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平成２６年第４回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  平成２６年６月１９日（木曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 鈴 木 康 広   ２番 押 山 義 則   ３番 武 田 悦 子 

    ４番 菊 地 利 勝   ５番 鈴 木 宇 一   ６番 佐々木 市 夫 

    ７番 佐 藤 誠 一   ８番 遠 藤 文 一   ９番 佐 原 吉太郎 

   １０番 須 藤 軍 蔵  １１番 遠 藤 義 夫  １２番 佐 藤   悟 

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項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 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 
総 務 部 長 
兼 総 務 課 長 遠 藤 勇 雄 

住民税務部長 
兼住民生活課長 菊 地 平一郎 

産 業 部 長 
兼 農 政 課 長 鈴 木 幸 一 

建 設 部 長 
兼 建 設 課 長 舘 下 憲 一 

福祉環境部長 
兼健康福祉課長 武 田 孝 一 

教 育 部 長 
兼教育総務課長 武 田 好 広 企画財政課長 押 山 正 弘 

税 務 課 長 菊 地   健 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 佐々木 正 信 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 作田純一、書記 遊佐佳織、伊藤寿夫、安田春好 
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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、本日傍聴に上野多姫子さん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「安達地方における汚染された可燃性廃棄物の

減容化事業について」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、６月

定例議会における一般質問を行います。 

   まず、除染関連について伺いますが、村内の住宅の面的除染、約５０％完了とか、

しかしながら大玉３区などにおいて、業者とのトラブルなんかで事業停止ということ

で住民に多大な迷惑をかけております。業者選定を初めとして指導監督に行政側とし

て問題はなかったんでしょうか。しっかり再点検して、一日も早い除染完了を迎えた

いと思います。よろしく。 

   さて、通告に従いまして、安達地方における放射能汚染可燃性廃棄物の減容化事業

についてということで伺います。 

   このことについては、５月の全員協議会の場で環境省から２度ほど説明があったこ

とでありますが、改めて村としての対応をただしたいと思います。協議会の中でもさ

まざまな意見がありました。その後、環境省からは除染廃棄物の中間貯蔵施設への搬

入のための輸送管理の新組織の設置とか、また、輸送基本方針も示されました。各地

で設置のための説明会も開催されておりますが、なかなか容易でないような状況のよ

うであります。 

   一日も早い除染廃棄物の撤去は当然でありまして、そのための減容化は必要不可欠

と思っておりますが、まずこの事業の目的と概要、そして安達地方広域行政組合が取

り組むこととなった経緯、いきさつでありますが、それをまず伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに、安達地方の可燃性廃棄物の減容化事業の目的

と概要でございますが、まず目的としましては、農林系の廃棄物、稲わら、牧草、堆

肥等については、現在、農家の農地の一部に一部保管されていると、それをいわゆる

減容化、焼却して容積を小さくして、浜通りのいわゆる中間貯蔵施設かそれとも民間

の可燃型処分場に運ぶ、それとあわせて除染で出た廃棄物、可燃性の焼却物ですか、
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それを燃やす、混焼する施設として安達地方に環境省が１カ所設置するということで、

事業が示された中身でございます。 

   いわゆる共同事業の関係でございますが、除染で出た可燃性の焼却物については現

在もクリーンセンターで焼却しておりますので、先ほどの農林系の廃棄物とあわせて

混焼するということで、国といわゆる共同事業という位置づけで進められている事業

でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 私は詳しいことで動機といいますか、安達地方に設置することにな

った理由をまず伺いたいのであります。改めて。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   安達地方に設置された経緯というか、これは環境省による福島県内の焼却施設の設

置場所ということで、現在県内で調整されている施設については、既に飯館村の蕨平

については報道されているということと、東電の南いわき開閉所については現在調整

中ということで進められておりますが、そういったいわゆる処理施設の計画の中で、

安達地方についてはそれらの処理の対象地域になっていないということで、環境省か

ら、昨年来から安達地方について１カ所仮設の焼却場の建設の事業構想が示されてい

る内容でございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 安達地方だけそういう状況であるということが私は理解できないん

でありますが、事業の目的とか何かは説明でわかりました。可燃性廃棄物の減容化、

それを焼却するということでありますので、結局、仮設焼却施設を設置できるかどう

かがこの事業の成否を左右することになると思うんであります。そういった意味から、

改めてこの焼却施設の設置場所の候補地の選定について、大玉村としてどう対処され

る考えなのか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに、仮設焼却施設の候補地の選定でございますが、

現在についてはいわゆる事業構想が環境省から示されまして、先ほどもありましたが

５月の全員協議会で安達管内の市村の全員協議会にこれらの事業構想の説明がなされ

たということで、今後につきましては、環境省、安達広域関係市村で事業候補地の選

定に向けて連携をしながら進めていくということでございます。 

   なお、候補地選定に当たっては搬入路の問題とか、焼却した熱を冷やすための水の

確保とか、あと電気とかいろいろ要件がございますので、それら要件も踏まえまして

関係者、関係機関と連携をしながら候補地の選定を進めていくという内容でございま

す。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 何となく釈然としない答弁なんですが、結局終わったものとしてど
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う対処されるかということを伺いたいのであります。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに、先ほどの仮設焼却場の候補地の選定でござい

ますが、大玉村についてというか、今、現時点では事業構想がいわゆる議会担当レベ

ルから首長レベル、そして議会の全員協議会に示されたということで、あくまでも候

補地の選定についてはどういう手順をもってということで、これはあくまでもこれか

ら進められるものでございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） わかりました。 

   この事業の設定については、環境省と安達地方広域行政組合の共同事業ということ

で強調されておられるのでありますが、これは村長に伺いたいんであります。これを

受け入れた経緯とか事業内容のそれぞれの役割、まずその責任についてどのように捉

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） ２番議員さんにお答え申し上げます。 

   共同事業ということで、我々も環境省のほうに問い合わせをしました。この

８，０００ベクレル超のものと８，０００ベクレルを下回ったものでも農業系の汚染

物については国が責任を持って焼却をすると、そして、それから今度、今、除染作業

が進んでおりますので、除染作業で出た枝葉等については現在クリーンセンターで焼

却をしておりますが、仮設の焼却炉をつくるのであればそれもそちらのほうで燃やせ

ば今のクリーンセンターのほうの負荷も減りますし、それから、飛灰、残った灰のベ

クレルも少し低くなるだろうということも含めて、今回。ただ、国に全て任せて一切

合切国でやれよということも当然可能なんですが、広域としてもそういう形でかかわ

っていくということで、その運用についてもよく見ていくことができるだろうという

こともありますので、そういう提案がありましたので、うちのほうとしてはいいだろ

うと、ただし、運営の責任とか全ての責任は国において行われるというふうに考えて

おります。 

   ただ、場所の選定もこれから説明を受けて、しからばどこにつくるかと、結果的に

つくる場所がなければこの話はオジャンになります。正しい処理ができないという現

実が目の前にあります。先ほど言った安達管内だけが残ったという理由は、飯館村の

処理するところは飯館村の仮設住宅のある市町村のものは受け合いますよと、ですか

ら、梁川には、桑折にはないので桑折だけがぽつんと抜けてしまってというような状

況でございます。そういう中で時間を過ごしていくと、どんどん腐って濃度も高くな

ってしまう、処理もおくれるということもありますので、とりあえず適地があれば、

そして、その事業が我々に負荷がかからなければ受け入れる方向で検討が始まった段

階でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 
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○２番（押山義則） 先ほどから何度も申し上げておりますが、安達地方にとっては突然

の事業計画、環境省の指針ということでありますが、そういう要請と捉えております。

今この段階で、村民への事業内容の説明とか周知についてはどのように考えているか

伺いたいと思います。 

   また、焼却施設の場所設定、これは大変厳しい状況だと思っております。決まらな

い可能性も今おっしゃったようにあります。田村地方あたりも東京電力の施設をつく

ることさえも近隣の同意が、理解が得られなくて困窮しております。最近、石原大臣

の言葉でまた水を差したようで、大変非難されております。 

   いつまでも決まらない状況が続くということは処理できない状況が続くことであり

ますので、まずそこで伺いたいのは周知についてと、それから現状の保存状況、管理

状況、これ、安全性の担保も含めましてどのように対応されるおつもりなのか伺いま

す。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに、まず、本事業の村民への周知でございますが、

先ほども申したとおり減容化事業については現在構想段階で、５月に議会の全員協議

会に環境省から説明されたということでいわゆる構想段階でございますので、今後候

補地の選定に向けて事業が進展していけば、その段階に向けて関係住民等への周知、

村民への周知説明を図っていきたいと思います。 

   また、農林系の汚染廃棄物の保存状況でございますが、現在は農林系の一時保管事

業におきまして各畜産農家等の圃場に一時保管されているということで、例えば肥育

されているシート等が破ければ現在進めている農林系の一時保管の事業で補修等を行

って、いわゆる周囲の環境に支障のないような形で進めておる現状でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 村としての姿勢は伺いましたが、とにかく大玉村に係るこの約１万

トンの廃棄物、一日も早い処理ができますよう願いまして、この質問は終わります。 

   次の質問に入ります。 

   農業用廃棄プラスチックの回収処理ということで伺います。 

   近ごろの農業経営の中で施設園芸とかマルチ栽培などの普及で、それに伴う廃棄プ

ラスチックの処理が大変問題視されております。大規模農家についてはそれぞれ対応

が行き届いているとは思っておりますが、小規模農家、また、家庭園芸などについて

いまだ対応が徹底していないと感じております。 

   そこで、まずこのことに関して村としての現在の取り組み状況を伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに、農業用の使用済みプラスチックの関係でござ

いますが、現在の取り組み状況でございますが、南達地域の農業用使用済みプラスチ

ックの適正処理推進協議会というのが旧本宮町、白沢村、大玉村の時代から南達地域

の協議会がございまして、これらの協議会を通じまして年２回各農家に周知しまして、
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使用済み、農業用で出た例えばパイプハウスのビニールとか肥料の袋とか、そういう

ものを年２回各農家に周知して、これらの使用済みプラスチックの回収を行っている

ところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 今の現状の報告でありますが、私の感覚では一部ＪＡと取引のある

農家はともかく、ほとんどの農家で一般ごみ回収の際にプラスチックごみとして処理

されているのかなと、それが大部分でないかなと考えております。そのことについて、

行政としてでありますが、現状認識と果たしてその正しい処理のあり方というか指導

監督についてこれまでどういう対応をされてきたのか、徹底がなされていないと私は

思っておりますが、それについて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに、農業用の使用済みのプラスチックの現状等、

村民がどう理解しているかという部分につきましては、原則論でいきますと、あくま

で農業で出たものについては産業廃棄物という形でございますので、先ほども申し上

げました年２回周知する際には、いわゆるあくまでも農業で出た廃棄物については産

業廃棄物扱いなので、年２回南達の協議会で回収しているそれに合わせて適切なビニ

ール袋とかをクリーンセンターで購入しまして、それに入れて回収日に出してくださ

いよということで推進しておるところでございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 正しい処理のあり方とか何かについてもう一度、何となく徹底して

いない曖昧な答弁と思っておりますが、廃棄物の処理についてはＪＡみちのく安達が

業務代行すると伺っております。さらに、その処理委託にはマニフェストの発行が必

要とあるんでありますが、これも村民の理解というか、どのようなシステムなのか、

それが村民の理解、周知はどういう状況でなされているのか、それを改めて伺いたい

のでありますが。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   産業廃棄物の処理委託についてはマニフェストが必要だということで、このマニフ

ェストにつきましては廃棄物の管理表でいわゆる種類とか数量、運搬業者等の記入し

まして、それぞれ運搬業者から処理業者に行く中で、このマニフェストに記入しまし

て適正な処理を進めるというそういう流れでございます。 

   そういった意味で、このマニフェスト制度の村民の理解という部分については、こ

ういう制度を詳しく農家の方々が理解しているかどうかということについては、周知

度については若干低い面も思われますが、いわゆる先ほど申しました農家個々人が農

業の廃プラスチックをそれぞれ処理業者さんに出すのではなくて、年２回回収します

南達で行っている回収日に合わせて回収していただくと、それらの個人的な手続が進

まなくて、それぞれのマニフェストの処理とかについてはＪＡ等が代行して行うとい
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うことでございますので、そういった中で、今後も村としましてもその南達の協議会

で処理しているその日については、今までの農業系の廃棄物については回収して適正

な処理を進めてくださいということで、今後も周知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） ２番。 

○２番（押山義則） 部長のおっしゃるとおり、周知が低いんです。誰も出さない、金か

かるんだからとかと。今、協議会の話出ました。協議会について伺いたいんでありま

すが、南達地域農業用使用済プラスチック適正処理推進協議会、やたら長い名称の組

織なんですが、この組織の発足からの活動の状況とか構成、それから事務局などにつ

いて詳細を伺いたいと思います。 

   また、改めてこの協議会を通じてこれまでの成果とか回収状況、回収率、それにつ

いて。また、廃棄プラスチックの大玉村としての総量、大体幾ら想定しているのか、

それを改めて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   南達廃プラの適正処理推進協議会の活動の内容でございますが、これらにつきまし

ては、先ほども申し上げましたように年２回各農家に周知して農業用の廃プラスチッ

クを回収、周知事務並びに回収についてはＪＡに委託しておりますが、それらの適正

な処理を推進しておる内容でございます。 

   また、回収の実績でございますが、平成２５年度の例を見ますと、南達地域全体で

３１トンという数字が出されておりまして、その中で大玉村については１２トン、そ

してその他に本宮市で１９トンということで、２４年の例を見ますと全体的に２３ト

ンで、うち大玉村が８．３トンという量をそれぞれ毎年２回ずつ回収している内容で

ございます。 

   ２番議員さんからありました回収率でございますが、いわゆる出口については、こ

れらの協議会を通したものについてはこういう回収の処理の量がつかめますが、いわ

ゆる入り口ベースでは、ＪＡのみでビニールとか肥料を扱っているのではなくて民間

とかいろいろ業者が入っておりますので、その入り口ベースが行政ではつかめないと

いうことで、回収率そのものの数字については数値が出せないという現状でございま

す。 

   以上です。 

（「総量は。大玉村としての総量。幾ら発生しているのか」という

声あり） 

○産業部長（鈴木幸一） 回収の総量については、先ほども申し上げましたが、協議会で

回収している量については把握できますが、個々に個人が民間の処理業者に委託して

いるものについては量は把握しておりません。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 
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○２番（押山義則） この事業、広域のごみ処理の関連から照らし合わせても大事な事業

だと思っております。やっぱりもう少ししっかり対応していただいて、農業用の廃棄

プラスチック、これについては適正な処理をされるよう望むところであります。焼く

な、捨てるな、集めよう、スローガンが、カタログの案内なのでありますが、環境を

守りよい営農、それを実践するためには農業者そのものがしっかり取り組んでいただ

きたいことであります。 

   直売所なんかでも皆さん農業やっていますが、一度もこういう説明ございません。

やっぱり啓蒙が足りないと思っております。いずれにしろ、何でもこれ、有償なんで

あります。ＪＡが代行業者として回収業務を実施しておりますが、建築用廃材なんか

と比べますと格段にいい値段なんです。高いんです。あわよくば金のかからない方法

と思うのが人情であります。そういった意味で、そういうシステムをきちんとするた

めに補助金制度など、これ充実できないものでしょうかね。改めてその点１点伺いた

いんであります。 

○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。 

   家庭菜園のものについてはクリーンセンターに出すことができると、それで、職業

というか農業用として使用したものについてはきっちりと回収をするということで、

現実的には細かく切って一般ごみにまぜて出しているという事例も聞いたことはござ

いますので、ＰＲ、啓蒙についてはこれから強化をしていきたいと思います。 

   補助金の件については検討させていただきます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

   今後とも協議会を通じて適正な処理、指導をされますように願いまして、この質問

は終わります。 

   次の、大玉村の自然環境を生かした森林セラピーの活用、また、里山資本主義の調

査研究をということで、さまざまな角度から質問申し上げます。 

   村長の３月の施政方針で、大名倉山への村内からの登山道の整備が明言されました。

大玉村のＰＲには名倉山からの眺望、欠かせない景観であります。なぜこれまで整備

されなかったのかとそのように思う次第であります。ぜひとも早期の実現を願うとこ

ろでありますが、まずそこで計画のあらまし、通告書に示した内容で伺いたいと思い

ます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに、名倉山登山道の開設の詳細関係でございます

が、名倉山登山道の開設につきましては、現在、登山ルートを検討している段階でご

ざいます。ルートの決定次第、地権者との調整、登山道等整備などの必要な業務を行

ってまいりたいと思います。 

   以上でございます。 
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○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） さまざまな方面からちょっと検討して質問していきたいと思います

