたいと思います。まず、はじめ

に、やはり一番問題なのは、この放射能関係の問題だろうと思います。前質問者も質

問しましたけども、担当の放射能課長はいろいろな面で面的除染、あとホットスポッ

トがあると。あと推進協議会を開いていかなければならない。更には道路除染もして

いかなければならないし、仮置き場の問題もあるというふうに多面的にわたって先ほ

ど答弁したわけでございますけども、この事業について、私たちもこのホットスポッ

トというのは限りなくあるとは思うんですけども、やはり村内これ大体０.２３マイ

クロシーベルト以下だと思っているんですけども、これ空間線量で村内で一番高いの

はどの程度あるのか、若干口答でお示ししていただきたいと思います。
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○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんにお答えします。

一番測定している中でございますので、今では０.３から０.４というのが高いとい

うふうに言われているところではないかというふうに思っています。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） いろいろな事情でこれから出てくる問題で、平成２５年度の予算が

減額補正される。約１４億円。これ雪降ったりいろいろな問題で繰越明許になろうと

思いますけども、また、新たに平成２６年度については７億７,０００万円が一般除

染、農業等の除染が４,０００万円、米のマイクロ計算に２,０８０万円ほど計上され

ているわけでございますけれども、除染してこれ戻る場合と本当に低減する場合と聞

いておりますけれども、戻る場合もこれあるんですかね。その点伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんにお答えします。

線量が同じ場所で測って、除染やった後、例えば０.２３になったのが０.３に戻る

と。放射性物質がやっぱり土とかなんかの飛散、そういった風だまりとか、そういう

ところでは除染した後でも再び線量が戻るというような場合があるというふうに考え

られています。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 私も以前の議会でも申し上げましたけれども、これ年間にすると１

キロマイクロシーベルトというところの数字からいくと、毎時０.２３が平均値だと

いうことは皆さんご承知と思いますけども、田村市の場合、前言ったとおり、０.２３

マイクロシーベルトの地域は原則として除染しないというふうな方針で始まっている

そうです。これも私確認したらそのとおりだと思うんですけども、我が本村でも事業

の中でもう本当に４号線を中心としたら４号線より東側ちょっと高くて、この辺から

上は低いんだということを言われて、一番低いのが仮設の土上げしたから、仮設が一

番低いというふうに言われておりますけれども、村長に伺いますけども、この０.２３

マイクロシーベルトを基準にして、以下の場合は今後の対応としてどのようにしてい

く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します。

まず、０.２３マイクロシーベルトは、年間だと１ミリということですので、国が

示した１ミリについて、それを超す場合には、除染を国で負担しますよということで

すので、ほぼ大玉村全域が０.２３を超しています、数字的には。ですから、１７区

のほうもこれから詳しく調べますが、県民の森等も０.２３を超しておりますので、

全村やらなければならない。ただ、逆にスポット的に低いところもありますが、その

部分的に低くともその周りがやっぱり０.２３を超している場合には、面的除染とし

てやはりやらざるを得ないという部分もありますので、先ほど田村と言われましたが、

伊達ですかね。ただ、伊達の場合も０.２３を下回ったところも住民から不満が出て、
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やってくれというようなことで、やる方向で今検討に入っているというようなことも

聞いております。ただ、大玉の場合には、ほぼ全村が１ミリシーベルト、０.２３を

超しているというような状況ですので、ほぼ全域やならければ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） ７番。

○７番（佐藤誠一） 昨年、今年と平成２４年度、２５年度除染してきたわけでございま

すけれども、あの除染について大玉村非常に進んでいると思うんです。これは２６年

度で一般的な面的除染が終了するというふうに理解していいんですか。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 住宅につきましては、１７区除いてすべて発注済んでおり

ますので、２６年度中には終わらせたいという目標で今、進めております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。先程来からいろいろ出てきます森林

除染と森林周辺の除染、あと道路の除染ということは、やっていないところの道路な

んですか、これ。その点について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。

森林除染につきましては、やり方がまだ示されていないんですね。１つはガイドラ

イン上。それともう１つ、今、森林除染と言われているのは、住宅から２０メーター、

あるいはそれを超える場合も線量を測りながらということになっております。そして、

もう１つホダ場、キノコ関係のそういうところについては対象にしても良いですよと

いうふうな話になっています。そこで様々まだやり方も決まってないということもあ

りますが、生活空間においても敷地から２０メーターというと公園でもいぐねですか、

そういったところでも全部できないところも出てきちゃうんですよね。そういうこと

で国に対しては、除染の範囲の拡大、これを求めているところでございます。

あと、道路につきましては、今回、生活道路、通学路、そういったところを優先に

測量、それからやり方ですね、これを進めていきたい。当面２６年度については、今

の計画では５０キロ、まだどこをどうするかというかは、先ほど申し上げました生活

道路、通学路、こういったところを中心に路肩、それから側溝、そういったところを

中心にした道路除染をしたいと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 是非この除染については、いち早く終了というのはないと思います

