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平成２６年第６回大玉村議会定例会会議録 

 

第６日  平成２６年９月１０日（水曜日） 

 

 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 

代表監査委員 甲野藤 健 一   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

    決算認定 

     質疑・討論・採決 

     議案第５６号 平成２５年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について 

 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。 

   また本日９月１０日と、あす９月１１日は代表監査委員に出席を求めております。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○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。 

   ８番遠藤文一君より通告ありました「大玉村における今後の人口動態について」ほ

か４件の質問を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） おはようございます。８番遠藤文一です。 

   これより平成２６年９月定例議会における一般質問を行います。 

   初めに、大玉村における今後の人口動態について伺います。 

   現在まで、各種統計等をもとに全国的な人口動態を推計し、各種報道機関により公

表されてきました。２０年、３０年後とはいえ、大変な事態も推測されます。そこで、

本村における現状認識として、今後の大玉の人口動態をどのように推計し、どのよう

な対応が求められているのか伺うものであります。 

   まず、２０２０年、２５年、３０年、３５年の人口動態と老年人口率をどのように

推計されるか、それぞれ伺います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   大玉村におきましては、５年ごとというお話でございますが、２０３５年までの人

口動態、そういった推計はしておりません。また資料といたしましては、厚生労働省

のホームページで公表されております国立社会保障・人口問題研究所の、日本の地域

別将来推計人口、こういったものがございまして、この資料によりますと、本村の人

口は、２０２０年には８，０６７名で、うち６５歳以上が２，２５３名で、これの老

年人口率が２７.９％、１５年後の２０３５年には７，４００人、うち６５歳以上が

２，３４４人で３１．７％の老年人口率ということになってございます。１５年の間

で６６７人減で８．３％の減というふうに、この推計はしておるようでございます。

逆に、６５歳以上が９１人増、４％の増加という推計をしております。 

   大玉村といたしましては、このような減少になってございますけれども、今後も定

住人口増加対策、こういったものを積極的に推進いたしまして、人口的には横ばい、

この状態を維持していきたいというふうなことで考えております。 

   以上であります。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 既にご承知のとおり、出生死亡中位推計の全国推計によると、平成
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４７年、今から２１年後の日本の人口は１億１，２１２万４，０００人とのことであ

ります。ことし３月の人口より１，５０１万２，０００人減少するとの推計を公表さ

れております。本県においても、２００５年を基準に２０３５年の推計人口は県内全

市町村で検証する結果となっております。本村における将来人口推計の結果において

も同様、２０３５年、ただいま答弁ありましたとおりでありますが、これはあくまで

推計であり、このまま推移するとは思いませんが、どこかの市町村で現在の人口維持、

あるいは増加すれば、どこかの市町村にそのしわ寄せがあり、推計時の人口減少とい

う事態も招きかねません。本村の総合振興計画では、平成２３年の目標人口を

９，０７４人と推定しております。国立社会保障・人口問題研究所の人口推計値のギ

ャップが余りに大きいので、どのようにしてこの目標値をクリアするのか見当もつき

ませんが、どのような政策をもって定住人口増加を考えているのか。特に考えておら

れる施策について伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   あくまでも国のほうの社会保障・人口問題研究所で推計したものについては、１億

