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平成２６年第２回大玉村議会定例会会議録

第４日 平成２６年３月６日（木曜日）

１．出席議員は次のとおりである。

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。

１番 鈴 木 康 広

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

議案審議

質疑、討論、採決（議案第７号～第１５号）
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、１番鈴木康広君より欠席届がありましたほか１１名全員で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、一般質問を行います。

５番鈴木宇一君より通告ありました「暴雪被害が本村にもたらした状況と今後の対

策について」ほか１件の質問を許します。

○５番（鈴木宇一） おはようございます。５番鈴木宇一であります。先に通告しており

ました一般質問につき議長の許可を得まして、これから２問について質問したいと思

います。

さて、今回の大雪、２週連続という暴雪になりました。特に１５日から１６日にか

けての雪は、国道はもとより県道、村道、生活道路までも完全に麻痺し、村民生活に

大きな影響をもたらし、また、パイプハウスなどの倒壊といった農産物にも甚大な

被害をもたらしたわけです。３０年ぶりとか言われておりますが、私は、かつて昭和

５５年の１２月２４日の大雪、あれを思い出したわけでございますが、あのときは鉄

塔が倒れまして停電となり、約１週間ほど電気が来なかったと。そしてまた水、食料

といった大変困ったときが思い出されておりました。あれ以来の暴雪かなと思ってお

りますが、どうも昨今は、天地異変と申しますか、昨年の異常高温、そしてカメムシ

の大発生、そしてまた７月２７でしたね、あの豪雨、そしてまたそのあと追いかける

ように８月５日の豪雨と、正にゲリラ豪雨、本村にとっても大災害が起きているわけ

でございます。そこでこのような状況を異常な現象というふうに思っておられるかど

うか、村長の感想を伺いたいたいと思います。

また、今回の大雪に対しまして、いち早く災害対策本部を設置し、村長自ら本部長

として陣頭指揮に当たられたと思いますが、一連の経過等についてご説明を願いたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答え申し上げます。

まず、異常気象かという認識ですが、これはもう異常ではなくてゲリラ豪雨、集中

豪雨というのは毎年発生するだろうというふうに考えてますし、集中豪雨があるとい

うことは,冬になればそれは雪に変わりますので、当然にこういう豪雪というのも毎

年繰り返されるというふうに、可能性は高いというふうに考えてますので、これは想

定外のことではなくて,今後は防災としての想定内として対策を講じていかなくては

いけないというふうに考えております。
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それから、対策本部については、警報が早い段階で出されておりましたし、新聞報

道とか気象情報で大雪になるということは既に何日も前から報じられておりました

ので、土曜日の朝の状況を見ると、これは報道どおりになるだろうということで、朝

１０時頃ですね、対策本部を立ち上げるよということで指示をして、当然午後になり

ましたらもう職員が家から出られないという状況でしたので、歩いて来れる職員は、

管理職員は歩いてこいと。それからあと、近くの者についてはみんな集まれというこ

とで、管理職を中心に、それからあと関係課の職員等が駆けつけて正式に対策本部を

立ち上げて事に当たったと。関係職員については１５日は役場に泊まって対応、建設

課、住民生活課等についてはですね。それから避難所にも管理職が泊まって、改善セ

ンター、大山公民館、東部ふれあいセンターにはそれぞれ管理職が泊まって対応した

ということで、当然日曜日も同じような体制で取りましたし、月曜日、火曜日につい

てもそのまま継続でやっていくと。これほどの対応というのは今までもないと思いま

すが、職員、特に管理職とか関係課の職員についての今回のがんばりについては、大

変頭の下がるような活躍だったなというふうに考えてますし、この豪雪にもかかわら

ず、県内で災害対策本部が立ち上がったのが大玉含めて２か所というふうに聞いてお

りますので、少しそういう面での大玉の職員のがんばりでの対応というのは、スタッ

クした、この辺で言うとつっぺった車といったほうが早いんですが、数十台、５０台、

６０台の車を職員が引き上げてやったと、こういうのは多分福島県内でも、全国でも

ないんじゃないかと思うような状況での職員の活躍だったというふうに考えています。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） ありがとうございました。私もそう思います。職員のご労苦、本当

に土日というにもかかわらず、そしてまた昼夜を問わずこの大雪害に対してのお骨折

りというものは誠に大変だったなと、改めて敬意を表したいというふうに思っており

ます。

除雪の状況については、行政報告にもありますし、また昨日の１番議員さんの質問

答弁にもあったようで、概ね了解しておりますので省略したいと思いますが、ここで

国道、県道、村道といった管轄権ですね、それから優先順位、どのような取り決めが

なされているのか、課長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） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。

国道、県道、村道、その優先順位という中身でございますが、基本的に道路の維持

関係につきましては、道路管理者の責務であるということでございます。国道につい

ては国が、県道に関してはこの辺ですと管轄は二本松の土木事務所、村道に関しては

大玉村と、当然二本松、本宮が管理している道路についてはそれぞれの自治体という

形での通常の維持管理の中での除雪というようになっております。優先順位等につい

ても国道、県道に関しましては、それぞれ市町村をまたぐ、あるいは県をまたぐよう

な重要な路線でありますので、それぞれ幹線道路と位置づけて除雪に当たっているか
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と思いますが、本村の道路に関しましては、当然幹線道路と生活道路、これがあるわ

けでありまして、今回のような大雪に関しましては、当然緊急車両、消防車両、こう

いった出動要請があったときに現場の近くまで来られないととんでもないことになる

ということで、通常の除雪でありますと順序よくやってくるというのがいちばんベタ

ーなケースです。これは除雪の漏れたるところがないとか、いちばん効率のいい形で

除雪が行われたということで、通常の除雪ですと、業者のほうがどこから入ってどう

いうふうなルートで回るかというのは決まっているんですが、今回の大雪に関しまし

ては、６時の時点で、１５日の６時の時点でさほどの雪ではなかったんですが、先を

見越して山間部のほうの除雪を入れました。それが午前８時くらいになりまして、も

う下のほうでも２０センチを超えるような雪だったものですから、とりあえずその緊

急車両、それを通行させなければならないということで幹線道路をまず掃くというふ

うに除雪をシフトさせました。結果的に生活道路が後回しになったという部分はあり

ますが、先ほども議員さんのお話の中にありましたとおり、かなりあちらこちらでス

タックしている車があったと。そういった状況の中でできるだけ自宅の近くまで車で

来れれば車の中で一夜を過ごすようなことも避けられるのではないかと、そういった

意味合いがありまして幹線道路を優先してやらせていただきました。以上でございま

す。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） その管理者の責任の道路だということだと思いますが、村道に関し

てはかなりスムーズにやっていただいたなというふうに感じております。しかしなが

ら、県道本宮土湯温泉線とか、いわゆる国道４号線、そしてまた二本松須賀川線とい

った旧道、これはやはりちょっと遅れているなという感じがしたんですね。やはりこ

の辺の連携プレーをやはり密にしてやらないと、せっかくきれいになった村道でも出

て行かれないというような状況もあるかと思うのですが、その辺の今後の連携ですね、

国道、二本松事務所とか、いろいろあろうと思いますが、その辺を密に今後やってい

ただきたいなという思いでございます。

また、降雪量の基準についてちょっとお尋ねいたしますが、大玉村の地域防災計画

というこの中を見ますと、大玉村の積雪基準が載っておりますが、ただこの防災計画

についても余り雪対策については、ちょっとしか載ってないんですね。やはり地震と

か台風、水害が多いんでございますが、これは雪国でないからやむを得ないのかなと

思っておりますが、これを見ますと降雪量が１５センチ以上になった場合に除雪体制

に入るということが書かれております。そしてその除雪は主に幹線道路ということに

なっておりますが、この幹線道路という定義でございますが、主要道路も含まれるの

か、生活道路も含まれるのか、どれを幹線道路というふうに定義されているのか、ま

ずご質問をしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） 再度５番議員さんにお答えをさせていただきます。

除雪に関しましては、基本的な除雪計画では積雪が１５センチ以上になったときと
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いうふうに定めております。しかしながら、１５センチになった場合、現在の車では

通行できないのが原状であります。ですので、降雪の状況が今天気予報なんかを見ま

すと、それぞれ降水量、気温の変化、そういったものがある程度見れますので、降り

方によっては５センチ程度で除雪を開始する場合もありますし、天気の状況を見まし

て、これ以上降らないというような判断がなされるようであれば、状況的には雪が遅

降りになってからと、それは今までの経験の中でやらせていただいております。

また、幹線道路でございますが、基本的には１級、２級の村道を指してございます。

しかしながら、幹線道路だけ掃いたんでは、いわゆるその幹線道路から住宅までの距

離が長いところ、そういったのもありますし、先ほども申しましたとおり、緊急車両

が通れないような場合があったんでは、これは困りますので、基本的には、実態とし

ては生活道路まで除雪をしているというのが実態でございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 私もそうは思うんですが、いわゆる第４、雪害予防対策という欄を

見ますと、１５センチ以上というふうになっておりますから、それでは間に合わない

というふうに思っておりました。引き続きどんどん降る状況の中で、やはり除雪に２、

３時間かかっているうちにはどんどん３０センチ、４０センチになっちゃうという状

況もあろうかと思うんですね。やはりそれは的確に素早く、場合によっては５センチ

でも１０センチでも体制に入るというのが賢明な考え方じゃないかというふうに思っ

ております。

それから、幹線道路についてもやはり今言ったように１級、２級じゃなくて、主要

道路、生活道路についてもスムーズにやらないと麻痺するという状況が起こるわけで

ございますので、その辺も重ねて行っていただきたいなというふうに思っております。

もう１つは、降雪の観測所ということなんですが、いわゆる雨量観測所は大玉村に

は２か所あるんですね。村役場とアットホームですか、ところが降雪観測所というの

はないんですよ。何を基準にするのかというと、広域消防署の南消防署、ここにある

らしいんですが、そこを基準にしてやるみたいなんですね。しかし、それでは迅速に

対応できないんじゃないかと思うんです。と申しますのは、雪というのは二本松が降

っても大玉は降らないとか、本宮が降っても大玉は降らないとか、郡山が多いとか少

ないとか、常に地域差で積雪量というのはおのずと違うんですね。大玉についても山

間部は降るわけです。そういう点からすると降雪計と申しますか、そういう施設は是

非村にも設置願いたいと、こう思っているわけなんです。この辺についてもお答え願

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。

降雪観測所の関係は、本村にはございません。ですので、除雪に関しましては、先

ほどもちょっと触れましたが、その天気の状況を予想しながら、夜中に雪が降りそう

だということになれば、当然通常の除雪ですと１時ぐらいに除雪の指示を出せば通常

朝方までには掃けるような状況になっております。ですので、建設課の中で当番を決
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めまして、雪が降るような場合は職員が出てきまして現場を確認して除雪の指示を出

すというような方法を取っております。今までの私の経験からしますと、大体はアッ

トホーム付近がすごい降雪量なんですが、猪苗代方面からの雪、いわゆるアットホー

ムの辺りが多いというのは、通常、北塩原方面からの雪なもんですけども、逆に矢沢

のほうがすごい降雪量だったということがありました。これは猪苗代方面が大雪で北

塩原方面がそんなに雪が降らないと、そういった状況を回りの状況を見ながら、予想

しながら除雪の体制に当たっているというのが現状でございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） ですから、いわゆる地域差で相当差が出ているんですね。山間部、