が、私、これで質問の中に管理団体はということを書きました。結局そういうものも

決めないままスタートしているのがちょっと私は疑問に思うんであります。やっぱり

名倉山の登山道の整備に当たっては、名倉山の造形に詳しい地域の方が大変おられま

す。ぜひ活用されるようにとりあえず願っておきます。 

   名倉山、これ、大名倉の総称でありますが、歴史的には安達太良神社の前身の、余

り聞いたことのない名前なんでありますが宇奈己呂和気神、それが祭られているんだ

そうです。これが大名倉山の語源だそうであります。それが祭られている名峰であり

まして、地形的には安達太良山の支峰ということになっております。ふもとの小姓内

部落ともどもさまざま遺構とか石碑の類いが存在して、地域で名前をつけております

古代の森、それらの名称にふさわしい里山であります。ぜひそれらを活用される遊歩

道的な登山道の整備を願うものであります。 

   さて、表題に書きました森林セラピーであります。森林浴の一歩進んだ表現であり

ます。森の中に身を置き、森の起伏を利用した歩行や運動、風景や香り、音や感覚を

味わう喜びを楽しむことで心身の健康増進を図るといった目的、そううたっておりま

す。登山道整備に際してぜひそういった要素を取り入れた計画を願うものであります。

村長からは、先ほどの新聞報道でもございました、五百羅漢のような石仏、石像など

の配置をあわせ、大震災とか津波の犠牲者の鎮魂を兼ねた整備との話も伺いました。

よい発案と私も思っております。そういうことも含めまして、改めて村長の感想を伺

いたいのであります。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   先ほどの管理団体については、今年はルートをつくっていくと、それでルート上に

民有地があった場合、一度民間でルートを設定して話し合いが行われたときに地権者

の関係でだめになったというお話も聞いておりますので、とりあえず今年はきちんと

したルートを選定したいと。それで来年度工事に入りたいと、その時点では当然、管

理団体をどうするかということも考えていきたいと思います。今現在、あそこの採石

場跡地については小姓内のイトウさんに管理をお願いして、１カ月に１回か２回現地

を見ていただいておりますので、そういう方を中心にして地元でやっていただければ

大変ありがたいのかなということも、今、念頭にはございます。そういうことも踏ま

えながらやっていきたいと。 

   それから、登山道については、汗をかいて、はかはかしながらやっと登るというよ

うなものではなくて、名倉山に登山道をつける目的は、あの上から子どもからお年寄

りまでこの大玉の眺望を、安達太良から広がるこの田園風景を見ていただきたいと、

村外の方にもぜひ気楽に登ってほしいということが目的ですので、登山そのものが目

的ではないので、楽に登れるルートと少し汗をかくようなルートと２本できればいい

なというふうに、今、ルート選定をしているところです。そこにはやはり、五百羅漢
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と今現時点ではそういうことで言っておりますが、そういう石像をあちこちに、登山

道の近くに、脇に設置をしたり、それから石切り場にそういうものを一団のものとし

て設置していく、総合的に考えていきたいというよ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） 村長、今の答弁の中でちょっといささか気になることについて質問

いたしたいと思います。 

   きのう新聞報道がなされました。地域の方々から、私、登山道云々のことで地域の

方とちょっと話したこともあったものですから、連絡あったこともちょっと気になっ

たんでありますが、村長、五百羅漢の設置をと報道などで明言されておられます。先

ほども少し触れましたが、大名倉山、地域の人にとっては神域なのであります。要す

るに神々の庭ということであります。これまでの歴史の中で、名倉山に仏の存在は聞

かれなかったとそういう話を伺いました。五百羅漢、仏さんの、お釈迦様の弟子筆頭

であります、その五百羅漢の設置は何か意図することがあるのかというような質問を

いただきました。また、そのことについても含めまして、改めて政教分離については

村長はどのような見解をなされるか、それもあわせまして伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   先ほどお話ししましたが、五百羅漢というようなという話をさせていただいたのは、

当然、五百羅漢というのは石仏ですので、今あそこの神社、東神社かな、神社があり

ますね。あそこの後ろには石仏が、フクモトさんが寄附した石仏が十何体、もう既に

そういうことで神社の後ろに石仏がずっと並べられているということで、神仏混淆と

いうこともあります。ですから、あそこが神域だというふうに余り宗教的にも考えて

いないんですが、五百羅漢というのは、私も内部で、庁内で検討している中で、宗教

性をどう消すかということを今検討しているんです。 

   ですから、五百羅漢の羅漢をアルファベットで書こうかとか、ＲＡＫＡＮと。それ

から、例えばキリスト教のこういう十字、宗教性はないですよということを前面に出

していくと、ですから、神官の形をしていようが道祖神的なものというふうに前面に

出していきたいなというふうに考えています。その辺にある道祖神がありますね、あ

れも宗教といえば宗教ですが、宗教性の薄いものと。ですから、これからその羅漢と

いう名前で行くのかいろいろ考えているんです、さっき言ったみたいにアルファベッ

トにして、平成羅漢というようなことでやるか、宗教性はないですよというふうにす

るか、その辺についてはこれから詰めていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。地域の人々にとってはそういった意味で、

先ほども申し上げましたが余り聞いたことのない名前の神様、あれが存在する聖域だ

とそういうふうに捉える方もおられます。その辺も含めまして、やはり政教分離とい
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うこともございますが慎重に対応していただきたいと思います。 

   重ねて、森林セラピーの活用ということで提案申し上げます。 

   先ほど森林セラピーの中身については少し述べました。我が村には即、森林セラピ

ー基地として対応できる県民の森や、また、遠藤ヶ滝遊歩道のような探勝路が充実し

ております。フォレストパークとかアットホームおおたま、民話茶話などとのコラボ

レーション、組み合わせ次第で魅力的な施設として売り出せます。また、公設民営化

を目指しておりますアットホームの利用増、収益増にも結びつくのではないかと思っ

ております。地域の利用拡大、再点検もいただいて、予定されるアットホームの改造

についてもそれらを視野に検討願いたいと思っております。 

   県民の森とかフォレストパーク、県営でありますが、最近コマーシャルが足りない

なと感じております。せっかくの村内の施設、有効利用を図っていただきたいと提言

いたします。森林セラピーということを念頭に置いての質問でありますが、村長の感

想を伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   森林セラピーについては、今、フォレストパークが中心となって事業を行っている

ということです。それを総合的にということですので、当然これは、今、アットホー

ムの上のコテージを改修したり準備をしているわけですが、今まで赤不動の不動尊の

祭礼等についても余り力を入れてこなかったです、ＰＲについて、村としても。こと

しから全村にチラシを出させていただいたりということで、今ある資源を有効に活用

し、なければつくっていくというのは、安達太良山の登山道を駐車場からやろうとし

ているのもその１つの流れの中でというふうに考えておりますので、そういうふうに、

今提案あったように一体として進めていきたいと。 

   それで、オートキャンプ場、財団のほうとも今まで以上に深くつながりを持って、

ことしフォレストパークは全日本のオートキャンプ大会がここで行われますので、村

も全面的に協力するということでおりますので、そっちはそっち、こっちはこっちと

いうことではなくて、トータルであそこの活性化について図っていきたいと、大切な

村としての資源ですので、活用を図っていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 前向きな答弁ありがとうございました。 

   さて、通告書に玉井財産区の所有地の活用をと書きました。玉井財産区、小高倉山

地内の所有地には田代と呼ばれる湿地帯が存在します。流れのある緩勾配の湿地で、

コウバイケイソウとかリュウキンカとかクレソンなどの湿地植物が群生しておりまし

て、ミズバショウこそないものの檜枝岐のミニ尾瀬公園をほうふつとさせるような景

観であります。残念ながら手入れが行き届かずいささか荒れておりますが、手入れ次

第で花もきれいに咲きますし、湿原公園に生まれ変わります。周辺のヒノキ林とか小

高倉山の山腹のカタクリの群生地ございます。財産区所有の採草地などもあわせると
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広大な、多種多様な湿原公園とか森林セラピー基地、立派な植物とか野鳥の探勝路に

生まれ変わります。 

   私の本音は、今年度の森林再生事業の中で作業道整備とヒノキ林の間伐を願ってお

ったんでありますが、残念ながら今年度はまだ明確にはなっていないようであります。

玉井財産区の管理会としても、今年度の研修は山形の小国町、我が国では最初の森林

セラピー基地に認定されましたブナの森温身平を視察する予定であります。また、あ

わせて米沢のトトロの森なども回ってくる予定であります。 

   我が村、観光課もできました。村の振興策の発掘でありますが、調査研究を願うと

ころでありますが、村長の感想を伺いたいのであります。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   田代地区については桑園のヒノキの林の真ん中のところということで、職員のほう

にもこの質問がありましたので現地を見させました。どういうふうに春先になるのか

というのは、やはり来年の春、花の咲くころにやっぱり行って実際見てみないと、範

囲とか、何か咲いた後みたいなものは確認できたらしいんですけれども、やはり実際

咲いている最盛期に見て、それをどういうふうにするかということで考えようという

ふうに内部的には話をしましたので、それについては来春、ちょっと時間かかります

けれども、来年の春、実際に現場を見てというふうに考えております。 

   それから、財産区のほうで先進地を見に行くということなので、当然これは職員が

同行しますので、その中でそれを参考にさせていただいて、あと、路網整備について

は当然これからですので、その中でも路網についても入れられるかどうか検討してい

きたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございます。 

   今年度は大変季節の関係もあったんでありましょうが、リュウキンカが非常に群生

しました。私も財産区ずっともう十何年も勤めておりまして、これほどきれいに咲い

たリュウキンカが群生したのは初めてであります。そういう状況でありました。 

   環境省が、この５月２３日、全国の湿原や干潟がもたらす自然の恵みの経済的価値

を初めて試算して、年間１．５兆円に上ると発表しました。湿原と干潟、これは日本

の生態系の中でも最も損失が激しくて、環境省は保全の重要性を改めて理解してほし

いということで出しております。湿原の役割は、水の量を調整したり人間の憩いの場

や生物にとっての生息環境の提供と多様であります。今のように放置している状況、

環境省は湿原の価値が適切に認識されてこなかったと、改めて重要性を示す狙いで経

済的評価に取り組んだということでありますので、大玉村に存在する多少の湿原、保

全され、将来に残る環境整備、今ならまだ間に合います。ぜひ検討されるよう改めて

願っておきます。 

   話はちょっとそれますが、次の質問で、近年、里山資本主義といった言葉が聞かれ
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ます。端的に言えば地域の環境を地域づくりに生かそうといった取り組みであります

が、森林セラピー基地事業もその一環であります。さまざまな角度から里山を資本に

変えようとする手法、考え方であります。例えば大玉村なら何が考えられるのか、よ

そでやっている例などを参考に考えてみました。先ほどから申し上げている森林セラ

ピー基地事業のこれは１つの案であります。 

   また、ユニークなところでは、これは一説でありますが、福島県一、古木と言われ

る馬場桜とか大木原の桜、あと織井の清水のところとか小姓内とか、町の庄屋さんの

ところにあるケヤキの大木とか、十楽院のカヤとか、また、大正、昭和の時代背景を

物語る（聴取不能につき不明）の名木とか古木とか、そういうのをめぐる古木ツアー

とか、また、北塩原あたりは旧桧原街道を捉えておりますが、大玉村も肝心のところ

通っております旧母成街道の探勝ツアーとか、ユニークなところでは額石のばか堀な

んていうのは、非常によそから見れば珍しい自然遺産だと思っております。 

   また、考え方次第なんですが、今、どっちかといいますと負の財産と化している県

行造林の松林とか、松食い虫で幾ら基金投入してもなかなかうまくいかないところで

ありますが、それを逆利用した伐採ツアーとかその後の植林ツアーとか、面白いユニ

ークな取り組み次第で資本に変えようとする試みなのであります。 

   私、仲間と地域の歴史の研究とまではいかないまでも、学習会などしております。

さまざまなことが話題にのるのでありますが、この前はこんな話がございました。地

域で取り組んだ財産区利用の委託林事業とか、学校まで巻き込んだ植林作業、県行造

林などの植林事業、５０年近くの年月を経て、これ、どう検証されるのかというよう

なことが話題に上りました。みんなの話では、そもそも歴史的にも地域の草刈り場だ

ったようなところに、要するに昔から木が生えなかったというところです、そういう

ところに植林をした、無謀でなかったのかと、誰が進めたのか、結局５０年たって誰

が検証して誰が評価するんだろうと、そういうこれまでの事業のことについての話し

合いがありました。代々の地域の指導者が進めてきたことなのでありますが、村長、

改めましてそういうことを検証ということにどう思われるか伺っておきます。 

   原点に返るという言葉もありますが、ある意味でこれまでいろいろな形で大玉村も

日本列島改造論とか何かとか、また、植林事業のさまざま経過、衰退とかございまし

て、いろいろな変遷がありました。自然、ありのままも必要ではないのかというのが

結局話し合いの結論だったのでありますが、私としても、例えば山口県の秋吉台とか

阿蘇の草千里などを見てきまして、かの地の先人、先を見る目があったのかなと感心

している次第であります。大変くだらないことを申し上げましたが、里山資本主義、

これ、大玉村の運営の一端を担う施策として捉えられないでしょうか。改めて、前の

ことも含めまして村長に伺います。 

○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。 

   里山資本主義、これ、大都会のお金の、拝金主義というぐらいのお金が最大のもの

と相対するものとして、今までだったら田舎で何の役にも立たないと言われているよ
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うな、負の遺産と言われていた里山とか山が実は宝の山なんだということが里山主義

の考え方だというふうに理解していますが、そういう面から見ると大玉村は至るとこ

ろに宝の山があるということですので、これをやはり生かしていくということ、都会

のまねをしないで、これが大いなる田舎という１つの理念で今までやってきた部分で

もありますが、今いろいろ提案されたものについては、当然これから取り組んでいこ

うとしている登山道もそうですし、先ほどの田代の湿原関係も出ましたが、遠藤ヶ滝

周辺、県民の森周辺もそうです。それからいぐね関係、山の上から見れば、非常に春

先は水が張ってあれば大いなる湖のように見えたりしますので、そういうものも当然、

今まで当たり前でしたが、逆に言えば非常に大きな宝物だと、景観としての宝物であ

るということもありますので、それについては、これからふるさと納税の中でももの

を出すだけじゃなくて人に来ていただくということで、農家民宿をできるだけ多くお

願いをしていきたいなというふうに考えています。それらグリーンツーリズムという

のは当然里山主義に合致したものとして、それに都会の方たちが入ってくると、これ

は当然一致するものであります。 

   それからあと、植林については、そのときそのときの時代の要請ですのでそれらが

間違っているとは言えない、そのときの、その時代にはやはりどうしても植林が必要

な、将来に向かって植林をしたと。ただ、植えてみたらば杉が、花粉が出て杉花粉症

が全国に蔓延するとか思わぬ事態も出ておりますが、当然見直しをして、これからま

たどうすべきかということを見誤らないように施策をしていくというのは非常に大切

だなというのは、教訓としては当然あろうと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 大変前向きな答弁、ありがとうございました。 

   ぜひ里山資本主義、皆さんの中で検証して調査研究に入っていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

   次に、このたびの質問を設定するに当たり、調査の中で１点気になったことがあり

ました。玉井財産区の小高倉の田代の所有地からでありますが、定場地区への取水が

なされております。あの湿地から定場地区への飲料水の引水、飲料水なんです、それ

が布設されております。これについて、これまでの利用の契約内容とかを承知してお

りません。水利権とか利用形態についてどのように管理されておられるのか、されて

きたのか、経過とともに伺いたいのであります。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。 

   まず、私のほうからは、玉井財産区有という関係からまず答弁申し上げますが、あ

そこの地域内、財産区の中にあります地域内の遊水池とそれから水路敷、これについ

ては当時全て官地であったようであります。そのためにその後、青道であるために国

有財産の一括譲渡、これを村が受けまして、現在は法定外水路ということで村の所有

となっております。利用形態、管理状況については建設部長のほうから回答を申し上
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げたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   管理状況につきましては、土地改良区で湧水しているということで水利権を設定し