人を切ってどんどん減少していくということが前提になっております。大玉の状況は、

前の村政、大変努力をしてふやしてきたという状況がございます。残念ながらここに

来て、原発で若干減りましたが、ことしまた５０戸くらいの新たな住宅ができる、も

う少しふえるかもしれません。ということで、１５０人、２００人の人口がまずふえ

るだろうと。自然減でいうと、出生死亡の差というのは、近年は大体２０人から

３０人ということで、あと転出、転入がその住宅施策で行われるということですので、

基本になるのはやはり住宅政策だろうと。これはやはり引き続き強力に進めていくと

いうことが大切だろうと。それから、少子化問題、教育問題、これはさらに待機児童

解消とか、そういう方針で、昨日教育長のほうから話がありました。幼稚園の３年保

育、それに伴う保育所の受け入れ可能がふえるという方策、その辺を通して、それか

らコミュニティ・スクールを通す教育が大玉村の政策のメーンになっているという部

分もございます。そういうものも総合的に勘案すると。 

   それから、あと国道４号線を、時間かかりますが、準工業地帯に都市計画区域を設

定をする努力をしたいというふうに考えていますので、やはり雇用の確保ということ

も将来的には必要だと。そういうものを総合的に判断をすると。それからスマートＩ

Ｃというお話もございますので、これも近々取り組みを始めたいというふうに、新田

にバス停がありますので、基本的には、工事については国が行うということで、それ

に付随するものが大玉村の負担と。県道がすぐ脇を通っていますので、条件はかなり

いいだろうというふうに感じておりますので、そういうインフラ整備も含めて総合的

に人が減らない政策を継続して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） ８番。 

○８番（遠藤文一） 先日のテレビで、元総務大臣の増田さんが言うには、２０４０年に
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は全国８９６の自治体で、若い女性が今の半数以下になるというふうなことを言って

おりました。またドラマとはいえ、それと同じようなことをテレビで見ましたが、日

本人の平均寿命、３歳延びると１０年後には若い世代１人に対して高齢者は１３人と

いうふうな、想像もつかないようなことが言われております。これは事実かどうかは

ともかくも、そういうようなことを言っている人もいるということであります。そし

て、現在多くの機関、あるいは情報によって警鐘を鳴らしているというふうに私は思

っております。今ではもう遅いかもしれませんし、我々の力ではとも思います。しか

し、共通認識に立って今できること、着実に進めていくべきと思います。 

   まず、うちの大玉村は環境がいい、条件がいい、だから人口減少は心配する必要な

い。それ以上の政策をもってやるのだという、その気構え、心構え、まことに結構で

ありますが、ただ全国的に、全県的に検証するという事実、これについてはきちっと

認識していただきたい。そしてそれは、もう１年や２年で目に見えるものでないから、

やはり俺たちのいる間は問題ないということでなくて、２０年、３０年後を見据えた、

今やるべきことをやるということが必要だと思います。 

   今、答弁いただきましたが、もし、これはという村長の見解があったらお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   目標値は目標として高く掲げるということは、前にも人口１万人を過去には目指し

てまいりましたが、現実的にはかなり厳しいだろうということで成形し直しをして、

９，０００人何がしの数字になったと。やはり目指すところは全体的に、国全体、県

全体が減ったとしても、大玉村はふやすという努力を、それに向けて政策を推進して

いくということは当然のことだというふうに考えております。今すぐやらなければな

らないことは今、かなりの数、取り組みをしましたが、これからやはり５年、１０年

後を目指して取り組もうというのは、高齢化対策、これは当然のことですので、公共

交通システムを充実させて、高齢者が安心して生活できるような足の確保をやってい

きたいというふうに考えています。 

   それから、定住圏対策です。これは安達管内もしくは県北地区が連携してやるよう

になります。こういうものについても、医療機関、産婦人科がありませんので、谷病

院に大杉先生がいるだけになってしまいました。ですから、定住圏構想の中でそうい

う医療機関で産婦人科等を設置するような、そういう動きにもこれから村から発信し

ていきたいと。もう既に、本宮、二本松にはお話をさせていただいています。取り組

みませんかということで言っております。枡病院なり、社保なり、谷病院なりに産婦

人科を導入すると。国の補助等をもらいながらです。そういうことも将来的にはそれ

だけではなくて、いろんな面で連携を強めていかなければいけないなというふうに考

えておりますので、大玉が自立してこれからもずっと進んでいくということで基本方

針でおりますので、ただそれで完全に、村だけで単独で物事を進めるというのは難し

くなっておりますので、連携を図りながら、今回のふるさとづくりのほうの政策につ
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いても、地方づくりについても、やはり連携を求められてきているということですの