けれども、できるだけ早く進めていただきたいと思います。

次の質問に入りたいと思います。村長は、１番目の放射能、次に掲げた第２は、定

住人口増加対策であるということ、今回うたっておりますけれども、村長が示す未来

像として何人が住める村民を目指し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） ７番議員さんにお答えいたします。
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この人口の設定でありますが、震災直前に策定いたしました第４次総合振興計画、

これによりますと策定５年後、平成２７年度には８,８６７人、１０年後の平成３２

年度では９,０７４人というような推計をしたところであります。これまでわずかず

つ人口増えてきましたが、この震災によりまして人口が減少に転じました。この前つ

い昨日か一昨日発表しました２月１日現在の現住人口では８,４１８人、２２年度国

調と比べると１５６人の減となっております。更には、震災直前の３月１日現在では

８,６３６人の現住人口調査でありました。それが２月１日比べると２１８人の人口

減少となっております。こういう状況下においては、現在、何を目標とするんだとい

うような形、そういうことになるとすれば、まず、人口減少に歯止めをかけるんだと

いうことが、まず、大事になろうと思います。歯止めをかけて求められるのは、震災

直前の人口にいち早く戻すということが目標ということになれば、目標として設定し

て良いのかなというふうなことは考えております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。今、相当人口が減ってきているんだ

ということで、歯止め対策が必要というふうな課長答弁でございましたけども、村内

にも３８１人の方々が避難していると伺っておりますけども、こういった避難者の方

々の住宅、中古住宅も含めて新築等も目立っておりますけども、そういった方々もや

っぱりより良い大玉村に住んでいただければ住民になりますので、その点の対策につ

いては、どのような見通しを立てているのか、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） ７番議員さんにお答えします。

私どもの調べによりますと、避難されている方々で住宅を求めている方、建てた方

については５９名ということで、５９名が住んでいらっしゃるということなので、何

棟ということではありませんが、そういう状況下にあります。この方たちに聞きます

と、損害賠償が終わるまでは住所を移したくないんだと。ただ、大玉村に住宅を建て

たのだから、大玉村を終の住かとして、いずれお世話になりますというような形で現

在は来ております。そういった意味でなかなか住宅政策も難しい部分ありますが、そ

のほかの定住人口増加、今までのいろんな施策、これらを更により多く展開すること

によって、それから避難されている方々についても、現在、ずいぶん多くの方が住宅

地を求めていらっしゃいます。こういう状況も踏まえまして、それらを整理してうま

い仕組みを作ることが行政の役割の１つではないか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） どうもありがとうございます。是非私も言ったように、その方向に

持っていっていただければと思いますけども、なにしろ事情が事情でございますので、

その辺も含めて大玉村はより良い、住み良いというふうなことをアピールしながら定

住していただく施策をしていただきたいと思います。

次に、６次化産業について伺いたいと思います。農業の振興と農地の保全、更には

６次化産業の拠点整備の計画をしていくというふうな村長の方針でございますけれど
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も、やはりどうしても農家ですと生産に意欲を燃やしていますと、稲作りだと稲作っ

て米まで作るのが精一杯で、そこからの加工だとかいろいろな進め方というのは従業

員でも使わないと非常に難しい問題が出てくると思うんです。そうした場合に、本当

に一農家でこういうものができるのか、それとも企業に頼っていくのかですね、そう

いった方向性、どのような方向でこの６次化産業を進めていくのか、まず、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いたします。

６次化産業の方向性ということですが、現在、準備協議会で検討していただいてい

るところでございますが、その中で３つの部会を作りまして、加工部会、外食部会、

それと直売部会ということで３つの部会でそれぞれ担当分野を決めて検討していただ

いているところでございます。加工品については、一部試作等も進めておりますが、

やはり公設民営ということでスタートさせたいという意味も含めますと、やはりそう

いう組織が受け皿となって加工品を製造して販売していくという形態で、そういうこ

とを視野に入れながら、現在進めておる状況でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 是非個人的にこの６次化産業を進めるということは無理があります

ので、この分業システムね、加工、外食、直売、更には農家はそういった物を作るの

が専門でございますので、そういったそのような分業システムで是非進めていただけ

ればというふうに思っております。

次に、屋内運動場についてです。これもこの原発がなければ、自由に子どもたち

が屋外で運動ができたというふうなことでございますけれども、今回の予算書に４億

３,４２６万円ほど予算化されております、いわゆる屋内運動場について、どのよう

な基本計画の下に進められているのか、説明を求めるところであります。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