ております。定場水道組合と契約を締結しまして、使用料金を土地改良区のほうに組

合が払っていると、管理につきましては水道組合のほうで行っているというような状

況でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございます。 

   ちょっと違った観点から質問しますが、セシウムは水に溶けやすいと言われており

ます。引き水が飲料水に適しているかどうかは十分調査の上に利用されているものと

思っておりますが、これ、長い目で見て今の状況でよろしいんでしょうか。その辺を

伺いたいのでありますが、環境省の説明では、井戸水については安全といったような

指針が先ごろございました。ただ、田村地方の中でも引き水利用については将来の健

康を考えて水道水への切りかえが進められると聞いて伺っております。そのことにつ

いて、村としてどういうふうに考えておられるか、改めて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。 

   まず、引き水の飲み水としての関係でありますが、原発事故以降に、通常各世帯が

所有する井戸水については放射性物質の検査、これを行って、それと同時に引き水の

検査についても行われております。定場地区の引き水についても検査限界値未満であ

るということで、飲み水としては現在は問題ないということの結果は出ております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 結論的に問題ないということは、それ、断言できるんでしょうか。

村長、そう言っていいんでしょうかね、改めて。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   これは慣行法でその地域の人がそこから引いて飲んでいますので、その人たちが大

丈夫なんだということであれば、原則的には役場がそれをとめるという手だてはない

ので、ただ、この場合には流れている水ではなくて湧き上がった水をそのままカバー

して引いているので、ただし、聞くところによると大雨が降ると少し濁るということ

ですので、将来的にはやはり地元と話し合いをして、水道を生活用水に使って、後は

引き水についてはそういうものじゃないものに使うとか、それは話し合いはしなきゃ

いけないなということは、内部ではちょっと話になっています。ただ、すぐに水道に

切りかえなさいという指導をする段階ではないなというふうには考えております。ほ

とんどの家が引き水を使っているという状況ですので、全部水道に切りかえるという
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となかなか影響も大きいなと、その場合にはいろいろな条件が出てくるだろうなとい

うふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 私は、たまたま現地にちょいちょい行く機会がありまして、管理状

況とかそういうものについてはつぶさに見ております。決して好ましい管理状況では

ありません。それを引き水として利用している状況、やっぱり今のこういう形でさま

ざまなこと問題視されている中で、もう少し村としてもちょっと踏み込んだ対応をす

べきじゃないかと私は思っております。そのことをお願いしまして、私の質問をこれ

で終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（佐藤 悟） 以上で２番押山義則君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午前１１時１５分といたします。 

（午前１０時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

                              （午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 引き続き一般質問を行います。 

   １番鈴木康広君より通告ありました「仮置き場からの搬出時期について」ほか１件

の質問を許します。１番。 

○１番（鈴木康広） １番鈴木康広です。 

   議長より発言の許可をいただきましたので、さきに通告しました仮置き場からの搬

出時期についてのほか１件の質問を行います。 

   東日本大震災とそれに伴う原発事故から３年が過ぎ、事故直後の混乱と不安から少

しずつ平安を取り戻しつつあります。住宅除染によって空間線量の目標値年間１ミリ

シーベルト以下も達成されようとしています。風評被害の払拭と災害からの復興をよ

り加速するためには、今、改めて現状を再確認し、何を過去のものとして忘れ去り、

何を忘れてはいけない長期の課題として心にとどめておくかを考える時期が来たので

はないでしょうか。放射線対策の面からこの３年間を振り返ることで、そのことを考

えたいと思います。 

   まず、最初に又兵衛山地内仮置き場の設置時の搬入開始、搬出開始の予定はいつご

ろになっていたかを伺います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） １番議員さんにお答えいたします。 

   又兵衛山地内の仮置き場の造成工事につきましては平成２４年７月末に完成いたし

まして、同時期に汚染で発生した土壌等の搬入を開始いたしました。当時の搬出につ

きましては、当初の計画では国の中間貯蔵施設、これは国が平成２７年１月から搬出
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を開始するというふうになっておりますので、大玉村においても平成２７年１月から

搬出が開始される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。 

   次に、又兵衛山地内の仮置き場の現在の搬出予定は変更、変わっているかを伺いま

す。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） １番さんにお答えいたします。 

   村の考え方としては、現在の搬出予定については変わっておりません。しかし、状

況の変化等はありますが、現時点でいつというような話ではなしに、２７年１月から

搬出をする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。 

   又兵衛山地内仮置き場や各区の仮置き場の設置により、道路などの公共施設の除染

が行われ、あわせて住宅除染が進むことで空間線量はかなり低下してきています。村

内の各地域の空間線量の変化のほうを伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） １番議員さんにお答えいたします。 

   村内各地での空間線量につきましては、広報おおたまに毎月掲載しているところで

ございます。原発事故当時からすればかなり減少しておりまして、地域により差はご

ざいますが、森林を除く平地で０．１１マイクロシーベルトから０．３３マイクロシ

ーベルト、この範囲で推移しております。２４年の４月と２６年の４月を比べますと、

約４０％ほどは低減しているということでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   約４０％の低減ということで、これについては当然、自然低減もあるんですが、今

言われた仮置き設置によって行われた公共施設、道路等の除染並びに住宅除染、これ

はまだ半分、５０％でしょうが、その成果が上がっているのかなと思います。 

   では、ここで大玉村の空間線量について、年間１ミリシーベルト以下という目標、

これを大体いつごろ達成できるか、いつと見通し等があれば伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） お答えいたします。 

   大玉村の除染実施計画に基づきまして、住宅等の面的除染作業を現在実施している

ところでございます。健康とか生活環境への影響軽減を第一に考えれば、一日も早く

村域全体を１ミリシーベルト以下というふうに考えるのは当然でございますけれども、

今の段階で明確にいつごろというのはなかなか、いつまでということになれば明言で

きないというところが現状です。 
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   ただ、先ほども答弁いたしましたが、定点の測定地点での空間線量は０．１１～

０．３３と、かなり全体的に０．２３を下回る地域が多くなっているのであろうと。

それから、２５年に実施いたしました個人の積算線量計による調査の集計でございま

すけれども、測定人数が１１８人と数は少ないわけでありますけれども、測定期間

１週間から８カ月ほどやっております。この結果を見ますと、推計値で平均で

０．８４６ミリシーベルト、最小値が０．１７１ミリシーベルト、それから最大値で

１．４４ミリシーベルト。平均では既に１ミリを超えないと、日常生活においてはそ

のような結果も出ておりまして、まだ全村がそうだというふうには決して言えないわ

けですけれども、できるだけ除染を計画どおり進めて、一日も早くということで努力

してまいり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した。 

   今、答弁にあった０．１７～１．４４というかなりの幅が、ただ、平均とすれば

０．８４６ということですので、もう１ミリシーベルトを下回っているということ、

それで、今の１．４４という形と、あと平均全体の人の差が出た原因として、正確な

ことがわからないとしても、その様子的に見て地域とかもしくは職業とかという形が

考えられると思うんですが、何かもしそれについての検証データがあれば、もしくは

検証した考え方があれば伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） お答えいたします。 

   今ちょっと詳細には持っていませんが、これ、個人の積算線量なので、外での活動

が多い、例えば農業に従事していて外での環境活動が多いという方については比較的

高目に出る、あと、室内とかにいる時間の多い方については低いと、地域的にはそう

目立った差は出なくなっております。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   地域差についてはかなり少なくなっているということで、要するに目的とした除染

というものについてはかなり進んでいると、あと、労働環境というか特に外での活動

が多いとどうしても線量が大きくなる、これは当然考えられることであります。 

   今、外での活動時間が多い、農業関係に従事する方が多分そうすると大きくなって

くるのかなと、もしくは建設業とか土木もそうだと思うんですが、実は大玉村につい

ては農産物、風評被害が出て非常に大きな被害を今現在も受けていて、せっかくおい

しい農産物をつくってもそれがなかなか消費者に喜んで買っていただけない状況にあ

ります。それで、風評被害の原因となっているものについては農地の土壌汚染という

ものがあると思います。今現在どういうふうな汚染状況になっているか伺いたいと思

います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １番議員さんに、農地の汚染状況、土壌汚染という観点から、
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これは事故当時というか、２３年の冬から翌２４年の春にかけまして、村内の水田

７２カ所の土壌の放射性物質調査を実施しました。既にこの調査結果については村の

広報誌等で村内に周知しているところでございますが、その数値結果で見ますと、

７２カ所のうち最大で４，０８７ベクレル、最小で５５２ということで、当時の調査

結果を見てみますと、傾向としては村内の東部が数値が高く、西に行くほど数値が低

いという土壌の放射性物質の調査結果内容でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） 最大で４，０８７ベクレル、最小で５５２ベクレルということで、

ある程度幅があるんですが、かなり食品関係の数値に比べると大きな、ぱっと聞くと

大きな数値になっているのかなと思います。 

   あと、実は先ほど空間線量関係の事業のために農地のほうの土壌を反転耕するとか

いう形で、それによって実際に表面土壌の今言ったベクレル数、単位とか面積だと思

うんですが、それについては若干薄められてはいるのかなと、ただ実際にはそのもの

をどこかに持って行ったわけではないので、この放射性物質自体は今も大玉村内、福

島県内の農地には残っていると。それが今、時間経過というか年限の経過によってど

のように変化しているか、また、これからこれがどのように変化するかについての考

えを伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １番議員さんに、土壌汚染の時間の経過ということでございま

すが、放射性物質の半減期、セシウム１３４で２．１年、セシウム１３７で

３０．２年という半減期がございますが、これらをいわゆる減衰割合、１３４と

１３７の減衰割合を調べた数値がございますが、それらで申し上げますと、現在ほぼ

３年超が経過しておりますが、３年の数値を見ますとセシウム１３４、１３７の合わ

せた減衰割合で申しますと、３年経過すると０．５に、仮に１０年経過しますと

０．２４という減衰割合が出されております。先ほど最大で４，０８７という数字で

ございますが、現在の３年の数値で０．５７で試算しますと、４，０８７が

２，１２５という数値が出される内容でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広）  今現在でも４，０００のものだったのはまだ半分近く、

２，０００という非常に大きな数値になっていると。もしこれを今言ったように

１０年経過で０．２４にしても、それでも２，０００で０．２４ですから４００とか

５００という、当然、土壌については食品の１００とか、もしくは飲料水の５０とか

というベクレルとは全く別の管理になるとは思うんですが、もし大根等の、朝どり大

根とかといって前は土をつけて送ることでかえって商品の価値が上がったということ

があったんですが、もしその大玉の土をつけた大根を流出できるかというと、今の数

値を考えるとそこは実際流通上どうなのかと、難しいんではないかというふうに考え
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られます。そう考えると、大玉の農産物の大事な、一番根底にある肥沃な土壌につい

ての汚染については簡単に解決されない。 

   現在、大玉農産物、大変風評が厳しい中で、その風評被害を払拭するための方法と

して当然農産物のほうの放射線検査、それが十分になされていると思います。特に大

玉村については検査のほうの機械、粉砕式のものと、あと粉砕しないもともとの形状

のもの両方を導入していろいろな検査方法をとっております。ただ、その安全、安心

という確認の情報に加えて農産物自体のよさ、これを伝えなければなかなか実際に農

産物を買っていただく、お客様のほうに好んで買っていただくことはできないのかな

と、私はちょっと考えます。どうしてもマイナスであったものをゼロにした、要する

に風評被害の原因である放射線の危険性をなくしたということはマイナスをゼロにし

ただけなので、ゼロのものを買うかといったらやっぱり人間というのは価値のあるも

のを買うので、どうしても大玉村の農産物の味、もしくは味覚とか、あとは日持ちも

含めてというような情報、栄養価などがよいことが購入の意欲を高めていくと思いま

す。ですから、おいしさの栄養価などの情報のための検査が必要と思うかどうかを伺

います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １番議員さんに、おいしさや栄養価の情報提供の質問でござい

ますが、農産物については、米については全量、全袋検査、野菜についてはいわゆる

モニタリング調査で出荷して、消費者に安全、安心をアピールしているという内容で

ございますが、現在の放射性物質に加えておいしさや栄養価などの情報を発信するに

ついては必要なこととは思いますが、それらについては圃場や生産者ごとに数値が違

う部分もありますし、いわゆる検査密度をどのようにするかという課題もございます

ので、現在の放射性物質のほかにおいしさ、栄養などの検査を行うというのは現状で

は厳しいと思っております。 

   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。 

   大玉村の全ての農産物、これを一律に検査もしくは栄養価の調査を行う、もしくは

全品行う、これは実際不可能と思います。ただ、大玉の農業をされている方の中でも、

そういう情報をつけることで商品の価値を上げて少しでも生産のほうをふやしていき

たいという考えの方がかなりの人いるんではないかと。ちょっとこれが今はまだ実際

に調査とかされてはいないと思うのでわからないんですが、福島県内では結構食品の

ほうの味覚の情報を新たにつけようとかという動きが少しずつ見られてきています。

と考えますと、大玉村内にもそういう需要というかその必要を考える人がいると思い

ますので、もしそういう人がいた場合について、これを補助するために費用等の補助

などを考えられるかどうか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １番議員さんに、いわゆる味覚とか栄養価の情報の費用の補助



 

- 35 - 

 

という質問でございますが、これらについては、今、味覚なるもの、いわゆる数値で

出る機械があるということでお聞きしておりますが、大変高価という部分もございま

すが、米については食味計、これについては１８０万円から２００万円程度の機械が

ある、また、果物等については糖度計というものもございますが、これ、検査費用の

補助という方法がいいか、それともそれらの機械の購入がいいのか、方法論について

も含めて今後検討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） １番。 

○１番（鈴木康広） 前向きの回答ありがとうございます。ぜひ実現のほうに向けて、そ

ういうことでお願いいたします。 

   続いて、２つ目の質問に移ります。 

   私たちがこれからも故郷の大玉村に住み続けるためには、将来にわたる安全、安心

が必要です。特に子どもたちの安全のため、学校の放射線に関する教育の現状を知る

ことは急務と言えるのではないでしょうか。 

   放射線とその影響について、今現在学校ではどのような教育をされていますか。ま

た、大玉村独自の取り組みはございますか。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。 

   原発事故を受けて、本県では放射線教育が大変大きな課題となっております。教育

の重要課題というようなことで県教育委員会のほうでも上げておりますし、本村でも

そのように捉えております。 

   放射線教育につきましてはポイントが３つあるなというように捉えております。

１つは放射線等についての基礎知識、これを子どもたちに教えるというようなこと、

それから２つ目といたしまして放射線から身を守る実践力を身につけるというような

こと、それからもう一つは、そのベースになります豊かな心を育むこと、これらにつ

きまして文科省から出されております指導資料、あるいはまた県の教育委員会で作成

しております指導資料、これらをもとに、これらを中心に発達段階に応じて、さらに

計画的に各学校で年間指導計画の中に位置づけて取り組んでおります。 

   それから、大玉村独自のというようなことのご質問でございますけれども、これに

つきましては、放射線教育と直接というよりはその先にあるものというようなことで

考えております。子どもたちが将来にわたって原発事故の決定の困難な状況、これを

力強く切り開いて生き抜くためのというようなことで、本年度からおおたま学園、こ

れは２つの幼稚園、２つの小学校、それから中学校の入っているおおたま学園を挙げ

て人権教育に取り組んでいるところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際的な放射線に対する知識と防御というかそれをどういうふうに避けていくか、
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あと、そういうふうな問題についての、要するに実際にその問題が存在することをど