平場、又は北、南と申しますか、そういうものに対して的確に把握しながら体勢を整

えていくというのが本来あるべき姿だろうと、こんなふうに思っているんで、是非そ

の降雪量計の設置というものも、そんなに金かかるものではないでしょうから、ひと

つ検討していただきたいなというふうに思っているんですが、どうでしょうか、村長。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

これは公式のものというか、テレビ等でデータとして使うのは、気象庁が設置する

ものなので、それは大玉にはないということで、これらは正式には棒を差してなんぼ

積もったよというようなものじゃなくて、上から電波で測るような大変光学的なもの

でやっているのがその雪の場合、水の場合は溜まりますけども、雪の場合にはそうい

う機械的なものを使ってますので、かなり高額になると、設置が。風の通るところは

雪の吹きだまりになりますし、そこで測るかという問題もありますので、簡単にこう

２０センチごとにやって棒を立てるのはどこにでも立てられるんですが、正式なもの

というのは、少し本村としては難しいなという感じがします。あとはやはり先ほど課

長がいったように、今までの経験上で、アットホームにも人がおりますので、どのぐ

らい積もったか、ですから今回大玉は何センチ積雪だというデータはありません。正

式なデータは。ただ、公式にはありませんが、一応６０センチというふうには災害対

策本部では考えているというか、総合的に各地のものをデータを集めてそういうこと

でやっております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 分かりました。それじゃ村内にその積雪を監視する監視員というの

は何名ほどおられるんですか。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。

監視員は設置しておりません。基本的にはアットホームに夜間電話して、どのくら

い降っているかということを確認したり、あとはそのいろいろ聞くんですけども、大

玉村の場合は除雪が何といいますか、いわなくても朝には掃いてあるという、そうい

うイメージが強いものですから、雪が強く降っていても役場に連絡来ないというのが

現状なんです。基本的には先ほどお話ししましたとおり、やはり職員が行って、どの
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くらい積もっていて、雪が軽い雪なのか重い雪なのか、降り方はどうなのか、あと天

気予報ではこの後どういうふうな気象の動きをするのか、その辺を総体的に判断をし

まして、必要なときには５センチくらいでも除雪を入れる場合もあります。これ以上

降らないようなとき、例えばお月様が見えているようなとき、それでも雪が降ってい

るようなときに関しては、まあ、これ以上降らないだろうということで７センチから

１０センチくらい、軽い雪が積もっていても除雪を入れない場合もあります。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） どうも今のお話しだとあいまい的なものがあるなという感じもしま

すが、やはりこれからこういう異常気象とは言わない、通常気象になりつつあるこの

地球全体が、やはり危機管理意識の下にはやはりちゃんとしたそういう体制も常に報

告する方とか、いろんな方をちゃんとやはり委嘱するとか、そういう形を取って万全

を期していくというのが行政だろうというふうに考えますので、よろしくご検討願い

たいと思います。

次に移りますが、乗り捨て車両については、いろいろと大変だったなというふうに

思っております。そこでいちばん困ったのは除雪で乗り捨て車両のために除雪ができ

ないと。中には大勢の人数で軽乗用車なんかは移動、たんがいたというような経過が

あるんですが、カギを付けておかないんですね。この非常時にはやはりカギを付けて

おくというのが常識なんですが、これを常日頃から啓蒙してもらうということが大切

かなと思うんですが、ただ、防犯上いろいろあると思うんですが、この辺について啓

蒙、又は防災無線等で流すということはどうなんでしょうかね。ひとつお答え願えれ

ばと思うのですが。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ５番さんにお答えします。

緊急時の対応として今おっしゃられたような乗り捨てというよりも、乗り捨てざる

を得ないような状況になってしまった場合には、カギを付けておくということがやは

り後々の対応として適切じゃないかと思います。今後これらについてもどういう方法、

その都度防災無線がいいのか、あらかじめそういったことについても折に触れ、お話

ししておくのがいいのか、そういったことも検討させていただきたいと、このように

思います。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 次に、やはり一番怖いのは、こういう道路麻痺のときに怖いのは火

災なんですね。それで緊急車両が出動できないということがあっては困るんであって、

その場合にやはり火災の予防と申しますか、消火栓とか防火水槽、又は水源の確保と

いうのは常に見回っておくことが大事だなというふうに考えておりますが、今回はそ

の点はどうだったのか、お伺いしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） 消防団の火防につきましては、毎月１日、１５日と言うこ
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とでやってございます。ちょうど１５日については火防の日でありましたが、豪雪の

ために消防団もなかなか身動き取れませんでしたが、午前中のうちに消防車両がすぐ

出られるような態勢を各分団のほうに指示し、屯所の前の除雪でありますとか、そう

いう対応を今回は取らせていただいたと。通常は１日、１５日のこの定期火防で対応

は可能ではないかというふうに思っています。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） はい、ありがとうございます。

次に、スクールバスが交通困難、いわゆる待避所が確保されてない状況では、休校

もやむを得ないなと思っておりましたが、この一連の休校に至った経過についてご説

明を願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。

今回の豪雪につきましては、幼稚園、小中学校、２月１７日、１８日の両日休校・

休園といたしたところでございます。経過でございますが、１７日の休校につきまし

ては、早急な判断、連絡が必要であったことから、事務局において判断をいたし、各

学校・幼稚園に連絡をしたところでございます。更に１８日の休校・休園につきまし

ては、臨時校長会、更に１９日に再開をするということにつきましても、臨時の校長

会を開催し、確認をしたところでございます。自治体によっては、この学校・幼稚園

の休校・休園、それから登校時間の繰り上げ、それらについては各学校の対応という

ふうにしている自治体もございますけれども、本村におきましては、すべての学校・

幼稚園、同様の措置となるようにということでこのような経過をもって判断をしてい

るところでございます。更にスクールバスの安全運行確保、それから登下校時の児童

生徒の安全については、職員がスクールバスのルートを巡回し、確認をし、１９日の

再開というふうな判断をしたところでございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 大変ご苦労様だったなと思っております。やはり児童の安全という

観点からすれば、休校もやむを得ないなと思っております。二本松地区においては、

３日か４日ぐらい学校を休んだということも聞いておりますから、非常にスムーズに

除雪もやって学校再開に結びつけていただいたなというふうに感謝しております。

次に、いちばん村民の生活上安全・安心の水なんでございますが、水道法によると、

その第一水源、第二水源、本村にもありますが、やはり水質検査、これはなかなか大

変だったろうなという思いがあるんですね。その点はどのようになされておったのか、

お聞きしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをいたします。

各水源の水質検査関係でございますけれども、これにつきましては、通常の定期の

検査ですか、こういったものにつきましては支障なくできたわけでございますけれど

も、それと今回の豪雪に関しましては、当然水源地になかなか行けないというような
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場所も当然ございました。ただ、それぞれの水源にやはり歩いて行くような場合もご

ざいますし、車が入れない場合ですね、そういった対応は取ってございます。したが

いまして、給水に問題のある水質いうような、異常な水質になってはございませんの

で、ご安心をいただければと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） ありがとうございます。また、ごみ収集も大変困窮を極めたわけで

ございますが、収集はいつ頃から再開されたか、また一人暮しや老々世帯のいわゆる

木戸口の確保というようなこともあったと思うんですが、その辺の対応はどのように

なされたか、お伺いしておきます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ごみ収集に関して私のほうから５番さんにお答え申し上げ

ます。ごみステーションについては、豪雪のために休日ということはありませんでし

たが、車両がいけない、それからコンテナが置けない、そういう状況がありまして、

ごみがそのまま残ってしまったということがありました。正常に戻ったのは木曜日か

と思います。木曜日でもまだ数か所、通路が除雪されない、ごみの搬出といいますか、

一般の方が持って行けないような箇所がありまして、最終的には土曜日までかかった

ということでございます。今回なかなかごみステーションまで手が回らなかったとい

うことがありますし、ステーションの管理等の問題に関しても今後行政区を通じて地

域の皆さんにも協力できる時期に協力していただく、そういう方向も探っていく必要

があるなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。

一人暮し、また老々世帯等の弱者への対応ということで、あの豪雪に限らず豪雨と

か台風、そういう災害の発生の恐れが大きいような場合、想定されるような場合につ

いては、一人暮し老人宅を中心に電話で安否確認を行っております。また、その際に

不用な外出をしないとか、危険なところには近寄らないとか、そういった注意喚起の

電話をしているところであります。今回の豪雪に対しましては、１５、１６日に一人

暮し老人宅を中心に同じように電話を入れております。また、人工透析を必要とする

ような方についても安否確認の連絡を入れているということで、除雪が困難と思われ

るような高齢者宅、ある程度うちのほうでも把握しております。近所等の協力が得ら

れるようなところについては、ご近所の方にご協力をいただいて除雪をしたというの

が現状だと思いますが、その他近所でもなかなか難しいと、あと親戚もいないという

ような、そういう世帯については、健康福祉課のほうで行って除雪をした経過がござ

います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） そうですね。いわゆる年寄り一人暮しとか困った方、今回はかなり

部落総出、または団地総出で除雪をボランティアでやってくれたというのが多く見受

けられました。本当に助け合いの精神というのが今回この災害で多く表れたんじゃな
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いかなというふうに感じております。

次に、農業被害でございますが、ハウスの被害状況、昨日もありました。それから

畜産関係でございますが、これ乳牛屋さんの牛乳のことを言っているんでございます

が、こういう廃棄状況はなかったのかどうか、これらの被害総額、また全体の総費用

額とか、特別交付税と書いておりましたが、本村はいわゆる豪雪地帯の指定にはなっ

ておらないわけでございますが、いわゆる山振とか山村とか、そういう団体指定なん

でございますが、この辺についての交付税関係があるかどうか、それも併せてお尋ね

しておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。

まず、家屋納屋等関係につきましては、昨日の１番議員さんのほうにもお答えしま

したが、納屋の下屋破損が１件、被害額としては５０万円程度かなというふうに見

ております。ハウスの倒壊、畜産関係につきましては、農政課長のほうで答弁すると

思いますけども、被害額の総額については、全体で見ますと除雪費用を含めまして

２,５００万円から３,５００万円くらいになるのかなというふうに思っております。

また、特別交付税関係でございますが、１２月から除雪に要した費用の総額は、昨

日現在で２,２６０万円となってございます。普通交付税につきましては、地区区分

というのがありまして、大玉村に関しては寒冷積雪地というのに指定をされておりま

す。普通交付税に２５年ベースですと３,０７４万１,０００円ほど算定されておりま

す。基本的にはこの普通交付税の算定額を超えないと特別交付税による交付はござい

ません。なお、普通交付税の算定額を超えたとしても、特別交付税というのは総額か

らの配分でありますので、超えた金額すべてが交付になるといったものでもございま

せん。 以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 分かりました。

特別交付税ということではなくて普通交付税、いわゆる寒冷積雪に対しての交付税

はあるということで理解してよろしいですね。はい、ありがとうございます。

次に、パイプハウスの件でございますが、全国の新聞報道によりますと、関東甲信

地方１都８県、６５８億円、福島県８億２,４８０万とこうなっております。安達管

内、二本松では約４００棟のハウス倒壊があったと、本宮においても１００棟ぐらい

あったということで、わりかし本村は少なかったなというふうに思っております。そ

こで今問題にされているのは、倒壊した再生について、昨日は撤去費用とかパイプの

新設とか費用は出ますよということだったんですが、やはり問題は懸念されるのは資

材不足だということなんですね。これパイプハウスが全国的にないということなんで

すよ。そうするとこのイチゴハウス農家、大型ハウスが本村でも潰れましたし、また

春先の種まきシーズンにおいて、種まきが遅れるんじゃないかと、種が遅れるんじゃ

ないかと、こういう懸念、心配されるんですね。その資材不足に対して今後どういう

対策を取っていくのか、早急に春の作業が待っておりますから、そういう観点からご
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質問したいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ５番議員さんにパイプハウスの被害に関する資材不足というこ