この屋内運動場、現在、繰越手続通りました。幼稚園、小学校等の遊具更新事業と

同じ事業系統になります。子ども元気復活交付金事業ということで、現在ある改善セ

ンターの屋内運動場、これを取り壊して、あそこに新しい屋内運動場を造るというも

のが基本であります。総事業費は今おっしゃったように４億３,０００万円程度、床

面積につきましては、現在の改善センターグラウンドが６００平米少しというふうに

聞いておりますので、その倍の１,２００平米程度、大玉中学校体育館程度のものを

現在は予定しております。室内については、現在、使用されているものがそのままよ

り多く、より広く使えるということに加えまして、今までできなかった例えばフット

サルでありますとか、テニスとか、そういうものも使用できるような形にしていきた

いと。それから壁面を使って子どもの体力増強等も含めてクライミングみたいな、そ

ういうものを壁を多数造りまして、そういう子どもたちの健康増進、体力向上に努め

ていけるような施設、それについては冬期間とか雨天時には、子どもたちに限らず大
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人の方も従来のゲートボールなんかも含めて使っていただければというふうに考えて

おりますが、現在、復興庁と協議中でありますので、これから当初予算に計上してあ

ります実施設計に基づいて、あるいは関係者各位とご相談を申し上げながら、具体的

な設計、施工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） ７番。

○７番（佐藤誠一） 大方については了承したいわけでございますけれども、改善センタ

ー私も週２回ほど利用しているんですけども、やはり駐車場、今になってもちょっと

狭いんですよ。これ体育館のほうの砂利敷いて、あそこまで駐車するんですけども、

この駐車場関係、今後どのような考えを持っているのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 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します。

現在の建物の倍ということになりますと、かなり東側に出てこざるを得ない。それ

から現在ある外便所、これを取り壊して新たに中と外両方使えるようなトイレも造り

たい。更には今、おっしゃいました駐車場、これらについても西側のほうに拡張はし

ましたが、その体育館の前の駐車場についても一定程度の整備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） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今次、村長が示したこれらの基本方針は、いろいろな面ですぐ計画

どおりできるような面もございますので、より住み良い大玉村をつくるとともに、こ

れらの計画をどんどん進めていただければというふうに思っています。これで私の一

般質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。

○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、１番鈴木康広君より通告ありました「ふるさと納税について」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。議長より発言の許可をいただきましたので、先

に通告しましたふるさと納税についてほか２件の質問を行います。

この場を借りて私より少し述べさせていただきます。押山村長は、着任されて初め

ての予算編成と機構改革に取り組まれ、これから本領を発揮されることと期待してお

ります。また、個人的な思いではありますが、副村長の選任について、熟慮を重ねた

上で前言を撤回されたことについては、村行政に必要な判断だったと感銘を受けてお

ります。トップに立つ者が判断を覆すということは、冷静な判断と勇気が要ることで

あり、自己の一時のこだわりにとらわれることがなく、最適任者を選んだことはベタ

ーであり、また、副村長はその右腕として一番身近な相談相手として支え続けていか

れることを望みます。質問に戻ります。

まず、１、まず最初のふるさと納税とその目的は何かを伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

ふるさと納税の目的といいますと、広義的には第一次安倍内閣の中で税収等の地方
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間格差、それから住所地以外の場所に何らかの貢献をしたい、ふるさとを応援したい、

そういう方々たちの意見を取り入れて調査研究会を作ってきた。それが２００８年に

個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されて、今回のふるさと納税いうような基礎が

築かれたんだということがそもそもの創立の経緯でありまして、一番は自分を育んで

くれたふるさとに２地域居住している地域などに貢献したい、そういう人たちの思い

をこの税制に込めて作った。それが第一目的ではないか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。基本的には、福島、大玉村などを離れて東

京などのほうに行った方々が、ふるさと、地元の方に少しでも貢献したいという善意

の気持ちからもともとは設立されている制度なのかと思います。ただ、実際には地元、

実際にそのところに居住とかなくとも、今言った各市町村間、都会と田舎のほうでの

税収の格差などの問題点を考えれば、こういうものがあればそれを十分に利用すると

いうことは大切だと思います。今回の制度の変更点並びにその変更の目的を伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

制度上の変更点というのは特別ございません。ただ、今回の大きく変わる目的につ

きましては、まず、現在までも１０件前後、年間１５０万円から２００万円程度のふ

るさと納税寄附金はいただいていたところでありますが、更に大玉をもっと知ってい

ただきたい、大玉に来ていただきたい、大玉村とこれからも付き合っていく、そうい

うような形で最終的には大玉に住んでもらえれば一番良いわけですが、そういう形で

大玉村をよりアピールしていきたいというのが１つであります。また、寄附金をいた

だいて、その寄附金に対して返礼品を半分程度還元すると。その還元することによっ

て、大玉村のイメージもアップし、大玉村に今言ったような形で来ていただくことも

あるでしょうし、その返礼品のメニューによっては新たな地域づくり、新たな仕事づ

くり、こういうことも期待できるだろうということで、地元での地域づくり、仕事づ

くりにも寄与できる。更にはインターネット等を通じながら、もっと大玉村をより広

い範囲の中で積極的にアピールすることもできる。そういう形で今回、もう少し今ま

でのふるさと納税今までもやってきましたが、よりスケールアップをして進めていき

たいというのが今回の狙いであります。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今回の制度変更によって、より福島大玉村