ういうふうに認識してそれを対処していって、今言ったように個々の強さを持ってい

なければ、他県とかに行った場合もしくはほかで仕事をした場合などに、それに対し

ての引け目などによって実際の自分の力が発揮できなければ、やはりそれについては

なかなか難しいと思いますので、個々の豊かさも含めた教育というのが今なされてい

るのを聞いて安心いたしました。 

   また、人権教育、まさに今、大玉内においても他から否応なく移住されてこちらの

ほうに住居を移されている方も、学校等に通っているお子さんたちもいます。実際に

大玉で部活動とかそういうもので活躍して、かえって大玉の最先端を引っ張ってくれ

ている方もいれば、いろいろな形で大変な状況からまだ脱していらっしゃらない方も

いるかもしれませんが、そういう方も含めて今多くの方がいるこの学校の中で、今後

のそういうふうな、いろいろな問題に対しての対応力を子どもたちがつけていくこと

はすごく大切と思いますので、人権教育の中でそういうものの力をつけるような方向

性を持っていただければいいのかなと思っております。 

   では、次に移ります。 

   放射線関係ということがあって、震災直後は外での活動が大きく制限されておりま

した。では、今現在どのような活動制限があるかを伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） １番議員さんにお答えいたします。 

   屋外での活動などに現在制限はあるかというご質問であります。現在は、校外活動

については事前に放射線量を確認するということを条件として、時間による制限等に

ついては一切設けておりません。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今現在はもう放射線、放射能検査をした上で実際に問題がないレベルということで、

時間等の制限、活動等の制限をされていないと。実際に震災後に時間制限あった地域

もしくは就学前で保護者が屋外に出すことを中止された状況があって、多分そのため

に、今、子どもたちの体力の低下、特に福島県での運動能力の低下というのは問題に

なっていると思います。そういうことの原因となっていた活動の制限がなくなったと

いうことは非常にうれしいことだと思います。 

   では、続きまして、屋外での活動時にマスクとか手袋などのような、今言ったよう

な放射線からの身を守るもの、今現在必要とするような活動があるか、もしそれが必

要とするのであれば、それは十分足りるように措置されているかどうかを伺いたいと

思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） １番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   大山小学校で行っている畑の学校の活動に際して、手袋持参としているが、マスク
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着用は本人、保護者の判断としております。学校では手袋、マスク等は準備はしてお

りません。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） きょう前段の風評被害のところでちょっとお話ししたんですが、土

壌汚染事態はまだある程度の期間、特に長い期間なくなるものではないと。今、畑の

学校については、手袋のほうは持参、マスクについては各自の判断、保護者の判断と

いう形で、実際には大玉の主要な産業である農業、これに直に接してもらうためには、

可能であれば土に手で直接触れて活動するのが一番いいのかなと思うんですが、これ

については今言った状況があれば必要な範囲での防御が必要だと。 

   それで、もし今学校のほうで手袋持参という話があったんですが、持参なのであれ

ばこれについては学校で、学校というか、教育委員会等も含めてなんですが、準備と

か可能なのかどうかとちょっと今一瞬思ったんですが、あと、マスク等については自

由ということで、実際マスクがなければ問題があるという状況ではないということか

と思います。実際、手袋がなくても十分に手洗いをして、今言った土を落とせば問題

はないかもしれませんが、もし手袋を持参という形が学校の方針であれば、それを学

校側で準備することはどうなのか、考えを伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） 再度お答えいたします。 

   今までも学校等の畑の作業等については、震災前であっても手袋等については持参

だったと思います。今後もやはり土をいじくる場合は、私たちだって手袋を使う予定

でありますので、これを学校で用意するということになれば、やはり予算的なことが

あります。手袋、軍手、大した金額ではありませんので、これは家族のほうで準備し

ていただければと思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） 今お話しいただいた形で、もともと学校の農業活動については、手

袋等については各自持参で実施されていると。それで今回、放射線防御という形で手

袋が必要なのであれば、それについては放射線に関する費用ということで当然公的、

ものが必要だという意識も私はあったんですが、本来通常的に今まで準備していて、

そのために、今回放射線があったためにその手袋をまた別の形にするのがどうなのか

という観点から考えれば、今の説明についてはある程度理解できる部分もあるのかな

と。ただ、多分保護者の心情的なものも考えるといろいろな意見もあると思いますの

で、これについてはまた十分に検討いただくようお願いします。 

   続いて次の質問に移ります。 

   子どもたちのスポ少など学校外活動、学校内でなく学校外のスポ少などの活動につ

いての制限等はございますか。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 
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○教育部長（武田好広） 子どもたちのスポ少などの学校外活動に現在制限はあるかとい

うご質問であります。 

   現在、スポーツ少年団活動、社会教育事業等においては、活動を制限している団体、

事業はございません。 

   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。 

   学校活動以外にも、スポ少などのほうの活動を通して子どもたちの対応力もしくは

社会性などは培われていくと思います。そういう活動ももし制限されれば、それによ

ってより今言った体力の低下とか社会性のほうの構築のほうにおくれが生じて、最終

的には５年後、１０年後、もしくはその子どもたちが大人になったときに大きな障害

になるということが考えられますので、学校活動と同じようにスポ少活動についても

問題ないという状況に大玉村についてはなりつつあると。当然これについては、福島

県内について地域によって、線量高い地域に行けば当然活動の制限かかると思います

ので、こういった各スポ少のほうの指導者などのほうが、対戦地域等によってほかの

試合の観戦の時間を短くするとかというのが少し前行われたと聞いておりますので、

これについては各スポ少の管理団体のほうで十分に管理されているのかなというふう

に思っております。 

   続いて、その学校外の活動には放課後子ども教室も含めたいろいろな活動がござい

ます。そういうものの中で、マスク、手袋などを必要とする場合があるか、また、必

要とする場合についてはそれは十分に対応されているか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） お答えいたします。 

   放課後子ども教室の畑作業のような体験学習では、屋外での直接土に触れるという

活動でありますので、マスクと手袋は主催団体で準備しております。ただ、マスク等

の着用については強制はしておりません。ただ、手袋等についてはこちらのほうの放

課後クラブの主催者で準備をしてお渡ししております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） 放課後子ども教室等については、希望者の参加型であったとしても、

やはりより子どもたちの安全について配慮する部分があるのかと思われます。そのた

めにマスク、手袋等を主催側で準備しておくと、その着用については促す形、強制で

なく促す形で実施されているように伺いました。 

   そのマスクとか手袋の費用等について当然幾らかかかってくると思うんですが、そ

ういうものについて十分に足りるように措置、今後も含めてなんですけれども、そう

いう措置についてはどのように考えているか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） 再度お答えいたします。 
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   今後もマスク、手袋等については準備してまいりたいと思いますけれども、マスク

は強制でありませんので、今後推移を見ながら検討してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   では、最後の質問に移りたいと思います。 

   子どもたちの教育環境、学校であれば学校の教育施設の整備、どうしても今現在の

線量が下がっていたとしても、流末などによって線量が上がる可能性もありますし、

そういうような教育環境の整備と、あと、福島県については教育問題として運動能力

などの低下を含めた、先ほどあった教育運動、外部での活動が制限されたり、もしく

はそれが心配される時期、学校に就学している世代とこれから就学する生徒も含めて

そういうふうな問題が今後どんどん大きくなってくると思います。それを含めた、そ

ういう力を再度アップする教育方も含めて必要な備品なども含めてそういうものの整

備をするための費用等、それを長期的かつ継続的に確保するためにはどんな方法があ

ると考えているかを伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） お答えいたします。 

   学校における児童生徒の安全、安心の確保を最優先として、放射線の影響などによ

る子どもたちの体力や学力等の低下への影響が出ることのないよう、関係各課と連携

を図り適切な予算措置に努めてまいりたいと思っております。今回、２５年度からの

繰り越し事業で行いました遊具の改修、改修といいますか、新しいのに改修しました。

あと、幼稚園、学校等の芝生化を今年予定しております。これが今まで体力不足とか

そういうものが懸念されましたけれども、今現在新しくなった遊具等を見ると、子ど

もさんが大変喜んで毎日使っているようであります。そういうのを見ると体力の低下

とかそういうのは心配ないのかなと思っております。 

   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。 

   既に多くの今言った問題に対する対応策が大玉村についてはとられていて、それが

実施されていると。その中でも実際にはその教育現場でその状況を見ながら、新たに

こういう問題が、財布も含めた形でこういう問題があるとかこういう活動が必要であ

るというものがあれば、それに対して積極的に教育委員会等に学校側のほうの要望等

を上げていただいて、対応策をどんどんとっていく必要があるのかなと、今までと同

じように、問題が顕在化する以前に危険性のうちから少しでもその対応策をとってい

かなければいけないような今は時代になってきているのかと考えております。 

   ですから、かかった費用等についてももし、当然、国・県と教育関係でいえばその

基本になると思うんですが、それ以外についても短期的に必要なもの、今すぐ必要な

ものもあれば、予算のほうに計上して、最終的にそれが原発事故に起因するものであ
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れば、可能であれば損害賠償の形に乗せるかどうかも検討して、実際に必要措置が必

要な時期にとれていくような対応策をとられることを望みまして、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） 以上で鈴木康広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５３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「大玉村委託職員の処遇改善に

ついて」ほか１件の質問を許します。３番。 

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

いたしました２件の一般質問を行います。 

   まず初めに、大玉村職員の処遇改善について質問いたします。 

   財政健全化の一環で、事務事業の見直しと相まって職員定数の削減が行われ、正規

職員はピーク時からすれば１割以上の削減になっていると思います。 

   一方で、介護保険制度の導入など新たな制度創設に伴い、地方自治体の業務は拡大

しています。また、平成２３年３月に発生した東日本大震災と東京電力福島第一原子

力発電所の爆発事故による放射能対策での除染や住民の健康管理など、膨大で新たな

業務が発生するなど村の業務は拡大をしております。 

   しかしその一方で、これらの業務をこなすための正規職員はわずかな増員にとどめ

られ、拡大する業務をこなすために委託職員がふやされています。これら委託職員は、

大玉村方式と呼ばれ労働者派遣法や労働基準法などの規定をうまく活用し、長期雇用

を確保するなど働く方々にとって一定の安心をもたらす半面、待遇の面ではとても正

規に追いつくものではなく、仕事場や職種によっても賃金面での格差では相当なもの

があります。 

   そこで、これら非正規雇用の方々の待遇の改善を図る立場から具体的にお聞きいた

します。 

   まず、委託職員に支給されている加給賃金、ボーナスですが、この支給基準を定め

ている加給委託料支給基準についてです。支給対象者については、どのような考え方

に基づき定められているのかお尋ねをいたします。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えします。 

   現在の基準では、加給委託料支給基準というのがございます。その中で、加給する

支給の業務の特定がされております。その特定されている業務につきましては４項目
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ほどあります。保育所における保育業務、幼稚園における保育業務、アットホームお

おたまにおけるフロント業務、その他村長が適当と認めた業務ということになってご

ざいます。 

   その特定の、特に支給対象者についての、これに限定している考え方でございます

が、まずは保育所、幼稚園、こういった業務については、大切な乳幼児、児童を保育

するという業務、それにしたがいまして通常の事務的業務とは異なるということが一

つにはあろうかと思います。それから、常に子ども、住民等に接する機会が多く、早

出とか遅番、そういった特殊な時間、こういう勤務に従事しているということで、ま

ず業務については特定しているという内容でございます。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   今、それぞれ基準をお答えいただきました。この中の支給基準１の４、村長が適当

と認めた業務、この考え方、そして範囲、これをどのように捉えているのかお尋ねを

いたします。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員さんに再度申し上げます。 

   先ほど申し上げましたが、その村長が適当と認めた業務という内容には、前述した

ような保育、幼稚園、そういった通常業務以外の異なった業務ということで、そうい

った特殊な業務ということで村長が認めたものというふうになってございます。 

   なお、現在はこの適応されている職員はございません。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   この加給委託料、今答弁にございましたように、保育士、幼稚園教諭、これはこの

免許の必要な方、このような職種の方に支給されているのはわかります。しかし、そ

の一方で臨時職員という立場の皆さんもいらっしゃいます。この皆さんは、資格の有

無にかかわらず基準を満たせば支給されるというふうにも聞いております。この違い、

なかなか私どもには理解できませんが、この違いはどこから来るのか、この点につい

てお伺いいたします。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えします。 

   臨時職員につきましては、ご承知のように３年という区切りもあります。さらに

１年の中でも１１カ月ということで、１カ月は雇用期間ができないという縛りもあり

まして、そういった関係から臨時の職員については別な規定で設けているということ

であります。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   そこで、少し職場ごとに具体的に質問いたします。 

   先ほど、アットホームのフロント、加給賃金が支給されているというふうに伺いま
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した。どうしてフロントだけがアットホームの中で対象になるのか、その点について

お伺いいたします。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   フロント業務につきましては、ある程度お客さんの接待でサービスが基本でありま

す。一般行政職も全体に言えば、これは全体の奉仕やサービスでありますけれども。

それから、朝番、遅番、そういったこともございまして、現在４名がフロント業務を

されておりますが、現時点においてこのフロント業務については加給賃金の対象にな

っているということでございます。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） 今お答えいただきましたが、なかなか納得できないかなというふう

に思うわけでありますが、特にアットホームでいえば、フロントだけがサービスをす

る業務ではなくて、むしろ私たちが行く場面にとってはフロントの皆さんは余り接点

がないかなと。むしろ配膳の皆さんであったりという皆さんのほうが日常的に接点が

多いのかなというふうにも思っていますし、フロントの皆さんだけがサービスを提供

するのではなくて、むしろアットホームは全ての皆さんがサービスを提供する職場で

ありますので、そういう点ではこのサービスを提供するというのを基本とするという

のは何か納得いかないわけであります。 

   そして、このアットホームだけではなくて、例えば村民プール、直売所、村長はか

ねがね村民株式会社、民営化というお話をされておりますが、こういう民営化を念頭

に置いている職場で働いている皆さん、この皆さんの力がなければ民営化自体もスム

ーズに進まないのではないかというふうにも思うわけです。 

   そういう点からしても、このアットホームのフロント、サービスだから、その部分

だけでこの皆さんだけに支払われているというよりは、そういう皆さん全てがもっと

働きやすい職場で、もっと自分の力を出せるような職場に変えていくことで、もっと

もっと前向きに、いろいろな仕事に取り組んでいただけるのではないかなというふう

に思っているわけでありますが、このような業務の実態なども踏まえて、新たな基準

をつくるようなそういう考えがないのかどうか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えします。 

   そういった考え方も確かにあるかと思います。ただ、現時点においてはこういった

規定で運用させていただきますので、私のほうからはここまでで、それ以上ちょっと

申し上げることはできません。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） それでは村長に、この点に関してどのようにお考えなのか伺います。 

○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。 

   この加給金は最初はなかったんです。先ほど言ったみたいに臨時だけだったという
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ことで、段階的にふやしてきたということで、最初は保育所、幼稚園、そしてアット

ホームのフロントというふうに拡大してきた経過がございます。 

   それで、フロントの場合にはお金を扱ったり多種多様の仕事をすると。そして朝番、

遅番、交代制、休みも非常に不規則だということで、本来アットホームが始まったと

きには役場の一般職を張りつけておりました、事務にも。ですから、それにかわる仕

事ということで、それなりのやっぱりアットホームの中でも重要性が違うだろうとい

う、配膳等の単純作業と違ってという部分で、フロントだけ加給金を出しているとい

うのが現状になっております。 

   ですから、例えば配膳のほうにまで加給金を出すとすると、体育館の管理とか、そ

ういう単純作業というか決まった仕事のほうにも出さざるを得なくなってくるので、

予算の関係もありますので、今のところはそこまでということですが、同じような職

種が出てまいれば、やはり加給金は支給をするようになるというふうに考えております。 

   公設民営のほうはまた後でですか。 

○３番（武田悦子） 続けてどうぞ。 

○村長（押山利一） 公設民営になった場合には、直売所もアットホームも公設民営にし

たいというふうに今現在は、予定としては、私の中では考えておりますが、株式会社

化をした場合には、当然プロパーとパートという形になりますので、今とは雇用形態

が変わってくるだろうと。それから、できれば役場に対するものとか、各種保育所と

かそういうことに含めても人材派遣業の資格を取って、株式会社から人材を派遣する

という一つの事業として、ですから当然、本宮、二本松にも人材を派遣できるという

こと、一般の会社にも人材を派遣できると。事業ですので、事業量をふやし利潤を上

げなければいけないので、その人材派遣業の中で派遣をしていくということで、今と

は違う形態での勤務になるだろうというふうに現時点では考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） 村民株式会社に移行すれば、それはそれなりの会社の経営体の中で

