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平成２６年第６回大玉村議会定例会会議録 

 

第５日  平成２６年９月９日（火曜日） 

 

 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） 本日、傍聴に田辺輝二さんほか１２名の方がお見えになっておりま

すので、ご報告申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○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「土砂災害について」ほか３件の質問を許しま

す。２番。 

○２番（押山義則） ２番押山でございます。議長の許可をいただきまして、平成２６年

９月定例議会の一般質問、通告に従いまして質問いたします。 

   まず、土砂災害についてということで質問申し上げます。 

   初めに、先月の広島の災害被害に対して、哀悼の意とお見舞いを申し上げるところ

であります。決して他人事ではありません。昨夏は我が村でも大変な豪雨被害が発生

しました。ここ連日のニュース報道を見ていて、思わず身震いがいたしました。局所

的大雨、どこででも発生するおそれのある気象状況であります。 

   我が村でも昨夏の被害を受け、それぞれの地域に対して、今年の２月には土砂災害

警戒区域の指定、また、土砂災害のおそれのある区域、さらに急傾斜地の崩壊区域の

指定について展開されておられます。住民説明会、指定に必要な手続の一環でありま

すが、２日間実施されました。残念ながら出席者は少なく、住民の関心の低さが大変

気になりました。日ごろの備え、早目の避難、災害からどう我が身を守るか、改めて

啓蒙する必要があるなと、深く感じたところであります。 

   まず、伺います。土砂災害警戒区域などの指定に関する住民説明会で、指定の予定

を通告されました。村長の意見によって、その上で指定とのことでありましたが、そ

の後の経過について改めて伺います。 

○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。 

   土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律につきましては、

平成１２年５月に施行されています。その後、新潟県中越地震、宮城・岩手内陸地震

等の地震により山腹に多数の天然ダム等が形成され、そういった背景の中、大規模な

土砂災害に対して市町村が適切に住民の避難指示と判断を行えるように、国または都

道府県がその区域にそういったものを情報提供するというようなことで、今回県のほ

うから、今ご質問のように、２月２６日、２７日の２日間にわたり説明会を福島県県
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北建設事務所により行われ、１９名の出席がございました。その後内部で、庁内で協

議しまして、８月に福島県のほうに村長の意見を付して、今回の説明の内容のとおり

指定いただくというようなことで意見を提出しております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） このたびの広島の例から鑑みて、村内それぞれの警戒区域、また急

傾斜地の崩壊区域、それから危険度、どのように理解されて今回の警戒区域指定その

ものに至ったのか。現場を調査されてみて感じたところ、どう思っておられるのか、

改めて伺います。 

○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。 

   指定された箇所につきましては、全部で８地区に区分されております。これらを見

ますと、前年度の局地的豪雨災害等で被害に遭っている又兵衛山の渓流地帯、それか

ら砂防等に指定されている小姓内沢、それから急傾斜地に指定されている宮前、それ

から寺沢川の渓流、上宇津野、定場、間黒、曲藤等の８地区にそれぞれ指定されてお

りまして、その中でも注意しなくてはいけない部分、警戒区域、それから特別警戒区

域ということで、この特別警戒区域につきましては、今後指定されれば、建築のさま

ざまな制限を受けるというような形になっております。 

   我々も広島の災害を見ますと、いつ、どこで、どういうふうになるかわからないと

いうことがあります。ただ、この県で示された区域につきまして、これを参考に住民

の方々にいち早く情報を伝えられるような方法を、住民生活課のほうと検討していき

たいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 今説明あったとおり、７カ所の土砂災害区域と１カ所の急傾斜地の

崩壊危険区域、それぞれ指定の用意をされております。 

   ここで私、今回の指定の枠を見て１点気になったことがあるのでありますが、区域

指定の範囲、ゾーンの決定についてでありますが、確かに指定が決定すれば土地の評

価といいますか、資産価値低下の、それに対する住民の懸念を背景にした影響が出る

と。それは必須なのでありますが、今回の広島での災害でも大変、その点問題視され

ております。まず人命優先であるべきと考えますが、結局、今回の指定でその旨、そ

ういう形の配慮、どのようになされたのか伺いたいのでありますが。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ２番議員さんに再度お答えします。 

   この特別警戒区域につきましては線引きがされておりまして、その中に入っている

方は、今ほどおっしゃるとおり建築に制限が今後されるということになります。評価

の関係に関しましてはちょっとわかりかねますが、ただ、この線引きは、ある程度専

門家がいろいろ調査した結果、こういう線引きになったというふうに村では認識して
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おりますので、これをもとに、次回例えば建て直しとかいった場合には当然いろいろ

な制限ありますので、それをそのとおり安全を確保するためにやっていただくという

ような参考にしたい。さらに、この線引き以外の部分はどうなのだということもござ

いますが、これはあくまで村のほうとしては、目安というような捉え方もしておりま

す。この特別警戒区域の中に住まわれている方はもちろんそうですが、それの例えば

線引きから離れる隣、これが果たして線引きから外れたから安全かということになれ

ば、これはわからない部分がありますので、当然その近辺の方も含めて警戒してもら

う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） おっしゃるとおりだと思うのでありますが、ただ、現実の問題であ

ります。はっきり申し上げますと、又兵衛山渓流あたり、あだたら南団地、村で確

かに造成、販売した地域であります。状況から言いますと、大変危険、誰が見ても

危険な地域であります。ただ、そういう形で資産価値低下云々のことをあくまでも

考慮しながらそういうことがなされているというのは、一番懸念されるわけであり

ます。その辺、もう一度改めて伺いたいのでありますが。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ２番議員さんに再度お答えします。 

   資産価値の問題等ございます。当然あると思いますが、それ以前に、この土砂災害

につきましては人命を守らなければならないという部分がありますので、それに第一

番の目的を持ってそこに進んでいきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ぜひそのようにお願いします。今回の広島の災害により、さまざま

な意見が寄せられております。天災、それからさらに人災ともいろいろ聞かれます。

土砂災害防止法も改めて改正されるようであります。 

   村長に伺いたいのでありますが、大玉村の安心・安全を守る立場の責任者として、

こういうことをどのように理解されますかということであります。村長が出したこと

になっています意見書の中身のこととあわせて、それともう１点、住民の関心につい

て。先ほど１９名の出席とありましたが、その地域、地域から言わせますと、１名も

出席していない地域もございます。この住民の関心についてどのように考えておられ

るのか。現状認識からしてこんなものなのかなと考えるのか、行政の指導が足りない

と思っているか。また、これ住民の自己責任、失礼な言い方でありますが、そういう

ものと考えるのか。部長からはそれらの答弁がありましたが、村長の存念、改めて伺

いたいのでありますが。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   災害については、広島の災害を見ているとおり、とても造成当時は想像のできない
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ような状況の中で災害が起きているということは、建設当時とは気象条件がまるで変

わってきたということですので、とても想定できないものが想定内になってきている

ということですので、その辺については、先ほどあった居住制限とか、そういう部分

についてやはり人命を最優先にしたいというふう考えていますので、評価が下がる、

やむを得ないと。やはり人命のほうが優先するだろうというふうに考えているので、

村としてはできる限りの方策をとりたいと思っていますが。 

   それから村民の意識の問題については、大玉村は風も昔は強かったですけど、最近

は余り風がなくなってきている。それから水も、扇状地なので全部本宮のほうに流れ

てしまうということで、大玉は水害もないと。それからそれ以外の火山等も含めて、

非常に災害の少ないところだというふうに、村民自体が長年の経験でそういうふうに

信じてきておりますし、そのような状況がありましたので、やはり広島とか、ああい

う状況を見ても、この前の８．５の水害を見ても、まだ実感としては持っていないだ

ろうというのが我々の考え方です、役場としての。ですから、そこにどれだけ危機感

を持っていただくかということを、これからどんどんやっていきたいと。今回のそう

いう指定についてもそのようなこと。 

   ただし、この前、少し大雨降ったときに、矢沢地区の人たちがすぐに親戚とか何か

に避難したと。自主的に避難したというお話を聞いておりますので、大分危機意識、

そういう指定された地域については危機意識を持ってきていると。ただ、やはり非常

に低いということですので、災害に備えるのはまず自分が自分で身を守るというが第

一です。自助ということですね。自分を助けるのは、自分だと。それから共助という

ことでお互いに地域が、お年寄りとか弱い方は地域がやはり助けなければならないと。

それからあと行政が、今度それについてお知らせをするというようなことで、それを

今度の２７日の県と県北と大玉村の総合防災計画の中で実際に訓練をして、村民の方

にも参加をいただくということで、やはりこれからそういう意識はどんどん高めてい

かなければいけないなというふうに感じております。 

   あと、意見書の中身については部長のほうから答弁させます。 

○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。 

   意見書につきましては、この８カ所、これで妥当であるというふうに判断しており

ます。 

   先ほど住民の意識の関係でも村長のほうからも答弁ございましたが、今回これは公

表されている図面、説明会に使用されている図面は公表されてございますので、それ

ぞれのふれあいセンターなり改善センター等にこれを設置しまして、機会あるごとに

これを地区の皆さんに見ていただいて、自分のところは余り安全な場所ではないのだ

なというような意識を持っていただくように努めたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 今、部長から啓蒙活動についてのこといろいろございましたが、今
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回の指定にあわせてハザードマップを発表すると伺っておりますが、ハザードマップ

の作成の状況、どのようになっておられるのか、１点伺います。 

   また１点、今回９月２７日の防災訓練のことの話もありましたが、９月１８日に大

玉村防災気象講演会等もあるそうでございます。この目的と内容についてもあわせて

伺います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   マップ等につきましては、現在、特別警戒区域等の指定を受ける前段のところでご

ざいますので、そういった指定が県からなされた中で改めてお示ししていきたいとい

うふうに考えております。 

   それから、９月１８日の気象関係の講演会ございますけれども、これにつきまして

は、９月２７日に防災訓練を予定をしておりますけれども、その防災訓練に先立ちま

して、現在の気象関係の予報、どういった予報がなされるのか。また、それに対して

どういった行動を住民がとればいいのかといったような、そういった講演をしていた

だくことによって、現在の気象状況はこんな状況ですよと。それに対して住民がどう

いった行動をとればいいのかというようなことを講演をしていただくというような内

容になっております。これは防災訓練にあわせた、そういった危機意識を高めていた

だくというような意味合いもございまして、講演を企画しております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。この１８日の講演会、せっかくの講演で

ありますので、できればこの８カ所、地域指定になったところの住民あたりには改め

てもう一度啓蒙していただいて、ぜひ参加していただけるように、そういうものが一

番住民の意識に結びつくと考えますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   私は議員になりたてのころから、土砂流出のおそれがある危険地域を名指しして忠

告をした経緯がございます。行政というのは被害が出てみないと動けない状況はある

程度理解いたしますが、しかし、予防とか予想からの対策も、時としては必要と考え

ております。特に私なんか懸念しておりますのは、定場渓流、それから又兵衛山渓流

などは、あらゆる状況から判断して、住宅被害、人的被害の拡大のおそれが大変気に

なります。担当部署に伺いたいのでありますが、早急な緊急対策、例えば上流への雨

量計設置などは考えられないものでしょうか。 

○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。 

   雨量計の設置等についてはまだ検討してございませんが、今おっしゃっておりまし

た又兵衛渓流でございますか、そちらにつきましては、県の砂防課のほうで今現在ま

だ決定ではございませんが、いろいろ現場のほう調整して、できれば何らかの工事に

入りたいというようなことで、地元のほうの説明会を今後開催していきたいというよ

うな話を先週ちょっといただきまして、そういった部分では、若干ではございますが、
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防災のほうに少し進んでいるというふうに考えています。 

   雨量計に関しましては、今後予算の都合もございますので、それは検討させていた

だきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。 

   村長に改めて伺いたいのでありますが、今雨量計の設置について伺いました。土石

流センサーとか監視カメラの設置とまでは求めませんが、きめ細かな気象観測とか、

予想とか、状況が大変最近可能になっております。気象データ分析のできる担当者の

配置とか、先ほど申し上げました雨量計など駆使いたしまして、予兆の把握に努め、

適切な指示、避難につなげる施策の充実を願いたく申し上げます。感想を伺いたいの

でありますが。 

○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。 

   雨量計の場合には通信回線が役場のほうにつながなければならないということで、

かなり予算がかかると思いますが、一遍に全ての地域ということにもいきませんので、

ある程度代表的なところで、今はアットホームかな、上のほうはアットホームだけな

ので、左側のほうの、例えばタイガとかああいう１カ所に設置すれば、その二、三カ

所の災害、そういう地域には適応できるというようなものが、場所もありますので、

設置については前向きに検討させていただきます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 心強い答弁ありがとうございました。我が村にも、先ほどから申し

上げているとおり、いわゆるレッドゾーン、特別警戒区域と呼ばれる地域が存在しま

す。被害を最小限に抑えるためにも、情報伝達手段が最も大切な対策であります。防

災訓練の実施も大切であります。決して人ごとでないこと、しっかり知らせる必要が

ございます。 

   昨年、大玉の１区、２区、３区の区長さんから、避難施設の拡充を訴えたコミュニ

ティ施設建設の陳情がなされました。この陳情の一番大きな理由の１つに、地域内の

避難駐車場所の確保が目的の１つでありました。このたびの広島の被害でも車両の流

出が大変目立ちました。大変難しい対応でありますが、行政として村民の生命、財産

をいかに守るか、自然の脅威には勝てない部分もありますが、せめて人的被害は決し

て出さないと、そのような対応。そして、村民それぞれがしっかり自覚できる自助の

必要性、啓蒙活動、強く要望いたしましてこの質問は終わりたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   健康寿命延伸に向けた環境づくりということで質問いたします。 

   これからの行政を考えたとき、子育て支援とあわせて本気で取り組むべき点はと考

えております。また、大変難しいテーマでもあります。 

   日本人の健康寿命、４年前のデータでありますが、男性７０．４２歳、女性
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７３．６２歳あたりであります。平均寿命と比べますと、それぞれ十数年の差であり

ますが、この差を縮めること、健康寿命を延ばすことが、これからの村づくりを考え

たとき、あらゆる角度から重要なポイントとなると思っております。行政の工夫が試

されるところではないでしょうか。 

   村長就任の際、高齢者の社会参加の是非を強調されておられました。支援職員など

も配置して、高齢者の組織強化のため万全の支援体制の充実、確立を説いておられま

した。実績を大いに期待したいところであります。行政の工夫と申し上げました。健

康づくりの強化、高齢者の方々の社会参画の促進が元気で暮らせる村づくりの原点な

のは理解しておりますが、思うように考えが浸透していないのが現実であります。 

   まず、村長に伺います。村長の考える元気で暮らせる村づくり、行政の工夫といい

ますか、基本方針を改めて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   高齢者の元気ということでございます。今まで当然子育て支援から高齢支援までト

ータルでやってまいりましたが、今２４％が６５歳以上の高齢化率です。２４．１で

すかね。そういう中で、１０年、２０年後はこれが３０％、４０％になるということ

ですので、５年、１０年後を見越した場合には、当然に高齢化に対応する施策が必要

になってくると。そのときに、さあどうしようということではなくて、今からやはり

準備をするということですので、元気高齢者については、老人クラブとか社会福祉協

議会のサロンとか、そういうところにどんどん出ていっていただいて元気を持続して

いただくと。そして、弱い、虚弱の方についてはそういう施設もありますし、地域で、

これから介護保険は在宅の方向になってきますので、虚弱老人なり、かなり厳しい状

況でも、在宅というのが基本になってくると。施設はまず多分追いつかないというの

は目に見えていますので。その場合には、行政が全て、１００％高齢者を見守るとい

うことはなかなか難しいということがありますので、地域で元気な高齢者が高齢者を

見ると。面倒を見るというよりは見守るということが必要になってくるだろうと思っ

ていますので、老人クラブの強化というのは今こそ必要だというふうに考えておりま

すので、やはり自助、先ほどと同じように、災害と同じです。自助、共助ということ

で、自助はやはり家庭内で頑張っていただく、もしくは家族内で頑張っていただくと。

それから共助は、地域が助けられるものについては、やはり見守りをすると。最終的

には行政が連絡をいただいて、行政が最終的にはやはり対応をすると。そのためには

かなりの負担に、体制が必要になろうと思いますが、そういうことで、トータルで高

齢者を見ていくと。そういうシステムをこれからつくっていかなければいけないと。

システムだけつくっても機能しないのでは困りますので、やはり老人クラブについて

は、しっかりとした組織として再構築していただければ大変ありがたいと。ですが、

そこに全て頼ることはできませんので、やはり行政区の中でそういうシステムが必要

になってくるだろうと。そういう社会が小さな村ならできるのじゃないかというふう

に考えております。 
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   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。おっしゃるとおりであります。健康寿命

の延伸、即医療費の削減とか、介護医療の軽減に結びつくと言われます。高齢化率と

の兼ね合いもありますが、担当に参考までに伺いますが、我が村の医療費の現状、こ

こ何年かの推移、将来の予想など、理解されておりましたらお示し願いたいと思いま

す。また、国・県の他の自治体と比べてどのような状況か、あわせて健康寿命の延伸

策を考えて、改善の余地はどの程度あるのかということを、難しい質問でありますが、

お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   医療費の状況につきましては、国民健康保険に加入している方のみの把握というこ