という地域が日本全国に知ってもらう機会となれば、大玉村を第二のふるさとという

ふうに感じて、もともとは居住とか、そういうことは知らないとしても、ネットを通

じて大玉村とかかわり、最終的には大玉に定住人口増加ではないんですが、移住など

ということになれば、それはすばらしいことだと思いますので、そういう形になるこ

とを期待しております。１つのプランを成功させるには、目的とか対象の選択、実行

方法の工夫が必要だと思いますが、ふるさと納税にご協力いただく主な対象はどのよ

うな方々を想定していますか。
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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） １番議員さんにお答えいたします。

今までですと、どうしても関東安達太良の会でありますとか、大玉村にゆかりのあ

る方、大玉村出身者の方、こういう方がどうしても中心になってきたと。納税される、

寄附される方の中を見ましても、ほとんどが大玉にゆかりのある方、出身者の方とい

うことになっております。昨年、新宿で物販活動をやりまして、その中で手製のチラ

シを新宿西口で配りました。そのときに全く縁もゆかりもない方が、大玉に３,０００

円とか５,０００円とかという、そういう形で寄附をいただきました。これは大玉村

のゆかりの方ももちろん大切でありますけれども、こういうふうな手法もあるんだな

ということを改めて感じました。午前中、村長申しましたように、現在、若い職員の

中でプロジェクトチームを編成して、まもなくその試案が出てくる段階になっており

ます。そういう意味では、現在までいただいた方々にも当然、これからもお付き合い

お願いするとともに、ホームページ、あるいはそういう首都圏等の販売促進、そうい

うものを通じて新たな不特定の方々についても大玉村を知っていただくということで、

現在、対象者を多方面に不特定に広げて大玉村をＰＲしていきたいというふうに考え

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。ここで観点を変えて、今回、納税というか

協力される方々の立場を考えたいと思います。納税者はどのような点に特に関心をも

って協力するかとか、若しくは否かという判断をするというふうに考えるかをちょっ

と伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えします。

これまでの寄附ですと、大玉村を思う気持ちが出身者の方が多いですから、例えば

自然環境の保全に役立ててくれとか、子育てに役立ててください、あるいは活力ある

地域づくりに役立ててくださいという４つの使途について、それぞれご意見をお聞き

しながら、その４つの使途に向かってお金を使わさせていただきました。これから納

税者の関心については、もちろんそういう形で大玉村という大いなる田舎を標榜して

いるこの村、もっと頑張れというような形で子育てに使ってくれという方ももちろん

いらっしゃると思いますけども、まず関心は、１つはその返礼品が５０％を還元する

ということで、大玉村の特産物、これについて大玉村の良い品質のもの、おいしいも

の、あるいはすばらしいもの、こういうものをメニューとしてカタログ表示等をする

ことによって、最初は大玉村に関心がなくても、そういう形で逆に大玉村は頑張って

いるんだということで逆に大玉村を知っていただくということも当然考えられますの

で、その２方面立てで現在、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） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。実際に決断するときには、今言ったように

特産品とか見た目で、あっこれ食べたいとか、これちょっと実際に見てみたいとか、
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若しくはそのメニューというのはすごく大きな要するにそのものを考える１つの入り