いろいろな働き方があるわけですので、それはそれで納得できますが、現段階におい

ては、やはり皆さんの働く意欲にどう結びつけていくか、それなりの縛りがあってし

かるべきだとは思います。日数なり何なりの縛りはあってしかるべきですが、特定の

業務のみというのではなくて、皆さんの働く意欲をどう引き上げていくかという点に

関しては、いろいろご検討いただきたいなというふうに思っています。 

   続きまして、加給金だけではなく賃金水準について質問いたします。 

   現在の委託業務の日額について、これは何を基準に定めているのかお聞きいたしま

す。委託業務ごとに、その職種の特殊性、さらに資格要件などで幅があると聞いてお

ります。これらの基準について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えします。 

   基準でありますが、職員の技術職員、それらの給与が一つ基準になりまして、作業
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賃金という基準を一つの目安として算定しております。普通作業については日額

６，３８０円ということで、これを１時間にしますと８２３円になりますが、そうい

ったのが一つの基準で上限がございます。 

   幅につきましては、清掃業務、こういったものは７２０円から、村民体育館の清掃

業務でありますが、こういった場合は７２０円、役場庁舎については７７０円とかそ

ういう幅から、時給にして１，０００円を超える、そういった幅の賃金体系となって

おります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   この委託料の賃金は、基本的には何年勤めても変わらないということでよろしいの

でしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員にお答えします。 

   そのとおりです。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） 先ほども働く意欲というお話をさせていただきました。やはり同様

でありますが、保育所であったり幼稚園であったり、プール、アットホーム、直売所、

緊急雇用もございます。放射能対策の部署、さまざまな部署で働いている皆さんいら

っしゃいます。基本的に１年契約の職場であっても、継続雇用に近い状況の職場もあ

ります。一般職員と同様に昇給をさせる、年数を重ねるごとに多少時給を上げると、

そういう考えはございませんか。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えします。 

   確かに今おっしゃるように１年、２年で入った委託職員の方、それから５年、

１０年、それ以上の方、そういった方には、同一委託料であるというのはこれはちょ

っと考慮しなければならないというふうに考えております。 

   これについては、その経験年数とかを一つ加味する、一般職員であれば今おっしゃ

ったような昇給、定昇的な、そういったものを委託のほうにも加味した体系を検討す

る必要はあるのかなというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ヨーロッパでは、働き方で賃金の差別をなくす方向で仕組みがつくられています。

パートタイマーもフルタイムも同じ仕事なら同じ賃金水準でという考え方です。日本

が進もうとしている道とは逆の方向だと思いますが、働く人たちに意欲を持たせるに

は処遇の平等が大切です。臨時的業務であっても処遇の平等は大切であると思います。 

   最低賃金の水準も引き上げるべきと思います。時給１，０００円、１日

８，０００円を最低の基準として全体を見直していく、このような考えがないかどう
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か伺います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えします。 

   １，０００円という仮定をしました場合に、予算のほう、お金のほうになりますが、

一応お聞きしていただいて、委託職員は今１３７名ほどおりますが、臨時職２０名含

めると１５０～１６０名になります。そういった委託職員全て、７２０円の方も時給

で１，０００円に上げるというお話で算定してみますと、本当に概算ですけれども約

５，０００万を超える額になります。 

   そうなりますと、一気にというお話はちょっとできないわけでありますが、先ほど

ちょっと申し上げましたが、経験年数でそれは加味してというふうな、最初から一律

１，０００円というのはちょっとこれはできかねますので、さっき言ったような考え

方で経験年数を加味して徐々にといいますか、その差は必要かなというふうに考えて

おります。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   最低時給１，０００円、そうすると５，０００万。莫大なお金ではありますが、こ

の最低１，０００円で計算をしたとして、１年間１２カ月、月２０日働いていただい

ても２００万に届かないという計算になってしまいます。この年収２００万円以下の

皆さんはワーキングプアと呼ばれるというふうに言われていますが、やっぱり少しで

も一生懸命に頑張っている皆さんに報われるような、そういう賃金水準に、経験年数

で賃金水準を見直していただけるという、検討するというお話もいただきました。ぜ

ひ、少しでも皆さんの働く意欲につながるような、加給賃金も含めて前向きに検討し

ていただいて、実現をしていただきたいというふうにお願いをいたします。 

   次に、人権を大切にする教育の実現について質問をいたします。 

   小中学校など義務教育の現場には、さまざまな問題が渦巻いています。教師が忙し

すぎること、子どもや保護者自身もさまざまな問題を抱えている場合もあります。家

庭でも学校でもゆとりのなさが意に反して子どもの優しさを見逃したり、保護者と学

校のトラブルに発展したという事例も耳にしています。このような現状を踏まえ質問

をいたします。 

   まず、子どもの自己肯定観を育てること、これは大変、大切なことと考えます。学

校現場では、これらについてどのように考えられ、どのような取り組みがなされてい

るのか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   ご指摘のありました自己肯定観でありますが、これは人間が人間のアイデンティテ

ィーを確立する上で極めて大切な要素だというふうに捉えております。そういった中

で、国際比較で見たときに日本人がこれが低いというようなことが出されております

し、それから大玉村の子どもたちもいろいろな調査等で見たときに、必ずしも自己肯
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定観が高いという状況になっていません。そういったことで、このことについては力

を入れて取り組んでいきたいというふうに思っております。 

   学校教育でというふうなご質問でありましたので、学校生活全てにおいてなんです

けれども、特に子どもたちの多くを占める授業というようなことについて考えたとき

に、やっぱり子どもたちが自分たちを発揮するという場面、それをいかにつくってい

くかというようなことが大事かと思っています。 

   例えば、授業について見たときに、みずから課題を見つけていったり、あるいは自

分で考えたり、判断していったりというそういった場面をたくさんつくってやる授業、

それで自分で表現する活動を多くする授業、そういったことを、これは発達段階とか

講習等と、それから教科等によってもそれぞれ多少の違いはあるんですけれども、基

本的には同じだと思っています。 

   それから、何よりも学ぶ楽しさといったらいいのでしょうか、そういったことを実

感できるような授業というようなこと。それから、やっぱり認め合うというようなこ

と、先生が子どもを認める、子ども同士が認め合うというか、そういったことを大事

にする授業というようなことを考えております。 

   だから、学校生活、授業だけではありませんけれども、いろいろな場面において、

やっぱりそういった自分が認められるという、そういう実感をいかに与えるかという

ようなことが大事だと思っていますので、集団の中で自分を見詰めていくという、そ

ういったことを意図して取り入れていきたいというようなことで今取り組んでおります。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   今、教育長さんからありましたけれども、子どもたちが一人一人認められるという

そういう気持ちを持つこと、この子どもたち一人一人のいいところをどう探していく

のか、これ大変難しいことではありますが、これがすごく大切だというふうにも思っ

ていますし、この今大玉村で進められているコミュニティースクール、これのよさを

生かして、教師と保護者、そして子どもたちを支援する住民の関係を築くこれらの課

題、教師が子どもに寄り添うためには何が必要なのか、この大変難しい、どう表現し

ていいか、私も聞いていてどういうふうにお聞きしたらいいのかという部分もあるの

ですが、そういう部分をどう進めていくのかという部分について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   自己肯定観の話、今のご質問の前に、ちょっと補説させていただきたいのですけれ

ども、先ほど１番議員さんにもお答えしたんですけれども、本年度から人権教育とい

うようなことで、これは県・国の指定なんですけれども、それを受けて今取り組んで

おります。 

   それで、テーマというのは決めてあるんですけれども、テーマはともに、ともにと

いうのは一緒に、ともによりよく生きる子どもというようなことです。人権というの

は自分も大切にするし、相手をも大切にするということが基本だと思いますので、そ
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ういったことを大事にしていく教育を考えております。それは自己肯定観の育成とい

うようなことと直結すると思っていますので、幼稚園は幼稚園なりに、小学校は小学

校なりに、それから中学校は中学校の段階で、これをおおたま学園を挙げて取り組ん

でいきたいというふうに考えております。 

   それから、今ほど質問にあった件につきましては３つの視点から考えてみました。 

   １つは、教育の基盤は信頼関係だというふうに思っています、そういった意味で、

コミュニティースクールというようなことを導入してことし４年になるんですけれど

も、学校、家庭、地域、まだまだ課題はあるんですけれども、ほかの人たちから見る

と非常にその垣根が低くなってきている、それから信頼関係が醸成されつつあるとい

うようなことを指摘されています。私も実感的にそんなふうに思っております。それ

を大事にしていきたいということがまず１つの視点です。 

   それから、先ほどのご指摘がありましたように、近年、大玉だけではない、大玉に

も感じているのですけれども、何らかの要因で支援を必要としている保護者、そうい

った方がいらっしゃるなというふうに思っております。 

   これにつきましては、まさに大玉の小さなメリットを生かすというようなことも含

めまして、福祉等との関係機関、あるいは村で雇っていますスクールソーシャルワー

カー、あるいはまた中央児童相談所の人たち等々とケースの研究等をしながら、包括

的に支援していくというようなことが必要になってくるのかなとそんなふうに思って

おります。手を抜くというのではなくて包括的に支援をしていくという、そんなこと

を考えております。 

   それから、３つ目の視点は、学校の先生方の多忙感というようなことで、やっぱり

子どもに寄り添うためには余裕が必要だろうと、全くそのように思っております。そ

ういった中で、授業時数がふえてきたということが一つあります。今回の指導要領の

改定で授業時数がふえてきたと。これは物理的に指導する絶対時間がふえてきて、余

裕がなくなってきているということ。それから、今の２番目とかかわってくるんです

けれども、多様な考え方を持つ保護者への対応。これについても私も直面してきまし

た。そんなこともあって多忙感というようなことが高まっているなというように思っ

ております。 

   それを改善するために、今までもさまざまな面で他の自治体以上にいろいろなこと

について学校支援を行ってきましたけれども、今後とも物理的な面で、それからまた

人的な面で、それから心的な面で、そういった環境整備にさらに積極的に取り組んで

いって、子どもたちの成長に役立つような教育に努めていたいとそんなふうに考えて

おります。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   子どもたちの自己肯定観、そして生きる力をどうつくり出していくか、育てていく

かということ、とても大切ですのでぜひ頑張っていただきたいと思いますが、ある一

例をご紹介いたしますが、小学校であったお話ですが、子どもが給食の時間に突然嘔
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吐したということがあったそうです。これに対して教師がどういうふうに対応したか、

直接その子どもと私、話したわけではないので正確ではないかもしれませんが、具合

いが悪かったのならば悪かったと早く話をしなさいとそういうふうに先生が言ったと

いうのです。周りにいた子どもたちも心配なのでティッシュペーパーを差し出す、で

もその先生は、そのティッシュペーパーを受け取らずにそっちに行っていなさいと。

先生からすれば、ノロウイルスとかそういういろいろな心配があったのでそういう対

応にもなったのかなというふうにも思いますが、こういう一つの場面を見ても、先生

と子どもたちの関係、人権であるとか、自己肯定観を育てるという意味でも、こうい

う一つの場面でもいろいろな課題が見えてくるのかなというふうに思います。 

   具合いが悪かったら何で早く具合いが悪いって言わないのという前に、どうしたの

とか、大丈夫だよとかという声がけ一つで全然違ってくるのかなと、受けとめ方は。

そして、せっかくティッシュペーパーを出した子どもに対しても、そっちに行ってい

なさいではなくて、まずは受け取る、その子どもの気持ちを受け取る。そういうこと

があってもしかるべきだったのではないかなと。 

   子どもによっては素直にきょう具合いが悪いんだと言えない子どももたくさんいま

すし、多分この子はそういう子どもだったのかなというふうにも思います。せっかく

ティッシュペーパーを、これ使ってと出しても要らないと言われれば、それはやっぱ

りその子の気持ちをそぐものでありますし、自分はそれをやっちゃいけなかったのか

なというふうにも感じたのかなと。そういう話を家庭に持ち帰って親にすれば、親の

受けとめ方もやっぱり全然違ってきますよね。 

   なので、こういう一つの場面のこういうところでも、かなり保護者との信頼関係、

子どもと先生との信頼関係、そういうものをつくりあげていく上でも大切なことがい

ろいろあるのかなというふうに感じたお話だったので、確かに先生方のさっきのお話

の多忙化というお話、実感してわかっております。ただ、子どもたちは今、一生懸命

そこで先生と相対しているわけですので、一言もうちょっと違う言葉がけがあっても

よかったかなというふうに思いました。なので、もう少し先生に、これ以上頑張れと

は言えませんが、もう一歩の努力を期待するところです。 

   以上、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（佐藤 悟） 以上で３番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

   １０番須藤軍蔵君より通告ありました「医療・介護法と大玉村の現状は」ほか２件

の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） さきに通告いたしております一般質問を議長の許可のもとに行い

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

   初めに、医療と介護の総合法の成立での大玉村での現状について。 

   ２０００年４月にこの介護保険法が施行されて、来年で１５年という中での初めて

改悪といいますか改正がなされ、大なたが振るわれるというような状況でありました。

この法案は大きく言って３点でありますが、１点はまず介護保険から要支援１、２を、

この介護の支給あるいは介護の措置からまずは切り離すということが１つ。それから、
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一定の所得のある人については、今の１割の利用料を２割に、倍にするということが

２つ。それから、３つ目には介護１～５まであるわけですけれども、原則として３以

上についてのみ老人ホーム等々の施設への入所をするということでの窓口を狭くする

と、これが大きな特徴かなというふうに思っております。そういう中で、以下お尋ね

をします。 

   この最初にお尋ねした項目については、今般の冒頭での村長の行政報告の中で、詳

しくその人数なり段階ごとのことについては触れられておりますので、この点につい

てのみは、これは質問から削除をしたいと思います。 

   それで、先ほど言った介護３から上が基本的に施設への入所の基準にするのだとい

うことでありますので、では１とはどういうことを指すのか、２とはどういうことを

指しているのかというようなことについて、まず簡単にで結構ですので、その点につ

いてお伺いをいたします。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   介護のいわゆる程度、段階の基準ですけれども、何をもって区分するのかというご

質問でございます。 

   ちょっと今正確な時間はあれなんですけれども、今現在、介護認定においては調査

の上、機械で判定しますが、その物差しになっているのは介護の手間でございます。

どれだけこの人は介護の手間を要するのか。１日１時間なのか２時間なのか、そうい

う基準で介護１から介護５までの段階区分がされております。もちろんその時間の割

り振りというのはあるんですけれども、そのスケールで、例えば介護１か２かという

グレーゾーンみたいなところも出てくるんですが、それらについては、グレーゾーン

の部分については審査会の中でご本人さんの状態像、そういったものを踏まえて振り

分けがされる。基本的には介護の手間というのが物差しになっております。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 要するに手間が掛かるということは、それだけ症状が進んでいる

ということだというふうに思います。 

   そこで、もう一点ですけれども、一定以上の所得の人へのサービス利用料の引き上

げということで、厚労省の、最近ではあやふやになってはきたんですけれども、厚労

大臣の一つの物差しといいますかモデルは、年金額トータルで２８０万円の夫と、そ

れから同じく７９万円の妻の場合と、こういう設定をしているんです。その中で、い

ろいろ物を買ったり、いろいろ使ったりして、なおかつ、いわゆる可処分所得といい

ますか、つまり税金も払って、なおかつ残るうちには、およそ６０万円ぐらい残るだ

ろうという、こういう試算なんです。そうすると１割ぐらいの利用料を上げても払え

るだろうというような試算がなされたようでありますけれども、それはあまりにも過

小の計算ではないのかというようなことが、年金額のたび重なる減額なり、あるいは

消費税率の８％、そして１０％、こういうこと等々を踏まえれば、それはおかしいの

ではないのということが相当出てきて、その一つの試算は撤回するかどうかというこ
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とに、今あやふやな状態になっているわけでありますけれども、いずれにしても、こ