とで、数字的には今ほど５番議員さんからあったとおり、甚大な被害を受けたという

ことで、特に安達管内におきましては二本松市で４００棟ぐらいじゃないかと、後本

宮市においては１００数十棟ということで、本村については比較的８棟ということで

少なかったということで、これらの再建に向けては国の補助事業により再建に向けて

事業を執行したいということでの内容でございます。今ほど話ありましたパイプハウ

ス等々の資材不足については、これはＪＡ等を通して早急に部材等が納入できる体制

をということで、安達管内の農政部課長会議を開きまして、そういう対応を至急納入

できるような体制を取ってほしいということで、既にお願いしている部分もございま

すし、また、補助事業実施については国が５０％、あと県並びに市町村で上乗せを図

るということですが、市町村の上乗せについても安達管内統一した内容で事業を実施

したいということで確認しておりますので、そういった内容で再建事業を執行してま

いりたいと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） よろしくお願いします。次に、今後の自治体、村民、民間業者の揚

力体制ということでございますが、今回の教訓として刻々と変わる気象状況の変化に

敏速に今後反応し、今回も大変的確にやっていただいたと思うのですが、要するにそ

れには機動力というものが非常に大事ではないかなというふうに思っております。今

回、畜産農家もだいぶ協力体制、やっていただいたなというように聞いておりますか

ら、そういう協力者の今後はですね、機種の把握やらやはりオペレーターの確保とい

うのが今後非常に大事な要素になってくるんじゃないかというように思っております。

その点について伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ５番さんにお答えいたします。

昨日も１番議員さんにお答えしたところでございますけれども、災害対策本部とし

て今取りまとめをしておりまして、建設課、農政課、あるいは企財との協議を行いま

して、新たに生活道路の除雪推進協議会、こういったものを作っていきたい。１つは、

今指摘がありましたように、農業機械の確保、当然オペレーター付きということにな

りますが、これと昨日も申し上げましたが、住民の方々にどういう形で生活道路の除

雪に参加していただくか、こういうことも含めて協議会の中には区長さんも入ってい

ただきながら適切な除雪を進めていくというような１つのフレームを作ってまいりた

いと、このように思っております。これから３月、まだ降るかもしれませんけれども、

すぐに協議会を立ち上げるわけにいきませんが、機械の把握等も行っております。参

加できる方に対する呼びかけをしながら協議会を作り、次回の大雪に対応できるよう

に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） ５番。
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○５番（鈴木宇一） 今回はですね、住民の協力が非常に大きかったなというふうに思っ

ております。部落総出で除雪をしたり、車の移動をなされたり、また中には除雪車の

オペレーターにおにぎりを差し入れたと、ドリンクを差し入れたと、こういう提供も

あったようでございます。また、避難所におにぎりを差し入れたというようなことも

聞いておりますし、災害時の助け合い精神が大いに発揮されたと痛感しております。

当局においても村民の生命と財産を守る立場から、常に危機管理意識を持ち、迅速に

対応し、安心・安全な村づくりになお一層努力されることを切望しまして、この質問

を終わります。

次に、富岡町との災害公営住宅と今後の大玉村の方針ということでございますが、

まず事業規模についてお尋ねしておきます。この基本協定について、ひとつお答え願

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

事業規模につきましては、横堀平地内の村有地について、２ヘクタールから２.５

ヘクタールというのが住宅用地となるというものであります。戸数は現時点において

６５世帯、６７戸を予定しております。事業費につきましては、２か年度の総事業費

で現段階では１８億８,０００万円程度というふうに計算をしております。整備期間

は２７年３月までの計画ということになっております。県との協定につきましては、

去る２月２１日、基本協定書、それから年度間の協定書を締結いたしました。この協

定につきましては、災害公営住宅整備の円滑な進捗を図るために県は村に代わって、

県が代行によって事業を実施すると。県は工事完成後、直ちに村に引き渡します。所

有権及び維持管理については、村に帰属しますというのが大玉村と福島県との協定で

あります。あとはそれより２日前に締結いたしました大玉村と富岡町との協定の中で

は、富岡町から避難した住民の生活再建を図るために大玉村は住宅を整備するんだと

いうことであります。大玉が整備をし、富岡町はこれに協力するんだということであ

ります。住宅計画、住宅整備は大玉村の負担として当該財産については最終的に大玉

村に帰属するというのが富岡町と大玉村との協定であります。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 先般の新聞報道によりますと、全く今言ったような状況が書かれて

おります。県が設計から建設までを行い、その後村に委嘱し、村営となるということ

ですね。要するに県が全部設計から建設まであらゆるものをやると。本来、私はね、

こんなふうに思ってたんですよ。事業主体が大玉村、そしてまた県産材を使用して１

戸建てを造るんだというようなことが、これは去年の春頃から話があったわけで、当

然村がこれはやるんだろうというように思っていたわけでございますが、いろいろ協

定を見ますと、全く村の入る余地はないというように思うわけでございます。やはり

この２０億前後、１８億なにがしになりましたが、これは村にとっても非常に地域活

性化と申しますか、村内業者が作業をやった場合には相当活性化になるんだなと、私

はそう思っておったんですが、残念ながら県のほうで一括という形、村が県に全部お
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任せしちゃったというふうに受け止めざるを得ないんですね。私はね、この災害公営

住宅を造ることには全く異論はないんです。むしろこの劣悪な仮設住宅から、早く移

って、そして安心してほしいなというのが避難者に対しての助け合う、必然的であろ

うと、私はお互い様の精神だろうと、こういうように思っておるわけでございます。

しかし、やはりどうしても片方が良くて片方が余り恩恵がないということでは、この

お互い様の精神が成り立たないんじゃないかなというふうに思うんですね。やはりお

互い様というのは、片方が良ければ両方いいというような、こういう立場じゃなくち

ゃいかんかなと思うんですよ。土地は提供する、そしてまた行政財産でありますから、

土地に課税はできません。家屋にも課税もできません。固定資産税はもらえないです

ね。何がいいかというと、家賃収入なんですけども、これは家賃収入というのは、そ

んなにうまみあるものではないんですよ。維持管理費もかかりますから。そしてまた

水道設備を設置するとか、あるいはライフラインの設置もごみとか、これはみんな行

政がやらなくてはならない。そういう観点からなぜこういう経過に至ったのか、ひと

つ疑問を呈しているところなんですが、その辺についての説明をお願いしたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

この事業、県代行にしたいちばんの理由としましては、大玉村が今まで公営住宅を

造ったことがないということが１つあります。それから、２０億前後の事業費につい

て、現有スタッフではなかなか厳しい部分もあるということも踏まえたことが原因と

なっております。ただ、ほかの市町村に建設される災害公営住宅はすべて県が土地を

取得して県がすべて県管理でやるというのが福島県の災害公営住宅の実態であります。

大玉村に限っては大玉村の土地を使って最終的には大玉村が所有していくんだという

ような形になっております。そういうこともご理解いただきたいと思いますし、それ

から事業の進捗に当たっては、村長をはじめ県産材を使ってくれと、それから間取り

はこういうふうにしてくれと、敷地はこうですよと、それぞれその都度厳しい注文を

しております。その注文について県と協議しながら概ね大玉村の要請が受け入れられ

ているというように考えております。これから先につきましても、大玉村の意見はど

んどん発信していきたいと、その中で先ほどおっしゃいました。受注の機会均等、こ

れらについても元請けで取るのはなかなか厳しい状況にあるかもしれませんが、大玉

村のいわゆる工務店、あるいはそういう設備会社、そういう方々に対しても受注の機

会があるように、そういうことについても強く県のほうには要望してまいりたいとい

う形で、県が独断で造るのではなく、大玉村と協議を進めながら一緒に造るんだとい

うふうにご理解いただければと思います。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 大玉村の事業者の規模ではちょっと荷が重いんじゃないかというこ

ともあろうかと思いますが、今ですね、国の復興庁、復興大臣がね、いろんな施策を

やってますね。いわゆる市町村に寄附された多額の予算に対して、技術者などのマン
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パワーやノウハウが不足している場合、ＵＲ都市機構というのがあるらしいですね。

これは独立行政法人都市再生機構などの公的機関を活用し、まちづくり、住宅づくり

に加わるというようなことがあります。やはりこういうところをどんどん利活用して、

大玉村でも極力自前でやっていくという方向性が見えれば有り難かったなというふう

に思っておるんですが、その辺についてもう一度ご説明願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えします。

昨年より今年の国交省を利用したこれは国交省全額負担というような事業の中でＵ

Ｒ都市機構、これらを活用させていただいて、現在の青写真についてはＵＲ都市機構

と大玉村、福島県がそれぞれ協議をして現在の青写真ができております。これをたた

き台にして、それから先はＵＲ都市機構の技術者もそれなりに大変な方だと思います

が、福島県の技術者、これも利用しながらＵＲではなくて福島県の技術者共々協議を

しながら進捗をしていきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 道は残されていると、下請け等もあるんでということでございます

から、その点については十分村内、いろんな電気屋さん、設備屋さん、材木屋さん、

土木さんおりますので、今後とも十分話し合いをしながら進めていただきたいと思い

ます。せっかくのこの地にこれだけの事業規模があるわけでございますから、いくら

でも村民の潤いがね、そういう形に持っていっていただければ有り難いなというよう

に思っております。

次に、この運営でございますが、２７年度には完成して、その後の運営は村に移管

ということでございますから、当然その体制も整えていかなくちゃならないなという

ふうに思っております。まずそこでいろんなことが懸念されますが、家賃設定という

のはどのぐらいを設定されておるのか、そしてまた支払い方法でございますが、これ

は現金出納室、水道料金みたいな形なのか、口座振り込みなのか、そしてまた未納と

いう形が発生しないかどうか、その場合の保証というのはどうなるのか、連帯保証人、

富岡町が負うのかどうか、その辺についてまずお尋ねしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。

まず家賃の関係ですが、ちょっと今手元に資料ございませんので、あとでお答えを

させていただきたいと思います。支払いの方法関係につきましては、現在口座引き落

としの方法を取らせていただいております。なお、税等がコンビニ等からの収納も検

討しているというようなことなので、そういった部分も含めて検討をしていきたいと

いうふうに考えております。

あと未納関係でございますが、当然口座引き落としですと預金残高が不足して今で

も引き落としができないといったことが発生する場合がございます。その場合は納付

書を直接ご本人のほうにお送りをしまして、現金にて出納の窓口若しくは金融機関で

納めていただいているというのが現状でございますので、こういった部分に関しまし



- 111 -

ては、万全を期すべく準備を２６年度中に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） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

家賃の設定については、今詳しい、まだこれから積算をしておりませんが、大玉村

の特交賃住宅が大体５万５,０００円前後だとすれば、同様の３ＬＫになりますので、

その辺前後の設定になるのではないかというように考えております。

それから未納問題、これについては当然富岡町の町民の方について入居していただ

くということになりますので、今後富岡町との協定に基づき、あるいは富岡町との協

議に基づいて富岡町が最終的に責任を取ってもらうような、そういうようなルールを

作っていきたいというふうに考えています。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） あのね、全くこの家賃設定もまだ考えてない。そしてまた、未納発