口となると思います。また、その前に話のあった、その費用がどういう形に使えるの

か、自分がその一番関心のある教育とか、若しくは福祉とか、若しくは地域保全とか、

それによっても当然、それにも関心があると思いますので、その両方が今回の制度の

中でうまく利用する納税者の方にアピールできるような体制、これがすごく大切だと

思いますので、最後の質問としまして、魅力ある制度と認識していただくための工夫、

今現在出ているもので結構ですので、お願いします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。

魅力ある制度として認識していただくための工夫でありますけども、大玉村という

のをまず知っていただく、大玉村はこういう良いとこなんだということを知っていた

だく、そして来ていただく、体感していただく、そういうことが大事だと思いますけ

ども、それから返礼品の品質、メニューの豊富さ、こういうものが寄附者の意識を刺

激するというふうにとらえておりますので、こういうメニューの品揃え、あるいは大

玉村のすばらしさが体験できるような、そういうのもメニューの１つに入れていきた

いと思いますし、あと今おっしゃいましたように、資金の使途をきっちり把握しなが

ら、いただくばかりではなくて、昨年いただいた寄附はこういう形でこういうふうに

使いましたと、そういうお知らせもきちっとしていきたいというふうに、その二面立

てですることによって、大玉村の魅力、それからふるさと納税制度の魅力がより発揮

できるのではないかといういうふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

続いて、２つ目の質問に入ります。豪雪時の除雪についてですが、まず、最初に、

今回の豪雪についての被害はどのようになっていますか。

○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。

今回の降雪の被害状況でございますが、道路関係につきましては、ご存じのとおり、

国道、県道、村道のほぼ全路線にわたりしまして、車両の通行障害が発生したと。建

物につきましては、暴風雨を伴った湿った雪によりまして、非住居の下屋の破損が１

件というふうに聞いております。農業用施設関係につきましては、ビニールハウスの

損壊が８棟、あとは除雪による道路の縁石とか、アスカーブ、舗装の破損、いわゆる

重い雪により倒木、枝折れ、それが道路に落下したと、そういった状況になってござ

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。村内の多くの場所で同時的ないろいろな問

題が発生している。ビニールハウスが８棟ということで、あとすみません、非住居に

ついても１件ということで、ただ、非住居について、若しくは人命とかけがとかとい

う形での被害がなかったということだったので、それについては良かったなと思いま
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す。

続いて、その復旧のための除雪の経過を伺います。判断の時期とか、その範囲とか、

その後の経過などはどのようになっていましたか。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） １番さんにお答えをさせていただきます。

豪雪からの復旧のための除雪の経過ということなんですが、まず、２週続けて大雪

が降りました。イメージ的には、１５日の朝方から降った雪のほうがイメージは強い

んでございますが、２月８日、土曜日から９日にかけて降った雪もかなりの量が降り

ました。さらさらの雪でございましたが、８日降り始め夕方６時から山間部の除雪を

開始しましたが、翌日の午前６時の時点で村内の平地部でも各所にかなりの吹きだま

りが発生したため、全村除雪を開始いたしました。９日、日曜日の午後９時までには

村内全域ほぼ完了しました。所要時間２７時間を要しております。なお、幹線道路に

つきましては、やはり軽い雪だったものですから、次の日の月曜日の朝６時までに２

次除雪として幹線道路を掃き終えたところでございます。次に、２月１５日の朝方か

ら夕方にかけて降った大雪、今日の新聞報道によりますと、３０年に１回程度起こる

という定義に照らしまして、異常気象だったというふうに気象庁のほうで発表されて

いるようでございますが、これにつきましては、１５日、土曜日の午前７時から既に

山間部の除雪を開始をいたしました。８時頃から雪が強くなりまして、平地部でもみ

るみる雪が積もりまして、吹きだまりが発生してきたため、山間部に加えまして平地

部の幹線道路の除雪を開始いたしました。それから２時間後の１０時頃には、平地部

でも２０センチを超える積雪と吹きだまりが発生し、１１時頃から更に風と湿った大

粒の雪が午後５時頃まで降り続きました。除雪開始から丸３日の１７日の朝方まで連

続して除雪を続けまして、おおむねの幹線道路、生活道路の除雪を完了したところで

ございます。１８日、火曜日並びに１９日、水曜日には、幅員の狭い路線の退避スペ

ース、これらの確保と歩道の除雪、未除雪路線の除雪を行いました。完全とはいかな

いまでも、１９日、水曜日には除雪を完了いたしました。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。最初のほうの時間にして約２８時間、次の

１５日については、さすがに今までにないような異常気象による降雪ということで、

丸３日間、あとその翌々日くらいにはプラス退避所を含めた形の完了というのが４日

ないし５日かかったということで、かなりの大変な除雪だったと思います。これにつ

いては、前の先輩議員の一般質問の中にもあったとおり、村のほうの職員の方も実際

に除雪するために車を動かしたり等も含めて、村を挙げて全力で対策されたと思いま

す。端的に今回の除雪について、近隣市町村に比べた場合、除雪の進行度はどうだっ

たんでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 再度１番議員さんにお答えをさせていただきます。

近隣市町村と比較した除雪の進め具合ということですが、まず、国道につきまして
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は、１回目の除雪は１６日、日曜日、２回目の除雪については、１７日、月曜日の夕

方までには完了しまして、歩道に関しましては２１日、金曜日までには完了したよう

でございます。次に県道でございますが、１回目の除雪は１５日、土曜日の夕方、２

回目につきましては、翌日１６日の夜、幅員確保のための除雪は、１９日、水曜日の

夕方に入ってございます。近隣ということで、若干、本宮さんのほうも確認をさせて

いただきましたが、１９日、水曜日の時点で本宮市から通勤している職員の話では、

除雪をしていないと。本宮市に聞けば、１９日、水曜日の時点では、本宮市街地の中

を通行止めにしながら排雪作業を行っている状況と聞いております。また、２７日、

翌週の木曜日の時点で確認したところ、本宮市街地の中の南町裏、サンライズのとこ

ろでございますけれども、あとは岩根の市道、これは２４日、月曜日までかかったと。

白沢地区については、２５日までかかったというふうに聞いております。なお、住民

の方からは、通常こういった電話はないんですが、１５日から１７日まで、まず、電

話の止むことのないような除雪の要望、苦情等をいただきました。しかし、火曜日に

なってそれがピタッと止んだというような状況でございまして、その後に大玉村の除

雪は本宮とか二本松に比べて早かったと、そういうふうに本宮、二本松の友達から話

があってうれしくてしょうがないというようなことで、３件ほどお礼の電話やら、わ

ざわざ役場に来ていただいてお礼を言われたという経過がありまして、ずいぶん皆さ

んにはご不便、不自由をおかけしましたが、ほかと比べれば、まだ良かったなのかな

というふうに感じているところでございます。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。実際に私も本宮とか二本松とか、それ以外