で、その辺は政策を見ながら進めていきたいというふうに考えています。 

   それから、公設民営化ということについては、やはり行政のスリム化と雇用の創出

とか産業を村内につくるということも必要になりますので、公設民営化はやはり進め

ていかなければならないなというふうに考えます。これは、将来的に村の負担になら

ないためにということも含めてありますので。それから、西部幹線道路なんかも、交

通網は、縦線はありますが横線が田んぼ通り１本しかないということなので、西部幹

線道路が今度山間部の上のほうの横線になりますので、今度その間にもう一本、やは

り欲しいだろうと。これは道路計画図には入っておりますので、そういうものも含め

て、これ５年、１０年かかると思いますが、道路網の整備等々を将来を見据えて、そ

れから再生エネルギーの導入というものも、将来に向けて必要だろうと。そういう政

策をこれから。 

   今言ったことは、既に検討会をつくったり庁内プロジェクトをつくって検討が始ま

っておりますので、来年度以降、ある程度明確になってくるだろうというふうに考え

ています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、これらの人口動態に対応した水道事業経営施策を伺います。 

   まず、現在、水道事業全体の村管理の水道管の総延長、そのうち石綿管の総延長と

漏水率について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   現在、村所有の水道管の総延長としましては、１２万５，８１３メートルでござい

ます。そのうち石綿管につきましては、９，６４２メートルでございます。漏水率と

いうことでございますが、本村につきましては、漏水率については計算してございま

せん。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 平成２５年度総配水量７７万５，６８７立方、総有収水量７１万

３，１１１立方。差し引き６万２，５７６立方メートル。どこに行ったかであります。

給水原価のようにして配水原価を出すと、立方メートル当たり１７５円３０銭になり

ます。それが６万２，５７６立方メートル、約１，０００万円以上収益のない配水を

されたというふうに思います。現場の事情を熟知している観点から、これに対して説

明いただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんに再度お答えいたします。 

   無効水量６万２，５７６につきましては、平成２５年度の本管の漏水事故が３件。

それから、給水管の漏水事故が４件。そのほかに管の布設がえ工事による排泥作業、
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それから火災等による消火栓の使用等を含めまして、この水量になります。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） この漏水率についても監査委員のほうから指摘もあったと思います

が、８％程度の漏水率、これが低いか高いかであります。まず、絶対ゼロということ

はないと思いますが、ただ、３％程度の漏水率で運営している自治体もあります。そ

ういうことからすれば、やはり８％というのは高いのではないのかなというふうに思

いますので、私の質問でありました。 

   次に、現在の１世帯月平均の水道水の使用量、あるいは料金について伺いたいと思

います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   １世帯の月の平均水道の使用量につきましては、１人当たり６．２立米という計算

になってございます。それから、基本使用料につきましては、世帯当たり

４，１５８円ということになってございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 現在の１世帯平均の水道水の使用量と、水道料金に換算して一般会

計から繰り入れしないで経営できる世帯数と水道水の使用する量をどこまで増加すれ

ばいいというふうに考えられるか。 

   また今後、人口の減少が予測されるとき、有収水量の供給が減少した場合、それに

見合った給水費用の削減が考えられるか、それらについて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） ８番議員さんに再度お答えいたします。 

   最初の質問につきましては、ちょっとここに手元に資料がございませんので後ほど

お伝えしたいと思いますが、有収水量の減収に関係して給水費用の減額とかという質

問でございますが、これにつきましては、有収水量が現在のところ年々ふえているよ

うな状況にあります。減になっておりませんので、今のところは費用の減は考えてご

ざいませんが、仮にそういった状況になれば、そこは検討していきたいというふうに

思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 要するに、水道事業で水道会計を賄っていただきたいなというふう

に思っておりまして、今、どうなればそうなりますかという質問をしたところであり

ます。また今後、有収水量の供給が減少した場合、それに見合った給水費用の削減、

なかなか難しいのかなと思いますが、何か考えがあったらというふうなことで質問し

たところであります。 

   昨年度も、約１，２００万円ほど一般会計から繰り入れしております。この給水収
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益の減少、石綿管の布設がえなどを考えれば、総務省によるまでもなく、今後の投資