生した場合も今後富岡町と協議するというような、全く私から言わせると御役所仕事

なんですね。事業を組むときには、当然ながら１８億なんぼ組むんでしょう。それに

対してのいわゆる諸経費、そしてまた償却うんぬん、そしてあるべき家賃の価格とい

うのはおのずと決まってくるわけですね。それがなくてはじめに造ってだけ置くと、

そして収入は後から考えましょうという、これは民間ではあり得ないんですよ。全く

この辺は私の考えとはずれてますね。

それからもう１つは、居住者は未納が発生するかしないか分かりませんが、居住者

はもともと避難人だと、そういう意識が強いんですよ。ですから、家賃なぜ払わなく

ちゃいかんなんだと、こういう意識があると思うんですね。そういう場合に当然なが

ら未納の問題に対しては、どこかが責任と取らなくちゃいかん。それは富岡町なのか、

また大玉村が未納に対しては原発損害賠償を出すのか、その辺は明確にしておかなく

ちゃいかんと思うんですよ。その辺についてどうでしょうか。村長。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。

通常の民間のアパート等の場合には、当然これ経営の問題ですので、収入支出いつ

ペイするのかということも全部含めて事業計画が行われるというのは、これは当然で

ございます。ただ、この場合は、災害公営住宅という大変特殊性のある住宅でありま

して、村が選んで自らこの建物を造って民間の方、一般の方に貸し出しするんではな

くて、官営ですね、いずれ９分の８を、８分の７を国が出すと、こういうことは通常

は民間では絶対あり得ませんから、８億かかればそのうちの７億は国が出すと、村は

１億だけですので、どういう家賃設定にしても絶対これは民間の経営としての考え方

からすれば赤字には絶対ならないと、短期間でペイするというふうに考えております。

家賃については、これ県とか富岡町との協議を済ませないといけませんし、富岡の仮

の町という構想がありますね。新聞には仮の町というふうに出ておりますが、富岡も

仮の町にするというふうにはまだ決まっていませんし、町長自体も新聞に出たのはど
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こから出たんだか分からないというような状況ですので、大変非常時のこういう住宅

だということで、当然国もこれだけのお金を出すわけですから、村はそれに応えると。

ただ、決まっていない部分がたくさんあります。ですから仮の町となれば富岡町民だ

けが入ると、６７戸造ったうちの５０しか入らなかったと。１７戸は一般の方に貸し

てもいいのかと、これ自体も決まってないんですよ。８分の７をもらうためには、そ

ういうものについては従わざるを得ない。それから、何年経ったら村が自由に販売し

たりなんかできるのかということも県に問い合わせをしても県も今、まだはっきりし

ないと。そういう中で１日でも早く避難者に復興住宅に入っていただいて、安定した

生活をやっていただくことが最優先になっておりますので、そういう手続が後手後手

になっているというのは、今回の特殊性を考えればやむを得ないということで、決し

て村の対応が遅くてこういうことが決められないということではなくて、相手がある

ということですので、これは富岡町とも早急に、県とも詰めていくと。ただ、家賃に

ついては、国庫補助がありますので、５万円になった場合にその入った避難者が全部

５万円自己負担で払うわけではありません。これもどの程度家賃の補助もあるのかも

まだ定まっていない、我々も聞いていないですね。その辺を総合的に勘案して家賃を

設定していくと、いずれにしても８分の７国が出すということですので、通常のもの

とはだいぶ違うというふうに考えて、特殊性があるというふうに考えています。

以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 村長ね、これはちょっと変だと思いますよ。と申しますのは、民間

と行政とは違うんだという発想。それから補助率が高いんだと、だからどうでもいい

んではないかと聞こえる。こういうずさんな経営ではだめなんです。いずれにしても、

この出所、公金ですよ。これはみんなの税金なんですよ。ですから、運営は慎重な上

にも慎重に、やはり誰が見ても明朗だという形にしないとこれはまずいと思うんです

よ。ですから、私が言っているのは、きちっとした誰が見てもこの未納の問題とか、

いろんな問題に対してスムーズな形が取れるような体制というものは協定する時点で

既に決めておかなくちゃいかんと思うんですよ。家賃についてもですよ。それが今後

しますよというのは、どうもまずいなという感じがしているわけでございます。そう

いう観点からして、もう一度その辺について明確なお答えを願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 私が言ったのは、８分の７をもらえるのでどうでもいいということ

では決してありません。ただ、民間のアパートを建てる場合の事前の準備と、今回の

特殊性、緊急性のある場合の手順が少し違うということのお話しでございます。です

から、民間のように最初から収入がいくらあってどういうふうに徴収してということ

を決められればいいんですが、仮の町という規程さえもまだ決まっていない中で、１

日も早く入っていただくと、建築するということの中で今もう既に着工しているとこ

ろもありますが、言うなれば非常時の中で走りながらいろいろ細かいところを検討す

るという特殊性が今回の場合はあるということで、決して村の詰めが最初から甘くて
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始まったということではなくて、相手があると。その相手とそのときそのとき協議を

しながら定めていくんだということで、富岡のほうには既に細かいこと、未納の場合、

さっきいったみたいに６７棟のうち１０棟が余ってしまった場合は仮の町になれば富

岡にその空いた１０棟分は家賃を払ってくださいよというふうにできるのか、その辺

については仮の町の規程さえもまだはっきりと我々に伝わっていないということなの

で、完璧に富岡だけに入っていただくのか、入らないところは村が自由に入れていい

のか、その辺の定めがまだ県のほうとしても、富岡としても定められない段階でなか

なか決めかねている部分があるということですが、いずれこれは村の施設ですので、

赤字になったり運営ができないということはありませんので、今年から、４月から建

設課のほうには対応として１名増員をしてそれに対応するということで、体制は４月

からまた改めて造りたいというふうに考えてます。遺漏のないようにこれから進めて

まいります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） そういうことではなんとか遺漏のないようにお願いしたいとは思

いますが、そこで今後のことなんでございますが、いろいろ６７戸、例えば仮に５

万５,０００円とすればやはり月４００万円ぐらい入るんですね。それに１２か月、

４,８００万円、こういう金額を家賃のやりとりやら未納やらいろんな事務処理、１

人置くといいましたが、これは特会事業、特別会計という形でやってはどうなのかな

というふうな感じをしております。将来は土地も住宅も区画はなされておりますから、

売却ということも当然考えられると思うんです。そういう点からすればこれは一般会

計ではなくて特別な中で、やはり収支をきちっと出していくというのが本来望ましい

のかなということでございます。どうでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

売却のうんぬんについては、先ほどいいましたように、県のほうは明確な返答がな

いと、まだ決まっていませんというのが県の答弁ですので、まだその件についてはま

だはっきりしません。

それから、あと特会については、実際には入れるのは２７年に入ってからだろうと

いうふうに想定しておりますので、それまでの間、会計等については十分に検討させ

ていただきます、特会も含めて検討させていただきます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 今回のこの復興公営住宅、富岡町さんには早く安心・安全の住宅に

入っていただきたいと、そしてよかったなという気持ちで１日も早くふるさとに帰っ

ていただければなというふうに思います。そういうことからすれば大玉村においても

やってよかったなという体制をこれは村民が見ても良かった、業者さんも良かったと、

是非ともそういう形を構築していただくことをお願いしまして、一般質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました。

○議長（佐藤 悟） 以上で、５番鈴木宇一君の一般質問を打ち切ります。
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◇ ◇ ◇

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

(午前１１時０８分)

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。(午前１１時２５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ８番遠藤文一君より通告ありました「バイオマスタウンについて」

ほか４件の質問を許します。８番。

○８番（遠藤文一） ８番遠藤文一です。これより平成２６年３月定例議会における一般

質問を行います。

はじめに、バイオマスタウン構想について伺います。平成１９年７月３１日付、農

水省から新たに応募がありました４市町村のバイオマスタウン構想の公表がありまし

た。確かに福島県大玉村も公表され、全国で１０１市町村となったようであります。

バイオマスタウン構想とは、地域のバイオマスの総合的、かつ効率的な利活用を図る

ため市町村が作成する構想だそうであります。そこで本村における現在の取り組みに

ついて、それぞれの実状とその成果について伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長

○住民生活課長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

導入可能なエネルギーとして、家畜糞尿などを利用したバイオガス、廃材、間伐材、

建築廃材等を活用した熱利用、廃食油を利用したバイオ燃料などが考えられておりま

すが、家畜糞尿につきましては、大部分が堆肥化で利用されていると。また、木質系

の利用については、中間処理施設の資源化が行われているほか、製材所から発生して

いるバークなどにつきましては、畜産農家の敷き材として活用されております。ペレ

ットストーブや薪ボイラーでの活用も推進しておりますけれども、現状では熱や発電

などのエネルギー源として活用は進んでいるとは言えない状況でございます。その最

大の理由としては、設備投資に大きな費用がかかると、そこに原因があると考えてお

ります。廃食油の活用におきましては、管内に廃食油を回収し、バイオエタノールを

精製販売している事業者がございまして、本村でも公共施設での回収ステーションを

設置し、回収に協力するとともに、公民館の公用車にその燃料を使用してございます。

このような取り組みを踏まえての成果について考えれば、普及拡大にはまだまだであ

ると、そういう印象でございます。特に木質系のバイオマスの利用に関しましては、

１１年３月の東京電力の事故の影響もございまして、むしろ利用の縮小が起きている

というのが現状でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ただいま答弁のありました中で、バイオディーゼル燃料、それにつ

いてはそれなりの実績があろうかと思います。一番その実績として目に見えるものと

してバイオマス活用、利活用方法の堆肥の品質向上利用促進にするんだという計画、

それに沿って堆肥センター等の利用等々もあったかと思いますが、その点について、
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現在その畜産農家からの家畜糞尿の搬入がどういうふうな状況なのか、あるいは今後

の見通しについて、把握されておったら伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。

堆肥センターの堆肥の搬入については、肉用牛、酪農、豚の糞尿について自己搬入

並びにコンテナの搬入について行っているという状況でございます。また、堆肥の売

りさばき、入り口は今ほどの内容でございますが、売りさばきの関係につきましては、

原発事故前ですと、いわゆる耕畜連携ということで稲藁を畜産農家にやって、畜産農

家、堆肥センターの堆肥をそこに還元するということで、耕畜連携事業の中で堆肥を

利用していただきましたが、残念ながら原発以降、稲藁については放射性物質の影響

で、それらの耕畜連携が崩れてしまったという状況がございます。原発事故以降、堆

肥センターについては、稲作農家に特採米等々の利用はいただいているところですが、

まだ除染事業の反転耕の中で牧草地については堆肥を投入したという状況でございま

すが、その後、農地の除染事業がほぼ完了した中で、いわゆる堆肥が在庫として残る

というような状況下にあります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） バイオマスタウン構想の中で、いちばん具体的に、しかも何となく