の郡山などに行ったときに、大玉の中はもう全然ほとんど通れるんですけども、よそ

のところについてはまだまだ雪が残っていて、すれ違いさえできないようなところが

かなりありました。今、本当に村内に住んでいる人が、大玉に住んでいて良かったと。

それだけの違いを感じたというのは、今回、村のほうの行政のほうが職員が総出で、

なおかつ狭い道などについては、村民の方の空いている機械等を使って一般の方法以

外にもお願いして、そういうのもやったということで、本当に思いつく限りの除雪の

方法をやったことが、大玉が他市町村に比べて早く除雪を行って、交通障害を解決し

たという１つのすばらしい例ではないかと思います。

ここでちょっと道路以外の豪雪被害について質問します。ハウスなどの被害復旧の

ための補助制度とか、防災のための制度というのはありますか。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） １番議員さんにハウスの防災と災害復旧の助成制度という質問

でございますが、まず、今回の村内のハウスの被害は、先ほども建設課長からありま

したが、８棟、被害額で数百万円程度にのぼるということでございます。まず、助成

制度ですが、特に今回は通常ですと県の農業施設等の復旧対策事業が該当するんです

けども、今回は特に全国的ないわゆる被害を受けたということで、国の被災者農業者

向け経営体支援事業、これを助成制度として国のほうで実施するということで、従来
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ですと、これは３分の１の補助制度でございますが、それを３分の１から５０％、２

分の１にアップしてという形で、なおかついわゆる撤去費用も見るということで、プ

ラスそれに県の補助金なり、市町村の上乗せという部分が考えられますが、そういっ

た形で今回は全国的な被害なので、国の事業が発動されて、いわゆる再建していくと

いう助成制度がございます。まず、防災について、ハウスのいわゆる倒壊を防ぐのに

ついてはそういう助成制度はございませんが、実際、今回のような大雪の場合は、例

えばハウスの中に事前に自己防衛として中柱をやるとか、筋交いをやるとか、最悪今

回の場合は短時間に集中的に降ったものですから、ハウスの倒壊を防ぐのには、いわ

ゆるビニールを切って、最悪パイプには倒壊しないような、そういう防災対策が必要

であったということで、自主対策にはありますが、どこでどのように判断して良いか

という、そういう個人の場合はなかなか難しい部分もございますが、最悪の場合はビ

ニールを切って、パイプハウスの倒壊を防ぐという対策を講じるということが、防災

には考えられるということでございます。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。今、国の助成制度の方が２分の１にアップ

したうえに撤去費用についてもいろんなふうに出るということなので、この有利な制

度を当然今回、問題のあった、被害のあった方々に十分に説明して活用していただく

こと。あとさっき言ってた大変難しいんですが、防災的な、もし、そういうときにつ

いてはいろんな方法があると。その情報だけでも伝えることによって、少しでも被害

を少なくできたと思いますので、そういう働きかけについてもお願いいたします。

新聞、テレビ報道にもあったように、国道４号線の復旧については、特に多くの時

間、実際には一日以上、大玉とかと比べても一日以上の遅い時間がかかって、その４

号線の復旧がなされたという感じです。その際に、村のほうに、実際は村のほうが主

要な道は結構除雪されていましたので、４号線除雪のときに迂回路の要請などという

ものはありましたか。

○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。

まず、迂回路の要請はございませんでした。状況としましては、国道が全く動かな

いような状況でありました。そのときには町尻・当地内線、通常国道が渋滞するよう

な場合は、町尻・当地内線の交通状況は増えるんですけども、通常時よりもかなり少

なかった。また、県道についても同じように、通常時よりも交通量は極端に少ない状

態でした。雪が掃いてあるにもかかわらず。というのは、いわゆる大玉以外が通行で

きないために、迂回路として使用ができなかったというような内容だったのかなとい

うふうに思っております。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。今言ったとおりで、道路というのは、その

担当官庁とか、もしかしたら行政というのが管理されている形をしています。移動と

いうのは誰もが使用するので、行政それぞれの事情なりによって、住民の生活に支障
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が出るというのは、反対にどうなのかなという思いはあるんですが、今回のように村