計画、財政計画を立て、水道料金の急騰や一般会計からの大幅な繰り入れにならない

ように、今から十分な体制で健全経営を求めますが、既に投資計画、あるいは財政計

画、立てておられるのか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   石綿管等の改修につきましては、国の補助をいただきながら進めていくというよう

な計画を立てております。それから、経営の中身、水道の使用料の値上げ等も含まれ

るというふうに考えておりますが、現在、消費税の増税等がありまして、なかなかそ

こに踏み切る段階にはまだ早いのかなと、今後１０％という消費税のお話も出ており

ますので、そういった情勢を踏まえながら十分検討していきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 投資計画、財政計画、立てていないという前提のもとに質問します。 

   新聞によりますと、総務省は全国の自治体に対し、今後１０年間で行う設備の改修

や更新等をまとめた投資計画やその費用を賄うための財政計画等の経営戦略を練るよ

う求めるとのことでありますが、これらについて村長の見解を伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答えいたします。 

   当然、会計ですので、長期の財政計画、それから石綿管をどういう計画でやってい

くかということは当然必要だと思いますで、これからそれについては立てるようにし

たいと思います。ただ、将来的に収入と支出をプラマイゼロにできるかということは、

今現在の体制はもうぎりぎりの状態であります。検針も委託をしていると。ですから、

人を減らす以外にはないと。安全性を確保というのは、これは最低限必要ですので、

これは国民健康保険等に支出をしているのと同じように、ライフラインの確保でござ

いますので、住民サービスの最たるものだと、水道についても下水道についてもです。

ですから、今後支出がふえることについてはやむを得ないのかなと。先ほど言ったよ

うに、人口減少を抑えるためにも水道料金をまた再度上げるというのは、現状的には

少し難しい状況です、消費税もふえますし。ですから、今値上げを検討するのは少し

難しい状況であります。 

   ただ、将来についての値上げというものはその時点で検討は必要だろうと。余りに

も多過ぎますと財政にも負担をかけると。ただ、水道の場合にはほとんどの家庭に入

っておりますので、村から支出をしてもそれはライフラインの確保、行政サービスの

一環ということになろうと思いますので。ただ町村によっては外部に委託をして、指

定管理で出しているところもございますが、大玉村の場合には、ちょっとそれは方法

としては無理かなというふうにも現時点では考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 
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○８番（遠藤文一） 今、水道料金の値上げは、今現時点では上げることができないと。

要するに、じゃいつなのだということになりますと、いや、そのまま行くしかない、

それで済むのだったらば、もう何も問題ないはずでございますが、将来、人口の減少

が見込まれるとすれば、使用料も減少するであろうと。しかし、費用が同じくかかっ

ているとすれば、じゃ、一体それは一般会計だけで済むのかという話にもなろうかと

思います。ですから、将来のことを考えて、今できることをやはりやるべきだと。だ

から、今の人に負担してもらうべきところは、今の人に負担してもらおうと、そうい

う考えも必要なのではないかなというふうに私は思っております。 

   次に、同じ観点から、農業集落排水事業について伺います。まず、大山第一浄化セ

ンターと玉井第二浄化センターの区域内の現在の人口及び世帯数、加入率について伺

います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   大山第一、玉井第二浄化センターのそれぞれ区域内の現在の人口ということでござ

いますが、４月現在の人口でお答えしたいと思います。 

   現在人口は２，８２７人、大山が７８４人、玉井が２，０４３人。世帯数が全体で

７９３戸、大山が２３３戸、玉井が５６０戸ということになってございます。 

（「加入率」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） 失礼しました。 

   加入率につきましては、大山第一が、計画戸数２２５戸に対しまして加入戸数が

２０６戸、率としまして９１．６％でございます。玉井第二につきましては、計画戸

数が６１０戸、加入戸数が３４２戸、加入率が５６．１％、全体で合計が８３５戸、

これは計画戸数になります。加入戸数が５４８戸、加入率が６５．６％でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） その計画戸数を上回った加入は可能なのかどうか。加入だとすれば、