理解できるとして堆肥センターの利活用がいちばん目に見えたのかなと思いますが、

原発事故の関係もあろうかと思いますが、現状、そして将来の見通しはそんなに構想

に載っけておけるような状況にはないのかなというふうに思っております。ただ、本

村のバイオマスタウン構想で、当時木質バイオマス利活用についても表示されており

ました。７年前にこの木質系の構想を取り入れたと、構想を立ち上げたというその勇

気は、おれは大した勇気だったなというふうに思っております。当時、化石燃料も安

くて、山などは誰も見向きもしないと、そういうときのその木質系バイオマスを着目

したという、その点については私は高く評価したいなというふうに思っているところ

でございます。現在ですから、脱原発や再生可能エネルギーが現在盛り上がっており

ますから、そういう時期だからこそ、自然の木質系バイオマス利活用についても、自

然に受け入れられるというふうに思われるところもありますが、改めて本村なりの木

質エネルギーの利活用について積極的な取り組みを求めているところであります。今、

課長のほうから木質系バイオマスの利活用については、非常に技術的にも資金的にも

大変だというような話だったのかなと思いますが、結局、エネルギー基本計画案にお

いても地域活性化にも資するエネルギー源という評価をしております。そこで広くと

らえた森林資源の今後の利活用という観点から、村長の見解を伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答え申し上げます。

木質系のバイオマス発電、若しくは熱利用ということでかなり具体的に林野庁とか

県のほうの林野の関係も大玉村が積極的に取り組むという姿勢を示してまいりました

が、この原発の問題で鮫川の問題、それからそれを受けて塙が造れなくなったという
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問題、それから牧草とか農業系の焼却の仮施設が安達管内で今、求められていますが、

なかなか立地が難しいと等々の理由で、私が村長になってから林野庁にも森林組合と

か県の林野のほうにもお断りをしました。今現時点では取り組むことはできないと。

ただ、情勢が変わればそれは当然そういう計画の下に取り組んでいくということもあ

りますが、ただ、１村で大玉村規模のこの規模でバイオマス発電所に取り組むのは無

謀だというふうに私は考えておりますので、やるとすれば安達管内とか県北とか広域

で取り組めばだいぶ可能性があるんじゃないかと。ただし、今の汚染の状況ではなか

なか住民の理解は得られないというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 私もその木質バイオマスによる発電、これについては我が村１村で

というようなことは考える必要はないのかなというふうには思います。ただ、この森

林資源を有効に活用するということは、十分に検討、研究すべきだということを申し

添えておきたいと思います。既にご承知と思いますが、藻類からオイルを生産したり、

スイートソルガムからバイオ燃料を生産するなどの実証研究、実証試験が行われてい

る現状を踏まえ、これら藻やソルガム等のバイオや栽培、これについては土地が必要

であります。であるなら本村の非作付け地の有効利活用のためにも、それらの研究機

関から情報を得るなり、連携により何らかの事業に結びつけられないか、伺いたいと

思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。

だいぶ最近いろんな稲科の作物の関係とか、これはセシウムを吸収すると、それを

また焼却できるとか、いろんな研究がまた出てまいっておりますので、可能性につい

て、これから耕作放棄地が心配されますので、その一つの解決策として可能性として

は、日大工学部との技術関係のそういう協定も結びましたので、そういう中で可能性

について探ってまいりたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 本村のバイオマスタウン構想、悪いとは思いませんし、しかも既に

構想済であります。当然見直すべきところは見直し、確たる構想に基づき計画的に運

用、実施されることが重要と思います。当時、バイオマス活用推進協議会を立ち上げ

るとか言っておりましたが、その後どのようになっているのか伺うとともに、今後の

方向性と具体的取り組みについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番さんにお答えします。

協議会については、まだ設置されておりません。それで今後の方向性に関しまして

は、今バイオマスに限らず太陽光等々も含めた新しい再生可能エネルギーの利用拡大

に向けた協議会を作っておりますので、その中で全体的に取り組みを進めていくと、

このように考えております。

○議長（佐藤 悟） ８番。
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○８番（遠藤文一） いまだにバイオマスタウン構想を公表した大玉村というのはまだ農

水省のホームページから消えておりません。やはりそういうような意思表示したから

には、旗を下ろすか下ろさないか、やるならやる、やらないならやらない、きちっと

整理してもいいのかなというふうに思っております。そういうことの質問であります

ので、やるとすれば徹底的にきちっとやるべし、そしてやらないとすれば大玉村はそ

の構想から撤退したというようなことも必要なのかなということも申し添えておきた

いと思います。

次に、農業集落排水処理施設、浄化センターについて伺います。現在、浄化センタ

ー近隣住民からの苦情などはないかどうか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。

大山第一浄化センター並びに玉井第二浄化センター、それぞれ周辺の住民の方々か

ら悪臭関係、そういったものについての要望なり苦情等は出てございません。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 以前に車に搭載した脱水機の購入がありました。それらの運用状況

と脱水汚泥の処理、その費用等について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。

ご質問の車搭載脱水機ということでございますけれども、移動脱水車、この車につ

きましては、平成１４年度に導入をしております。運用開始につきましては、１５年

度からというふうになってございますけれども、現在も月、１か月当たり８日程度の

汚泥脱水処理に活用をしております。

２点目の脱水汚泥の処理関係でございますけれども、移動脱水車におきまして汚泥

の脱水処理を行いましたあと、大山第一浄化センター、玉井第二浄化センター、それ

ぞれ処理後に脱水した汚泥をあだたら環境共生センターのほうに搬入をしまして、セ

ンターのほうで一般家庭から排出されましたし尿と一緒に処理をしていただいている

ところでございます。

３点目のその費用関係でございますけれども、汚泥脱水処理にかかる費用につきま

しては、平成２４年度決算で申し上げますと、まず１点目がシルバー人材センターの

ほうに委託しております汚泥脱水処理業務委託料、これが１５１万４,９４０円とな

っております。

２点目ですが、あだたら環境共生センターのほうに処理していただいている手数料

になりますけども、これが１０１万４３６円でございます。

３点目でございますが、脱水装置のほうに投入いたします凝集剤、ある程度水分

を抜いたあとに脱水ケーキといいますが、スポンジ状に固める凝集剤でございます

けれども、その購入１年分になりまして４５万３,６００円、以上の合計で２９７万

８,９７６円が２４年度決算の額でございます。以上でございます。
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○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 次に、大山第一浄化センターに設置された脱臭装置の運用状況とそ

の部分のランニングコストについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） 再度８番議員さんにお答えを申し上げます。

大山第一浄化センターに設置されております脱臭装置でございますけれども、この

装置につきましては、平成７年度の第８回工事で設置されたものでございまして、完

成が平成８年３月２１日となっております。この装置につきましては、平成８年７月

からの本格供用開始時から運用を行っておりましたが、現在のところ、この装置の運

用は休止をしております。このため、ランニングコストについては現在かかっていな

いというふうな状況になっております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この脱臭装置に必要とするペレット等についての購入記録、いつ頃

まで確認されるか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） 再度８番議員さんにお答えを申し上げます。

購入記録関係でございますけれども、これにつきましては供用開始から既に１８年

が経過をしているところでございます。今現在、担当する課長としまして、以前の担

当しておりました職員の皆様方への聞き取り、そのほか関係する文書関係の確認作業

を行ってきましたけれども、その結果、運用休止を行ったということは、確認はでき

たところでございますけれども、その時期につきましては、結果的に特定はできなか

ったところでございます。また、関係文書の確認作業におきましても、伝票関係につ

きましては出納室のほうですべて保管はしておりますけども、実際保存期間がござい

まして、平成１３年以前の関係文書につきましては、既に処分がされております関係

から、購入伝票関係の確認ができませんでしたので、いつまでランニングコストがか

かっていたかというところが確認はできなかったところでございます。

なお、運用開始時から施設維持管理業務を受託しておりました管理会社、そちらの

作業担当者に確認をしたところでございますけれども、この確認の結果、平成１３年

頃までは運用をしておったというふうな情報は得ておりますけれども、この情報につ

きましても確定された情報ではございません。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） １９年ほど前になりますか、その脱臭装置、５,６００万円の補正

予算で計上されました。そしていろいろ議論されました。私の議事録を読み上げれ

ば、内容を聞いてみますと１.７メートルの深さ、０.５の１メートルの箱、これ２戸

で３,３００万円、全く積算根拠というか、納得がいかない金額ですと言っておりま

す。現在の価格でその整合性を検証すれば、冷延ステンレス合板 ＳＵＳ３０４、厚

さ２～３ミリのステンレス、ある情報ではトン３１万円、別のところではキロ４００

円と、箱型２つとしてせいぜい２００キロ前後の原材料で、加工賃を緩和してもしれ
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たものであります。ましてや腐食質ペレット、当時６０キロ購入で現在ですと３６万

円程度、多孔性鉱物８０キロ、当時予定でしたが、現在の価格ですと２４万円程度と。

なんのかんのいってもいかに法外な高い買い物だったかであります。しかも１３年頃

までしか記録が見当たらないとすれば５年そこそこで５,６００万円の事業そのもの

の利活用の形跡がないということであります。それが脱臭装置であります。その脱臭

装置、今稼動していなくても近隣住民からなんの苦情もないということはいかがなも

のかということであります。なぜ、今になってと思うかもしれませんが、私自身十分

反省しなければならないと思います。しかし、当時この議案に関わった執行者、職員

も当然でありますが、４番議員さん以降の方々ですと、当然議決に加わったところで

ありますから、議決したらそれでおしまいでなく、きちっとその後の成果をきちっと

検証するのも我々議員の責務であるというふうに思うところから、質問して実証をし

て、そしてここで共に反省しなければならないかなというふうに思うところでの質問

としたところであります。

次に、移ります。次に災害復興住宅について、将来とも村営賃貸住宅のままでやる

んですかということで聞きたいのでありますが、前の方の質問の内容からすると、ま

だ決まっていない状況で聞くのはいかがなものかとは思いますが、既に村営住宅条例

も設定して準備万端整っているところから、どのようにしたいかという、要するに賃

貸住宅のままで置くのか、あるいは分譲できればしたいのか、それについて伺いたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。

先ほど述べましたように、まだ何年経ったら分譲できるのか、その辺のことについ

ては県のほうでまだはっきり言えないということでございますが、感触としては、年

数が経てば、ある一定年数が経てば分譲も可能だというふうに受け取っておりますの

で、これはあくまでも今現時点での受け取りですが、将来的には希望者がいれば分譲

していきたいというふうに考えております。当然分譲を希望しない場合には借家とし

てそのまま借地料を払っていただくというような形になろうと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） まだ確たる決定している部分が少ないということの中での質問はど

うかと思いますが、すべて決定してしまってからでは意味もないということもありま

すので質問をします。これら住宅の下水、汚水の処理方法についてどのように考えて

いるのか伺いたいのであります。いうまでもなく国土交通省の公営住宅法及び施行規

則で定める共同施設でないというふうに考えておりますが、下水、汚水処理施設を共

同施設とする意味はないというふうに思いますが、いかがでしょうか、伺いたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

今回の終末処理につきましては、当然個人の合併浄化槽、それからそれ以外になん
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かそういう処理方法はないのかというようなこともいろいろ検討いたしました。あそ

こは百日川のすぐ北側ということもありますし、水質浄化、これらについてはやはり

通常以上に検討を重ねてまいりました。その中でいろいろ検討を重ねた中で土壌浄化

法に基づく小規模の下水道、これが水質問題についてはたいへん浄化作用があると、

それから維持管理費が安いと、建設金額も安いと、これらを踏まえて直接会津坂下の

ほうにも研修視察にまいりました。その結果、その現在使っている状況、それから昭

和５０年代の後半から、こういうもの、システムを導入している市町村もあるという

こともお聞きしながらいろいろ検討した結果、現在県の建築住宅課との協議の中でこ

の土壌浄化法でやってみようというような形で現在設計のほうは進んでおります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） なぜ、こういう質問をしたいなというふうに思ったかと申しますと、