れらの試算、例えばこれ単純にはいかないですね、税務の関係もあると思いますけれ

ども、そういうものを大玉村に仮に単純に、それはそうだよということに当てはめた

場合、一体どれだけの方が利用料を倍に上げざるを得ない対象者があるのかという、

試算があるとすればお知らせをいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） お答えいたします。 

   正確には、国の設定する基準をベースに、今おっしゃられたように税情報等をすり

合わせる必要がございますけれども、現在議論されている、昨日参議院のほうでもこ

の法案は通りましたが、介護保険料算定の基礎となる所得、今、先ほど３５９万とか

２８０万という数字が出てきました。これがモデルに使われて説明がされてきており

ましたが、７９万円のほうは除外して考えますと、今おっしゃられた夫２８０万とい

うのがベースになると思うのです。年金所得だけというふうに考えた場合には、

１２０万の基礎控除がございますから、保険料算定の基礎となる所得というのは

１６０万というふうに考えられます。これを想定した場合、今、大玉村では保険料の

算定区分を６つの段階に区切っておりまして６段階ということになります、この保険

料については。そうすると１６０万、いわゆる２８０万の収入のある方、年金だけで

あれば１６０万の所得になりまして、６段階の人全員と５段階の、おおよそですけれ

ども２割程度は今度の２割負担の水準を超えるのではないかというふうに考えられま

す。対象者数を考えますと、今約２，０００人、６５歳以上が介護保険の対象者であ

りますが、所得を考えると１割程度が該当するのではないかというふうに推計されま

す。 

   この対象者の中で、介護サービスを利用している人は全体からすると１５％程度、

つまり２００人だと考えると、３０人ほどは介護の利用をされているのではないかい

うふうに推測されまして、３０人程度はこの２割負担に該当する可能性があるのでは

ないかとそのように現在は見ていますが、あくまでも一般的な推計でございます。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   その冒頭、申し上げました要支援１、２の訪問介護、通所介護、こういうものを国

の介護の基準から、給付から切り離すと、その事業はこの市町村に移すということで

すね、きのうのあれでも。だとすると一体、移すんだと言われても、じゃ大玉村の現

状はどうだと。そうしたことへの対応への、これから先また大変ですけれども、課題

等々について、大ざっぱでいいのでお願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） お答え申し上げます。 

   要支援１、２の訪問介護、通所介護については、この介護給付から外れると、そし

て市町村事業に移されるということになっています。 

   訪問介護というのはヘルパーさんと、通所介護というのはデイサービスということ
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でございますが、これが廃止されて市町村で同じようなことができるかというと、直

ちにはできません。それで、この法律の施行は来年の４月１日でございますけれども、

到底間に合うような、スピード感といわれてもなかなか体制できないであろうと。 

   まず、その期間の問題と、１つはじゃどういう形で地域支援事業を組み立てていく

か、これを現在、第６期の介護保険事業計画、これを策定中でございます。給付から

外されるヘルプとデイサービスに関して、どういう方法で補っていくのか。必ずしも

同じことをやりなさいということではないのです。しかし、この状態像が悪化しない

ためにどういうことが必要なのか。一番はマンパワーの問題です。大玉単独で果たし

てやれるのかということもございまして、このマンパワーの確保等に限らずでありま

すけれども、これはほかの自治体も一緒です。したがいまして、今、介護認定審査会

等、本宮市、二本松市と共同設置でやってございます。今後、第６期の介護保険事業

計画の策定に当たりまして、これらの市町村事業についても相互に乗り入れできると

か、いろいろな施設の利用であるとか、これ医師会との関係等も出てきますので、十

分に意見交換しながら住民の方々が安心して老後を過ごせるような対応をしていきた

いと、このように現時点では考えているところでございます。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） この１、２の方を切り離す、現時点ではこの行政報告で合わせる

と３３名ですね。これ、今すぐの時点でも、この方々が対象になるというようなこと

でいろいろ協力して、何とか不都合が起きないようにするといっても、国の給付基準

から既に外されるわけですから、相当、各市町村ごとのサービスのいわゆる指示誤算

といいますか、そういうものは生じるのではないかと心配がされるところであります。 

   また、認知症等々、いわゆる初期の段階でこそが専門的な対応が求められるのでは

ないか、そういうところできちんと対応することによって認知症などの進行について

遅らせる、あるいは進まなくするというようなこと等について対応ができるんだと。

そういうことで、いわゆる介護保険法そのものの、介護保険の目的そのものの制度と

いうのは、今度進めるものについては逆行するのではないかと、こういう懸念が各地

方公聴会でも大きく議論が出ておりました。我が大玉村でも３月議会でそうしたこと

を含めて、国にも意見書を提出されたという経過もあるわけであります。 

   最近、特に要支援１、２についてはボランティアでやるんだと、ボランティアを活

用してということが盛んに出てくるわけでありますけれども、ボランティアはそもそ

も自発的に奉仕活動を行う篤志家とこういうふうに辞書には出るんだよね。自主的に

やる篤志家。最近はボランティアという言葉も広義に、幅広く有償ボランティアとか、

もっと広く参加して自分のいろいろな用立てようというような、そういう幅広いのも

出て来てはおりますけれども、何回も三回もボランティアといわれると、やる気にな

った話も何となくやっちゃくねくなっちまうということあると思うんです。 

   だからそういう意味で、いずれにしても３以上だと言われたり、あるいは要支援１、

２は違うぞと言われたりすると、これ容易でないと。重要な入り口で既につぼめられ

るということになるので、やはりこれは重大な問題だなというふうに思っております
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し、確実に高齢化が進む、我々もそうでありますが、高齢化が進んでいくのは事実で

ありますし、これはご本人はもとより家族の方です。現役世代の皆さんもいてなじょ

すっぺなと。これ、そういうものから外れてやるよということになれば、先ほど言っ

たように、今度それは村や町でやるよと言われたら、今度言われた自治体も大変だし、

そういう意味では現役世代も、それから自治体も大変な大きな課題を背負う。これき

のう既に市町村に移行というふうに、それで特養の入所は厳格化だと、厳しくするぞ

とこういうことですから、ますますこのはざまで苦しむ人がふえるというような大変

な時代に相なるわけでありますけれども、こうした課題について村としては基本的に

どういう対応をするかということについて、村長のご意見を承りたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） 要支援１、２のこの認定者のサービスの利用、これ直ちに

今認定を受けている人が使えなくなるということではございませんが、新規認定者に

ついては訪問、それからデイサービスとヘルパーのサービスは受けられなくなるとい

うことでございます。 

   今これから地域支援事業、現在も地域支援事業やってございます。例えば、認知症

サポーターの養成であるとか、介護者を抱える家族を支える事業であるとか、それか

ら、認知症の方々のいろいろお話を聞いていただく傾聴ボランティアの育成とその活

動であるとかこういったことをやっています。そういう経験も踏まえながら、新たに

この地域支援事業を構築していかなければならないというふうに考えます。 

   先ほどボランティアということも出ました。例えば、これは介護認定者ではござい

ませんけれども、ひとり暮らし高齢者に昼食サービスをしているグループもございま

す。こういった皆さん方の力もやはり借りざるを得ない、そういう地域の中での福祉

をしっかりとつくっていくというのも一方では必要なのではないかというふうに考え

ています。 

   今、これからいろいろ介護保険事業計画を定めるわけですけれども、その中で現在

３３名おります。これらの方の、どういう形で介護を利用しているのか、日常の生活

状況はどうなのか。こういったことも改めて調査をしながら、どういう事業、今まで

どおりヘルプ等、それから通所のデイサービス、こういったことだけでいいのかどう

かも含めて対応を考えていきたいというふうに考えています。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。今、少し考える時間をいただ

きましたので。 

   認知症の初期の段階では、テレビ等では音楽療法とかスポーツ療法とかというのが

非常に有効だというようなことがありますので、そういう施設としてはこれから屋内

運動場をつくったりいろいろなところができるだろうということですが、基本的には

やはり虚弱老人を扱える施設がやっぱり必要なのかなというふうに考えています、長

期的には。 

   今、さくらで虚弱老人を扱っておりますが、あの程度の施設では少し足りませんの
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で、あともう一つは、保育所が満杯、保育所に入れない子どもたちの子育て支援とい

う今、子ども子育て支援計画の中でやはりかなり強い要望として、子どもたちの親子

で集まったり、妊婦が集まって相談をしたり過ごせるような、それから放課後児童ク

ラブに入れない子どもたちが遊ぶ場所とか、そういう子どもの子育て支援の施設がや

はり必要なのかなというふうに考えておりますので、ことし、来年というわけにはい

かないかもしれませんが、できるだけ早いうちに子育て支援施設をつくりたいという

ふうに考えております。これは国の補助等があるうちにということもあるわけですが、

単独で建てるのはなかなか大変ですので、そういうものを活用してつくりたいとそう

いうふうに今の時点では考えております。今、検討に入ったところです。 

   今現在デイサービスセンターだった保健センターの脇の包括支援センターが今度空

きますので、そこを高齢者の施設にもう一度戻せないかというふうに考えています。

要支援１、２、それから初期の認知症のそういう方たちの施設としての、先ほど言っ

た音楽療法とかスポーツとか、人と触れ合うことが認知症に非常にいいということも

ありますので、とめることはできなくても進行を遅らせるというようなことも可能で

すので、少し、５年１０年後ではなくて、もう少し短いスパンでそういう、やはり国

から預けられたものについて、村民ですので村で対応するとなればやはりそういう施

設が必要かなというふうに考えています。 

   あとは社会の情勢としては、介護が各市町村に、介護３から施設に入れないという

ことで、介護高齢者サポートを専門とする業者が今、プログラムをどんどんつくって

いると。市町村から受託をして、そういうものを受けるというビジネスが今動き出し

ております。都会のほうではそういうビジネスがこれからふえるだろうと。ですから、

当然この地域でもそういう民間業者のビジネスもふえるだろうと考えていますので、

そういうものも勘案しながら対応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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれご答弁いただきました。 

   いずれにしても、繰り返しになりますけれども、これ本人はもとより現役世代の、

あるいは住民全体の課題であるということでありますので、先ほどお話ありましたよ

うにそうした、例えばかあちゃん弁当の会等々の、もちろんそういう皆様方のさまざ

まなご支援、ご協力もいただくわけでありますけれども、村としてやっぱり住民の健

康を預かるという立場での取り組みを強く求めておきたいと思います。 

   次に、備蓄米についてであります。 

   これについては、２５年度産米についても福島県産米は相変わらず苦戦が強いられ

ています。店頭には並ばずに業務用に回っているんだというようなお話も聞きますし、

それぞれの通信でいろいろ調べてみますと、そうしたものも如実にあるわけでありま

す。 

   これは以前には、原発事故前には、福島県の米はいい米だからどこかの県の米にな

っているというようなことが盛んに言われた時代もあるわけでありますけれども、今
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度はそうではなくて、福島県の物は売れないと、化けも何もしない、売れないと。そ

れは、風評被害であるし実害であるというふうに思うんです。 

   それで、消費者が福島県の米は食わないという場合、それはある意味では当然だと

思いますし、私自身も別なところがあれば、それは福島県のは今、食わないかなとい

うふうに思う。今は意地で食っているようなもので、比べてみればもう少し様子を見

るかなというのはこれはやむを得ないのかなというふうに思います。 

   つまりこれは、さまざまなＴＰＰの問題、あるいはそもそもの消費者の米離れとい

うものもありますから、全てがどうだというふうには決めつけられないけれども、し

かし、現時点ではやっぱり福島県の米の最大の要因は第一原発の爆発による放射性物

質の関係だということは明らかだと思うので、やっぱりこれは国の責任において対処

すると。それが全てだとは思いません、米だけそうだということにはいかないと思い

ますけれども、一つの方法としては、今、当面はやっぱり国の責任において福島の米

については市場から隔離して、最悪の場合は使うとかいろいろあると思うんですけれ

ども、そういう方法も一つの方法としてとってもらう必要があるだろうと。それは全

部が全部、国の責任とかということではありませんけれども、今の現状からすれば、

米の状況。しかし殊、福島県に限っては私はやってもらうべきだと思うし、やらなけ

ればならないと思うのです。 

   そこで、近隣の市町村なりあるいは県とも協力して、やっぱりこれは国の責任にお

いてやれよということを強く迫って、米についてはそういうものをやらせていくとい

うことが今、当面大事ではないかというふうに思ったわけでありますので、この点に

ついての備蓄米、福島の米のきちっとそうした確保していくと、運動を展開すべきだ

という点で村長の決意のほどを伺うものであります。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   当然、これは国のほうに今までも言ってきておりますし、町村長の要望の中でもこ

れらについて要望しているところでございます。 

   福島県が、今、農政は全国を同じ法律でカバーをしていると。ですから、北海道も

九州も備蓄米のあり方というのは同じなんです。ですから、私も何回も農水省の役人、

それから農政局と交渉しておりますが、福島県、ジャパンスタンダードということで

すが、福島スタンダードということで福島県にだけ該当する米施策なり農政をつくっ

てほしいということを何度も言っています。根本大臣にも２～３度、このことについ

てお願いをしておりますので、この前も２市１村で国のほうに行って要望してまいり

ましたので、これについては今言われましたように、単独で言ってもなかなか届かな

い部分もありますので、まず声を出して、今度県知事との懇談会もありますので、そ

ういう中でも要望するように強くお願いをしてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 
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   次に、不適切な支出の監査委員の指摘についての幾つかお伺いいたします。 

   この件につきましての詳細は９月の決算議会で改めて行いたいと思いますので、ほ

んの概要だけで結構ですのでそれぞれお答えをいただきたいと思います。 

   さきの定例議員会なり協議会で一応のお話は伺ったところでありますので、はい、

それでわかりましたという話では全くありませんで、本会議の場で最小限明らかにし

なければならない、それが議会の役割だというふうに思ってあえて伺うところであり

ます。当局のご認識と、そして答弁次第ではそれぞれ対応もまた変わるということを

まず最初に申し上げておきたいと思います。 

   以下、伺ってまいります。 

   監査意見書は、この大玉村の災害対策本部に対する委託料の使途についてというこ

とで云々ということで目的外に使用されていたというふうになっておりますので、ど

の点が目的外だったのかということについて、端的に項目だけで結構ですので、まず

お答えをいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   目的外使用の中身でありますが、平成２５年度の大玉村災害対策本部に対する経費

のうち、直接災害、いわゆる昨年の大雨、それから台風、ことし２月に入っての大雪、

これらに直接かかわる業務の経費以外の関連支出経費については目的外使用だという

指摘でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そうした直接関連以外は不適切だったという指摘だということで

ございますけれども、どうしてそうした不適切な支出というものが発生したかという

ことを簡単にお答えいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほど直接災害関連経費と申し上げました。それ、先ほど述べた支出についても関

連支出として、災害に関連する業務として判断をしておりまして、いわゆる一般的に

言う拡大解釈という言葉が適切かどうかわかりませんが、そういう解釈の判断のもと

に、それがその主なる原因であります。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今、その中身についてはあれですけれども、確かにそういうこと

かなというふうにも思います。 

   それらについては、今お話上げられたことについては是正がなされたというふうに

も伺っております。 

   そこで、それらを踏まえて、そうしたことを執行した部署の方がその後異動になっ

たのか、あるいはそれらの職員の監督や、あるいはまた承認などに携わった上の方も

いるのでしょうから、そういう支出金の是正があったということは何らかのそれに対
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するけじめというものがあってしかるべきですね。きょう、厚労省でも文章を２～

３回配布したのを間違っていたからということで、厚労大臣を初め一定のけじめがな

されたようでありますが、この是正がなされたということは、それは何にも問題がな

ければ是正する必要はないので、それがあったんだから、それに対してのそういう部

署、あるいはそれを監督、あるいは承認、そうした皆さん方に対するどういった一定

の何らかのけじめというものはあったのかどうか。 

   それから、今後そうしたことの再発ないようにするための教訓とか何か、どのよう

に考えているかということについてお伺いいたします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   最終的には、監査委員のほうから指摘がございましたのは、これは是正についての