とにはなりますけれども、平成２０年度から平成２５年度までの保険給付費で見てみ

ますと、年平均２．３％増加しております。それで、被保険者数では０．２６％減少。

また、一人当たりの保険給付費で見ますと、年平均２．６％ほど増加しております。

また、２５年度までの５年間では、被保険者数、減少しておりますけれども、保険給

付費は増加傾向にあります。被保険者数の減少につきましては、７５歳に到達します

と後期高齢者医療に加入されますので、そういった後期高齢者に加入された方、また

あと若年層で社会保険等に加入された方等がございまして、一時的な減少かなという

ふうに考えております。 

   平成２４年度から団塊の世代が６５歳に到達しておりますけれども、国保への加入

者がふえる傾向にあると。また、村全体の高齢化率、２６年３月末現在で２４．１％

でございます。それに対しまして国保の高齢化率、これは３０．７％。今後１０年程

度、年平均１４０名ぐらいの方が６５歳に到達するということで、国保の高齢化率は

上昇傾向を示すというふうに思われます。その後でございますけれども、７５歳に到

達し、後期高齢者医療に加入される方がふえると。６５歳に到達する方が減少すると

いうようなことで、被保険者数、それから高齢化率ともに減少していくのではという

ふうに考えております。将来の医療費につきましては、ここ１０年程度は上昇傾向が

続くと。それ以降については、やや減少に転ずるのではというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。 

   改めて伺いますが、我が村の健康づくりの状況、健全性、どう捉えておられるか。

健全性と言っていいか、そぐわない思いもしますが、例えば健康教室とか、各種スポ

ーツ活動とか、各種教養活動など、健康福祉、生涯学習等多面にわたりますが、それ

ぞれの参加状況、成果について、成果報告書の中にも多少載っかっておりますが、そ

ういったもののある程度の評価ができていればお示し願いたいのでありますが。これ

は健康福祉、生涯学習担当それぞれに伺いたいのでありますが。 
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○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   それぞれ教室やっているわけですけれども、特に健康福祉課のほうで所管している

健康づくり事業については、重点化をしてやっております。先ほど住民税務部長のほ

うからも医療費の動向についてございましたが、ことし、去年構築した全国統一の国

保データベースシステム、これが稼働してきまして、より細かく、それぞれの特徴を

出せるようになってきております。 

   昨年度、２５年度で申し上げますと、例えば健診の対象者が１，３７４名ほどおり

ました。それで健診受診者が６０２人です。健診の未受診者が７７２人なのですが、

そのうち生活習慣病で治療中の人が４４５名おりました。完全に治療なしというのが

３２７人なのですけれども、こういう人がどういう人だかというのはなかなか類推で

きない。しかし、この生活習慣病、治療中のものを国保の医療費のものとマッチング

させて分析してやるというふうになっています。いろいろ治療なしの人が今度は保健

指導の対象になる人とならない人というのが出てくるのですけれども、さっき申し上

げました６０２名中、やらなくてはならないというふうになった人が４２名でした。

４２名が参加したのですね。必要な方は１５８名おったのですけれども、参加者は

４２名と。その中でも積極的にやらなくてはならないという人が１５人。ちょっとパ

ーセンテージ等は出せませんが。それから一般的に注意を喚起すべきようなこととい

うのが２７名ということになっております。 

   私たちは、今後はより一層この国保のデータベースシステムというものを活用して、

我が村にあった健康づくりを焦点化してというか、一般化しないでやっていきたいと。

医療費の分析などもはっきり出ていまして、最大医療費を引き上げているのは、ほか

の町村と違う特徴として、慢性腎不全が非常に多いと。透析が。これに対しては、や

はり糖尿病予防を中心とした生活習慣病の予防のための保健指導事業を展開する必要

があると。今後もこれらについて積極的にやっていきたいというふうに思っています。 

   あと死因等について考えると、心臓病とやはり腎不全というのが、ほかから比べれ

ば特徴的な要因になっていますから、この辺も国保の医療費、それから健診、介護の

データ、全て今一元化して見ることが可能なので、そういったものを活用して効果的

な事業を組み立てていきたいと、このように考えております。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ２番議員さんにお答えいたします。 

   生涯学習課では、社会教育事業といたしまして成人教育に力を入れております。 

   まず、成人教育でありますけれども、おおたま大学院、あとふれあいセミナー、特

にふれあいセミナーでは一般教養、健康講座、プール、テニスコートの利用促進等に

努めているところであります。大玉生き粋大学、６０歳以上の村民を対象といたしま

して高齢者学習、一般教養、スポーツ、視察研修等活動を行っているところでありま

す。 

   あとスポーツクラブ、約５００名以上入会されているわけですけれども、子どもか
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ら高齢者までということであります。これのもう少し加入者をふやすということ、ま

た、若い人にはこのまま継続していただいて健康づくりに寄与してもらいたいという

ことで取り組んでいるところであります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 複雑なところを伺いましたが、丁寧な答弁ありがとうございました。 

   村民のニーズを的確に捉えておられるか、その思いからの質問であります。私過去

にも質問した経緯がありますが、村内、最近野球チームの減少とか、壮年ソフトとか

熟年ソフト大会など大会参加チームの激減、また、それぞれ各種スポーツの推奨は行

っておられますが、若年層、壮年、そして熟年層、それぞれ健康づくりやスポーツ参

加が希薄となってきております。このこと、すなわち健康づくり強化への流れに逆行

している状況、現象と言わざるを得ません。先ほど行政の工夫ということで申し上げ

ました。高齢者になったら健康づくりの必要性、参加を唱えても遅いと思っておりま

す。若年層、壮年層からの健康づくりの強化を考えるべきだと思っております。 

   先ほど村長、最初の質問でもありました。もっと地域に根差した健康づくりを検討

される、そういう必要があります。過去に地域の中で盛んだった区民祭など、若い者

から老年まで一生懸命活動された時代がございました。そういうものの復活とか、ま

た、私なんか山登りとかなんかしている観点から申し上げますと、講中制度のような、

昔あった月山参りとか、飯豊詣でのような、そういうものの復活とか何か、昔とおり

十九夜さまとか二十三夜までの復活とは言いませんが、地域コミュニティ確立の意味

も含めて、昔からの地域のきずなづくりとか、あわよくば結いの精神の復活にと思う

のでありますが、今どき笑われる話でありますが。現在、各地域のサロンとか、温泉

湯治の補助とか、そこそこうまくいっていると思っております。改めて我が村の歴史

と伝統、文化に根差した地域づくりから健康づくりへの進化、そしてそれを行政が助

成することが行政の工夫の一環と考えるのでありますが、村長感想をお聞かせ願いた

いのでありますが。 

○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。 

   私も教育委員会長くて、いろいろスポーツ関係、文化関係を担当してきて、昔と比

べると、本当にソフトボールなんかも、昔は３０チーム、４０チームが出て３００才

とかやっていたのが、今は本当に五、六チームがやっと出てやっているという状況。

この主な原因は、やはりコミュニティが希薄になってきたということと、行動範囲が

広がってきていることと、最大の理由は職住分離、大玉村の特性なのですね。本宮に

は本宮の中に工場、会社があって、同じ地域内で勤務している方が非常に多いという

ことですので職住が隣接していますが、大玉村は福島、郡山、二本松、本宮というふ

うに職住が分離をしておりますので、どうしても行き来の問題とか、会社のある地域

での活動というのがある程度活発になってきていると、そういうこともありますので、

本宮でサークルがあると、そのうちの３分の１ぐらいが大玉の方だったり、中心が大
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玉の方だったりということも大分見受けられますので、そういう状況の変化というの

がかなり大きいのじゃないかというふうに考えていますが、今言われたように、地域

コミュニティの復活というのは、高齢者だけではなくて、村全体が必要になるだろう

というふうに考えています。大玉１６区では区民祭を、ボーリングをやったりゲーム

をやったりして復活をさせていますので、徐々にそういう動きも少しずつ見えてきて

おりますし、あと、ふるさと創生事業の中で地域づくり助成金という地域コミュニテ

ィを高めるための助成金もございますので。 

   あと、もう一つは、職員を各行政区に四、五人ずつ配置をしましたので、そういう

スポーツ振興とか文化振興とか、コミュニティづくりについて職員を担当にしていた

だければ、区長さん等と話をしながらそういうことにも活用いただけるので、少し時

間はかかるかもしれませんが、方向性としてはそういう方向だと思います。 

   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。いずれにしても社会構造の変化はいや応

なしに襲ってまいります。少子高齢化と言われる昨今でありますが、子育て支援とあ

わせて健康寿命の延伸、我々もしっかり考えなければならないテーマでありますが、

小さな村こそできるといった政策の工夫を本気で取り組んでいただきたいと望みまし

て、この項目の質問終わります。 

   次に、３つ目の質問に入ります。 

   大玉村の水資源をどう守るかといったテーマで質問いたします。 

   先日の美しい村連合への参加要望の懇談会の席上、私は大玉村の自慢は水であると

話をしました。大玉村の水道の水は日本一おいしい水だと。このことは私の感想なの

でありますが、長いこと水を相手に商売にかかわっております。大玉の水のおいしさ

は最も理解していると思っております。もっともっと村の自慢できることの１つとし

てコマーシャルする必要があってもと思っております。 

   さて、水資源、しっかり守って後世に伝えていく大事な財産であります。村長にま

ず伺いますが、根本的なところでありますが、大玉村の水資源、どう捉えておられる

のか、どう守っていくのか、その認識について改めて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 大玉村の水資源ということですが、大玉村は水で成立していくのだ

というふうに考えております。もし安達太良山がなければ大玉村のこういう状況はあ

り得ないということですので、安達太良から水が３本の河川を通って田畑を潤して、

村の基盤がそこにあるというふうに感じておりますし、水道水も非常に水質のいいも

のでありますしね。ですから、水あっての大玉村だというふうに考えておりますので、

守るべきものは、水源地の環境関係については守らなきゃいけないと。 

   今まで横林道のところに林野庁の森林都市計画という大きな計画がありました。林

野庁は大玉村は村だから、こういう研究施設とか、研究者の住宅とか、研究農地とか

を大規模につくりたいということ、過去に来た経過がありますが、そのときもやはり
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村は水源地を守るということで、それについてはお断りをして、かなりの圧力が国・

県からありましたが、それを退けたというようなこともありますし、ゴルフ場の右側

のほうに墓地、何千基という大規模墓地が造成されるという話も、これも県と協力を

して退けたということで、今のオートキャンプ場をつくるときにも村としては余り賛

成しかねるというようなことで、やはり大玉村は歴史的にも水資源を守るということ

でやってまいりましたので、これからもやはり、水は大玉村の最重要の資源だという

ふうに考えております。そういうふうにしてこれから守っていきたいと思っています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。村長の答弁を聞いていると、まず安心な

のでありますが、２０１４年３月、政府は水循環基本法の制定をしたところでありま

す。７月１日が法律の施行がなされ、８月１日は水の日と法律で定められました。遅

きに思える制定であります。既に外国資本などに北海道あたりは約１，０００ヘクタ

ールの水資源関連資産の流出がございます。我が村においても、これまでも幾度か水

資源保全に係る周辺地域の買収とか開発があったと存じております。村での国有林の

買い上げも、保全するための一環と伺っております。 

   そこで、水循環基本法のもとでありますが、大玉村水資源保全と言ったらいいか、

大玉村の水資源を守るための条例の制定について、これ必要性を改めて伺いたいので

ありますが。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   端的に申し上げますと、条例を制定してまいりたいというふうに考えています。必

要性十分あるということで、先ほど村長答弁したとおりですが、環境保全、それから

湧水、地下水等の使用のルール、水質の健全性の維持、そういった、あと先ほど議員

がおっしゃいました水循環基本法、これらを踏まえて、そこで示されている基本的施

策、こういったものを網羅できるようなそういったもの、他の自治体の先進事例もご

ざいます。よく調査して、早い段階で制定できるよう頑張っていきたいと思っていま

す。 

   あと、本年度設立されました水資源保全全国自治体連絡会、これ全国１４１の自治

体が加盟しまして、福島県でも１１ということになっていますが、こことの連携も強

めながら、条例の制定をできるだけ早くしていきたいというふうに思っています。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。ぜひそのようにお願い申し上げます。 

   私も、この７月２４日、水資源保全全国自治体連合会の加入報告、行政報告の中で

ありました。これは水資源を守るための積極的な姿勢、大変評価を申し上げます。こ

の組織加入の意義とか内容について本当は伺いたかったのですが、今の話でわかりま

したので、次に進みます。 

   基本法の第５条に、基本理念にのっとり、水循環に関する施策に関し、国及び他の
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地方公共団体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的にその地域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。これ基本法の５条でありますが、我が大玉村、

杉田川、百日川、そして安達太良川、３河川を初め、幾つかの小河川、また百日の清

水とか、田代の湧水とか、織井の清水とか玉井の井戸とか、額石の堀とか、水にかか

わる歴史、文化というのは村を形成する大事な財産でありますので、もとにも申し上

げましたが、しっかり守って後世に伝えなければならないと思っております。改めま

して大玉村水資源保全のための条例の制定、一日も早くできますことを願いまして、

この質問を終わります。 

   最後の質問に入ります。 

   村長就任１年、施策の達成度を伺うということでテーマを掲げました。 

   さて、１年が村長就任されまして過ぎました。復興第一という考えのもと、それぞ

れ施策が展開されてまいりました。就任当初には豪雨被害もありまして、厳しい船出

であったなと思っております。住宅除染でも村長の直接の責任ではございませんが、

一部の地域では大きな問題を残したまま、今後の対応が気になります。 

   そのような中での行政でありますが、どうしても復興施策が基軸となる予算執行が

前面に出ている状況と思っております。改めて伺いますが、所信表明で宣言されまし

たさまざまな施策、復興関連も含めたこれまでの施策の達成度と申しますか、加速度、

スピード感もあわせまして、それぞれ村長の思うところを伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   ８月２４日に就任をしまして、ちょうど１年経過をしました。改めて議会の皆さん、

そして村民の皆さんのご理解のもと、順調に１年を無事に過ごすことができたという

ことを、改めて感謝を申し上げたいと思います。 

   この１年間で、まず８月２４日から３月までは前村長の予算のもとに事業を執行し

まして、予定どおり全て執行することができました。それから後、４月からはみずか

らが作成した政策と予算によって、４月から半年近くということで来たわけですが、

まず４月に部課長制をしきまして、十五、十六の課が縦割り、役場の行政の問題とし

て縦割りがあって、それぞれがそれぞれの仕事をやっていくということですが、やは

り役場の仕事で横のつながりのない仕事は１本もないということですね。福祉でやっ

ているものも建設課まで関連をすると。建設課でつくる道路１本も産業から生活から

福祉から、全てにかかわりを持ってくるということですので、役場の仕事は１つ１つ

が横の連絡をとりながら協調していかないと将来の禍根を残すということですので、

部長制をしいて、そして横の連絡をとりやすいような形にしたということで、この次

に充足、緩和とあるようですが、まずそこから、体制固めから始めさせていただいた

ということでございます。 

   その後、ふるさと納税、おかげさまで１千万を超しまして、２千万を目指して今や

っているところですが。 

   それから、除染関係については、今ご指摘の問題のところについても、２つのもの
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を１０に分割して、全て発注が済んでおりますので、若干難しいところもありますが、

できるだけ早く、年度内にできるようにということで進めておりますので、除染につ

いては予定どおり進んで、これもできるだけ早くやっていきたいというふうに考えて

おります。 

   それから、風評払拭のためにもう５回も６回も県外、関東方面に行って物販を、

１泊２日とかそういう形で積極的に進めておりますので、ふるさと納税では村の産品

がどんどん５百万、６百万単位で既に出ておりますので、こういうものも復興に大き

く寄与するだろうというふうに考えております。 

   それから、高齢者対策、それから日本で最も美しい村連合、これ内示がありまして、

今度の議員会で詳しく説明を申し上げますが、一応、１０月２日の臨時総会で正式に

加盟が承認されるということですので、これを切り口にして村づくりをしていきたい

というふうに考えて、これも農業とのかかわりも当然出てまいります。景観と農業。

ですから、主産業としての農業を守るということについては、加速度的にやっていき

たいというふうにも考えております。 

   それからコンビニ収納とか、これ話していますとどんどん時間がなくなってしまい

ますが、予定したものについてはかなりのスピードで実現をしてきているなと。ただ、

拙速にならないように、これが１年、２年で終わってしまうようでは困りますので、

将来的にも継続できるように、しっかりとした計画でやっ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） ２番。 

○２番（押山義則） ご丁寧にありがとうございました。 

   先ほど村長からも一部ちょっと答弁ございました。機構改革ございました。職員の

増員とか、原発対応部門の独立と、現在の行財政状況に合わせた対応と評価しており

ます。改革の過程ではあると思っておりますので。ただ、それにしてもスタートして

の充足感とか、また不安な部分など話を伺いたかったのでありますが。 

   私自身が今の機構改革のその後を見まして、一番、少し気になるなと思うのは、何

となくスピード感がいまいちなのかなと、私自身はそう思っております。もっと住民

にスピーディに示せるような、そういうものを私自身は望んでいるのでありますが、

その点もあわせまして、村長、感想を伺いたいのでありますが。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをします。 