道大玉よりも県道とか国道が付近の現状を見ると、要するに一番生活に近い基本自治

体のほうがよりその問題に対する対処力がある。当然、道については今言ったように

広域でやっているわけではないので、簡単には問題解決にはならないんですが、でき

れば連携した形が取れたら良いのかななどともちょっと思ったりします。最近、テレ

ビ等で道州制の導入議論などがあったりするんですけども、広域にするとコストが下

がってより広域的な行政運営ができるのではないかと。ただ、今回のこの状況を考え

ると、単純に行政を大きくして、住民から距離が離れてしまえば、かえって地域の住

民は利益を損なうことになるのではないかという強い疑念を抱くような状況かなと。

今回の豪雪を教訓にした新たな対応策の検討についてあればお願いします。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １番さんにお答えします。

今回の豪雪の対応については、それぞれ建設課長から申されました。今回の豪雪の

特徴についても、短時間で大雪、そして雪質が重かったということで、除雪について

は大変困難を極めました。それから、車両台数と除雪機械の不足、あるいは狭隘な生

活道路のところで課題を残したと。先ほど議員さんからもありましたように、農業機

械等の導入も図りましたが、これらが今後、恒常的に機能するような対応を現在、関

係各課と協議し、新たに生活道路等の除雪を推進するための組織づくりを進めてまい

りたいというふうに考えてます。同時に除雪作業は、特に救急業務と緊急車両等の通

行を可能にするためにも基準は設けられませんけれども、できるだけ速やかにという

ふうになります。当然、今回も除雪の作業を進める中で、どうしても住宅の入り口が

閉ざされてしまう。そういった苦情は度々聞かれます。しかし、今回の除雪作業を教

訓にして、区長さん等も協議会に入っていただきながら、住民の参加をどういう場面

で求めていくのか、そういったことも併せて検討しながら、全村の速やかな除雪作業

を進めていきたいと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。

では最後の質問となります。村政執行基本方針について、コミュニティスクール事

業において、学校と地域が信頼関係を深めるとありますが、その具体策をお願いしま

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いたします。

大玉村コミュニティスクール導入して３年目を迎えますが、実は平成２１年度に学

校支援地域本部というシステム制度を導入しております。ここで行っております地域

人材ボランティア派遣事業、これは例えば学習支援であったり、それから環境整備で

あったり、あるいはまた登下校の見守りとか、学校行事の支援等々、２４年度の実績

で言いますと、延べ数で５４０件ほどになっております。こういった形で地域の方々

が、学校の活動にかかわっていただくことによって、学校への理解が深まっているな
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と。実際に活動いただいている方のアンケート等を見ましても、そのような答えの形

で多く見られております。また、教職員も地域の方においでいただくということを通

して、地域の理解を深める一助になっていくのかなと、そんなふうに思っております。

したがいまして、コミュニティスクール委員会と学校支援地域本部、これを車の両輪

的なとらえ方をしていって、コミュニティ事業を推進していくということが信頼関係

に構築につながっていくものと考えております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今、地域の方が学校に入っていって、実際

に学校を身近に感じてもらう。これによって理解が深まると。今後の１つの考えとし

て、時間がなかなか難しいと思うんですが、学校のほうから地域に出て行くとかとい

うものをもしできるのであれば、１つの点として検討していただければと思います。

次の質問に移ります。コミュニティスクール事業の活動にかかっている費用はどの

ように変化しているのか伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。

コミュニティスクール事業の活動にかかっている費用ということでございますが、

平成２５年度と２６年度のコミュニティスクール事業に要する当初予算額をベースに

比較いたしますと、４２万１,０００円ほどの２６年度が減額となります。ただし、

これは平成２４年度、２５年度に行いましたコミュニティスクール委員会に調査研究

会議を設けて、協議を行う国の委託事業が終了するためのものでありまして、実際の

委員会活動そのものが縮減されるわけではございません。必要な経費についてはそれ

ぞれ予算化をし、執行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） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。要するに調査研究費用という形のものが削

減されたために、実際には４２万円の減少においても、同じような活動が維持できる

という説明でありました。国、県のほうの補助金等が終了することで、その事業の内

容や会が縮小してしまうということがかなりあると思います。そういうことにならず

に補助事業の制約がなくなったことと考えて、今までできなかったような取り組みも

検討してみる。このような積極的にいろいろな方に取り組む絶好の機会と考えること

もできると思いますので、そういうことの見方のほうもお願いしたいと思います。

では、本村で実際的にコミュニティスクールの活動の特徴、村による特徴とか独自

性についてどんなところがありますか伺います。

○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いたします。

大玉村のコミュニティスクール制度の特徴的なことを申しますと、１つは、全幼稚

園、小学校、中学校に指定しているということが１つ挙げられます。今年度当初に１,

５７０校がコミュニティスクールを導入しておりますが、すべての中学校、小学校、

幼稚園に導入している自治体は、極めて少ない状況にあります。特に幼稚園の導入と
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いうのが特徴的なのかなととらえております。それからもう１つ、今のとかかわって