指示、お金を返しなさいとかということではなくて、どうもこれは拡大解釈が過ぎる

と、目的外と言われてもやむを得ないぞということで、２６年度は気をつけなさいよ

という指摘でございました。 

   ですから、その時点で、目的外だから支出科目を更正したり、飲食代については返

しなさいよということではなくて、そのやむを得ない部分もあるということですが、

やはり目的外と言わざるを得ないという指摘でございましたので、我々としては、関

係者を集めまして、これをどうするという話の中で、やはり監査委員の指摘は重いと

いうことで、目的外ということで、使い方が悪いというのではなくて、その対策本部

のほうから出すのはどうかということでございましたので、それについてはしかるべ

く対応するということで、食べたものについてはこれ本来は支出してもいいものもご

ざいますが、個人的に飲み食いしたものについては全て返還を求めて返したと。です

から、これについては支出は現実的にはなくなったと。それから、それ以外の手土産

等については、これはその部署から出すもしくは一般会計のほうの交際費のほうから

出すということで、本来の支出すべきものに戻したということでございますので、災

害対策本部に支出で残ったものは直接的な経費だけだったと。 

   先ほど言った拡大解釈ということですが、予算上も災害復興からの復活事業という

ような位置づけで行われている予算でしたので、復興絡みでいいのかなと、災害協定

を結んだところに行ったときの手土産とかそういうものも含めて、６次化についても

災害払拭ということの予算措置ですので、そちらのほうから出したと。 

   ただ、これは明らかに指摘されたとおり拡大解釈が過ぎるのではないかと、我々も

反省しましたので、目的外という指摘に対してきっちりと是正をしましょうというこ

とで、５月３１日の出納閉鎖前でしたので、平成２５年度の決算に間に合うというこ

とで是正をさせていただいたという内容でございます。 

   けじめとしては、これ最終的にはその時点で、私のところで来年度以降はもう一切

そういう予算をとるなということで、一般会計の方からやりなさいよということで予

算のとり方についての指示もしましたし、やはりこれは明らかに拡大解釈と、これ指

摘されてやむを得ないということですので、その時点で口頭ですが厳重に注意をして、



 

- 57 - 

 

２６年度以降についてはこのようなことのないようにということで、あと私は最高責

任ですので、この前の議員会でおわびを申し上げましたが、これから平成２６年度に

ついてはこのような支出のないようにということで改めておわびを申し上げて、教訓

としていきたいというふうに考えております。申しわけありませんでした。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 以上で質問を終わります。 

○議長（佐藤 悟） 以上で１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後２時５５分といたします。 

（午後２時４１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後２時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ７番佐藤誠一君より通告ありました「農政問題について」ほか２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行

いたいと思います。 

   今、世界情勢はウクライナ問題、さらにはイラク問題、シリア問題、エジプト問題

と内戦等が続き、非常事態のような世の中でございます。日本はといいますと、集団

的云々とかいろいろ、東シナ海等の情勢も大国によって脅かされようとしている情勢

でございます。 

   また、我が本村においては、村ですので基幹産業が農業でございます。先月から今

月にかけて、政府が大なたを振るって農業改革、農政改革等の一方的な論法で、それ

ぞれマスコミ等で報道されておりますけれども、特に農協についての、農協解体の問

題については全中こぞっていろいろな問題を提起しながら、我々はここ５０年、今の

政権与党については結党以来、支持母体だぞというような手を挙げながらいろいろと

駆け引きをしておるところでございます。 

   特に農協の改革問題については、我々行政に携わっていることについては農業委員

会の見直し、特に農業委員の選挙制度や農業団体からの推薦制度を廃止するというこ

とでございます。ことし７月に統一選挙がそれぞれ全国で行われようとしております

けれども、この選挙が、この農協改革の案が通りますと、最後の選挙になるんではな

かろうかというふうに思っている次第でございます。 

   また、農協のほうの見直しにつきましては、それぞれ４７都道府県にある全中、こ

れは各ＪＡ中央会と申し上げますけれども、中央会制度を廃止する。この中央会とい

う組織はいったいどういうものかというと、各ＪＡの指導する機関でございます。 

   福島県の場合は厚生連もありますので、いわゆるＪＡ福島５連というふうに呼ばれ
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ております。かつて私も平成元年４月から平成５年３月まで、役職上、ＪＡ福島の

９階にあります中央会農政広報部の役職上の職員として４年間在職したわけでござい

ます。私も３７～８才のころのことでございましたので、中央会なる組織はどういう

ものかといいますと、わからないで私も椅子もあったので、そこでいろいろ考えなが

らしますと、中央会、汗を流して百姓をやって、農業をやっている人から見ると、非

常に要らない組織なんです、はっきり言って。なぜかとなると、早い話が、吸い上げ

てとかいろいろ言葉ありますけれども、組織上の上納金でそれぞれ食べているという

ふうなこともかつて言われましたけれども、そういう組織は要らないと言う人もおり

ますし、また、一番政府がもくろんでおりますのは、正組合員よりも準組合員の比率

２分の１という基準がありますけれども、それ以上ふえて、農業が生産する貯金高よ

り準生産組合員の預金高が膨大になりまして、今や農協の保有預金高というのは

９０兆円と言われている。そのお金が欲しいのか何だかわかりませんけれども、特に

信用組合、さらには共済組合等のこれらの解体、これも大きく叫ばれております。 

   また、我々直接携わる農業者については、やっぱり株式会社にしていくんだという

ことでございますけれども、これもいろいろな反対等の声も上がりまして、これも改

正案がそれぞれ出される見通しになっておるところでございます。 

   ところで、こういった新農政化における農業についての今後について、下段のとお

り伺いたいと思います。 

   先ほども私が申し上げたとおり、本村は農業を基盤とする村でございますけれども、

本村における今後の農業の方向性について当局に伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、本村における今後の農業の方向性という質問

でございますが、農業政策が大きく変わる中で２６年度にも農地の中間管理機構とか、

あとは経営安定所得対策の見直しとか、水田のフル活用等々で大きく農業政策が変わ

った部分もございますし、また、今までもありました規制改革会議の中で農協の改革

並びに農業委員会の農業委員の選任の方法の改革ということで農業改革が叫ばれてい

る中で、やはり今後は中小規模の農家ほど経営が厳しくなるのではないかということ

と、当然現在も高齢化、そして後継者不足の中で中小規模の農業離れが加速する方向

が予想されるのではないかと見ておりますが、そういった中で受け手となる、現在は

受け手の農家がそれらの農家を引き受けられる状況にありますが、出し手の農家が大

きくなりますと、それらの農家では受けきれないという部分が近い将来予想されるの

ではないかということで、そうなりますと耕作放棄地の増加という部分が懸念されて

おりますので、受け手となる農家のいわゆる農業経営の法人化という部分については、

いわゆるこれらに向けて取り組みを進めていかなければならないということで、それ

らの確保が急務であると考えております。 

   農業生産の法人化の設立によって、農地を集約するという、規模拡大をするという

部分につきましても、最終的にはそれら中小規模の農家が、いわゆる自分の農地を法

人に貸しつけるということで、あくまでも出し手の貸すという個人の意思がございま
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すので、それらも含めた農家の意識改革も必要ではないかと思われます。 

   以上でございます。 

○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。 

   今、部長から農業生産法人についてもちらりと答弁の中で出てきましたけれども、

抜本的に政府もこの農業法人については、事業、用件は全面的に廃止していくという

ふうな改革がなされております。 

   これ、どういうことかといいますと、いわゆる農業というのは現在、はっきり言っ

てもうかる職業ではないんです。だから団体組んで、省力化できるものは省力化して、

生産性を上げようというのが農業生産の抜本的な目標であって、その中での組織の中

であります。はっきり言って、農業法人についてもいろいろな補助金がございますけ

れども、もっともはっきり言いますと出せる補助金の要件がそろわなくても資金が来

てしまうというようなことも多々あると聞いておりますけれども、こういった組織は

弱体化するとも強力化はしないということで、多分政府はその農業法人については抜

本的に廃止していくんだということでございます。さらば何をしていくのかといいま

すと、そこに、さっき言ったように株式会社等を入れるということでございます。 

   農業は、今は一円株式等において株式会社どんどんつくられますけれども、なぜこ

れ事業化しないかといいますと、そもそも株式会社にしますと事業税とかいろいろあ

りますので、そういったものが出てくるのでなかなか踏み切れないでおりますけれど

も、やはり株式会社はもうけ主義一辺倒でございますので、こういう、もし大規模が

下部組織をつくって農業に参入した場合は、もう一目瞭然、どういうようになるか皆

さんご承知と思います。２～３年のうちに今まで頑張ってきた農家については、ああ

くたびれたというような状態になるのも目に見えておりますので、これについての株

式会社のことについては、村長もかつて言っておりますけれども、やっぱり参入につ

いては控えてもらいたいというのが農業者の考えであります。 

   私たちも米一辺倒に頼っておりましたけれども、それぞれ、本村においてはかつて

は水田酪農という酪農もやっておりましたし、あと肥育農家、和牛の生産農家、養豚

農家などもありました。この夏が、皆さんご承知のようにＴＰＰの交渉が山場という

ふうに言われまして、農業新聞等においてはどういうことが書かれたかといいますと、

やっぱり秘密事項なのです、いろいろ交渉内容が。ですから、なかなか担当大臣も全

国的に公表できないという公表ごとなのです。それで、生産者はどういうことを言っ

ているかというと、成立する内容はほぼ決まっているんだろうと。一部、某大統領と

我が国の総理大臣の中ではもう会談中に握手をしてというような、農業新聞に毎日書

かれているんです。もう成立は決まっているんだと。決まったら日本の農業どうする

かと、決まったら本村の農業どうするかというのが一番課題なのです。 

   やっぱりスパン的には５年、１０年と見ますけれども、５年、１０年では遅いし、

やっぱりＴＰＰも成立したとなれば、この秋中にも来年度中の農業方針もきちっと、

各行政で本村はこうするんだと、日本の場合は暖地型と寒冷地型というふうに呼ばれ
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ておりまして、牛肉、オレンジの自由化のときは暖地型だということで寒冷地の人は

余り気にしなかったんです。しかしながら、米の市場開放をしたら、我々どこで線引

きするかわかりませんけれども、米は佐賀県だの九州だのでも多くつくられています

けれども、やっぱり新潟を含む東北６県、今は北海道も米地帯でございますので、米

を作付しております。北陸は福井からとってきますけれども、そのときは暖地型農業

の人はどうだといいますと、暖地型農業の人は、我々のときに寒冷地型の農業の人は

そんなにおいしいのつくらなかったら、今度の米を自分らでやればいいと。私も組織

上そうして動いてきましたのでよく知っているんですよ。だから、いいですと。 

   本当に米が自由化になりますと、先ほども控室で話ししていましたけれども、今年

度のコシヒカリの買い入れ価格、ほぼ高いときの半値以下なのです。１万円ちょっと

ということ、これ６０キロです。そういった中で本当に米だけで生活できるのか。一

部生産の規模抱えていて、本村においても２０ヘクタール、２５ヘクタールを１戸の

農家で、家族でやっている農家もおりますけれども、この人たちの話も聞きますと、

本当にここ２～３年こういった状態が続くと非常に厳しい。物がどんどん上がってい

けばいいのですけれども、今、生産する物がどんどん下がっている。そこで希望価格

で何とか抑えようとしますけれども、機械代、肥料代、また農薬代、これらのケース

というのはすごく値減りするどころか価格は高騰している、これ事実だと。 

   そういったことで、本村の米作を地帯でございますので、今後の米作についてはど

うするかということを含めて、さらに畜産農家の後継者、このようにうたっておりま

すけれども、現在の全体的な畜産農家はどのくらいあるのか。小分けにしますけれど

も、酪農、和牛繁殖、肥育、養豚農家の戸数についてお伺いしますし、それらの後継

者の有無についてもあわせて伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、まず初めに稲作農家の関係でございますが、

いわゆるＴＰＰ交渉、交渉中でございますが、交渉が成立した場合、本村の稲作農家

がどのような状況に置かれるかということでございますが、ＴＰＰの加入につきまし

ては、２～３年前の加入交渉に入る前に影響額の試算等々を全国レベルで、本村レベ

ルでも試算しましたが、主食用米についてはもう銘柄米しか残らないのではないかと。

２～３割程度ぐらいしか残らないのではないかという試算内容がございますし、そう

いった中では、主食用の米から飼料用米、いわゆる助成が拡大されております飼料用

米に作付をシフトする必要があるのではないかということで、単なる主食用の２～

３割をつくっていたのではほかの水田が耕作放棄地化しますので、水田等を利用する

ためには、除染が拡大された飼料米を作付して、水田を水田として稲作の経営を進め

る必要が出てくるのではないかと感じております。 

   次に、畜産農家の現状、後継者の関係でございますが、まず本村の畜産農家の部門

別の戸数で申し上げますと、酪農については１１戸、和牛繁殖については３３戸、肥

育については６戸、養豚については３戸でございます。合計で５３戸ございますが、

それらの後継者の有無等について調べたところ、後継者がいるという戸数については
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１７戸、率にしますと約３分の１が後継者がいるということで、逆に申し上げますと

３分の２の畜産農家については後継者がいないという現状でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） それぞれ、関係当局には戸数等の回答、ありがとうございました。 

   かつて１，０００戸以上農家があったという中で、現在こういった畜産農家に携わ

っている戸数については５３戸、うち後継者がいる農家は１７戸という結果になって

おりますけれども、村長に伺いますけれども、こういった農業の分野において、それ

ぞれこういった畜産農家の後継者が少ないということも伺っておりますけれども、特

に直売所関係でこれから園芸用の施設のビニールハウス等をふやしていくというよう

な方針も打ち出されておりますし、そういった補助事業の予算化もしておりますけれ

ども、村長から見て今後の本村における農業のあるべき姿というのはどういうふうに

考え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を申し上げます。 

   私、８月に就任以来、一番の危機感を持っていろいろご意見を伺ってきたのが農業、

それから畜産の関係でございます。これが今、非常に村としての大きな課題があると

いうことですが、これはまず今現在の中小、１町歩、２町歩は、これは農家としては

やはり小さい方になりますよね。米作と考えれば。ところが先祖伝来の土地ですので、

やはり手放したくないということで、大規模に一団の土地としていくのがなかなか大

玉村の場合は難しいというのは、まだ、小規模農家の方は農家がやれる段階の年代の

方たちが多いというのは、７０とか７５才でも機械化が進んでいますので機械で何と

かやっていけるというような状況ですが、あと５年、１０年たったときにどうなるの

かという危機感を持っています。農家の人の話を聞きますと、この機械が壊れたらや

めるんだと、稲作やめるんだとか、畑やめるんだという方がいっぱいおられます。 

   それからあと畜産関係については今言いましたように、３分の１しか後継者がいな

いということですので、この５０町歩、１００町歩という単位で耕作放棄地、牧草地

が荒れてしまう。もう既に山のほうを歩きますと大分耕作放棄地がふえてきて、荒れ

ているという現実がもう既に出ております。 

   これで、農業の方と話をしたり、それからあと畜産の方と話をしたりしていく中で、

完璧な打開策というのは見出だせないというのが現実ですが、まず、第１点としては

生産法人をつくってくれませんかということです。生産法人をただつくってもメリッ

ト、デメリットがあります。かなり経費がかかります。それをどう補うかというのは、

やはり複合経営だろうというふうに考えています。 

   稲作で得る収入を二番手ぐらいに考えないと、多分生産法人は成り立たないだろう

というふうに考えていますので、稲作以外の時期、それは何かというとやはり施設園

芸しかないだろうというふうに考えておりますので、施設園芸を、これは先ほど言い

ましたように、農政局のほうへ施設園芸に対する補助を手厚くやってくれというお願
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いを何回もしているわけです。土を汚されたので、施設園芸ハウスをつくったり水耕