   部長制をひいた１つの理由はスピード感を持って物事が進むようにということでお

りますので、過去がどうのこうのではなくて、今回、例えばふるさと納税にしても、

美しい村連合にしても、もっと時間がかかるだろうというふうに考えていましたが、

かなりのスピードで行われていますし、物販も本当に積極的に行われておりますし、

コンビニ収納なんかがすぐに実現をしましたし、かなり従来からするとスピードは上

がっているなというふうに感じて、逆にいるのです。 
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   ただ、部長が１課長を兼務していますので、完璧なまだ機構改革ではありませんの

で、来年度もう一段の機構改革をしたいと。そして、さらにスピードアップを図りた

いというように考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 世相、目まぐるしく変化、動いております。国の指針も、方向性な

どは理解できるのでありますが、手段が刻々と変わります。村長先ほども言われまし

た。行政にはスピーディな対応が一番望まれます。 

   就任時の所信表明の中から、特に第４の農商工連携による６次化の推進、それから

第５の公共交通システムの構築について、これ現在の段階での考え方、あわせて今後

に向けての行財政の施策の展開、どのようにされるのか。先ほどは少し答弁ありまし

たが、改めて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   農商工連携による６次化ということでございますが、まず、商業振興については大

分店を閉めてしまっているところもございますので、これは商工会との話し合いも出

てまいりますが、空き店舗の利用についての新たな展開というのも補助事業等でやっ

ておりますし、逆に言うと空き店舗っていうのはかなりのスペースがありますので、

地域のサロンとして使えないかなと。元気老人が集まって、そこでサロン化するよう

なことができないのかなということも、今ちょっと話をしているところでございます。

ただし、基本的には商業活性化ということについて話し合い、今度も、今月、来月か

な、商工会と話し合いをすることになっております。 

   それから、工業関係の振興については住宅施策を中心にやってきましたけれども、

これからやはり工場とか、そういうものの誘致も必要だろうというふうに考えており

ますので、国道４号線沿いを都市計画変更できないかということで、これから取り組

んでまいります。これ簡単にまいりませんので何年かかかりますが、将来の村のため

にはやはりそれが必要だろうということで、変更について詰めていきたいというふう

に考えておりますので、工業については住宅政策一辺倒から工場等の誘致についても

できる準備をしていきたいというふうに考えています。 

   ６次化の連携については、これは新あだたらの里準備協議会、これが２年にわたっ

て検討をしてきて答申が出たばかりですので、提言が、それを踏まえて、これから内

部的に、もしくは新たな組織をつくって検討していきたいというふうに考えておりま

す。これは強力に推進していきたいと。風評の払拭にも、産業振興にも、農業振興に

も結びつきますので、やっていきたというふうに考えています。 

   それから、アットホームおおたま等々の公設民営化については、まずアットホーム

を改築しないと、いろいろな要望が出ておりますので、アットホームを改修して、そ

れから改めて検討したいと。方向は公設民営の方向で進んでいきたいというふうに考

えております。 
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   それから、公共交通システムにつきましては、福島自治研修センターと共同研究を

今やっております。それで今、抽出で１，５００名にアンケートをとっております、

村民の方に。どういうふうな公共交通システムを望むかということと、問題は、車を

走らせても本当に乗るのかということです。現在は福島県でも１世帯当たりの車の保

有台数、前にもお話ししましたが、トップクラスですので、自分の車で行ってしまう

と。福祉バスで十分間に合っているのじゃないかという現状もありますが、しからば

５年、１０年後はどうなんだということもありますので、それを目指して来年度から

できれば着手をして、実際に車をテスト的でも何でも動かしたいなというふうには考

えていますが、それはアンケート等の研究の成果を踏まえながら進めていきたいとい

うように考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございます。 

   さて、内閣の改造もございました。地方創生が一番の目玉策とかであります。復興

がいまだ中途の状況の中、村長の状況判断、それから感性が村の活性化に向けてのコ

ンパスであります。みんなで支え、みんなでつくる大玉村実現に向けて、改めてエー

ルを送りまして私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 

◇          ◇          ◇ 

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

（午前１１時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） １番鈴木康広君より通告ありました、「昨年の豪雨被害から１年、

復旧の状況について」ほか２件の質問を許します。１番。 

○１番（鈴木康広） １番鈴木康広です。議長より発言の許可をいただきましたので、さ

きに通告しました、昨年の豪雨被害から１年、復旧の状況についてほか２件の質問を

行います。 

   昨年８月の二度にわたる豪雨被害から１年が過ぎ、今までにない短時間の集中豪雨

による河川の増水、氾濫、山林や農地の土砂崩れなどの多くの被害が、村内の一部の

地域に集中して発生しました。 

   まず最初に、ことしの春の作付時期までの豪雨被害の復旧状況はどれほどであった

か。被害件数、復旧件数、進捗等について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   今春の作付時期の関係でございます。被害件数が農地等災害、圃場を含みまして

３７件、河川等道路を含みまして災害が１１３件、合計で１５０件となっております。



 

- 42 - 

 

復旧件数でございますが、農地等災害につきましては３６件を復旧、河川等災害道路

等を含みまして７７件の復旧、合計で１１３件を復旧しました。進捗率につきまして

は、農地等災害が９７％、河川等道路含む災害が７０％、平均しまして７５％の進捗

率となっております。 

   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。今回の豪雨被害があったときに、３月の作

付を１つのめどとして、少しでも作付に影響がないこと、それの問題を解決すること

を目的として対策が行われていました。結果として、農地については９７％というこ

とで、ほぼ１００％に近い達成率になっていると。河川等については７０％なのです

が、これについては元々の全体の量と工期、いろいろな事業等との関連があるという

ことで、いたし方なかったのかなという感覚を今持っております。 

   では、続きまして、今現在の豪雨被害での復旧状況、これも同じように被害件数、

復旧の進捗等まで含めて質問したいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   現在の状況につきまして、被害件数につきましては先ほどの合計１５０件と変わり

ありません。復旧件数につきましては農地災が３６件、今現在１件を施工中でござい

ます。河川等災害につきましては１１３件が復旧しておりまして、現在２件ほど復旧

中でございます。合計しまして１４７件が復旧済みとなっておりまして、進捗率につ

きましては、農地災につきましては今春と同じように９７％、河川等の災害につきま

しては９８％進捗しておりまして、平均で９７．５％の進捗率となっております。 

   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。関連しまして、今農地においては１件、河

川については２件が実際に対応中ということだったのですが、それぞれの復旧の予定

の期間、いつごろまでを見込んでいるか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） １番議員さんに再度お答えいたします。 

   農地災害復旧等につきましては、又兵衛山地区の１カ所でございます。これにつき

ましては板ノ倉川筋の河川災害の工事等がありまして、それで現場のほうに早く入ら

なかったという事情がありまして今現在やっているところです。完成につきましては

ちょっと今把握しておりませんが、今月末ぐらいには完成できるのかなというふうに

考えております。 

   それから、河川等災害につきましては、牛子沢川、これは又兵衛地区になりますが、

それの復旧と、あと狐森地内ということで、定場から田代のほうに行く道路の村道の

復旧がまだ１カ所残っております。こちらのほうはまだ現場のほう始まったばっかり

なので、いましばらくかかると思いますが、直接通行の支障はありませんので、工事
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のほうは安全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） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。農地については今月中ということで、あと

河川についても今粛々と進めていると。来年の作付がまだ１つの区切りになるのかな

と思うのですが、それまでには昨年の豪雨被害については、ほぼ問題点がない形とい

うか、復旧する形になるのかなと感じました。 

   続きまして、近年、集中豪雨や竜巻など多くの異常気象が報告されています。去年

の豪雨被害とほぼ同時期に、全国的にも人命にかかわるような大きな被害が発生して

いました。昨年の豪雨は想定外としても、前回のように短時間に１００ミリを超える

ような事態、これは現在の想定範囲内としているかどうかを伺います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   現在のような局地的な豪雨、こういう状況を鑑みますと、いつ起こっても不思議で

ないというような認識をいたしております。 

   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。いつ起こっても不思議はないということは、

想定をしているという感じと受け取っています。 

   実際に、最近であれば広島の集中豪雨により土石流が発生し、多くの人命が失われ

ています。当然大玉村においても、このような異常な気象による大きな損害等が発生

する可能性についても、可能性としては想定しているかどうか。想定しているとすれ

ば避難の指示のタイミング、これ避難指示については、実際にその個人個人の状況に

よりご自身が緊急避難するのが難しいような方、困難な方もいらっしゃると思います。

そのような場合の対応とか、また、集中豪雨に見舞われたときの被害を少しでも減ら

すための対策、これについても当然検討されるべきだと思います。河川の治水対策、

臨時的にやったものとか、もしくは本格的な河川工事等も含めて、今現在行われてい

る、もしくは予定されているものがあればお示しいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   近年の局地的な豪雨、これにつきましては特定の地域にのみ起こるものではないと

いうようなことで、いつどこで起こってもおかしくない状況であるというふうには感

じております。また、ふだんの備え、これが不可欠であるというようなことで認識を

新たにしているというような状況でございます。 

   また、被害の減少対策というようなことでございますが、施設とか設備の充実、こ

ういったことも大変重要であるというふうに思いますけれども、自然の猛威に対して

十分な備えというようなことはなかなかできないというふうに考えておりますので、

まずは人命、それからけが等がないように、人的な被害を軽減するというようなこと
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が最優先であるということで、早目の避難を呼びかけているところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えをいたします。 

   被害を減らす方法、または河川治水関係ということでのご質問でございます。 

   土砂災害等に関しましては、前にもお話ししたとおり、県のほうで指定した場所、

そして建築等に制限があるということで、これは人命を守るために、例えば特別警戒

区域、レッドゾーンと称されていますが、そこの区域内にいる方は擁壁をつくったり、

基礎を上げたりというような制限が、それぞれされてくると思いますので、それをや

っていただいて人命を守っていくということになるかと思います。さらに砂防関係で

も、県のほうでも動いておりますし、あとは小姓内関係でございますが、こちら治山

事業ということで農林関係でも動いておりますので、そういった部分で少しでも被害

を減らしていきたいと。 

   それから、河川につきましては、今年の８月６日に県管理施設の要望ということで

毎年行っているのですが、そちらの中で県北建設事務所に対してそれぞれの河川の土

砂が堆積しており、それを土砂払いをしていただきたいと。特に百日川の堺地内等は

大分堆積が著しくなっておりますので、その辺を重点に行っていただきたいというよ

うな関係を強く要望しておるところであります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。今、答弁の中で人的被害をなくすために早

目の避難というふうな答弁があったのですが、早目の基準になるもの、何か数字とか、

もしくは決定でどういうルートを、情報をどういうふうに上げて、どういう形で協議

して決定するとか、その内容についても、もし決まっていれば伺いたいと思います。 

   あと、今質問の中で、緊急の避難が難しいような方、その個人、家庭とかもしくは

地域で、前回答弁あったように地域で相互の扶助等が必要な方等をどういうふうに理

解してというか認識して、そのデータをどこが持っていてどういう対応をするかなど

についても、そのやり方等について説明できる部分があればお願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えいたします。 

   避難につきましては、村の地域防災計画に避難の勧告及び指示というようなことで

規定がされているところでございますが、最近の豪雨に関しまして、それだけでは不

十分だというようなこともございまして、大玉村の土砂災害に関する避難勧告の判断

基準というようなことで、暫定的な基準ではございますが、そういった基準を作成し

てございます。それで避難準備情報というようなことで大雨警報等が発表されたと。

土砂災害のおそれがあるというようなことになりましたならば、その避難準備情報と

いうような形で早目に避難を呼びかけるというような段階から、また、避難勧告に至

るまでの段階、それと避難指示を行う段階ということで、それぞれ土砂災害の警報、
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あるいは短時間に記録的な大雨が降ると、そういった情報が発表された場合等々によ

りまして、勧告、避難準備から勧告、避難指示というふうな段階で協議の中で対応す

るというふうなことになっております。 

   それから、災害時に避難が困難な方に対する支援というようなことでございますけ

れども、データとしては、健康福祉課を中心として名簿が作成されておりますので、

その名簿について私のほうでも防災関係のほうでも把握している。そういう中で今後

につきましては、その名簿等につきまして地区の民生委員さんであるとか、あるいは

区長さんであるとか、そういった地域で避難困難な方が把握できるような、そういっ

た体制を整えてまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今後、避難のほうの訓練とか説明会等が実施されるということなので、その機会を

捉えまして必要な情報を地域の方に的確に伝えていく。また、２番議員さんのほうの

質問の中にもあったように、雨量計の設置についても前向きに検討されておるようで

すので、そういうふうな地域に特色のある防災の情報等も、より生かすことによれば、

よって、その集中豪雨、本当にその地域どういう形になるかというのは、大きな枠だ

けで見るとなかなか見つけられない、わからないという部分もありますので、細かな

ところまで目を配る形の対策をすることによって、今言った人的被害がないという形

を目指して頑張っていきたいなと思いますので、それの対応についてもよろしくお願

いいたします。 

   また、先ほど土砂災害警戒区域の指定に、もしくは特別警戒区域の指定についてお

話がありました。これ実際に、本格的にそれが指定をされて、実際にその地域の方々

が居住とかいろいろ建設についての制限がある。これは実際に危険があるのでその内

容を十分に知ることは当然大切だと思います。と同時に、そこに住む場合にそれだけ

の危険性があると認識してもらったら、地域行政とか、もしくは地域でその危険性を

どうやって少しでも減らすかという形の対応を当然なさなければ、そこは危険だよと

伝えなければ不十分だと思いますので、その警戒区域等についての今言ったような事

業、治水もありますればいろいろの形の、先ほどあった事業について積極的に進める

ことによって、少しでも実際の被害の軽減に結びつくような対策を改めてお願いした

いと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   土砂災害の関係で、先ほど警戒区域、それから特別警戒区域ではさまざまな規制が

されるということをお話ししました。まず警戒区域につきましては、これに対しては

避難体制の整備ということで、例えばこの警戒区域に設定された地区に対しては、市

町村がそういった災害の情報を早く伝達できるように、村では当然防災無線等が設置

されておりますので、そういう設置がないところについてはそういう防災無線の設置
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とか、そういうものの整備を進めて、情報を早く伝達して早く避難してもらうという

ような内容になってございます。 

   それから、特別警戒区域につきましては、例えば住宅ののり面が急になっていると

いった場合には、例えばそういった近くを開発行為、住宅地にしたいというようなこ

とが出た場合には、そののり面を安定したものにすると。例えばのり面ブロックであ

るとか、そういった構造物によって崖崩れが起きないような措置をしなければならな

いとか、それから現在も建っているような場合も、同じように自分の住宅のそばに擁

壁を建てるなどして土砂災害からそれを守るというような方法。それから最悪の場合、

もっと危険なような状態であれば家を移転してもらうというようなことも含まれてい

るようでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） 細かな説明ありがとうございます。そういうような形の実施を実際

に住民の方が行う場合についての費用等の負担等についても、村とか県とか国とかと

いう形で、指定によって少しでも負担を減らす方法があれば、それを住民の方に周知

していただくことをお願いいたしまして、この質問のほうは終わり、次の質問に入り

たいと思います。 

   ６月定例会の一般質問で触れたように、福島県農産物に対する風評被害は深刻で、

長期的な影響が懸念されています。そんな中で、大玉村では近年、有害鳥獣の被害が

多発しています。今年度の農産物に対する有害鳥獣の被害はどうなっているか。有害

鳥獣の種類と実際に被害にあっている農産物、金額等もわかればそれも含めて、その

発生時期など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番議員さんにお答えします。 

   有害鳥獣による農産物等の被害関係でございますが、鳥獣の種類といたしましては、

熊、イノシシ、ハクビシン、カラス等でございます。農産物の種類については、水稲、

ジャガイモ、カボチャ等でございまして、金額ベースでは、特に水稲関係、春先につ

いては田植えしたばっかりの圃場に入って荒らしたということで、その後補植したり

という部分もありますので、金額ベースでは数値を把握しておりませんが、面積ベー

スで申し上げますと、ことしの春先から、被害面積については０．４ヘクタールとい

うことで把握しております。 

   また、発生時期でございますが、水稲の場合はイノシシが田植えしたばかりの圃場

に入って荒らすということで被害の報告を受けまして、その後、収穫期を迎えまして、

水稲の場合は出穂、並びにカボチャ、イノシシ等については収穫期を迎えて、いわゆ

るカボチャ、そしてジャガイモ等を食い荒らし、そして水稲の場合はイノシシ等が圃

場に入って稲を倒すという被害の状況になっております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １番。 
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○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   では、前年に比べて被害状況どのように変化しているかを伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １番議員さんに再度お答えします。 