共同施設とすることに私は疑問を持っておるところであります。その下水道の処理施

設、これ何年後に更新するか分かりませんが、それまではずっと村が関わっていかな

ければならないということであります。もちろん、将来分譲もしたいということであ

れば、村営住宅の部分と個人住宅の部分も出てこようかと思います。そういう煩わし

い状況が村の事務処理としてずっと継続するということは、ある意気では負の遺産を

残していくのではないのかなというふうな観点からいかがなものかというふうなこと

で質問しているところでございます。また、土壌被覆型礫間接触法、今度取り入れよ

うとしておられるのはたぶん、ニイミシステムと呼ばれる土壌浄化法の技術を取り入

れるということだと思います。その土壌浄化システム開発者と呼ばれている方が言っ

ているように、自然の持っている土壌の力やニイミトレンチ、要するにおれんとこで

開発した技術の内容を把握することなく設置されると問題が発生するようになります

と。技術の原則を把握することなく具体化した場合は、すぐに目詰まりという現象を

起こし、汚水を土壌中に導入することが困難となりますと、そういうふうに言ってお

ります。要するに理屈は分かりますが、その汚泥、汚水の量と処理槽の関係とは思い

ますが、処理槽が大きければ大きいほどこれは黙ってたって処理されるというふうに

思います。であるならば、その投資額はどうかというふうになると、なかなか計算で

きない部分があろうかというふうに思います。だから私が言いたいのは、将来分譲す

る考えもあるとすればやはり万が一の場合のリスクの小さい方法、あるいは目に見え

素人でも手軽に保守点検できるような選択をすべきではないのかなということからの

質問であります。ですから、将来どうしたほうが村のためになるか、あるいは個々人

のためになるか、あるいは公平な村営住宅、あるいは公平な分譲住宅になるというこ

との観点からもう一度伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

まず、前段申し上げましたように、水質の浄化、あそこにあと４ヘクタール、西側

にまた村有地も抱えております。それらも踏まえて水質浄化には特段の意を払いたい

ということが１つであります。
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それから、災害公営住宅になりますと、お年寄りの方、いろんな方がその世帯の構

成があると思います。その中で戸別の合併浄化槽の場合に果たして適正な維持管理が

できるのかと、そういう問題もございます。それらも含めて村として集中管理してほ

うが当然終末処理については良好な状態が保たれるというようなことも踏まえて大玉

村として、村営としての集中処理方式をとったほうがいいというような結論に達した

ものであります。これについてはその都度そういう形での事務は増えるかもしれませ

んが、普通住宅、公営住宅にしましても戸別合併浄化槽のブロアとか、そういうもの

については貸し主の維持管理の範囲の中というふうにとらえております。

それから、このニイミシステムにつきましては、確かにニイミシステムの使用方法

と違う手法を取ればそういうふうな形でいろんな弊害が出てくることも予想されます

が、このニイミシステムにより適正な維持管理を図れば当然通常の小型合併浄化槽よ

りも水質の問題、それから維持費の問題、管理費の問題、そういうものについては、

現行の小型合併浄化槽よりも特段に優れているというような結論に達したものであり

ます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 投資額、あるいはそれによる浄化力等々を踏まえてやっているとす

れば、結果でそれ以下になってしまったということでは取り返しがつかないのであり

ます。この前にいったように、なぜ今それが必要なのか、なんでそれだけの金額を投

資しなければならないのか、結果的にやらなくたって同じだったと、なんでもなかっ

たと、今だって平気ですよと、そういう投資は二度とやってもらいたくないというこ

とから、特にこれについて要望しておきたいと思います。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次の質問があるようですが、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分とします。(午前１１時５８分)

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分)

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 午前中に引き続き遠藤文一君の質問を許します。８番。

○８番（遠藤文一） それでは、大玉村耐震改修促進計画について伺います。

既に計画作成から６年も経過しており、その間の改正がなかったということであり

ますので、結果根拠法の条文との整合性について問題があってもやむを得ないという

ふうには思いますが、耐震改修促進計画の進捗状況として確認しておきたいと思いま

す。その１つが、平成２０年３月の耐震改修促進計画書の中で、特定建築物で耐震診

断を行っていない４棟はどこの建物で、現在の状況について伺います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。

２０年３月の計画書の中で、耐震診断を行っていない４棟でございますが、まず１

つ目は玉井小学校の校舎でございました。この校舎につきましては、平成２１年の３
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月に耐震診断を実施しまして、平成２２年に耐震診断の改修を終えております。

２つ目については、大山小学校の校舎でございます。これにつきましては、、平成

２１年の３月、耐震診断を実施いたしまして、平成２３年に耐震改修済みでございま

す。

３つ目につきましては、大山小学校の体育館でございまして、平成２１年の１１月

に耐震診断を実施しました。平成２４年には耐震改修を実施しております。

４つ目につきましては、大玉中学校の体育館であります。平成２１年の１１月に耐

震診断を実施しまして、平成２４年に解体、建て替えを行っております。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 同じく同法に基づく特定建築物に該当しない規模で、既存建築物総

合防災対策推進要綱、福島県平成７年１２月改正により耐震化が求められている防災

上重要建築物で耐震診断を２棟実施されていないというふうに載っておりますが、ど

の建築物で現在の状況について伺います。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをいたします。

平成２０年３月計画書で防災上重要建築物の中で２棟耐震診断を行ってない建築物

につきましては、大玉村役場の庁舎、これにつきましては耐震診断北棟と南棟に分か

れておりまして、北棟につきましては耐震診断を平成２２年の３月に実施しておりま

す。南棟については、耐力度調査、平成２２年の１１月に実施しております。２４年

度において改修を行っております。大山公民館につきましては、もう１つは大山公民

館でございまして、平成２２年３月に耐震診断を実施しております。大山公民館につ

いては、まだ今のところ未改修となってございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今、最初の南棟、これあの役場庁舎でいいのかな、あと大山の公民

館、これ耐震診断をやってますよね。この場合のＩＳ値、それはいくつになってます

でしょうか。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えいたします。

南棟につきましては、当時の調査で主要構造部分がコンクリート棟で覆われている

ために耐震診断ができないということで、耐力度調査を実施しました。耐力度調査に

つきましては、平成２２年の１１月に実施しまして、耐力度点数が３,０７５点とい

う内容になっています。

大山公民館に関しましては、平成２２年の３月の耐震診断におきまして最小ＩＳ値

が０.３３という結果が出ております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 耐震改修における耐震性能の目標値は、原則として構造耐震判定指

標値、ＩＳＯ値とするとなっておりますが、本村でもそれに準ずるべきというふうに
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思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。

ＩＳ値に関しましては、耐震診断によって判定されるものでありまして、それぞれ

構造部分の耐力上主要な部分の地震に対する安全性を見るものでございます。いわゆ

る０.６以上が通常安全とされるべき数字であるということは、いずれの建物におき

ましても基本的に現在見る部分ではＩＳ値、ただ構造上判定できないものに関しては、

耐力度調査というような内容になってございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） そこで役場調査については、耐力度調査を実施したということであ

りますが、県でＩＳ値を４段階に分類しているというふうに思っておりますが、その

４つのランクのどこに当てはまる耐力度であったのか、それについて伺いたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

耐力度調査で３,０７５点というような結果を得たところでありますが、この中身

は構造耐力、保存度、外力条件、こういうものについてそれぞれ点数が出ております。

これを一概にＡＢＣＤの中でどこにはまるんだと、３,０７５点がどこなんだという

ことになると、一概にはここですというようなことは言えないとは思いますが、まあ、

ＡＢにはならない、Ｃ若しくはＤというような判定なのだろうというふうには判断し

ております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 大山公民館、ＩＳ値０.３３、今耐力度３,０７５であれば、ＣかＤ

に該当するのではないかというような答弁でございましたよね。文科省の耐力度調査

関連で耐力度４,５００点以下は、危険改築支援事業ということで補助事業に対象に

なります。そこから推し量っても当然大玉村の役場庁舎、耐力度３,０７５点という

のは、Ｃ、Ｄに該当してしまうということは言うまでもないというふうに思います。

ですから、大玉村役場庁舎及び大山公民館については、実態についてきちっと把握し

ている、認識しているということでよろしいか、もう１回確認したいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

大山公民館においてはＣランクというような形で、今後大山公民館についてはどう

いう活用ができるのか、そういう形でこの大山公民館の建物については承知しており

ます。

あと、役場庁舎につきましては、かつてよりいろいろご議論をいただいているとこ

ろでありますが、その後の耐震改修において軸ブレースの追加更新、それから水平ブ

レース、いろいろ破断されているというような部分についてもすべて更新したと、天

井等についても耐震天井にしたということを踏まえて、現段階においてはこれで改修
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をして、前回程度の地震については対応できるというふうに判断しておるところであ

ります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 私は専門家でないからどうのこうの言うつもりはございません。た

だ、新聞では阪神淡路大震災時に新建築基準法で建設された建物で、本当に無傷に見

えるような被害のなかった建築物でも、鉄骨などの破断が確認されたということが報

道されました。そこからして大玉村役場庁舎、築５０年、その鉄骨等に破断というこ

とがあると思われるか、ないと思うか、だから大丈夫だよというような判断なのか、

それについて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） 震災前ではありますけれども、鉄骨等について耐力度調査

の中では鉄骨のさび状況は露出柱については全くない。それから間柱等については、

若干のさびが見受けられると、座屈状況は全く問題がないと、こういうような診断結

果を得ております。今回の震度５強の地震においても、ほとんど損傷がなかったとい

うことも踏まえ、なおかつ、その後の改修ですべて天井を剥いてそれぞれの鉄骨につ

いて破断されているものは直し、溶接がされてないものは接続をするというような形

でその後の改修もしておりますので、十分とは申しませんが、大丈夫だろうというふ

うに判断しております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この件につきましては、ずっと何度も何度も議論してきました。私

の言いたいのは、見た感じ大丈夫です、大丈夫でした。この間の大震災にも大丈夫で

したと。それを数字的に表そうかと思ったらば、耐震診断できなくて耐力度調査をや

りました。じゃ、耐力度調査というのは一般的な耐震改修の該当にするのかと、なる

のかというとそうでもない。だから耐震診断のできない建物が、安全です、見たとき、

見たところそういう心配がございません。どこでもかくでもきちっと見てやれんだっ

たら耐震診断できるはずなんですね。だから、私が言いたいのは、それぞれの責任あ

る立場でそれぞれ議論してきました。どういう状況であるかということは、本当に専

門的な数値は出てないんですよね。そういう中で大丈夫だ、大丈夫だ、安全だ、安全

だと言っていられるかどうか。だから、責任をそれぞれ感じるとすれば、それなりの

対処が必要だと私は思います。だからその辺の判断を間違わなくやっていただきたい

なというふうに思います。予測できなかったでは済みません。これがまだ築３０年と

かという話ならともかくも築５０年の建物でございます。やはり数字的にもきちっと

安全だよという数字をつかんでいることによってやはりある意味では責任を果たせる

のかなというふうに思っているところであります。

では、次に移ります。次に県の教育委員会は、教師の指導力を高めることで児童生

徒の学力向上につなげるとして教師の指導力強化、算数、数学、小中に指南役派遣と

いうことで新聞報道がありました。そこでその内容について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。
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○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんに対してお答えいたします。