栽培をしたりということに、それから今、７番議員さんやっている果樹とか、そうい

うその米以外の収入を柱にしていかないと、多分農業は厳しいなというふうに感じて

いますので、これから我々考えるべきことは施設園芸にどういうふうにかかわってい

くのかと、行政として進めていくのかということが、この耕作放棄地を少なくする

１つの方法だろうということと、里山主義という話が出ましたが、やはりこれからは

農業体験等で都会の方たち、非常に農業に興味を持っていますので、Ｉターンなり、

Ｕターンで農業をやる人の受け入れ態勢をつくってやらなければだめだと。大玉には

受け入れ態勢がありませんので、その人たちを受け入れる、県のほうにはそういう体

制もありますので、その辺の受け入れ態勢をつくっていくということ、これも１つの

方法だろうというふうに考えています。 

   それから、ソバもそうです。転作でやってきたものがそれ以上拡大できないのには、

何らかの原因があるのだろうというふうに考えています。そういうもので米以外の収

入源を探っていくというのが非常に現実的かなというふうに考えています。 

   ただ、何といっても美田を残すということで大玉の田んぼは、これは収入の中心に

ならなくとも、やはり産業の中心としては守っていかなきゃならないというふうに考

えております。 

   それから、畜産については畜産も悩みが多いです。重労働で高齢化をしてきている

ということなので、吾妻牧場が閉鎖になってしまいましたので、いよいよ年をとった

らば一団の土地として組合をつくって、そして畜産を続けることはできないでしょうか

ということは一応、畜産農家の方にはお話をさせていただいているところでございます。 

   いずれにしても、農家を取り巻く状況は非常に厳しいということですので、行政だ

けではどうにもできませんので、よく十分に話し合いを進めながら現実的なものに持

っていきたいと。 

   それで、９月ごろの補正でできればと思っているのが、直売所に冬の間、棚ががら

がらですので、例えば直売所を大きくするにしても冬売るものがないのでは困ります

ので、農協の契約と同じように直売所の契約という形でハウスに補助を出して生産計

画をつくって、そしてその人たちに冬期間の棚を埋めていただくというようなこと、

そういうこともこれから検討していきたいというふうに考えています。トータルで考

えていくということだろうというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。 

   やはりこの問題、最後にしたいと思いますけれども、今後の農業については、この

美田を守るというような村長の見解からも、本村の稲作を進めながら今後の農業とし

ては施設園芸に力を入れていくんだというふうな方針も打ち立てていますし、せっか

く畜産についてはすごく投資もしておりますし、施設等もあります。それで、３Ｋと

いうのは、きつい、汚い、危険とかいうことでなくて、やっぱりそれぞれ携わったも
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のがこれからの生活、今後の資金等も含めながら、見返りは絶対あるんだというふう

な前提のもとで、経営をやっていかないと後継者は育ちませんので、そういったもの

も含めて、行政を含め、大きな組織等のバックアップをしていっていただきたいとい

うふうに思っておりますので、ぜひ力をかしていただきながら本村の農業を進めても

らいたいというふうに思って、この質問を終わりたいと思います。 

   次に、２番目のＪＲの駅について伺いたいと思います。 

   この質問については私、初めての質問でなく何人かの議員が今までにこの駅の構想

を打ち出してきました。特に昨年来、私の地区の方々からプラントの東側にどうして

も駅が欲しいと。よく見て見ろと、本宮には五百川、本宮、二本松には杉田、二本松、

安達と駅がある。その通過の大玉村には駅がないんだと、何でだと。もちろん農村地

帯ですのでこれぞという繁華街もございませんし。 

   ただ、場所からいいますと本宮、杉田間、相当あると思うのですけれども、プラン

トができたということではなくて、こういったことを含めながら、やっぱり駅があっ

たのではなかろうかと、特に福島県では西郷村、新幹線がとまる駅ということで、日

本では村では１村だけなんです、新幹線のとまる駅。白河とどこで境界だかわからな

いくらいでありますので、西郷村には駅があるということで今、人口も２万人にふえ

ておりますけれども、町にならず村を名乗っているんですね。 

   そういったことで、私はこの推進団体には加盟しておりませんけれども、いろいろ

なことで、きょうの朝も私４時に起きたらぽっと来て、お前、きょう一般質問するん

だべ、そうですと言ったんですけれども、んだ、よく聞いておけなんて言われたもの

ですから伺いますけれども、当局がこのＪＲの駅の設置等についてどの程度掌握して

いるのか伺ってから質問に入りたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ７番議員さんにお答えします。 

   一部村民の方において、新しい駅の設置に関しまして話し合いが持たれているとい

うことはお聞きしております。 

○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。 

   一部の方々がそういった動きをしているということでございます。話はどんどん進

んで、この春先まで、その団体もしくはグループは、地元推薦の国会議員等に含めて

陳情までするんだということを伺っておりましたけれども、これ三位一体という言葉

がございますけれども、推進団体、あと行政も含めて。すると一番はその土地の所有

者なのです。これらのやっぱり同意がなくては建設が進まないということになってい

るそうでございますので、今、ちょっと足踏み状態だということも伺っておりますけ

れども、村長に率直に、この駅の新設について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） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ７番議員さんにお答えします。 
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   先ほど申しましたように、そういった動きが前にもございました。それで、新しい

駅を設置する場合には、ご承知のようにいろいろな条件がございます。過去にそうい

った調査もありましたが、まず、自治体から要望、建設する駅については請願駅とい

う名称になるようでございます。それが要望が受理された場合に、新駅設置に関する

基礎調査というものをＪＲが行うことになります。それで、請願駅の建設費用幾らか

という当時の２０年、はっきりは時期的にはあれですが、その当時の建設費用８億円

前後という結果で、全て地元自治体負担となります。 

   なお、完成後についての施設はＪＲに寄附になって、なおかつ管理はＪＲが行うと。

そういった観点から最終的には４号線周辺の当時の状況、それから乗降客の確保、採

算性、そういったことから採算性はとれないというふうに判断されて、結果的にその

段階で調査が終わっているとそういった状況であります。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 総務部長については、いろいろ丁寧な答弁をありがとうございます。 

   今、駅どこにつくるんだべということにおいては、農地もしくは一部住宅地になっ

ておりますけれども、今は何にもございません。はっきり言ってどこだかわかりませ

んけれども、今、プラント等がございますし、今度４号線沿いには大山倉庫等も含め

て流通地帯の拠点になるんだろうと思いますけれども、そういったことで、やはりこ

れらについても我々、その組織の代表になるかわかりません、話したんですけれども、

乗降者についての一番基本においては行政の施設が１つや２つ欲しいということで、

大玉の場合、役場ですから、役場の支所とかいろいろなものを含めて欲しいと。あと

は金融機関なんですね。大玉村には農協と郵便局きりございませんけれども、地方銀

行とかそれらの金融機関が欲しい。 

   さらに一番、乗降客が必要とするのは、商店でもありますけれども病院なんです。

病院が欲しいと。病院があれば、すごくあの病院はこういうのでいいとか、２つ、

３つぐらいあればいいということでございますので、少なくても現在、大玉村は無医

村でございますので、やっぱりこれ、本宮に近い、二本松に近いといっても、無医村

は無医村なんです、はっきり言って。我々も含めて行政が病院を引っ張ってこようと。

できるであろう駅の近くにとかそういったうたい文句で、やっぱりこぞってこの運動

をしていこうではありませんか。 

   私もいろいろ調べておりますけれども、かつて２０年前、８億円の建設費、全部地

元負担。私も議員なりたてのころ、もう二本松のかつての市会議員、もう亡くなって

しまいましたけれども、二本松の大平地区に新幹線の駅をつくろうということで、私

たちも署名した経緯がございます。これも、新幹線になりますと高架橋の上につくる

ものですから何十億という金がかかるということで、運動はしてみたものの断念した

のです。 

   地元のところでは土地も提供しましょうということになったそうですけれども、今

度は本当に、村長伺いますけれども、やっぱり降って湧いたようなことでもございま

せんし、村長は行政マンでございますので、かつて担当したときのことだと思います
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けれども、そういった動きにさらに拍車をかけながら、やっぱりあそこは大玉村のメ

ーンとして飲み屋の１つや２つもあってもいいじゃないかと、こういう場で失礼かと

思うんですけれども、やっぱりそういった活性化につながる問題でもございますので、

イエスかノーかで結構ですので、村長の立場もあろうかと思いますけれども、こうな

ると村長、これトップセールスとして動き回ってもらうということもありますので、

イエスかノーで結構ですからぜひ答弁していただきたいと思います。 

○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。 

   かつて私が企画財政課長のときに、駅の構想が出ましてＪＲのほうとの直接交渉を

しまして、先ほど総務部長が言ったように受理することもできないと、門前払いでご

ざいました。 

   そのときの条件は、やはり住宅地が張りついて、工場が張りついて、それからあと、

先ほど言った病院とかそういう施設が張りついてということで、うちのほうとしては

駅をつくってそれをＪＲに寄附しても構わないし、運営費までうちのほうで持ったら

どうですかという話までしましたが、寄附を受けて、運営は直接ＪＲがやりますと。

運営費をいただくことはありませんということで、できないと。そうすると大玉の駅

については、今現時点では受理できませんということではっきりと断られまして、場

所も全部図面もつくってあるんですよ。駅の場所も駅前広場もコンビニエンスも、そ

れから国道の向かい側には福島県自然史博物館をつくってくれるという運動を樫村先

生、福大の先生を先頭にしてやっていましたので、そのとき村が、県と。その博物館

を今のふれあい広場の脇のところにつくると、それから役場から下がる道路の改良す

る道路の図面も全部できております。それで国道４号線に信号をつけるということで、

拡幅のときにここに駅できるかもしれないから信号つけてくれと言ったら、そういう

不確実なやつではだめだと言われて信号がつかなかったという、拡幅のとき、４車線

のときにもそういう話をしました。 

   今回、改めてこの質問が出ましたので、職員にＪＲのほうに問い合わせをさせまし

たが、やはりお金としては、前は建築費だけだったのですが、今は北海道から沖縄ま

で、どこからでもこの大玉駅ができた場合には大玉駅の切符が買えるようにソフトを

全部書きかえなければいけない、時刻表を全部書きかえると、そういう費用が幾らか

かるかわかりませんというのです、天文学的数字ですよ。あと、億の金がかかります

ということで、時代が変わってきたので前よりももっとお金がかかりますということ

ですので、多分イエスかノーかというふうなお答えであれば、現時点ではやはり不可

能だということで、今現在８億、９億のお金を出して駅をつくるというのは現実的に

は難しいというふうに考えています。 

   これは私鉄の場合には、開発駅といって駅をつくってその前を開発するという発想

がありますが、ＪＲの場合には開発駅という発想はないのだというふうにＪＲがはっ

きり言っているんです。管理できて、乗降客がいっぱいふえて、そこでさっき言った

みたいな時間表を直したりソフトを全部直して、例えばその経費を出してもらったと
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しても難しいというのが今回のＪＲのほうの返事でした、改めて。そういう状況です。 

○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。 

   しかしながら、これ先ほど私言ったように三位一体という言葉もありますので、そ

れぞれの団体がそれぞれの思惑どおり、一緒になって運動を進めていくように要望し

まして、次の質問に入りたいと思います。 

   最後になりますけれども、昨年度来、日本で最も美しい村連合への参加について、

村長を先頭にこのような参加に向けて、今まで運動をして７月に審査が行われるとい

うことでございます。 

   参加への趣旨についてはそれぞれ私ども納得しておりますけれども、これ美しい村

を守るだけで村民が納得できるものがあるのか、ないのか。先月１３日に新聞に出ま

して、私の所属する総務文教委員会で矢吹町に視察に行ったら、これとふるさと納税

についてすごく質問というか、どうなっているんだということを聞かれまして、これ

らの参加には納得しておりますけれども、村民へのこれからの説明についてどのよう

にしていくのか、これらについて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ７番議員さんにお答え申し上げます。 

   日本で最も美しい村連合、これに加入することで、大玉村、全国的にＰＲを可能に

する、また知名度を高める一つになるものであります。なお、全国では現在４６町村

が加盟をしております。 

   そしてこのすばらしい地域資源、ご承知のようにこの安達太良山の景観、環境、そ

して伝統あります本揃田植え踊りとか神原田十二神楽、これらをさらに活用する、つ

まり観光的な付加価値をより高めると、そしてこれを本村の発展に結びつけると、そ

ういった意味での趣旨もこの美しい村にはありますので、そういった意味も含めて村

民の皆様にはご理解いただけるとともに、これからもそういったことで周知をしてい

きたいと思います。 

○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。 

   大玉村、今、駅の構想の話をしたばかりなんですけれども、４号線沿いについては

今後とも発展性のある都会型の居住区間になると思いますけれども、そういった流通

機関等を含めて、これからもその構想を進めていくと思いますけれども、この安達太

良山麓を中心に静かな村をつくっていくというふうなことでございますので、今後、

この村の、美しい村ばかり追っていて衰退したのでは村も沈没しますので、発展を求

めながら美しい村を進めなくては、今や自己財政、財政力指数を見ますと３２～３％

と思いますけれども、やはりこれを切りますとなかなか、もともと３割自治体といわ

れますけれども、やっていけないのが現状だと思うのです。 

   この点について、大玉らしき村という姿をどう保っていくのか、これを聞きながら

最後の質問にしたいと思います。 
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○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   この日本で最も美しい村連合というのは１万人以下という規定がありますので、

１万を超しているところは入りたくても入れないということでございます。大玉村は

８，５００ということで、この規模が村民に一番近い行政を進めていく上で最適のメ

リットだというふうに考えておりますので、今後も、現実的にここ１０年、２０年で

１万を超すというのはなかなか現実的には難しいところもありますが、今住んでいる

皆さんに自分の住んでいる村がそういう美しい村連合と、なかなか審査の厳しいとこ

ろに入って一緒に、全国の美しい村の一つなんだという誇りを持っていただきたいと

いうことも一つありますし、それからあと、民俗芸能とかそういう文化がないとだめ

だということですので、太鼓台とか民俗芸能とか、そういうものがなくなってしまう

と、これ指定解除されるということもあります、定期的に審査がありますので。です

から当然、守るべき伝統とかそういうものについてはこれからも守る努力をしていく

と。ですから当然になくしてはいけないもの、守るべきものについては守っていくと

いうことです。 

   ただ、景観、これに入ったことによって村の発展が阻害されるのではないかという

ことについては、それは、例えば今、この前もお話ししましたように国道４号線につ

いては土地計画区域で準工業地帯にしたいと。あそこにやっぱり、流通とか飲食だけ

じゃなくて、沿道サービスだけじゃなくて、工場とか企業を持ってきたいというのも

ありますので、これから時間がかかると思いますが、都市計画法で言っているものを

変更したいというふうに考えていますので、守るべきものと、それから攻める、開発

すべきものというのを明確にして進めていきたいと。ただ、言えることは、景観保護

条例のある村としては、景観を守るためにも、農業を守るためにも、この美田の景観

だけはきっちりと守っていきたいと。バランスをとりながら発展を図っていくという

のが今回の考え方でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 今の村長の答弁で、バランスの村ということで、最後に村の発展に

支障がないかということはそういうことで、４号線がいろいろ開発される。一方、安

達太良山麓はこうだということで支障がないかということでございます。 

   その支障がないかと伺いながら、私、冒頭に言いたかったのは、県内では北塩原村、

飯舘村、三島町に続いて４町村目だということでございます。それぞれ、飯舘村を含

めては、静かな村、静かな町だと思うのですけれども、今の４号線等、本当にすごく

流通機関として発展しておりますので、そういったことで支障がないかということを

聞いておりますので、その辺を含めながらこの質問の答弁をもらって終わりたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 
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   言うべきことは、きちっと審査のときに話をしたいと思っています。国道４号線に

ついては、開発すべき地域として考えていますということはお話をしたいと思います。 

   かなり審査が厳しいということなので、手を挙げたから必ず審査が通るということ

はないそうなんです。ですから落ちることも。ですから、それでもし４号線を開発す

るために、そういうことではだめですよというのであれば、これは落ちてもやむを得

ないと思います。これはやっぱり言うべきことを言って、現実のお話をして、そして

指定をしていただきたいとなというふうに考えていますので、村の発展に支障のある

ようなことはないというふうに考えていますし、７月２３日に審査員２名参りますの

で、村を挙げて夕方、各界の皆さんに集まってもらって村に対する思いをそれぞれ伝

えたいなと、最大限の努力はしたいなというふうに考えております。 

   ですから、村民に対して、こういうところに入ったとか、入るよというのは審査の

前に余りＰＲしますと、落ちると大変なことになりますので、一応通った後に、村の

ほうにはお知らせをしたいなというふうに考えております。 

   以上です。 

○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。 

◇          ◇          ◇ 

○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４１分） 