   前年に比べての被害状況でございますが、先ほど有害鳥獣の種類等については熊、

イノシシ、カラス等ということで答弁申し上げましたが、特に前年と比べますと、イ

ノシシの被害が、収穫期を迎えて多数被害報告が寄せられておる現状でございます。 

   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。前年に比べてイノシシのほうの被害がどん

どんふえていると。イノシシのほう田植え時期と、あと出穂時期などにイノシシが田

んぼに入っていろいろ悪さをするという形があると。 

   そのイノシシのほうの絶対数の増加が原因なのか。それともそういうようなこと自

体、よくイノシシの場合だと、体に虫とかがついていて、それをとるために田んぼに

入るんだという意見もあれば、人によっては、出穂時期の柔らかい実のものを口で食

べてその汁を吸うとかという話も聞いたことがあります。実際に原因はどういう理由

でイノシシが田んぼに入って悪さをするかはわからないところだろうと思うのですが、

時期等についてはある程度、今現在言ったように決まった時期、１年中ずっとという

わけでなくて決まった時期に水稲であれば田植え、あと出穂、あと要するに、稲刈り

直前、あとカボチャ等であれば当然実がなった時期、収穫前という形にその被害が出

ているということが今報告ありました。 

   今現在、どのような被害対策がされているか。その対策方法と、その対策の時期に

ついて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １番議員さんに被害の軽減対策、対策方法の時期でございます

が、まずイノシシ、近年異常に、ここ数年ふえているということで、それら対策につ

きましてはまず有害鳥獣の駆除ということで、通常の狩猟期間で申し上げますと、

１１月１５日から、イノシシの場合は１カ月延びまして３月１５日までが狩猟期間に

なっております。イノシシを駆除するという目的で、年間すき間なく、この狩猟期間

以外については有害駆除の駆除隊にお願いをしまして駆除を行っているという内容で

ございます。 

   また、それ以外の対策としましては、農作物の被害を軽減するためにイノシシ１頭

当たり２万円の報奨金を出しまして、またイノシシが圃場に入らないようにというこ

とで、電柵、防護柵の補助金を村で２分の１、ＪＡ、そして共済を含めまして最大

２分の１の補助がなされるということで取り組んでおります。 

   また、そのほかには、近年の駆除隊、狩猟免許者の高齢化等によって駆除隊の隊員

が減少しているという中で、それら資格を取得するためのわな、猟銃等の資格取得の

ための経費の補助等を、これらの対策を複数でございますが、対策をとってイノシシ
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の被害防止対策に当たって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。今、特にイノシシについて、１頭について

とった場合の２万円とかと、田んぼ等、畑等に入らないようにするために電柵という

対応がされていて、村とか、あとそのほかに農協と保険、全部を含めると約２分の

１の費用で実際の実施ができると。私も地域を歩いた場合に、電気の柵を今現在設置

したりとか、最近設置したりとかかなりふえています。実際にそういう問題について

は自分が被害に遭ってみて、実際にその近くでその被害がないというのを見れば、こ

れはある程度有効なのかなということで、そういう被害対策をされる方はどんどん今

後ふえていくのかなと、今考えているところであります。 

   そのほかに今、有害鳥獣の駆除等、狩猟等の地域など、もしくはわな等の設置時期

などについて、１つの考え、思いつきなのですが、それを被害が発生する時期の直前、

できるだけ近い前にやることによって、イノシシ自体がそういうところに行ったりす

るのをためらうとか、そういうふうな効果がもしあれば、それも１つの方法かなと思

ったのですが、それについてちょっとどういうふうな状況であるか。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １番議員さんにイノシシのいわゆる駆除の方法でございますが、

現在、箱わな１８基ほどありまして、そのほかにくくりわなで４０弱ほど、それらを

駆除隊等の皆さんにお願いしながら駆除しているところでございますが、残念ながら

箱わなについては設置しても警戒心がイノシシは大変強いということで、置いてもな

かなか入らないというような現状で、現在、昨年の場合も２７頭ほど駆除しておりま

すが、くくりわなで設置したものについて捕獲されたということで、確かにイノシシ

が近年ふえたということで、いろいろな耕作放棄地の増大とか、山林が荒らされてな

かなか手が回らないのでそういうところをすみかにするというのもございますが、先

ほど申し上げました電柵、そしてわな等も含めまして、いろいろな対策で被害の拡大

防止に努め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） 有害鳥獣の被害は今に始まったことではありませんが、農業を取り

巻く環境の悪化を考えれば、農業を根幹産業とする大玉村、前回、その前の２番議員

さんのほうの答弁にもあったように、大玉は村長が農業については根幹産業として維

持していくという答弁がございました。のであれば、この被害、有害鳥獣によってせ

っかくの農作物が被害に遭って、それを収穫できないとか出荷できないということは、

実際に農業者にとっては多くの、大きな心的なダメージを受けることになると思いま

す。より一層の対策、今挙げられたような対策等を実施していただきまして、少しで

も農業者が農業の生産意欲を保てるような対策をお願いいたしまして、次の質問に移

りたいと思います。 
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   教育委員会の評価報告書と今年度の取り組みについてということで、８月の全員協

議会の折に、評価報告書のほうが議会のほうに配付されました。その評価報告書の作

成の経緯はどのようになっているか。また、その評価報告書の中の自己評価の判断と

か基準などについてもその内容について伺い、またその評価に対する改善はどのよう

に行っていくかについても伺いたい。 

○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。 

   評価報告書の作成の経緯はどのようになっているか。また、その評価に対する改善

はどのように行うかというご質問であります。 

   教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び

評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出することが法律により義

務づけられていることから、本村では、大玉村教育委員会の権限に属する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価に関する要綱を定め、この中で、教育に関する学識経

験者を有する３名により検証委員会を組織し、教育委員会の開催状況やその内容、大

玉村の教育に掲げた施策等について毎年度２月末に文書による点検に加え、教育委員、

教育委員会事務局職員に対する２回のヒアリングをもとに点検、評価をいただいてお

ります。いただいた評価を参考にしながら、次年度の事業の内容や運営方法について

改善を加えながら、教育行政全般にわたってその充実に取り組んでいるところです。 

   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。２月末に文書による１回目の評価のほうと、

あとそのほか２回、直接の実際に委員の方、評価委員の方のヒアリングによる実施が

なされたという話で、これ実際は、２月以降に多分なると思うのですが、ある程度の

期間にわたってそのような評価のためのいろいろな質問とか対応というのが決定なさ

れてきたという内容を、今理解いたしました。 

   今回の評価報告書の作成が今現在、今年度に取り組むとされている事業に影響とか

反映というのがあったかどうかについて、ちょっと伺いたいと思います。 

   コミュニティスクール等を始めた事業については、もう昨年度から実施されている

継続事業というような場合、と分類されると思います。また、人権教育上などについ

ては今年度初めて実施する形ということなので、それぞれ場合が違ったりとか、あと

所管等の問題があるかもしれないのですが、今挙げた内容について、事業への反映と

か影響がもしあったとすれば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。 

   今年度の取り組み事業への反映はあるかということであります。３件ほど例として

事業が挙がっております。まず、点検評価に際しては、評価委員による点検、ヒアリ

ング時、あるいは委員からの評価報告書の中で、事業のあり方の考えや内容、運営等

について、具体的な方法などをさまざまな視点から助言をいただいております。これ
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らの助言は客観的で、しかも専門的な視点からの指摘になっております。 

   継続事業については、担当が運営上の細部にわたる改善を、新規事業については助

言の趣旨を生かした企画運営となるよう努めているところであります。 

   ２６年度の改善点といたしまして、議員の皆様から助言を生かし、これまでの結果

重視への点検、評価のあり方をプロセスを充実したものに改善したり、コミュニティ

スクール事業などについても担当を教育総務課職員に加えて、生涯学習課職員を配置

したりして取り組んでいるところであります。 

   この例の３件の事業につきましては、継続事業もあり新規事業もあるわけですけれ

ども、先ほど申しましたとおり、反映はあるかということであります。これについて

は現在、毎月各事業について、継続事業もあり新規事業もあるわけですけれども、特

に重点事業等については毎月事業ごとのシートをつくりまして、教育部会月例会議の

中で毎月事業の報告、内容等について、係長以上で状況報告、検討をしておるところ

であります。これが一番大きな改善点となっておると思います。 

   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。要するに、いろいろな教育に関する評価等

については、どうしても評価のための評価とかに陥りやすい部分があるのかなという

ふうに、私もＰＴＡの会長とか、もしくはそのとき評価委員等になっていたりして、

本当にその評価内容を即時、即時というのは変なのですが、今現在の活動の中にどう

いうふうに反映するかというのは非常に難しい問題なのかなとは、私も承知しており

ます。 

   この今回の評価については、基本的には今現在、まだ議会に、今回の９月定例会に

報告されておったので、評価の実施時期としては理論上は今以降、要するに来年度と

いう形にくくり上はなるのかなとは思うのですが、ただ、教育というのは本当に今気

がついたこととかがあれば、そのときに実施できるものは実施していったほうがいい

のかなと思いますので、そこは柔軟に対応して、今言った定例の会議等で何か対応で

きるものがあれば、それもあわせて対応すること。この評価報告が実際に生かされて、

少しでも大玉の教育のほうにプラスになるような形をお願いいたしまして、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） 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） 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（佐藤 悟） ３番武田悦子君より通告ありました「災害対策について」ほか２件

の質問を許します。３番。 

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

いたしました３点について、一般質問を行います。 

   まず初めに、８月全国を襲った集中豪雨で犠牲になられた方々に深く哀悼を捧げる

とともに、被害に遭われた皆様方にお見舞いを申し上げます。 

   大玉村でも昨年７月末と８月上旬に集中豪雨に見舞われ、矢沢地区や又兵衛地区を

中心に大きな被害が発生しました。議会でも災害現場の調査に参りましたが、矢沢地

区では沢という沢で土砂崩れが発生し、大量の土砂が沢を埋めておりました。幸い、

この地区において重大な住宅損壊等の被害は発生しませんでしたが、さらに大規模な

山腹崩壊等の土砂災害が発生すれば、住宅にも被害が及び、人命にもかかわる被害が

発生する可能性を感じました。 

   今回の豪雨は九州、四国、中国地方、近畿、岐阜や関東、東北、北海道と、全国に

被害が及びました。このことから考えれば、全国どこでも発生するということであり、

重大な災害から逃れる地域はないということでもあります。これら近年の集中豪雨に

伴う土砂災害の実態から人命を守るため、基本的にどのような対応をとるべきか、ま

ずはお尋ねをいたします。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   まず、多くの皆さんが亡くなられたり、被災されましたことにつきましては非常に

残念であり、ご冥福をお祈り申し上げますとともに、お見舞いを申し上げたいと思い

ます。 

   まず、基本的な考え方でございますけれども、防災に携わる者につきましては、意

識の改革は当然だというふうに考えておりますけれども、職員や村民の意識改革が重

要であるというふうに思っております。 

   また、近年の豪雨災害、どこででも起こり得るというような意識を持つことが、早

目の行動をとるもとになるものというふうに思っております。また、台風のような事

前情報があるような場合、ある程度準備ができる災害については、早目の避難呼びか

け、またその注意喚起が重要であると。また自宅周辺の危険箇所を認識すること、ま

た地域での話し合いというようなことも重要になってくるというふうに思っておりま

す。突然の局地的な豪雨、あるいは地震ということで、土砂災害、こういうものにつ

きましては、不断の心の準備、あとみずからの命を守るための対応について準備をし

ておく必要があるというふうに思います。夜間とか深夜にそういう避難警報が発令に

なったというような場合につきましては、かえって避難することが危険だというよう

なことも考えられますので、そういう場合については直上避難、２階の崖地から離れ

た場所に避難するとか、そういった対応についても考えておく必要があるのかなとい

うふうに思っております。 

   以上です。 
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○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございました。この８月の豪雨災害、特に広島市で大き

な被害が出ました。山裾に広がる住宅地の背面の沢に沿って大規模な土砂崩れが幾つ

もの場所で同時に発生をし、７０名を超える死者、行方不明者が出ました。さらには

数百人の方が長期的な避難生活を余儀なくされております。今回の広島市での災害で

浮かび上がったのが、土砂災害防止法に基づく警戒区域や特別警戒区域の指定の問題

です。広島市の土砂崩れが発生したいずれの地区も、指定されていなかったと聞いて

おります。 

   そこで、午前中の質問にもございましたが、本村の現状をお尋ねいたします。本村

にはこの法律に基づく指定箇所があるのかどうか。それには説明会開かれたと聞いて

おりますが、その後の状況についてどのように進んでいるのかお伺いをいたします。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   午前中も申したとおり、８カ所それぞれ指定されております。その中にそれぞれ特

別警戒区域は７カ所、１カ所だけは警戒区域のみということで、残りにはそれぞれ特

別警戒区域が設定されております。 

   説明会が開催され、１９名の方ですか、来られたということで、その後につきまし

ては庁内でいろいろ協議しまして、他町村等の状況も確認しながら、近隣市のほうで

も個別の説明というとなかなか時間がかかって手続がおくれてしまうというような部

分もありまして、個別の説明は行わないということでございましたので、村のほうで

も同じような形で個別の説明はしないで、庁内でいろいろ協議して、この内容であれ

ばおおむね防げるのではないかということで、村長の意見として県のほうで調査され

た内容を指定したいと、指定してもよいということで、８月に通知を県のほうにしま

した。県のほうでもそれをもって、今作業中でございますが、県内全ての市町村で意

見聴取ということになってございますので、今現在、まだ県のほうでもどの段階で指

定できるということは明言できていないようです。今回広島のような大きな災害があ

りましたので、できるだけ早くというような回答はいただいておりますが、それが年

内なのか年度内なのか、はっきりした答えは聞いておりませんが、今現在は県のほう

で指定の手続をとっているところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。広島市の豪雨災害の報道を聞いております

と、警戒区域や特別警戒区域の指定に関して、指定されれば地価が下がるとか、住宅

建設に制限を受け、住民の理解が得られないなどというように報道されている点もご

ざいます。確かに、重大な危険のある場所では、建築など制限を受けるのは当然のこ

とだと思いますが、指定を受けることによって砂防工事など防災工事の優先度が上が

り、決してマイナスばかりではないと思いますが、この点に関してはいかがでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 
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○建設部長（舘下憲一） ３番議員さんに再度お答えいたします。 

   今のように指定されれば、当然そういった工事、砂防工事等が優先的に行われると

いうふうに聞いておりますが、今回も又兵衛地区ですか、そちらのほうの工事は、国

のほうの補助にはいろいろ基準がありまして該当しないということで、災害が発生し

た当時、県のほうで確認していただいた段階では、残念ながら補助の対象にならない

というような回答でございましたが、その後、県のほうでいろいろ、こういった土砂

災害警戒区域等の中身を検討して、県の単独工事でも取り組みたいというようなこと

で今進んでいるような状況でございますので、そういった部分では優先されるのかと

いうふうに感じております。 

   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。この自分の住んでいるところが危険なのか

どうか、住民の皆さんが判断をできなければ避難もできないということにもつながり

かねません。県と十分な連携を図って対応されることをお願いをいたします。 

   次に、本村での集中豪雨の経験と被害の実態を踏まえ、昨年には住宅に入った土砂

撤去に関する経費の一部を助成する仕組みができましたが、それら災害後の復旧の対

応は、被害の実態に応じて適切に対応すべきと思いますが、何と言っても、人命を守

るための対策が重要であります。避難方法や避難場所などの見直し、これら防災計画

の見直しも必要ではないかと考えますが、この点に関してどのように考えていらっし

ゃるのか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   現在防災計画の中に、集中豪雨等も含めまして、行政区等を単位とした地区防災の

組織と、それから地区防災計画の作成を検討しております。村の地域防災計画にその

地区防災計画の主要事項、そういうものを定めまして、細かい事項については行政区

等の防災計画に定めてもらうというような方法を検討しているところでございます。 

   大玉村でも平たん部、それから山間部というような多様なところに集落が立地され

ているというようなこともございますので、地区ごとの状況というのはお住まいの方

が一番よくわかるというようなこともございますので、それら地区ごとの住民による

防災計画、そういったものをこれから計画していきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。昨年の数度に及ぶ集中豪雨や台風災害、そ

して豪雪に対して、本村では速やかに避難所の開設が行われ、他市町村住民からも大

玉村の対応は大変評価を受けました。 

   そこで、避難所での食糧や毛布などの必要な物資の備蓄はどのようになっており、

更新、そして補充はどのように行われているのかお尋ねをいたします。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 
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○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、備蓄物資のほうですが、その名称と数量を申し上げます。まず毛布５０５枚、