くるんですけども、大玉学園、これはセットで考えているんです、私は。幼小中一貫

校として、大玉学園というものを設けておりまして、その大玉学園構想を実現するた

めに、学校運営協議会を全村にわたって協議する場として行っているというようなこ

とが、極めて特徴的なことなのかなと思っております。こういった制度を活かしまし

て、村のすべての幼稚園、小学校、中学校全体のことを併せて協議していただきなが

ら、大玉学園構想、これは非常に教育効果が期待できる中身でありますので、その実

現に向けて、これら特色を生かして今後取り組んでまいりたいと考えております。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。小さい自治体、小さな地域であるからこそ、

中学校が１つ、小学校が２つ、幼稚園も２つという形で、その５つがすべて１つにな

って活動できる。同じ要するにコンセンサスというのが取りやすい。あと今言ったよ

うに幼小中の連携のほうも今後どんどん進めやすいというのは、大玉の非常に大きな

特色だと思います。コミュニティスクール事業自体はどちらかというと、最初は都市

部のほうで子どもたちを支える地域力がなくなった大きな団地などに必要だった制度

だとちょっと考えているんですが、大玉には大玉に一番合った方向性になっておりま

すので、それをどんどん伸ばして、先ほど言ったように、大都市とか今までのものに

とらわれずに、この地域に一番合ったものということによって、より地域に根ざした

事業になっていると思います。また、子どもたちと地域がともに豊かな村について、

地域の教育の充実の面からどのような取り組みを予定しておりますか。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

１つは、過日、村長から村政執行基本方針の中で冒頭にお話しさせていただきまし

た。大玉学園とコミュニティスクール、これを連動させていくというようなことを本

村の教育の柱にしていって、それを充実させていきたいというようなことであります。

具体的には、先ほど２番議員さんにもお答えいたしましたが、共に学ぶ大玉の教育サ

ポート事業というようなことについて取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。概要等につきましては、先ほどお話し申し上げたとおりなんですけども、こう

いった事業を充実させていくためには、村の方々のボランティア、こういった協力が

不可欠であるというふうにとらえております。地域の方々に新たな形でボランティア

として参加していただくことにより、地域の教育力の向上に寄与できるものと考えて

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。２番議員の質問に回答のあったように、福

島大学の学生のほうが来ることによって、子どもたちに教えることにより、子どもた

ちの学力向上とあと学生自体の指導力というか、そういう形のものも向上させると。

お互いに利益のあるような事業になると。その場に地域のボランティアの人がいるこ

とによって、その中で少しずつうまく教える、理解させるような技術とか、若しくは
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そういうものについても少しずつ吸収することができるのかなと。そういうことがあ

れば、もっともっと大玉の学力、教育力の中での自ら強く生き抜く力、子どもたちの

力というものを育て、あと学び、自ら目を通す意欲とか、そういうものを大玉の児童

自身が身につけることがどんどんできていくのかなと。また、今言ったいろんな事業

をすることで、学ぶ機会の充実とか、教え、理解させる技術の向上、これは今言った

学生とか、若しくは地域のボランティアとかもあると思うんですが、こういうものが

つけることによって、自らのものとしてそれが定着されることによって、地域教育力

の向上、充実さがあると思います。長期的かつ安定的な地域力、教育力の向上のため

に今後、どのような取り組みが必要と考えるかを伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答え申し上げます。

繰り返しになりますが、本村の教育の柱としております大玉学園構想、それからコ

ミュニティスクールを連動させて、これらを更に強力に進めていくというようなこと。

これに加えまして、学校教育の範ちゅうと、それから生涯学習事業、様々なものが行

って成果を上げております。これらを連携と言ったら良いでしょうか、融合と言った

ら良いでしょうか、そういったことの視点でいろいろと事業を見直していったり、改

善していくことが長期的かつ安定的な地域の教育力の向上につながっていくというふ

うに考えておりますので、そんな形で進めてまいりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） １番。

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。最後に、大玉のコミュニティスクールにか

かわった方々が、今言ったような技術とか、今までやろうという強い意識の下に参加

意識を持ったりすること。そういったことが、たぶん大玉の地域力の向上になるのか

なと思います。最後に、村長のほうに５年とか１０年とか長いスパンで考えたうえで

の大玉の地域の教育力の向上のために必要なことというのは何かというもの伺ってお

きたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えいたします。

５年、１０年後を見据えてということも絶えず教育についても同じようなことで考

えてはおりますが、あまり目先をころころ変えるのではなくて、今取り組んでいるコ

ミュニティスクール、それから地域の支援本部、それから大玉学園等をきっちりと実

質化すると、連携させるということで、５年後にはそれが実を結ぶんじゃないかと。

やはり大変時間がかかりますので、今やったからすぐ結果が出るということでありま

せんが、だいぶ私離れて１年にはなりませんが、新教育長の下、先生方の意識もだい

ぶ高まっていますし、成果が少し見えているような感じを受けておりますので、今の

路線を是非進めて充実させていっていただ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。５年、１０年後に今言った事業がうまくい
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って、やはり進んでいった方向は間違いなかったということになることを願いながら、

私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で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３時５３分）