ご指摘いただきました件につきまして、２月２６日の新聞報道で大きく出ておりま

した。質問があったものですから、その詳細について県の教育委員会に照会をかけま

したが、新聞報道の範囲でしかお答えできないということで、その詳細については把

握できておりません。内容については、よろしいですか。あの報道通りなんですけど、

私がこれからお答えする中身については。

○８番（遠藤文一） どういうふうに把握されてますか、その点について。

○教育長（佐藤吉郎） 福島県では、復興に向けてロボット技術の開発とか、それから再

生可能エネルギー、あるいはまた医療機器関連産業、そういったものの集積に取り組

んでおります。それに伴いまして技術を支える理数系に強い人材の輩出が求められて

いるという背景がございます。そこでこれはあの前々から指摘されていて、今もそう

いう状況にあるわけでございますけれども、本県の児童生徒の弱点、学力面での弱点

なんですけども、算数数学の学力を更に伸ばす必要があるというようなことで、この

事業、平成２５年度から行ってますが、来年度は実際に現場に出向いて、これは教諭

です。学校の教諭なんですけども、その学校には別な人を加配してその先生が自由に

出向くことができるというような、そういうシステムを作って福島県内に７つの教育

事務所があるんですけども、その事務所ごとにコアティーチャーという先生を選んで、

その先生方を各学校に配置したり、あるいはまた研究会を開いたりして事業改善を図

っていって、更に教師の指導力を高めていきたいと、そういうふうな事業であるとい

うふうにとらえております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今、説明ありましたように、その指南役の派遣事業、これ受け入れ

るのか、受け入れなければならないのか、伺いたいと思います。また、今も話ありま

したコアティーチャーという表現でありますが、派遣期間にもよろうと思いますが、

本当のコアになり得るのか、それを現在勤務している先生方はどのように受け止める

というふうに考えられるか、このコアティーチャーの派遣によって心配される点、あ

るいは期待される点、それぞれ伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

詳しい内容については、人数とか期間であるとか、回数であるとか、先ほどお答え

いたしましたように、ちょっとまだ把握できてない状況でありますが、こういった制

度が具体的になってきたとしたときに、私は大玉の大きな課題、学力向上というふう

にとらえておりますので、その趣旨を積極的に生かしまして、できるだけ活用してい

きたいと、そんなふうに思っております。

○８番（遠藤文一） 心配される点と期待される点。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） 期待される点といたしましては、先生方が同じ立場、教諭なんで

すね。管理職であるとか、指導主事とかという制度なんですけども、そうじゃなくて
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教諭という同じ立場で、人たちに授業をしてもらうことによって、より良い授業のイ

メージというんですか、そういったことを具体的に把握することができるのかなと、

そういったことで期待ができると思います。

あと懸念されることといたしましては、授業といいますのは、このやり方、飛び込

み授業といって、いきなりほかのところに行ってやる授業なんですけども、やはり教

師と子どもたちの人間関係というようなことが、できていることがベースになります

ので、それが十分でないところでやっての授業ということで、子どもたちに緊張感を

与えはしないかとか、それからまた具体的なことについてよく分からないんですけれ

ども、その日程調整であるとか、進度の調整であるとか、そういったことについては

十分配慮していく必要があるのかなと、そんなふうにとらえております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） まだ具体的な内容を把握されてないというようなことでございます

が、利用するとするならばやはり十分にいいところを利用して村内の学力向上に寄与

していただきたいなというふうに思います。

次に、学力テストについて伺います。昨年１２月１６日の福島民報新聞のトップ記

事で、学力テスト学校別成績公表、県内市町村教育長の９割、賛成できないというふ

うにアンケートの回答があったというふうに報じております。そんな中、県教育委員

会は６地域ごとの成績公表に向けて準備を進めているとのことでありますが、本村教

育委員会にはどのように通知等があったのか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

正式な通知はありません。ただ、新聞報道、それから町村教育長協議会という組織

なんですけども、その役員会等においてそういったことに来年度踏み切るというよう

なことについての情報は得ております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 県内教育長の意向を把握しているにもかかわらず、なぜこのような

方法で公表を検討しているというふうに思われるか、また県内６ブロックの成績公表

について、どのような意義があるというふうに教育長は認識されるか、その見解を伺

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。

今回報道された中身は、生活圏ごとについての公表というふうなことであります。

但し書きがありまして、市町村別、学校別の公表については、過度の競争を仰ぎ、特

に小規模の自治体や学校では、個人の特定、個人が特定されがちである。そういう懸

念があると、そういったことからいじめ等の問題行動が懸念されるので、それは見送

るというふうになってますので、市町村教育委員会の意向というのではなくてできな

い、事務所単位の公表というふうに踏み切ったというか、そんなふうにとらえており

ます。その理由といたしましては、福島県、たいへん広範囲でございまして、生活環
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境いろいろもろもろ環境が違います。そういったことでその生活圏別の学力を把握す

るということ、そういったことに意義があるのかなと、私はそのようにとらえており

ます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 学校ごとに公表すれば過度な競争を生むと、弊害があるということ

でありますが、しからば今度は地域別ごとに競争させるかというような感じもするの

でありますが、地域別の競争に挑戦しますか、伺います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） 私は、大玉の教育長でございまして、県全体を見渡す立場にあり

ませんので、その点についてお答えすることはできません。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 県教育委員会がそういうことを考えていると、まあ実施されないか

らまだ未定な部分はあろうかと思いますが、それが何をもって何を意味して何をしよ

うとしているのか、その辺は分からないところでありますが、その過度な競争を心配

していながらも、そういうことをするということ、十分に検討して、それに乗るか乗

らないか、十分に検討していただきたいなというふうにも思います。

先日の民報新聞に大玉村と日大工学部が工学技術支援に関する協定を結んだとの報

道がありました。また、教育関係で県内大学と連携しての授業を計画しているという

試行基本方針が示されました。我々と違った、あるいは我々にない能力をどんどん取

り入れて行政執行することについては、大いに期待するものであります。ついでと言

ってはなんですが、茨城大学のバイオ燃料、筑波大の藻類オイルの開発などと連携協

力も意義ある案件というふうに思ってございます。これらについて村長の考えはどう

いうふうに考えられているか、あるいは村外、県外の能力、あるいは知能、技術など

可能な限りの取り入れ、あるいは取り組み等々についてどのように考えておられるか、

村長のその辺についての見解を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答え申し上げます。

私は、教育長を長くやってていうのもなんですが、大玉村に欠けているものは外部

との協力というふうに考えておりましたので、やはり外部から村を見ていただいて、

手を差し伸べてもらって技術協力とか、いろんな協力をやっていただくと、これは企

業からもそうです。今回原発で発災してから大玉村に手を差し伸べた大学とか企業と

かというものを考えたときに、やはりそこに大玉の問題があるのかなというふうに強

く感じましたので、今回、日大と協定を結んだり、これから外部に向かってどんどん

協力依頼をしていきたいというふうに考えてますので、当然に外に向かっていきたい

というふうに考えてます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） はい、これで一般質問を終わります。

○議長（佐藤 悟） 以上で８番遠藤文一君の質問を打ち切ります。
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第７号「大玉村特別導入事業基金条例を廃止する条

例について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） この廃止することのその理由と根拠について伺うとともに、関係諸

団体との調整についてどういうふうな経過があったか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに特別事業基金の廃止の理由と根拠でございます

が、この基金条例は昭和５７年に制定されまして、その後５７年から通算で導入頭数

で申し上げますと１１０頭導入したわけでございますが、昭和５７年から１１年まで

貸付事業があったんですけども、その後各畜産関係者からのいわゆる貸し付け導入の

実績がなかったということで、なおかつ提案理由でも申し上げましたが、平成１９年

に国庫が事業廃止して余剰金を引き揚げると、その後県についても所期の目的を達成

したので、県についても廃止するという内容で、それぞれこの後の議案での新しい基

金を１９年に村独自の村費の基金を制定したわけですが、１１年からそれらも含めて

いわゆる貸付の実績がなく、現在村で行っている補助事業等の活用で導入していると

いう内容でございます。また、これらについて畜産団体との協議はどうかということ

で、団体との協議につきましても現在行っている畜産関係の、本村の畜産関係の事業

等がよその市町村よりはいろいろなメニューがあるということで、特にこの導入に実

績がないということで、役員等々にはそういう現状をお伝えしたところでございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第７号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第３、議案第８号「大玉村高齢者等肉用牛導入事業基金条例を

廃止する条例について」を議題といたします。
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質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） これについても廃止の理由と根拠、そして諸関係団体との協議調整

について伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えいたします。

先ほどの特別導入事業等は、国、県、村の３つの負担によって実施したわけですが、

この肉用牛導入基金については、国、県が事業廃止して村費の部分で基金を運用して

ましたが、先ほども申したとおり、特別導入事業から１１年以降１９年にこの事業基

金を制定しましたが、貸し付け実績がないということで廃止するものでございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第９号「大玉村ふれあい農園条例を廃止する条例に

ついて」を議題といたします。

質疑を許します。６番。

○６番（佐々木市夫） ふれあい農園設置条例、これは旧苗畑跡地の村が取得するに当た

って有効利用を図るための１つの方策としてあの当時創設されたのもと記憶しており

ます。いずれにしましても、今回災害公営住宅ですか、それの建設に伴って廃止とい

うような形ですけども、改めまして当時、そのふれあい農園の設置された実績と評価

についてどのように村当局では総括しているか、その辺についてまずお伺いしたいと

思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ６番議員さんにお答えいたします。当時横堀平地内の村有

地に条例上は７,７００平米ということで、その区画の１区画５０平米ということで、

４０区画程度当初整備いたしました。井戸も掘りました。それで村内外郡山、二本松、

あと村内、合わせて最大で１８名の方が当時ふれあい農園として利用させていただき

ました。その後はこういう事情で仮設住宅ということも踏まえて今回条例を廃止する

ものであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） この大玉ふれあい農園、今回の廃止、原発事故関連で廃止を余儀な

くされたんでありますが、このことについて村としての損害賠償とかなんか、そうい

うことについての考えはどうなるのか。後、今回この大玉村ふれあい農園に大体投資
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された総額、それも答えられたら一緒に併せてお願いいたします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） この損害賠償関係については、まだ請求は行っておりませ

んが、当然自治体が被った損害というような形での認識は持っておりますので、これ

らについては入湯税とか、あるいはゴルフ利用税、そういうふうな一般的な収入と合

わせて当然損害賠償していきたいというふうに考えております。

また、当時の投資額でありますが、井戸掘るだけで１００万ぐらいはかかった記憶

がございます。その後職員の人力によるものが多数ありましたけども、やはりこれを

作るのにはその倍の２００万程度の投資は当然行っただろうというふうに現段階では

考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第９号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第１０号「大玉村ふれあい広場設置条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。６番。

○６番（佐々木市夫） 今回、ふれあいの広場の設置条例という形での改正案ですけども、

いずれにしましても、現時点でこの改正をする根拠的な、数字の根拠について、まず

お伺いしたいと思います。

あと現時点で使用料金の明細ですか、年間どのくらいの団体がどのような形で利用

しているのか、それについても分かれば併せてお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。

今回のふれあい広場の使用料の改正につきましては、根拠という部分では行政財産

使用料の計算例に基づきまして、それらに基づきまして算出したものでございます。
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なお、現在の利用状況については、日本犬等のいわゆる展覧会等々で、民間の方に

ついては、３団体等ですか、それらも含めて３団体等が利用しているというような状

況でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第１１号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。２番。