それから長期保存用の飲料水、これ１．５リットルのペットボトルでございますが

１，９８４本、約２，０００本ですね。それから非常食としてパック入りの白米、こ

れが４，６００食分、同じくパック入りのおかゆ、梅がゆが４００食、合わせますと

５，０００食になります。それから缶入りの乾パン１，１７６缶、それから缶詰類で

ありますが、焼き鳥とかサンマとかイワシとか、ウインナーソーセージも含めて缶類

が約２，０００個ございます。一応それらが在庫でありまして、その管理につきまし

ては倉庫内に確認表を備えつけておりまして、その確認表で出し入れをして、それで

確認ができる体制をとっております。 

   また、これらの備蓄品の更新でありますけれども、これらについては消費期限、先

ほど申し上げました中で、消費期限が一番最短で２０１５年６月というもの、それか

ら最長で２０１７年１０月ということでございまして、それらの賞味期限を見きわめ

ながら、そして古い順から、例えば防災訓練とか防災のそういった教室、そういった

ものがあれば、それらの提供を行って、随時更新をしてまいりたいというふうに考え

ております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。この集中豪雨でありますとか台風、豪雪な

ど、大玉村でもさまざまな災害を経験をしております。災害によってどの程度の避難

を想定すべきか、難しいところではありますが、一定の規模の避難者を想定した物資

の備蓄について、ただいま現在の物資の状況を伺いました。これらの量的なもの、さ

らには更新計画も伺いましたが、これらについてきちんと計画を定めて取り組むべき

と思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員さんに再度申し上げます。 

   計画的ということでございますが、当然災害対策本部、そういったものを中心に昨

年の災害とそういったものを含めて、今後各部、課とも当然協議をしながら計画を立

ててまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。この災害が発生するたびに住民相互の助け

合いが強調されます。確かに大規模災害が発生した場合には、専門の救助隊が来るま

ではみずからの命を守る行動をとらざるを得ませんが、誰かのサポートがなければ避

難もできないという方もいらっしゃいます。これらの人々をどう安全な場所に避難さ

せるかという課題は、大変大きいものがあると思います。話題にはなりますが、具体

的に進んでいないという現状もあるのではないでしょうか。今月２７日に行われます

防災訓練にあわせて、ぜひ自主防災組織を全村にしっかりとつくっていくべきと考え
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ますが、これらの組織をつくるに当たってどのような課題があると考えるのか。また、

これら組織をつくる考えがあるのかどうかお伺いをいたします。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   まず、今月２７日に実施を予定しております防災訓練についてお話を申し上げたい

と思いますが、訓練の目的については、村とか県、それから防災関係機関、それから

地域住民の方が一体となって実施すると、その連携強化、自助・共助に基づく地域防

災力の向上を図ることを目的とするというような内容でございますけれども、今回の

訓練については災害、そのとき自分にできることというようなことをテーマにしてお

ります。災害時に自分が何ができるかと。初期対応、避難者に対してもどういう支援

ができるかというようなことが求められているということで、自助・共助、そういっ

たものを強化する取り組みということで、避難行動、要支援者避難訓練というのもあ

わせて実施する予定としております。 

   この避難をする際に、一人では避難がなかなか困難だというような方に対しまして、

困難な人の情報とかをもとにしまして、区長さんとか組長さん、それから民生委員さ

ん、近所の方、そういった方に支援をしていただきながら、安否確認とか避難の手助

けとか、そういったものをしていただくというような予定でございます。２７日の訓

練の際には、この訓練でその支援の様子を記録する人、それから検証する職員を配置

する予定でございます。後日、検証会を開催して、どういった課題があるのか、問題

点が何かというようなことを確認して、今後の計画、そういったものに反映させてい

きたいというふうに考えております。 

   それから、自主防災組織の関係でございますけれども、自主防災組織につきまして

は、職員とか村民の意識改革というようなことも必要ですが、防災活動が地域住民に

よって主体的に継続して実施されるということが重要なわけなのですが、それが反面、

課題にもなっているというようなのが現状ではないかというふうに思っております。

今各地域で指導者的な、例えば防災士、そういった方を養成しながら、地域の自主防

災組織を強化してまいりたいというふうに考えております。 

   現在、各地域で自衛消防が組織されております。活発に活動している組織もあるわ

けですが、反面、なかなか活動されていないというような組織もございますので、こ

ういった現在ある自主防災組織、プラス先ほども申し上げておりますが各行政区等を

単位とした地区防災組織、そういったものを計画しながら強化を図ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。災害は忘れたころにやってくるという言葉

がございますが、最近の災害は忘れないうち幾度も災害が起こりますので、繰り返し

の訓練も大変重要だと考えます。さらには自主防災組織もぜひ確立させていただきた

いというふうに考えます。どうぞよろしくお願いをいたします。 
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   次に、幼稚園の３年保育について質問をいたします。 

   幼稚園の３年保育については、現村長が教育長時代にもその計画の方向性を示唆し

ておりますが、新たな子ども・子育て支援法による枠組みの中で、どのような体系を

考えていらっしゃるのか、村長、教育長にそれぞれ伺います。 

○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。 

   教育長の立場でということで。３年保育の重要性というようなことについては指摘

されておりますし、武田議員さんも以前に指摘されております。議事録で確認させて

いただきました。 

   そういった中で、既に３年保育を実施している幼稚園、県内の公立、まだ半分まで

いってないのですけど、安達はまだやっていません。それから福島もやっていません

けど、伊達はかなり進んでいます。全部やっているのはいわき市だったと思いますけ

れども、３年保育を実施している公立幼稚園等での成果というようなことについてち

ょっと整理してみますと、まず教師の側から見たときに、幼児の３年間を見通したカ

リキュラム、教育計画を策定して、これに基づいて保育することによって、確かな育

ちというようなことを保障することができるというようなこと、そういったことにつ

いての成果を挙げられています。それから３年間一貫した方針のもとで、系統性を持

って継続的な保育活動を展開することができるというようなこと、これが教師側から

見た成果です。 

   それから子どもの側、育ちの立場といったことで見たときには、成長の過程だと思

うのですけれども、個から小グループ、そして小集団、そして学級というようなこと

でいくわけですけれども、そういったことが、その道筋が３年保育をすることによっ

て無理なくたどることができる。すなわち幼児の育ちがより健全になっているという、

そういった成果を得ております。 

   そういった中で、大玉村が昨年末からことし初めにかけて実施いたしました子ど

も・子育てニーズ調査報告、これを読ませていただきまして、特に２年保育を今やっ

ているのだけれども、３年保育にしたときにどうですかという調査項目がありました。

その中でかなり高い希望の割合が出ています。零歳から２歳の保護者にあっては、

４分の３以上の方が希望したいというようなこと。それからまた、教育、保育を利用

したい場所はどこですかといったときに、９割以上の方々が大玉村での保育、教育を

希望するといった、そういったニーズ、非常に高いニーズが出ているというようなこ

と。そういったことから３年保育というようなことについて検討していきたいのです

けれども、もう一つの視点としましては、国のほうで教育再生実行会議なのですけれ

ども、去る７月３日に第５次の提言が出されました。幾つかあったのですけれども、

その中で、子どもの発達に応じた教育の充実というようなことで、特に全ての子ども

に質の高い幼児教育を保障するための無償教育、それから義務教育期間の見直しみた

いな大胆な提言も出されています。もう少し詳しく読んでみますと、幼児教育の質の

向上のため、国は幼稚園教育要領、これは基準になるもの、国の基準なのですけれど
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も、それについて子どもたちの発達がかなり早くなっているというデータが出されて

います。例えば言葉の獲得なのですけれども、この半世紀の間に、２歳早く言葉を獲

得しているという、そういう調査結果が出されております。そういった獲得など発達

の早期化、そういったことを踏まえて、小学校との接続を意識した見直しを行っては

どうでしょうかという提言です。 

   それから、３歳から５歳の子どもの幼児教育について、財源を確保しつつ、財源て

国なのですけれども、無償化を段階的に推進し、希望する全ての子どもに幼児教育の

機会を保障する体制を整えるといった提言が出されております。 

   こういったことを踏まえながら、こうした国の動向を注視しながら、もう一つある

のですけれども、実は来年４月からスタートになります子ども・子育て支援新制度、

それとの関係性、そういったことを整理しながら、３年保育の実現に向けて取り組ん

でいきたいと思っております。その際、関係部署と連絡調整を密にしながら、３年保

育を実施する上での諸課題、そういったことを整理して解決を図っていきながら、そ

の実現に向けて取り組んでいきたいと思っております。 

   なお、その際、大玉村で今取り組んでおります大玉学園構想、これは幼稚園今２年、

小学校６年、中学校３年、１１年なのですけれども、そこに幼稚園３年を加えますと、

１２年間の一貫教育が可能になります。そうしたときに、幼稚園と小学校をどういう

ふうに接続するか。まさに再生実行会議の第５次提言にかかわるような中身なのです

けれども、そういったことについても十分検討しながら、これは教育の内容にかかわ

る部分ですけれども、そういったことを十分に検討しながら幼稚園と小学校との連接、

接続、それが十分機能するように、そして大玉の子どもたちにとってよりよい教育が

できるようにということで、３年保育の早期実現に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   この新たな子ども・子育て支援法、ここにはさまざまな問題がございます。この法

律がそもそもできた背景には、保育所の待機児童の問題があると思っております。大

玉村でもこの保育所の待機児童あるように聞いておりますが、この待機児童を解消す

るためにも、幼稚園の３年保育というのは急ぐべきだと、私は考えます。この幼稚園

の３年保育が最も現実的で、村の財政にとっても負担の少ない方向ではないかと思っ

ております。検討するというふうな教育長の答弁ございましたが、ぜひ移行年度を明

確にしていただいて、具体的な計画に着手するべきだと私は考えておりますが、村長

の考えをお伺いいたします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんの質問にお答えいたします。 

   私も考え方、教育長と同じですので、保育所も含めて、子どもの子育て支援をどう

いうふうに枠組みをつくっていくかということについては既に検討に入っております
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が、まだ具体的にお話しできる段階でないということですが、大胆に、包括的に枠組

みを変えていきたいというふうに考えております。ここ一、二年でできれば取り組み

たいと。２年程度はかかるのかなというふうに考えておりますが。村の政策の中心が

子育て支援ですので、そのように進んでまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。ぜひ、大胆に進めていただきたいというふ

うに思います。 

   最後の質問になります。 

   福島民報の７月６日付に、安倍内閣が進める憲法の解釈改憲と集団的自衛権の行使

に関する市町村長アンケートがございました。これに関して、押山村長はいずれもそ

の他と回答しているようです。憲法の解釈改憲に関しては、県内３０の自治体首長が

適切でないと答え、適切だとしたのは４町村長です。押山村長ほか１１市町村長がそ

の他と回答し、わからない、無回答が１３市町村長となっております。また、集団的

自衛権の行使容認に関しては、反対と回答したのが１５市町村長、賛成が９市町村長、

わからないが１７市町村長で、その他と答えたのが本村初め１７市町村長となってお

り、無回答が１市長となっております。 

   そこでお尋ねをいたしますが、この閣議決定による憲法の解釈変更と集団的自衛権

行使容認の問題に対する押山村長のその他という回答は、どのような立場なのかお伺

いをいたします。 

○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。 

   新聞がどういう意図でこういうアンケートをしているのかということは、いつも疑

問に感じております。村内には、議会もそうですけれども多様な意見があります。首

長の責任というのは、村民なりの多様な意見を聞き取るということですので、賛否両

論ございます。それが、首長がそこで賛成、反対と述べた場合には、それがその村な

り自治体の意見、考え方だと、代表して意見を述べるというのが首長の意見ですので、

そういう誤解を受けると。ですから、こういうアンケート自体が私は不適切だと思っ

ていますので、これからもそういうアンケートに対してはノーコメント、その他とい

うふうに答えたいというふうに考えております。個人的な考え方ではありません。首

長としてそのほうが、回答のほうが適切だということでアンケートに答えさせていた

だいた。 

   ただし、問２のその他、適切かどうかというものには、今後は関連法案改定時点で

十分論議を尽くすべきということの意見書をつけてありますので、できてしまった法

律は、これはもう成立しておりますが、これから自衛隊法とか関連法案を決める場合

には、十分に意見を聞いて、論議をして全てやっていただきたいという意味のその他

でございます。 

   そして、実際新聞には報道されなかった第３問があったのですね。これについては、
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集団的自衛権について行使されれば、その後歯どめがかかるか、かからないと思いま

すかというような質問が第３問であるのですよ。これは新聞では発表していないので

すよ。１が行使容認の範囲は広がらないと思うと。そこで終わるという。ちょっと戦

争やって、パカパカってやって終わると。それから２問は、行使容認の範囲は広がる

と、戦争は拡大すると、長引くということです。第３がわからない、その他というこ

とで、私の回答は、２番の行使容認の範囲は広がると思うという回答をさせていただ

きました。過去の歴史に学べば、始まった戦争は途中でとめることはできません。今

まで拡大しない戦争はなかったと。戦っている途中でぴたっととまった戦争もない。

とまっても、またくすぶってイラクのようにまた始まると。ですから、一旦始まった

戦争は、拡大して継続するということを前提でなければ、戦争には突入してはいけな

いというふうに感じています。 

   今回の集団的自衛権についての個人的意見を述べますと、やはりこれは自衛の戦争

ではなくて、他国に入って戦争をするという部分がかなりありますので、その辺につ

いて個人的に見解はありますが、首長としては、やはり今回のような回答をこれから

も続けていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   この集団的自衛権の行使を現在の憲法では認めておりません。集団的自衛権の行使

をするために憲法の解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認した政府手続を適切で

ないと考える首長が、過半数を超えています。この問題では日弁連など多くの方々が

反対の立場に立っております。憲法改正が厄介だからと、時の政府の思惑で都合のい

いように解釈されては、法治国家とは言えません。村の条例も同じだと思います。あ

る目的を持った条例を都合のいいように解釈などできません。拡大解釈どころか、真

逆の方向に解釈するなど、解釈などと言えるものではなく、まさしく憲法無視と言わ

なければなりません。憲法は国家権力を縛るものであり、全て行政は立憲主義に基づ

き行われなければなりません。政府は尖閣や竹島問題でたびたび法の支配という言葉

を使います。まさにこの法の支配に従うのが政府ということになります。地方自治に

おいても同じであり、条例主義が貫かれなければなりません。その点からも、明確な

態度の表明が必要かと思います。村長は先ほどこれからもノーコメントでいくと申さ

れましたが、私は改めて、この問題に対する村長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 個人的意見ということになろうと思いますが、先ほど言いましたよ

うに、公の場、議会も公の場ですので、私は個人的な見解、これは村民にも議会にも

多様な意見がありますので、首長としてこういうことで判断する場合、もしくは公に

する場合には行動も十分に慎重に期さなければいけないし、個人の意見を述べること

も慎重を期さなければいけないということですので、公的な場では、やはり。村政に

ついてどうするのかと、村のことについてどうするのかというと、直接村民に利害の
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及ぶようなものについては、国政についてもはっきりと物を申したり、要望していか

なければいけませんが、これに関してはノーコメントということでいきたいというふ

うに考えております。個人的見解の端っぱというかは、先ほど述べさせていただいた

ので、類推していただければ、私の個人的なことについてはおわかりいただけると思

います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） 以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（佐藤 悟） 以上で、３番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後２時２０分といたします。 

（午後２時８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後２時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「生活保護法の一部改正に伴

ういくつかの点について」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質問について、議長の許可をいただ

きましたので、これより行います。 

   初めに、生活保護法の扶助の基準の見直し、こういうものに伴うところの件につい

て伺います。 

   今、盛んと言われている、いわゆるアベノミクスでの経済効果というものが言われ

ておりますけれども、それと裏腹に、今生活困窮者というのが非常に増大していて、

生活保護というのも受給者もふえている。こういう中で高齢者と現役世代との対立や、

あるいはまた、生活保護受給者とその他の国民の対立なり、あるいは公務員と民間の

労働者等々の、いわゆる国民同士のたたき合いというもののほうに何か持っていかれ

ているような気がしてならないわけであります。 

   盛んと自助・共助論が最近出ていますけれども、政府の失政、失態を何か自分たち

の側に責任がある、生活苦の責任は自己責任、家族責任だというように転嫁するとい

うような強く感じられている中身でありますが、その１つのあらわれとして、生活扶

助の基準見直しの中で、就学援助等々の制度にかかわっての幾つかの問題であります

が、さきに文科省で準要保護世帯にかかわる学校の認定、そういう学童に対する認定

というものについての基準というものの運用がどのように実施されているかというこ

と等について、県を通して各市町村教育委員会にその中身について調べて報告しろと

いうのがあったと思うのですね。それに基づいて、一概にならないのですけれども、

幾つかの分類になると思うのですけれども、例えば保護の停止、または廃止、あるい

は児童扶養手当の支給、あるいは市町村民税の非課税等々、さまざまな分類になるわ
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けでありますけれども、生活保護基準に一定の計数をかけたものなどというふうない

ろいろな指数が示されて、それを使っているところと使っていない市町村、それぞれ

あると思うのですけれども、本村においては、まずどのようになっているかお尋ねを

いたします。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） １０番議員さんにお答えいたします。 

   保護基準引き下げに連動してという関連の質問であります。 

   大玉村の要保護の認定基準につきましては、大玉村要保護及び準要保護児童・生徒

援助費支給要綱に基づき実施をしております。認定基準には生活保護の基準額に一定

の計数をかけたものの方法は適用していないため、今般の生活保護基準引き下げによ

る村の認定に変更はございません。 

   以上であります。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   今回の変更においては、村では適用しないということであります。 

   次に、生活保護にかかわるさまざまな、いわゆるそういう低所得者の対策のいろい

ろ、扶養義務等々のそういう義務づけの書類の提出とか、これは教育委員会ではない

かと、違うと思うのですけれども、そういう義務づけがなされたというふうに聞くの

ですけれども、つまり窓口においてそういうものの対象を削っていくといいますか、

窓口で締め出していくというようなことなのかなというふうに思いますけれども、こ

れらの点についての今の村での現状などについてお答え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） １０番議員さんにお答えいたします。 