○２番（押山義則） 行政支援嘱託員についてなんでありますが、これは２５年度にも直

売所、それからプールに派遣した形と同様の考えと思うんですが、今回これ改めて行

政支援嘱託員という形でやったわけで、特別にこの行政支援嘱託員の職責って特別な

ものがあるのかどうか。昨年度に設けた制度と大体金額から算定しますと年額は一緒

なんでありますが、その違いは明確にあるのか、改めて伺いします。

○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。

これら行政支援嘱託員につきましては、月額については先ほどお話しありましたよ

うに、プールとか直売、プール関係所長、それらと勤務態勢は同じであります。ただ、

この支援嘱託員につきましては、今後予想される行政需要に対応して各分野で支援を

いただくと。特に高齢者福祉とか、そういった面での対応というふうに考えておりま

す。今回そのような予定で考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） この支援嘱託員というのは、特別にその職種については限定される

わけですか。改めて。

○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。

これ職員の関係なものですから、まず年金が６５歳までということのことですので、

各企業については法律で６５歳まで希望するものは採用しなさいと。公務員について

も同じような法律的に完璧な縛りはありませんが、再任用しなさいということでござ

います。大玉の場合には、今のところ条例には再任用制度はありますが、適用してい

ないということがありますので、それでもやはり行政需要も職員も少ないので、行政

需要も増大しているということで、再任用で採用すれば職員にとってはいちばんいい
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方法でありますが、やはり財政的な問題とかの部分もありますので、今現在、村民プ

ールの所長、ふるさとホールの館長、社会教育指導員等々、３日半でこの金額でやっ

ていただいているということですので、これから必要とする分野において３日半の非

常勤で支援をいただくということで、職種についてはそういう館長とか所長とかとい

うものではなくて、行政のあらゆる分野に対応できるようにこの名称でやっていきた

いと。

なお、先ほどの答弁漏れがありましたが、産業センターの所長は日額でやってます

ので、１３万８,０００円とかなんかという定額ではございませんので、雇用形態は

違ってきます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） 今、村長から丁寧な答弁あったわけでありますが、そういう形なら

やはりそういう形の方向性をきちんと分かりやすく示していった方がよろしいんじゃ

ないかと思います。改めてそのことはどう思いますか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 再度申し上げます。

施設の場合には所長とか館長とかという名称が使えるわけですが、例えば高齢福祉

の場合には、そこに冠がつきませんので、こういう一般的な広範囲に適用できる名称

しかないんじゃないかということで、このようにさせていただきました。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） この４条の６に列記されている特別職の職員で別表に掲げるうんぬ

ん、この特別職の職員、それぞれお伺いしたいと思います。なお、これについては、

通勤手当だけの条文というふうに解釈していいのかどうか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。

まず、手当のほうについては、通勤手当ということです。

それから、これらに該当する特別職でありますが、社会教育指導員、プール所長、

ふるさとホール館長、大玉村税等徴収嘱託員、水道事業嘱託員、そして今回提案の行

政支援嘱託員、以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 現在、これらの職員で、該当する職員で片道４キロ以上という職員、

あるいは６キロ未満程度のというふうに考えられますが、４キロ以上の職員、どのぐ

らいいるか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。

現在でいきますと３名でございます。

○８番（遠藤文一） ６キロ未満。

○総務課長（遠藤勇雄） ６キロ未満につきましては、２名です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。
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（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なし認めます。

よって、これより議案第１１号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第１２号「職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） これを改正する理由と根拠、そして、それについて伺いたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。

まず、第２条関係でございますが、これにつきましては新型インフルエンザ等対策

特別措置法及び大規模災害からの復興に関する法律の制定、これらに伴いまして災害

派遣手当、これらの支給について県の条例施行に準じて改正をするものであります。

なお、もう１つの通勤手当、これらにつきましてもガソリン等の高騰によりまして

県の改正条例に基づいて自動車等の使用する職員に対して支給する通勤手当の上限額

を改正するものであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 県の改正に基づいてというような今おれはとらえ方をしたんだけど、

まだ改正してないと思いますよ。公務員同士闇カルテルで、県でも今度上げるから各

市町村も上げろよなんて、それはねえと思うよ。今度の県会に出てくるかもしれない

けど、現在はまだ執行されていないんだから、だからそれはちょっといかがなものな

んだな。だから、そういうことで、ああそうですかと聞いておくわけにいかないから、

もうちょっと別な答弁してもらえないかな。それじゃ、なにやってんの、おかしいん

じゃないのというふうになっちゃう。また、県条例ではそれは執行してないし、まだ

やってないと思うよ。

○議長（佐藤 悟） ８番議員、これ質問ですか、どうなんですか。
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○８番（遠藤文一） 質問です。ですから別な。

○議長（佐藤 悟） そうじゃないのでは質問になりません。８番。

○８番（遠藤文一） じゃ、訂正してもう１回質問させていただきます。２回目にしてく

ださい。

○議長（佐藤 悟） いや、これはさっきな言ったのがそうじゃないのと言っただけで、

質問しますと言わないで、そうじゃないのでは質問にならないと思うんですよ。

○８番（遠藤文一） 了解しました。

○議長（佐藤 悟） きちっとやってください。

○８番（遠藤文一） 改めて質問させていただきます。２回目にしてください。要するに

県の関係で我々もそれに基づいてやりましたということでは、まだ県ではやってない

んだから、それはおかしいということで質問します。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。

県に準拠するということで、今回の２月県議会に県は上程をして、４月１日から実

施予定だということで、各市町村にこういうことでガソリンの高騰に応じて上げては

どうかというのが、その準則を県のほうで流してよこしているので、何らかの事情で

これは内容は県が言ったからではなくて、ガソリンが高騰していることは間違いあり

ませんので、県が何らかの事情で否決されたとしても大玉村は今のガソリン状況に見

合った金額を上げるということで是非審議いただきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 議事録にのんねほうがいいかな。要するに準則が来てますからとか、

県がこうだからこうしました、でなくて、最初からそんなことを言わないで、大玉村

は燃料上がっているからこうしますならそれでなんともしょうねえ話なんだから、そ

の辺で一番おれ気になるのは、こういうことで通知来た。連絡あった。準則が来た。

だからこうしますと、中身を理解しないで準則流れてきた、そのまま出しましたなん

てはうんといやだ、おれ。だから、そういう答弁でなくて、これは村の独自の考えで

こうして、こういうふうな条例を提案しますと言うことでやっていただきたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） これも質問に、はっきり最後にどうなのか、村長にとか、どこでも

いいから質問しますということでなくして、そう思いますでは質問にならないと思う

のですが。村長、サービスに答弁しますか。

○村長（押山利一） それでは再度お答えを申し上げます。

給料とかその他の分野についても、とりあえず何らかの判断をするときには、県が

どのようにしているかということを過去においても県の考え方を参考にしてやってま

いりましたので、何を根拠にしているんだと、根拠と理由と言われますと、県もその

ように判断しているし、我々もそのように判断しましたので、上げましたというのが

根拠ですので、あくまでもこれは村の条例ですから、村で最終的に判断をした。ただ、

その手助けとして県の資料を活用させていただいたということでございますので、ご
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理解いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第１２号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第１３号「大玉村行政財産使用料条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 今回の消費税、４月１日より８％になりますけども、また来年の

１０月には１０％ということで数字入ってないんですけども、来年の１０月の時点で

１００分の１１０になった場合のこの数字はどのようになされるのか、伺っておきま

す。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 来年の１０月のそういう税改正、あるかもしれませんし、

どうなるか分かりませんが、その時点でも対応できるように文言で今回、この文言通

りです。４月からは１００分１０８ということでご理解いただければと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。３番。

○３番（武田悦子） ここで定める行政財産使用料というのは、どのものを指すのか伺い

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します。

行政財産、土地、建物、いろいろございます。現在、村が具体的に行政財産使用料

条例で徴収しているものについては、庁舎前にあるCD、キャッシュディスペンサー、

あそこの機械、それから役場の庁内にあるたばこの自販機、こういうものが行政財産

になります。それから陽だまりの里に貸している保育所の南側にある第二駐車場、こ

ういうものについては使用料条例に基づいて契約を結んで使用料を徴収しているとこ
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ろであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第９、議案第１４号「大玉村社会体育施設に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。１１番。

○１１番（遠藤義夫） このプール使用料なんですが、現在、村であのプールを利用する

人が村外が３分の２くらいいます。今、本宮はちょっと修理しているようで今混んで

いるようなんですが、二本松にできるような状態で危機管理の中で値上げ、値下げを

するんだか、その辺と、またこれ本宮あたりと同等に値段というか、使用料がなって

んのかどうか、お答え願います。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） １１番議員さんにお答えいたします。

この値下げにつきましては、近隣の今おっしゃったとおり二本松のほうで造られる

ということもあります。大玉のプール、是非とも活用していただきたいというのがあ

りまして、金額を下げることによって集客を図っていきたいというのがあります。金

額につきましては、１回当たりの使用料につきまして本宮と比較しますと、本宮につ

きましては、一般につきましては５００円、それから中高生、６５歳以上ということ

になってますが、そちらにつきましては３００円ということで、１回当たりの使用料

につきましては、同額ということにしてございます。

年間使用料につきましては、また同じ本宮と比較することでございますが、本宮

につきましては、年間使用料、一般の方が２万円ということでございます。当方につ

きましては、１万５,０００円ということでございますが、２万円ということで、こ

ちらは変更ございません。６０歳以上につきましては、本宮さんにつきましては１万

２,０００円ということでございますが、うちのほうは１万円ということで今後、今

改正をお願いしているところでございます。中高生につきましても、同じでございま

すが、本村におきましては６,０００円ということで安く設定してございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。４番。

○４番（菊地利勝） このプールの年間利用者数減っている状況は分かってますけども、

現在ここに年代別の利用者数、分かる範囲内で。
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あと、ここ何年かの減収ですか、金額的にいくら減収しているか、とりあえずこの

２点だけお願いします。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ４番議員さんにお答えいたします。

年代別の利用でございますが、村内の一般の利用につきましては、６,７７３人の

２５年の２月末、２６まででございますが、６,７７３人の利用になってございます。

高校生以下につきましては２,３６７人、幼児につきましては６５８人ということに

なってございます。

それから、村外に一般につきましては８,９６３人、高校生以下につきましては

１,２７０人、幼児につきましては９３６人という人数になってございます。

使用料の減収、今回の改定に伴う減収でよろしかったでしょうか。今回改定するこ

とによって試算しましたところ、８７万９,０００円程度の減収になるものというふ

うに試算してございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ４番。

○４番（菊地利勝） 利用者数、あるいは減収、分かりました。今回いちばんは、６０歳

以上、高齢者というか、この方に利用していただきたいという価格設定は分かりまし

たけれども、それでは魅力あるプール、あるいはプールを利用していただきたいと、

そういう形、あるいはイベント等々、例年通りか、あるいはこれを機会に高齢者を中

心としたイベントを兼ねたプール利用を盛んにするような予定があるかどうかお伺い

したいと思います。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） 昨年度２月に村民プールにおきまして水泳運動教室という

ものを開催いたしました。その結果、それまでありました利用者、その教室に通う参

加者が月平均１０人程度だったものが２０人、２０人から３０人の間の参加者になっ

てございます。これにつきましては、夜の開催でございますので、今後日中のそうい

う運動教室等開催しまして、そういうサークルの支援等につなげて利用者の拡大を図

っていきたいなというふうに考えてございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第１４号を採決いたします。
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本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第１５号「大玉村妊婦健診検査の実施に関する条

例の一部を改正する条例について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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２時３２分）