   昨年１２月に一部改正、法律が成立しまして、本年７月１日から、本来４月１日実

施だったのですが、さまざまあって７月１日実施ということになってきているわけで

すけれども、この扶養義務者について、新たに２点ほど大きく加えられました。 

   今般の規定の変更、第１点目としては、扶養義務者への通知に関する規定、これに

つきましては保護の実施期間、大玉村の場合には福島県北保健福祉事務所というふう

になるのですけれども、実施期間は保護の開始を決定したときは、当該扶養義務者に

通知しなければならない、これなのですけれども、ただし、その通知が適当でない場

合は除くというふうにもなっておりますが、そういう規定が新たに出ました。 

   ２点目は、扶養義務者に報告を求める規定が新設されました。これまでも不正受給

等に関して費用徴収の規定がございましたが、扶養義務者に対する費用徴収に関して、

または不正受給等の調査に関して、扶養義務者に対して報告を求めることができると

いう規定が、新たに加わりました。本村における生活保護の実施機関というのは、先

ほど申しました県北保健福祉事務所でございますけれども、扶養義務に関する新たな

規定が加わったとしても、従来と変わらない対応であるものと現時点では判断してい

ます。それは国会での議論も通じましていろいろ出されてきたのですけれども、例え
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ば今扶養義務者に対する調査に関しても、歯どめといいますか、加えられています。

それは実施機関がそういった調査をやると。あるいは裁判の手続を経てまで費用徴収

を絶対に行わなくてはならないのだというように判断される場合に限定して、そうい

った報告を求めることについても使いなさいということが通知として出されてきてお

りますので、本人にとってはいろいろ、いわゆる生活保護受給したいと、申請者にと

ってはそういう言われ方もするかもしれませんけれども、法的にはかなり制約がある

ということで、７月以降の保護の申請の受理状況等においても、私らも必ず福祉事務

所に立ち会いながら住民の側に立って対応しているというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   いわゆる不正受給等々の国保の問題というものもあるということは承知しておりま

すけれども、要するに、ここで私は特に強調したいのは、生活保護基準ていうのが、

実は最低賃金や就学援助などの、いわゆる低所得者に対するところの一定の、あるい

は国民の生活の物差しになっているのですね。それが物差しになって、いろいろなも

のを組み立てていくというふうになっていますので、その基準が引き下がれというこ

とになれば、その他の社会保障の諸制度の中でも、さまざまな制度が容易に改正、改

悪されるというか、削減されるというところに加速させられていくのだということが

一番問題だというふうに思っておりますので、そのような状況から、この児童・生徒

の就学等々にも金の云々で影響があってはならぬというような観点から、直接かかわ

りのある現場においても、そうした観点からの取り組みを強く求めて、この質問は終

わります。 

   次に、放課後児童健全育成事業にかかわってお尋ねをいたします。 

   この中で質問の②の２行目で、単なる先送りではなくというところに今回は重点を

置いた質問であったのですけれども、今度の議会に土地取得の特別会計の中で、さく

らの隣接地にその用地を求めるというような案も出ているわけでありまして、こうい

う意味で、私もちょっとそこら辺はアンテナが低かったなというように思って、あわ

せて当局のこうしたことの対応を深い敬意を表するところであります。 

   そこで、この①に掲げた児童一人当たりの広さ、あるいは１集団ごとの指導者の割

合等々については、それぞれ私なりにつかんでおりますので、それは結構です。要す

るに、先送りをする場合の、これを重要認識をしているけれども、もうちょっと先だ

といったときの話をここに書いたわけで、そういう意味ではちゃんとやるということ

でありますから、その点は省いて、しからば、それどういうこれからの日程、それを

求めて、そしてどういうスケジュールなり事業の概要、一応あるのかなということを、

現時点でわかる範囲でお答えをいただきたいと思います。 

○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。 

   今お話しがありましたように、さくらの西側に一反歩強の土地を求めて、建物が建

つまでの間は駐車場としても使えるだろうということもあります。 
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   今後の考え方として、具体的にどの程度の大きさで、どういうふうに使うかという

ことについてはまだ決まっておりません。これから部長会議等々で、庁内で検討して

いきますし、関係者との協議もやらなければいけませんので。ただ、子育て支援施設

をつくりたいということは、基本的には考えております。今、国の補助金とかそうい

うものがないかどうか、一生懸命調べている段階でございます。復興庁の予算では無

理だということがはっきりわかりましたので、それ以外のものについて、子育て支援

のほうの補助がないかどうかとか、そういうことを今調べている段階でございます。

いずれにしても、来年やるとか再来年すぐやりますということは予算の関係がござい

ますので、はっきりしたことは申し上げられませんが、児童館的な、そして子育て支

援、それから子どもたちが自由に集まれるような場所等々の施設をつくっていきたい

というふうには考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 基本的に村長と考え方一緒だなということで安心はしたわけであ

りますが。一定の状況を踏まえ、１０年、１５年先を見れば、当然そういうことが必

要だというふうに私も思って、実はゼロ歳から６歳まで、一体どのくらいの子どもが

いるのかなということをちょっと調べてみました。少ないときで６８人ぐらいですか、

１年。それから多いときで八十三、四人、ということで、コンスタントに、おかげさ

までお子さんはいると。それから今言ったようなこと、施設をきちっと位置づければ、

もっと持続可能な大玉村にするための呼び込みもできるし、そのことによって安心し

て稼げる施設ができるということで、そういう取り組みが必要じゃないかというふう

に思っていたところであります。 

   また、村長からも、奇しくも事業どういうのがいいかということを考えていると。

まさに私もそれも考えていました。実は前の浅和村長、硬軟兼ね備えたと言いますか、

そういうことで、別な見方から言えばうまく使い分けて、時の政府の役人もうまく利

活用して、そしていろいろな施策を展開してきた。しからば押山村長どうだというと、

これからその力量が問われるというところに今来ているというふうに思っている。そ

ういう意味で、彼らも今言っているのですね。本当の第二次安倍内閣の目玉は、地方

創生と女性の社会進出と。まさに今大玉村で考えている子育て支援というのは、まさ

にそこにぴったりで、彼らの思惑は別としても、それはやらなければならない話だか

らなと。今度の内閣改造でも盛んとそこら辺も見越して、政権維持も含め、次の次も

考えたポスト争いと非常に興味深い、おもしろい展開がなされたわけだけれども、そ

ういう中でも彼らの目的は別としても、我々としては、そこ、例えば１つか２つは実

際に具体的なことを出してくると思うのね。来年の地方選挙を意識しての多分あれだ

から、そこで乗り切りたいということだろうから、福島県はこれ秋まで県会選挙ある

から、秋までが地方選挙だけれども、そういう意味では、この施設、有利なものを獲

得するというためには、ある意味絶好の機会でもあるということで、ぜひ慎重に見き

わめながら、ぜひそういう取り組みをしていただきたいという、そのことについて今
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村長から話あったのでそこを聞きたいと思ったのですけれども、答えをいただいたと

いうふうに理解をして、そのことについては終わります。 

   次に、同じ子育て支援でもゲートボール場、非常に有効活用、これまた有効活用し

ていただいている。お年寄りの皆さんも元気に活躍している。あるいは、今度夕方は

放課後児童クラブの皆さんが元気に使っていると。非常に喜ばれている施設でありま

すが、とにかく夏は暑い。ことしは特に暑かったのかな。上には２つぐらい換気扇が

あるそうですね。換気扇なかなかうまく機能していないと。横文字で何とかって言っ

たな、上から空気を送るようなものを据えつければ、シーリングファンとかなんとか

って横文字だからわかんない。そういうもので、要するに上からやって空気かんまが

すか、流れを変えることによって少しはよくなるのかな。まあ、クーラーなどと言わ

ないからというようなお話もありました。いずにしても、少し温度下げる、そういう

工夫、１回このよく現場を見て、そして関係者から改めて意見などを聞いて、その改

善する方向というものについて少し検討いただけないかということでありますので、

これらについてのお答えをお願いいたします。 

○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。 

   ご指摘のような状況がずっと続いておりまして、子どものみならず高齢者も含めて、

暑さ対策につきましては２７年度に向けて具体的に検討してまいりたいと。既にさく

らのほうとも協議を始めておりまして、先ほどクーラーとは言わないというお話があ

りましたがそういうことも含めて、効果的な冷房といいますか、快適に過ごせるよう

な環境を考えてまいりたいと思っております。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございます。いろいろやれやれって言って申しわけな

いと思って、そう言っただけであって、できればそういう方向にしてもらえば一番い

いと、ぜひ２７年度に実現するようにお願いをしておきます。 

   さて、次に、小高倉地域を初めとする畜産関連の生活環境改善にかかわる状況につ

いてお尋ねいたしますが、この件について、まず最初に、先ごろ近隣住民と事業者と

の意見交換会が行われたというような行政報告がなされたわけでありますが、その中

ではどういう意見が出、また、事業者からは改善に向けてどのような取り組みをする

ような説明があったかお尋ねをいたします。 

○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。 

   懇談会の中でどのような住民から意見が出されたかという、まず第１点でございま

す。箇条書き的に申し上げますと、この問題は５年、１０年の話ではないと。これま

で何も対策が講じられてこなかったことは行政に責任があると。ハエの種類、生態、

寿命について担当職員はわかっているのかと。企業なら企業努力により適切な施設管

理を行ってほしい。カラスによる被害が農作物にも及んでいる。駆除はできないのか。

毎年ハエが発生している。鶏ふん等の処理を的確に実施してほしい。使用している殺
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虫剤は流れ出していないのか心配だ。住民の立場に立って行政の責任を果たしてほし

い。比較できるデータを根拠に地区環境の状況を公表してほしい。こういったものが

代表的な住民から出されたご意見でございました。 

   次に、そういった住民の意見等を踏まえながら、事業者が環境改善に向けてどのよ

うな取り組みをなされたかということでございますけれども、鶏舎周辺の草刈りは、

草刈りをしていると。家畜保健衛生所の指導によって、お盆前に２回脱皮阻害剤、ネ

ポレックス顆粒剤を散布してハエの発生予防に努めていると。石灰の散布もしたと。

堆肥化施設については、もみ殻の在庫がなくて、その当時ですね、懇談会の当時は稼

動していないと。１カ月ほど稼動に時間がかかると。それから１０棟あった鶏舎のう

ち３棟が震災、豪雪の影響で倒壊して、倒壊した鶏舎はそのままの状態で放置してあ

ると。鶏の数は最盛期の半分の２万５千羽になったと。その倒壊した鶏舎等の改修、

復帰等には資金が必要で、金融機関からの融資も受けられない状況であると。今後の

経営については家族と相談し、事業を継続するかどうか考えていると。廃業する場合

には地域の皆様方へご迷惑をかけないようにしたい、このようなことがおおむね事業

者からは話されたということでございます。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） この間、９区長からあわせてこの時期に対する改善、要望という

のが行政にも出されたと。その後、何もしてこなかったというか、大変失礼な言い方

かしらないけど、その間何も言わないでここまで来たということになると、しょうが

ないから、軽微にっていうか、私は懇談会開いたのかなと言わざるを得ないのですね。

つまり、一定の、私も３月にも質問しました。で、かなりの突っ込んだやりとりの中

で、改善、こういう方向でこういう方向でというお話があったのですけれども、それ

でも何か余り見えてこない。事業者との話し合いの中で一定程度そういう努力がなさ

れて、ここまでは進んだよ、今度はこういうふうにやるのだよというものが出てきて、

それをもとに住民との話し合いというのが私はなされるのかなという期待をして行っ

たのですけれども、何もやらなかったことでなかったことにする、ガス抜きかい、住

民がああんとこうなっているから、ちっとこう、まだやすらが（聴取不能につき不

明）なんていうことでなったのかななんて勘ぐりたくなるような、はっきり言って何

も進んでない。これまで何回もブッケシいろいろやって、進んでみたり、また結果的

には、はっきり言うと印象としては進まない、むしろ何か後退しちゃったかなという

ふうに思っております。事業者、意思疎通の事業者は、事業主さんは天皇陛下から褒

美もらった人なのだね。大した褒美でないからというふうに格が下がってしまうね。

やはり社会責任果たしてほしいというような話が出たのも、そういうことからという

ふうに思うのですが。 

   要するに、結論から言うと、先ほども話したように、もう５年、３年の話でないと

いうことでありますから、具体的に行政のほうからもこういうことを直してほしい、

こういうこともちゃんとやってほしい。こういうこともっていう話は確かに出された

ようでありますが、あの感じではそれはやられないというか、やらないね。だから、
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一つでも具体的に進めるための、具体的にいつまでにどういうことできますかという

ような詰めをしていかないと、私は困るというふうに思うのですけれども、そういう

具体的な何か改善に向けた施策といいますか、原因があって結果があるわけでありま

すから、そういう意味で野鳥の対策も含めて、今具体的にどういうふうなこと、実行

可能なこと、事業者にもやっていただくようにできるのかということを端的にお尋ね

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。 

   今具体的に何がということでございます。この前の懇談会でも出されたことも踏ま

えて、今回の補正予算にも計上させていただいておりますけれども、いわゆる環境影

響物質、特にホルモン剤等々、殺虫剤等も使われる。河川の汚濁とか水質悪化にもつ

ながるような心配もある。かつて魚が浮きたぞというような話もございました。そう

いったことも踏まえて、補正予算に計上してございます水質について、どこを調査す

べきなのか検討をしながら水質の調査を行いたいと。以前にもやった話が出されて、

濁りが取れてからやってもＮＤだろうというようなこともあります。なので、適切な

採取をどのようにしたらいいか、そういったことも検討しながら、まずは水質の調査

を行ってまいりたいというふうに思っています。 

   それから、カラス等の被害については、カラスが大量にあそこに集まる件に関して

は、カラスの集まりのぐあい、それからどういうふうにして遺棄したらいいのか、こ

れについては専門家に業務を出して、具体的な対策、それから駆除についても、産業

部のほうと話し合いをしながら有害鳥獣の駆除の観点でも対応してまいりたいと。 

   それから、これも協議の中との関連で申し上げますと、村としては事業主と当然協

議を継続していって、今後、経営方向についてもきちんと、この前出た住民からの意

見も踏まえて確認するような方向で取り組んでまいりたいというふうに思います。 

   それから、廃業時のことについてもいろいろ事業主からも話が出ましたが、事業主

の責任を放棄しないようにしっかりと関与してまいりたいというふうに思います。と

同時に、これからにつきましても、先ほどはガス抜きっていうお話も頂戴しましたが、

話は継続していきたいと。今回出たものについてはしっかりと届けて、それに対する

状況を見きわめて、先ほどあったように、その対策がどこまで、どういうふうに進ん

だのか含めて懇談会ができるように準備してまいりたいというふうに思っています。 

   カラスの問題は養鶏場だけではありませんけれども、鶏舎の補修とか侵入阻止をど

う図るのか、これも詰めたいと思っています。それから汚水対策の問題もございます。

これについても、この前の話を踏まえて、実現どこまでできるかっていうのは別問題

でございますが、沈殿槽を設置するなり、雨水等が排水路を直接河川に流れないよう

な措置を求めてまいりたいと、このように考えています。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今それぞれ行政としての対応という指導をしていくと。カラスの

駆除の委託等々については、いつころからやるのかという具体的な話はなかったので
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すけれども、事業主、役場さんの受けとめと住民の受けとめと若干違うのですけど、

事業主ははっきり言って半ば投げやりっていいますかね、資金がないのだと、これ以

上やれって言われたってできないんだ、あとはバンザイだと。そういう方法があるの

だというようなことを言うのですね。つまり、そのままやめちゃうよという考え方な

のですね。これではとても、そういうことでは何なんだということで住民から出たの

は当然でありますが。 

   同時に、行政に対して私は申し上げたいのは、先ほど午前中もいろいろ美しい水の

関係等々とお話しありましたが、全く私は納得してないですね。あの話は。３本の河

川は美しいとか。みんな汚いのだ。百日も寺沢川だって、杉田川だって、それで美し

い水でできた田んぼとかって。言ってみれば詐欺みたいな話でね、とんでもないなと

思っている。それにその日本で最も美しい村の内示があったと言われ、そしてまた、

水資源を守るための組織にもまざった。それから今度水資源の上流もやっぺと。非常

にそれはそれでいいのだけど、ここの地域はそれどうなっているのかね、それ。そん

なことは関係なく、この日本一美しい村宣言が、あの地域はそれとは関係なく進める

のか。私そういうことであるとすれば、一体地域の人はどうなのだということを考え

て、今までの方法ではなくて、もっと別な方法を住民の皆さんにも相談しながら、ち

ょっと村も含めた対応を、村についての対応ももっと別な角度から考えなきゃしょう

がないかなと。いつまでたっても指導力が発揮できないということでは困るというこ

とで、今回の答弁次第によっては、私はもっと別な角度で考えなければならないとい

うふうな強い決意を持ちましたね。同じ話ぶっけしこれやって、進まないというので

は、指導力がないというか、権限が及ばないなら及ばないと言ってもらっていいし、

できないならできないって言ってもらっていいし、今までのいろいろな話だと、この

百日川だって養魚のがなって全部クリアして何もさすけねんだ。寺沢川もはかったら

さすけねんだということだと、事業はできるけど、そこにずっと暮らしている人は一

体どうなのだということをこの前も言ったと思うのですけど、そういうことを抜きに

して、日本で美しい村だって言われたって納得できないですね。そういうことは私そ

のまますんなり、はい、そうですねっていうことには相ならんと思っているのですよ。

この前村長にも個人的に、それちょっとって私は言ったつもりですね。そういうこと

なのですよ。やはりそういうことも含めて、そこをきちっと本気になって対応すると

いうことを含めながらそこを進めないと、内示になって、１０月の何日だかにはオー

ケーだよと。どうなのかなと思うのですよね。ひとつそこら辺も含めて、ここの地域

の本気になってやる、あるいはやれない、だめだ、そこら辺はっきりさせてもらいた

いですね。お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   この養鶏場の問題、１０年も１５年も前から指摘されてきて解決できないできたと

いうことですが、職員に指示をしたのは、ガス抜きという感覚は一切ありません。圧

力をかけ続けるための、１つの大きな圧力として、住民から今度直接話しをしていた



 

- 68 - 

 

だくと。今まで住民が行政に対して、困った、困った、臭い、何とかしてくれという

ことをお願いをされてきました。そして社長を呼んでも社長が来ないで作業員が来る

と。そういう状況が続きましたので、今回の住民説明会に、もし社長が出なかった場

合には、それ相当の村としての覚悟もありますよというのは、村で直営でやっている

直売所で卵を売っているわけです、実際ね。商売をしていると。そういうものについ

ても、取りやめをしていただきますよという、そういうそこまで踏み込んでやるつも

りでいたのですが、社長が出てきたということで、これは大きな圧力になったと思い

ます。廃業という言葉が出てきたのは、やはりこのままではどうにもならないという

ふうに社長が感じてきたのじゃないかと。今まで何年ものらりくらりと逃げ回ってき

たというのが、ここに来てだんだん追い詰められてきているのじゃないかなというふ

うに。ですから、先ほど部長と話したのは、これから実際住民が養鶏場に行って、行

政と一緒に養鶏場の状況を見させていただくというようなことも含めて、圧力をかけ

続けましょうということなのですね。 

   それから、条例とか規制、要綱で畜産を、公害を防止するという意味で非常に厳し

くした場合は、養鶏場以外の畜産農家に対する影響も非常に大きいということです。

少なからず佐藤養鶏場以外の畜産関係というのは、臭いもありますし、ハエの問題も

あると。ですから、産業としての畜産業を守るということもありますので、大きく条

例等で公権力を振りかざしてというのも難しいということで、今までも何年間も行政

がなかなか取り組みが、住民から見ると非常に何をやっているんだということだった

と思いますが、結局は、これが行政の限界かなということがありました。家畜衛生保

健所に来てもらって、調べて指導していただいて、私、家畜衛生保健所の獣医師に、

お前ら何やってるんだと。いつまでその指導がきちっとできないんだと怒ったら、所

長が来ました。家畜衛生保健所は感染防止だと。そういう公害をなくす指導はするけ

れども、強制権は何もないということがわかりまして、家畜衛生保健所は今回の解決

には大きな力にはならないということがわかりました。 

   そういうものを踏まえて、国の畜産研究所にも来ていただいて、調べていただいて、

いろいろ情報を調べて、その結果、やはり住民から直接圧力をかけるのも非常にいい

だろうということで今回やりましたので、これは決して、先ほど言いましたようにガ

ス抜きのつもりではなくて、やはり圧力をかけるための１つの方法だというふうに考

えております。 

   そしてあと水質も調べると。やはりもう一度そういう形できちっと対応していくと

いうことですので、決してあきらめたわけでもないし、これから、この次はやはり家

畜保健じゃなくて通常の保健所、保健福祉事務所に出てきていただくことができない

のかなということを職員のほうに指示をしていますので、できることはどんどん進め

ていくということでやっていきたいというふうに考えています。 

   それから、あと美しい村の話ですが、美しい村は今のままでは、はっきり言えば、

ぎりぎりだというふうに通知でも来ていますし、今のままでは大玉村は美しい村連合

には本当はだめなんですよと。ただし、その美しい村連合に加盟することによって本
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当に美しい村をつくるという見込みがありそうなので承認しますということが現実で

す。ですから、大玉村はスタートラインにこれについて乗ったので、決して今の現状

では多分不合格でした。はっきり言われました。ただし、今後に期待しますと。５年

後に再審査があるので、それまでにきっちりと対応してくださいということですので、

宿題はいっぱい預けられています。ですから、水の問題も畜産の問題も含めて、これ

から本当の意味の美しい村を村民挙げてつくり出していくと。耕作放棄地がどんどん

出て、セイタカアワダチソウの田んぼばっかりになったのでは、これは美しい村どこ

ろではないので、これから村民総意で美しい村をつくっていきましょうというスター

トラインですので、その辺は現状が認められたわけではないと。今後に期待されて承

認されたと。ですから、これから、それこそ気を引き締めて美しい村をつくっていき

たいと。これは議員の皆さんにもよろしくご協力をお願いをしたいと思います。 

   後で意見書というのを全員協議会でお渡ししますので見ていただきますが、非常に

厳しい評価を受けております。ですから、名実ともにそういう村民の誇りになるよう

な村をこれからつくっていきたい。その一環として、この佐藤養鶏場についても圧力

をかけ続けると。ですから、決して後退どころではなくて、非常に前に進んだという

ふうに我々は考えています。そして進めていかなければならないというふうに考えて

いますので。ただ、行政がやる手法としては限界があると。それからやり過ぎるとほ

かの畜産業者に影響を与えてしまう。その兼ね合いを見ながら圧力はかけ続けていく

と。ですから、今回社長が出てきたことが最大の、そしてやはり村民も行政も非常に

怒っているということを実感していただいたのは非常に大きかったと思いますので、

引き続き、続けていきたいというふうに考えています。あきらめてはおりません。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれお答えをいただきましたが、村長からもお話しありまし

た条例関係等々ということありましたけれども、住民の皆さんの中からそういう意見

があることは事実ですが、私個人、私は議会の場でそういう話は１回もしませんね。

そこはやはりあれが欲しいのですね、柔軟性が。そこはわかっているつもりですが、

いずれにしても、そこの事業者、それからもう一つ下の事業者も含めて、これ非常に

広範囲にいろいろな問題があるのですよ。したがって、しっかりと行政の引き続き責

任を果たしていただきたい。いろいろお話ありましたけれども、この行政のさっき言

った水の問題も含めて、それをクリアすることによって初めて、名実ともに美しい村

に生まれ変わるということになるので、改めてその点、もう１回きちっと確認を村長

にして、質問を終わりたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   そのように考えて村づくりをこれから進めていきたいと。大玉村に住む理由という

のは、自然がきれいだと、景観もきれいだと。人も非常に優しいというのが、新しく

住まわれた方たちの共通の言葉です。ただし、あの養鶏場の近辺に新しく入った人た
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ちの言葉は、非常に厳しいものがあります。９区の集会に私も行かせていただいて、

皆さんの意見を聞かせていただきました。毎日毎日、私も一週間に１回ぐらいずつ、

佐藤養鶏場の辺を少しうろうろしたりします。実はきのうも行ってきたのですが。鶏

舎のところからふんがはみ出しております。そういうものも見ながら、やはり住民に

も本当に誇りになって大玉村住めるような、水もこれからきれいな水を取り戻すとい

うことも当然美しい村には不可欠ですので、村全体の認識としてつくり上げていきた

いと思います。よろしくお願いをしたいと思います。 

○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） ここで暫時休憩いたします。再開は午後３時１５分といたします。 

（午後３時０２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後３時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ７番佐藤誠一君より通告ありました、「今後の農業政策について」

ほか１件の質問を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 議長の許可がおりましたので、既に届けておりました一般質問をし

たいと思います。 

   今後の農業政策についてでございますけれども、私も議員に平成３年になって、

２３年目になりまして、（聴取不能につき不明）前村長、さらには前々村長にも何度

もこのことを聞きましたし、前回の定例議会においても、今後の農業をどうするのだ

ということで現村長にも問いただした経緯もございます。 

   しかしながら、今いろいろな資料等を見ますと、農業の衰退が一番課題になってお

ります。今次、国会においては、石破前幹事長が地方創生の大臣に就任したというこ

とで、現思想は、東京一極に集中したいろいろなものを地方に分散させる。地方を復

活させるのだというような政策の方向なようです。まして、どの村長に聞いても、本

村の農業の基本は何だというと、基本は米づくりです。この地帯、米１本で来ました

し、その歴史もあるわけでございますけれども、２番目の米については話お聞きしま

すけれども、今本村の農業の位置づけ、基幹産業が農業ですって言われて何十年にも

なりますけれども、現村長に、押山村長に、農業のまず位置づけを、今どのように、

今後どのようにするか、日程についてまず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いたします。 

   私は就任以来、村の主産業は農業だというふうに言ってきております。しかも農業

の中心はやはり米作であるということ。これは長年の大玉村の歴史の中で中心をなし

てきました。米価がその都度上がったり下がったりして、下がり続けているわけです

けれども、その中心になるのはやはり田んぼだというふうに考えていますので、これ
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には位置づけには変わりはないというふうに考えておりますが、ただ、この米一辺倒

でいいのかということは、かなり厳しくなってきております。飼料米をつくると言え

ば、それは田んぼを活用することはできますが、やはり米中心主義から少し転換を図

る必要もあるというふうに感じております。 

   しからば、どういうふうに転換をするのだということになっていくわけですが、当

面は飼料米をつくっていくということなりが、田んぼの活用としては中心になってい

くと。飼料米をどこで買うのかと、利用するのかということについても、これから検

討していくというか、探していかなければならない、ＪＡと一緒にこれからやってい

かなければならないと考えていますが、農村地帯、大玉村の位置づけとしては田んぼ

が中心になりますが、産業の中心としては、当然兼業農家が勤めている、そちらのほ

うが税収等の中心はこちらに移っておりますので、村の財政上から言うと、農業の位

置づけというのは１～２割、財政上の問題ですね。ですが、村民の皆さんの位置づけ

としては、もっと農業が高いということになっております。農業と兼業農家ですから、

当然賃金と農家収入と、ということでやってきています。 

   ただ、今問題になるのは、米価の下落とともに高齢化が進んでおりますので、後継

者がいないということ。で、今団塊の世代が何とか頑張ってやっておりますが、そこ

までが限界かなというふうに。今の機械が壊れたら農業をやめるのだという方がかな

り、いろいろ話をしていますと、多くなっているということですので、これから耕作

放棄地がどんどん、毎年飛躍的にふえるということは避けられない状況だというふう

に感じています。その対策がやはり急務になっていると。米作以外にやはり施設園芸

というもの、７番議員さん果樹をやっておられますが、米作からの転換というのはこ

れからやはり進めていかなければいけないなというふうにも感じています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 村長のおっしゃるとおりだと思いますし、私も昭和６２年に農青連

が主催する米国の視察研修に行ってまいりまして、その当時、コウタ農場ですね、日

系人が経営するコウタ農場、この農場では、当時の本宮農協で耕作する全面積の

２，８００ヘクタール、１個人としてはそのくらいやっていて、１エーカーというの

は４０タイなんですね。４００タイ。４００メートルに対して７キロとか、そういう

ことで、向こうの電柱なんていうと、本当の向こうの電柱くらいございまして、当時

言われたのは、アメリカというのは４５キロで玄米で流通しているのですよ。それで

水分というのは１３％に抑えます。なぜかというとアメリカは日本より非常に暖かい

ので虫が非常に発生するということで水分１３％。ですから、精米すると硬質米にな

ります。硬い米になるご飯なのです。しかしながら流通上仕方ない。それで価格は

３０年前かになりますけれども、当時の現地案内人、イトウっていう人やってくださ

ったのですけれども、米、当時７００％以上の関税かかっておりますから、それ７倍

ですね。１，０００円のものが７，０００円くらいになるわけでございますけれども。

日本の３０キロの米に換算して、４，０００円になれば、もう間違いなくアメリカの
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米は日本の市場をおさめる。それが現実、ことし早場米、五百川という米は

９，０００円弱で取引されている。これ６０キロです。私たちが３０年前、逆夢です

ね、まさかそういう時代は来ないだろうと予想した中で、しかしながら３０年過ぎて、

その現実来てしまったのです。 

   また、今回の農林大臣西川さんは、ＴＰＰ推進派なのです。国会議員、あろうかな

かろうか、ある大臣と大けんかしたのがテレビで写っているの皆さんわかるとおり、

今回の農林大臣はＴＰＰ推進派なのです。間もなく、前回は夏場にＴＰＰ解決するで

あろうということを私言った記憶ございますけれども、間もなく、これは今の内閣が

思うような方向に行くのではなかろうかというふうに思っています。 

   そこで、後でも米のこと触れますけれども、畜産の農家について伺いますけれども、

畜産、とりわけ養豚、酪農というふうな、非常に私書きました。危険、汚い、きつい

というような３Ｋの最大の作業でございますけれども、そういった中で、養豚という

のは企業、豆腐をつくっている会社とか、せんべいをつくっている会社とか、また飼

料会社等がそれぞれ自前の農場を持ってそれぞれ経営をしておりますので、個人的な

養豚農家というのは減りつつあります。きょう農政部長に聞いたところ、産業部長に

聞いたところ、本村では３戸の農家が養豚をやっているというふうにお聞きしました。

とりわけ酪農、私もかつて高校畜産課で酪農を１０年ほどやっておりましたけれども、

この酪農家の確保とか言ってますが、現状、非常に先行きが見通せない状況に陥って

おりまして、前回もお聞きしましたけれども、この酪農家の実態について農家数、さ

らには後継者がいるかいないかについて、この点についてちょっと確認のためにお聞

きしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんに酪農家の現状ということで、本村の酪農家は現

在１１戸でございます。その中で後継者がいるというのは半数以下になりますが、

５戸でございます。 

   現状としましては、やはり搾乳が朝晩、当然３６５日必要だということで、大変厳

しい状況の中で取り組んでいらっしゃられて、現在ヘルパー制度はございますが、そ

ういった中でも大変労働条件等についてもきついということで、年々酪農家について

は減っていくというような現状でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 今部長がおっしゃるとおり、技術的にこれだけの本村の農家におい

ても１１戸、さらに後継者を持っている農家は５戸ということでございます。 

   そこで、なぜこのように衰退しているのかということは、既に３Ｋがあるというこ

とが第１原因の問題だと思いますけど、何分に過重労働ね、これがこの産業が衰退す

る第一の原因だと思います。朝４時に起きて、今や９時、１０時くらいまで搾乳して

いる。今３回搾りか、前は２回搾りだったのですけれども、今乳量っていうの当時私

がやっていた三十数年前は、大体年間で１頭５，０００キロ搾ればよかったのですけ
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れども、今や北海道では８，０００キロなのです。この内地、北海道から言えばこの

内地になりますけれども、内地ですら６，５００から７，０００キロ搾らないと採算

がとれないというような現実なのです。 

   さらに酪農家において問題は何かというと、やはり自前の粗飼料というのは自前で

つくらなくちゃない。養豚だの肥育農家だのは買い餌ってね、濃厚飼料より粗飼料は

組合あたりから買ってくればそれで済むわけでございますけれども、酪農の場合は草

づくりや前はサイレージ、これすごい労働なのですね。そのために大型機械も導入し

なきゃならない。今やちょっとした酪農家に行くと、その辺の建設会社が負けるくら

いの機械がそろっています。そのお金も一体搾乳から賄わなければならないし、酪農

の事業の１つのメリットは副産物、子牛を売ることができるのです。搾乳しながら子

牛育てる。それも非常に大きな収入源になりますけれども、何が何でも過重労働でご

ざいまして、私の手元に３カ月に１回、アグリフードって言って、前の日本農林金庫、

現在の日本政策金融公庫、これは農林省管轄でございますけれども、ここで３カ月に

１回このような資料を送ってくるのです。アグリフードって。この中で７月号に、北

海道も、これは日本の酪農地帯でございますので、酪農の現状はどうなっているのか

というと、やはりご多分に漏れず、まずは後継者不足、あと高齢化、そのために廃業

を余儀なくされた人が非常に多くなっているということでございます。それで、サポ

ート事業として、こういった環境に置かれている農家を救っていくのだという、酪農

っていうのは英語でデイリーって言うのですけど、デイリーサポートっていう会社を

立ち上げて、これ北海道士別市のある会社なのですけれども、酪農家においては搾乳

だけを専任している。あと、その他の仕事として濃厚飼料の混合、これ混合飼料のつ

くる人とか、あと粗飼料をつくる畑仕事ですね。それで知床エリアで標津のある酪農

組合で７８台大型機械あったのが、８台にして経費削減できたというふうな事例もあ

るし、さらにはやはりこういったことで今後進めていかなければならないのは、新規

就農してもらう。一方でやめる人いますけれども、新規参入していただく人材も確保

しなければならないということで、そういう人たちも同時に育成していくということ

でございます。やはり、本村においてもいろいろな支援策はあると思うのですけれど

も、村長が考える酪農家の支援策について、何かあればご指摘願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   酪農をやっている方とは定期的にいろいろお話をさせていただいて、その大変さ、

後継者がなかなかいないということをいろいろお話をさせていただいております。今

は導入に対する補助等について村としては対応しているわけですが、お話をさせてい

ただいているのは、これから減っていく、高齢化をする中で、単独個人でやるのはや

はり難しいのじゃないかということで、既に山形県でしたか、宮城県でしたかで、酪

農を放牧をしてやっているところが、大成功しているところがあるのですね。今の芝

より野芝が一番いいんだというようなことで、野芝を山全体に張って、それで放牧を

しているというような成功例、通常の３倍ぐらいの値で売っているというようなこと
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も、成功事例もあるようですので、そういう話もさせていただきながら、個人的には

だんだん減って高齢化していく分、かなりの面積の牧草地がありますので、やめてし

まうとそれが荒地になってしまうということもありますので、何かそういう共同で酪

農を実施できるような方法はないだろうかねということはお話しをさせていただいて

いるのですが、そこで立ちはだかるのがやはり放射線の問題。放牧をした場合にどう

なのかというようなことについても、やはり支障が出るかどうかの検討もしていかな

ければいけないなということで、これからまた話し合いを深めながら、先のことにつ

いては検討をしていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 先行きは冒頭に言ったように不透明ではございますけれども、当局

の手厚い保護がなければ、この産業ますます衰退しますので、そういった当局の考え

を推し進めてもらって、このまま継続してもらうというのが大事でございますので、

その点、ご努力願いたいと思います。 

   次に、水稲農家の今後についてでございます。 

   現在、水稲農家では規模拡大を図って、どんどん２０ヘクタールや３０ヘクタール

やっている農家や形態ができつつありますけれども、これもこのご時世だと思うので

す。私も実は昨年まで５ヘクタールほど水田やっておりますけれども、私のエリの水

田の規模拡大は今後ないだろうということで、他人に全部ことしから貸し付けしたわ

けでございますけれども、本村の産業は農業が基盤であって、その中でも米作が中心

だということを冒頭申されておりますけれども、やはり今米価低迷する中で、妥当な

作業面積はどのくらいなのかというのが、すごく大切なんですよね。私も直播の先駆

けて二十何年間直播もやってきましたけれども、そういった作業の多様化、分散化も

必要だと思いますけれども、まず当局が示す、本村における作付する妥当面積をどの

辺に目標を置くのか、その辺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） ７番議員さんにお答えします。 

   稲作、米価の低迷ということで、本日農業新聞にも全農で宮城のひとめぼれが

８，４００円という数字が公表されておりますが、本県についても間もなくＪＡの概

算金が提示されるようですが、１万を割るような概算金が提示されるという情報は得

ております。 

   そういった中で、稲作の現状、先ほども村長が答弁にあったように、農業機械等が

経営を圧迫しているということで、水稲のいわゆる作業規模はどのぐらいが適当かと

いうことでございますと、本村の農業に関する基本構想の中では、水稲単作でいうと

１５ヘクタールということでその中で示されておりますが、今後、いわゆる水稲を考

える上では、やはり１５から２０、先ほど言った２０とか３０というヘクタールの規

模の中で、いかに農業機械を効率的に活用するかという部分が大切かと思われます。 

   以上でございます。 
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○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） どうも答弁ありがとうございます。米価について、私たち先ほど

９，０００円弱だということでございますけれども、県内の五百川っていう品種が既

に刈り取り終わって、早場だったから高かったわけで８，８００円というような価格

も出ておりますけれども、ひとめぼれで６０キロで８，４００ってなると、これ本当

にアメリカから船に乗って、横浜あたりの港に上がった価格なんですね。この価格ね。

だから先ほど３０年前にこの価格ということは、もう既にＴＰＰは参加しなくても、

国際の市場の土俵に日本の米も上がって、もうこの価格で今後勝負していかなければ

ならないという自覚を持ってやはり仕事をしていかなければ、世界の農業には勝てな

いというふうに私認識しているのです。ですから、これは国際の中で戦う、日本で言

えば最小限の価格ですけれども、外国から言えば最大限の価格だと私認識している。 

   そういったことで今面積もわかりましたけれども、どうしても規模拡大していく中

には、人的な自分の仕事のできる制限っていうのもあるのですよね。また、機械を進

めていく中での、自前で買うか、補助事業を使うかということを聞きますと、大規模

農業やっている人たちほとんど、普及所関係、農業関係、役場関係の補助事業の枠は

最大限に使っているのですよ。それで、やはり村独自の援護策、支援策というのもこ

の米ひとつにとってもやっていかなければ、この美しい村、村長守れないと思うので

すよ。それで今後５年なり、１０年のスパンで、やはり安くなるのだから金銭的な補

助、機械化を進めていく中での補助、最大限、現在半分だってば５割、３割プラス

３割で６割とかありますけれども、今後のこういった産業の衰退をとめるために、村

長独断でもいいですから、どういう支援策が今後必要かだけを伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   他市町村と比べても、大玉村の農業等に対する支援というのはかなり高いものがあ

るだろうというふうには感じております。米価補償という形までは、これとても財政

面、財源的に踏み込むことはできませんので、やはり環境整備ということに尽きるだ

ろうというふうに考えています。ですから、農業法人化、生産法人にする場合には、

その立ち上げの費用は全額持ちますよということで予算にも上げさせていただきまし

たが、まだ機が熟していないということで、二、三人の方が検討されていますが、ま

だ手を挙げていないということですが、ことしだめでも来年ということで、この法人

化に対する補助は続けていきたいというふうに考えております。 

   それから、もう一つは、営農法人化のほかに集落営農でやろうとしているところも

出てきておりますので、ミニライスセンターとかですね、そういうものの整備、カン

トリーエレベーターなんかはとてもこれは村が手を出せるようなものでもないし、農

協の大がかりなものでないと無理ですので、ミニライスセンターぐらいは集落営農で

何とかならないかなということでお話をさせていただいている部分もありますので、

こういうものには、ある程度の補助を考えてもいいのじゃないかなというふうに考え

ております。いずれにしても価格補償という面には手を出すことは無理な状況でござ
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いますので。 

   あと、飼料米の購入先を村としても探すということで、一部お話も来ております。

来年なり、ことしの分について買い上げてくれそうなところもありますので、具体的

にそういうものについても話をしていきたいと思っておりますので、農協に全てを任

せない、行政のほうでもやはりその売れ口を探していくと、そういう形で支援をして

いきたいと。 

   それから施設園芸に対する支援ができないかということで、９月の補正も出してい

ただきましたが、直売所に出荷することを前提として、ハウスの小さいものですけど

ね、２分の１を補助するということで、これが今１つの呼び水として、テストケース

として冬の間の棚を埋めるということでやっていきたいと。これがうまくいけば、も

う少し事業として拡大をして、ハウスの補助等についても検討していきたいというふ

うに考えていますので、施設園芸についてどういうふうに取り組んでいけるか、これ

からなお検討させていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） いろいろ、それぞれ当局も考えていることは私も知っておりますけ

れども、よりよい方向に持っていくのが大切でありますので、この件については、も

う最後の作業員の人数等の確保なのですけれども、やはり集中してこれ、昔は農繁期

というのがあったのですけれども、農繁期にはどうしても人的な不足があるのですね。

現在、行政としてはシルバー人材等がありますけれども、こういった作業のサポート

をしていく面ですね。やはり人数の確保が大変だと。今のちょっと、ことし私の田ん

ぼ貸した人が８条植えの田植え機買い直したようで、見てみますと、最低３人必要な

のですね。４人あればなおいい、５人あればなおって言っているみたいですけれども。

そういった面の人的に、個人的にはもういろいろな仕事も今多様化しておりますので、

そういった面はやはりある程度、シルバーさんやそのほかの作業部隊というのが必要

であってくると思うので、その点、村長はどのような考えを持っているのかで、この

質問閉じたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   米作の場合には農繁期が集中してしまうと。機械もお互いに使い合うのがなかなか

難しいということですが、やはり多品種栽培に取り組む、早場米から本当に遅くまで

のやつを品種を並べて作業期間を長くするということで、１家族で５０町歩、１台の

機械で、それぞれの機械でやっているところも現実にありますし、新聞等にも報道さ

れておりますので、そういう形で作業時期をずらしていくということも必要であろう

と思いますが、いずれにしても農繁期は人が集中してしまいますので、お互いに農家

同士で協力し合うというのはなかなか現実的には難しいというのもありますので、人

の確保がなかなか難しいと。作業、通常の建設作業でも人が集まらないという中で、

農業の短時間に人を集めるというのも、なかなか現実的には難しいのですが、逆に言
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うと、農業に従事していない人がサポーターとして、さっきのデイリーサポーターみ

たいに入ることができればいいなと。北海道のある町では、全国からサポーターを募

っています。宿泊場所を決めて、自分の家に泊めて、そして農業体験と同時に手伝い

をしてもらって、そしてある程度謝礼を払って、その辺、北海道観光をして帰ってい

ただくというような制度もやって、これは全国から人がいっぱい集まっております。

もう人手不足がないという状況ぐらい。私の知り合いも行ってやってきたと。一週間

やってきたのだと。非常によかったというようなこともありますので。いろいろな方

法を考えて人集めしないと間に合わないのかなというふうに考えていますので、

１０町歩、１５町歩の作業をやるとすれば、やはり何のかんので５～６人、そういう

作業、集中してやることが必要になるだろうと思っていますので、その辺についても

少し人の確保というのは広範囲に考えなければいけないかなというふうにも考えてお

ります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 村長の最後の答弁、すごく参考になりますのでその点ですね。 

   ちょっと今思い出したので別な角度から言いますけれども、この春、森林伐採のこ

とが映画になりまして、今都会の若者が本当に林業につくという人が非常に多くなっ

ていることが、テレビ等に報道されておりますので、そういった北海道の酪農、畜産

の支援策を本村に置きかえて、田植えツアーの本格的なことを本村で実践すれば、こ

れ県なり全国に伝わっていきますので、ぜひそのような支援策等を含めて、今後考え

ていただきたいと思います。 

   次に、旧大玉保養センターについてで質問したいと思います。 

   この施設は、現在は農業、農産物加工場として利用されておりますけれども、この

利用状況についてどのようになっているのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、現在の農産物加工場の利用状況でございます

が、漬物製造、加工と、あと缶詰の缶入れですか、それとそば打ちなどで、現在、年

十数回程度の利用状況でございます。 

○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。下段にそれらについての関連をいろ

いろ書いておりますけれども、それらについて逐次お聞きしますけれども、あそこセ

コムが入って、無人、遠隔みたいになって、もったいないなというふうに思っていま

す。私も果樹農家なので、１年に何度か使って、ことしも女房とともに１回利用して

きたわけでございますけれども。あの中では、しいたけの乾燥機、缶詰製造機、さら

には冷凍庫、冷蔵庫、あとは切り物する台等があります。全然使ってないのが缶詰を

詰める機械ですね。これもう１５年ぐらいなると思うのですけれども、ほとんど使わ

れていない。あとはシイタケ乾燥機、なぜああいうところにああいうもの入っている

のか私もわかりませんけれども。あとは冷蔵庫の中にはソバの３０キロ袋が２袋か
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３袋入っておりますし、冷凍庫には何入ってるのかなと思って見たら、何もなかった

と思うのです。 

   そこで私の感覚としては、これ非常に宝の持ち腐れというふうに思っておりますけ

れども、今後の利用方法があろうかと思いますけれども、これは今度、今直売所です

ね、あだたらの里直売所、西側に約３０アール土地も確保しておりますけれども、こ

れと連動してくると思うのですけれども、加工場の移転等については、村長どのよう

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） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   新あだたらの里協議会のほうで提言があって、今その内容を検討しているところで

すが、提言の中では、加工場を直売所のところにほしいというのが提言でございます。

ただ、実際上の加工場が年十数回しか使われないということと、具体的に何をつくる

かという提言にまでは至っていないので、例えば加工場を新たにつくった場合に、ど

の程度の機械、何をつくるのかということが決まらないと、できないということもあ

りますので、提言を参考にするとすれば、１からもう一度、何をつくってどういう機

械、どのぐらいかかるのかということまで検討しないと、取り組めない状況になって

おりますので、とりあえずは今ある加工場を使っていただいて、総合的に直売所をど

ういうふうにするのかということを検討の結果、直売所をつくるという場合には上か

ら下げてきたいと。そして足りないものを追加すると。ただそれも先ほど言いました

ように、何をつくるかということが決まって、それがどういうふうに販売されるのか

というようなことまで全て決まらないと、道具を新たに導入するというのは現実的に

は難しいということなんで、今のところは未定ということになります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） はっきり言って、あの加工場はまず不便である。もし４号線の工場、

あだたらの里直売所、産業振興センターに併設されたなら、何十倍も利用すると思い

ます。そして加工場、ただ加工するのでなくて、やはり２つも３つもの方法で加工し

てもらうと。１つは、今大体野菜等は持ち帰りですね。１日で。特にナス、キュウリ

についてはスライスして別に加工する。また漬物にしてもいいし、そういった施設を

使うとか、あとは、あそこで本格的な漬物をつくるのだったら、加工業者に入っても

らって、そして直売所で売ってもらう。この方法、二通りがいいと思うのですよ。 

   そういったことで、やはり旧保養センターがあったから、あそこ加工場にするんだ

ということが大体の最初の考えだったのです。しかしながら、冬になると雪も降りま

すし、何分にも平場から３キロ、４キロ離れている、不便ということもありますし、

そういったことで皆さん利用しないのだと思うのです。だから、直売所でやっている

女性の半分の方は、加工をする資格を持っているのですけれども、これ場所等につい

てはやはり試算すると、今トイレ、さらに浄化槽等を含めると、たった四、五十万売

るのに３００万、４００万かかってしまうのですよ。私も試算した、おととしあたり。
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そうすると、うちらもそろそろ６０歳だし、あと何年売れるかと。たった四、五百万

売るのに３００万の投資したのでは、これ何ぼもうけたということで、あきらめた経

緯もありますし、ちょっとね、村長、その加工場についてはぜひ急いで、あの土地何

で買ったんだということを言っている人もおりますし、その辺はレストランにすれば、

村民レストランにするんだとか、株主にするんだとか、いろいろありますけれども、

売店含めて急いでもらう、急ぐべきだと思うのですけれども、再度これについてどの

ように思っているかお聞きしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   そういうことも含めて検討させていただきたいと思っていますが、例えば、ハウス

をつくって品物ができれば、冬だけじゃなくて夏も物がふえます。それから本格的に

加工場をつくれば、加工場でつくったものの展示場所というか、販売の場所も必要に

なってきます。すると、必然的に今の加工場では足りないということになります。い

ろいろ意見があります。ないものは外部から入れてもいいのじゃないかというような

意見もございますので、そうすると、新たに加工場をつくっていろいろな品物をつく

った場合には、やはり今の直売所では足りない、狭いと。今でもぎちぎち、人が入る

とすれ違えないような状況ですので、その辺も含めて総合的に加工場自体をもっと大

きいものを建てて、今の建物をある程度そういう形に利用するのか、その辺も含めな

がら、スケジュール的には１２月補正はこれはちょっと無理ですので、来年度取り組

むとすれば、今年度中に方針を決めないと間に合わないということになりますので、

議会終了後にそういう検討に着手をしたいというふうに考えています。加工場、それ

から農家食堂、それから直売所、この３つどういうふうにつくり上げていくかという

ことについては、財源の問題も含めて総合的に、できるだけ早く結論を出したいと思

います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） スケジュールのほう最初お聞きしましたので、②になります６次産

業化についてまず伺いたいと思いますけれども。 

   ６次産業化についていろいろな組織もできて、いろいろ視察に行ってきた経緯もあ

るようでございますけれども、先ほど前質問者にもちらっと言ったのですけれども、

今この組織自体どうなっているのか、まず伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） ここで議長からお諮りいたします。 

   議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。 

   村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 
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   新あだたらの里協議会は提言をしたところで終了ということになりますので、これ

から内部検討、どういう検討をするか、外部の方を含めて検討するかについても早急

に決めたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 協議会で提言して、一応この組織は終わりということでございます

けれども、今後、どのような組織でこれ再開するのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 形としては民間の方たちの提言が出ましたので、村民の方の代表に

よる提言が出ましたので、この後は基本的には庁内で検討組織をつくって、最終的に

それをどうするかということを決めます。ただし、その段階段階では、議会を初め、

関係者の意見を聞きながら進めていきたいなと。ですから、協議会が終わって提言が

出たのに、また改めて建設に向けての新たな組織を立ち上げるのか、というのもちょ

っとありますので、意見を聞く程度の組織は、組織というか集まっていただいて、関

係者の役場内部で検討した結果をある程度、中間、中間で意見を聞きながら進めてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） この６次産業化について、非常にこのことは難しいということは、

そもそも冒頭に述べましたように、この地帯は米作一辺倒であったために、よその分

野に手を出せなかったというのが最大の原因だと思うのです。また、ここは非常に風

の里というように、風が強くて、ハウス等を建てると暴風ネットまで必要だというこ

とも、これ現実にあるわけです。そういったことを含めて、この今次議会では、村長

提案でビニールハウスの建設設置の補助費上がっておりますけれども、冬場の農産物

としては、やはり冬出し野菜とか、そういったものがなければ、あそこの直売所は冬

だから雪でも売らなくならないというような冗談も出てきておりますので、ぜひこの

ことは進めてもらいたいし、普及してもらいたい。そして、やはり直売所関係範囲も

そういった因果関係きますので、その辺を含めて努力してもらうことを念頭に、私の

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） 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５６分） 

 