最大何％まで上回った加入が可能か。どのように把握されて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） ８番議員さんに再度お答えいたします。 

   計画戸数を上回った場合は加入が可能かと。これは可能でございます。今現在流入

の量から計算しますと、それぞれ大山であれば計画戸数の約２倍くらいまではまだ使

用料のほうの流入量が少ないような状況になってございます。玉井につきましても、

４０％程度はまだ加入が可能ということになってございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） もう一回確認します。 
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   計画戸数２２５戸、大山第一の場合。２倍まで大丈夫だということは、４５０戸ま

で大丈夫なのですかと、こういうことです。例えば、玉井ですと６１０戸の加入、契

約戸数ですね。これ例えば倍だと１，２２０戸まで大丈夫なのですかということでご

ざいます。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   大山につきましては、５２２戸まで、今の流入量で計算すれば大丈夫です。玉井に

つきましては、約９００戸まで、今の流入量で計算しますと加入できるということに

なってございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） そうしますと、この最大加入可能戸数をもってすれば、今の料金で、

今後継続的で全ての運用経費を賄うということができるというような認識だかどうか。

かなり、この現在から飛躍した数字になろうかと思いますが、どのように認識してい

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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   １００％加入すれば、その費用で運営が可能かということでございますが、それぞ

れの施設等の故障とか、経年経過によるオーバーホールとか、そういうものがないと

いうことであれば可能なのかなというふうに考えられますが、今後施設も老朽化して、

そういったものを修理、修繕していかなければならないということになれば、今後

１００％加入でも難しい部分があろうかなというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 私の質問は、この農業集落排水事業も、一般会計からの持ち出し等

できるだけ少なくするような運営がしかるべきかなというふうに思っております。水

道と違って利用者というのは一部に限られている。やはり関係のない人からすれば、

当然これは受益者負担だというふうな考えもあってしかるべきかなというふうに思っ

ております。しかし、利用者、利用料金、あるいはそれと合併浄化槽なんかとの比較

の関係で、料金的になかなか受益者負担で賄うということは不可能かと思いますが、

将来的にやはりできるだけ一般会計からの持ち出しをしないように、そして、しかも

計画戸数以上に加入も可能だとすれば、定住人口増加対策の中で、その地域内への誘

導もやはり優先してやるというような方法も一つの方法かなというふうに思いますの

で、農業集落排水事業の今後の運営については、そういうことも考えながらやってい

ただきたいなというふうに思っております。 

   次に、人口動態を考慮した上で定住自立圏構想をどのように考えているか伺うとこ

ろでありますが、先ほど答弁をいただいてしまったところもありますが、あえて、も

う一回伺いたいなというふうに思います。安達地方広域行政組合、現在組織されてお
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りまして、私、定住自立圏構想はそれとは別物というふうに認識しておりますが、こ

の広域行政組合の中で十分対応できるという、そういう現実があるとすれば、それら

の中での考えた上での答弁をいただきたいというふうに思います。大玉村でも、急速

な少子高齢化、人口減少がやはり予測したほうがいいのかなと。悪い状況を一応想定

した上で、それに対処していくということも必要だろうというふうにも思っておりま

すので、定住自立圏構想のような考え方、手段として考えるべきだというふうに思っ

ておりますが、先ほど村長もそれは考えているというような答弁だから、さて何を質

問するかなというふうに思うところでありますが、具体的にその構想を実現してくだ

さいと、実現したいなというふうなことでなくて、このような考え方というのかな、

連携、調整、協調、措置をしてもらえる近隣市との集約、あるネットワーク化を図り、

安心してやはり生活できる条件、生活圏の自立を図るべきというふうに思っておりま

した。 

   先日の新聞で、県内の９市町村が定住自立圏構想の初協議会を開くとの報道があり

ました。おくれをとらない、やはり考えみれば、おくれを取り戻すための構想、私は

求めるところでありますが、先ほどの答弁プラスアルファをお答えいただきたいと思

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。 

   先ほど申しましたように、過去に、数年前に安達管内でこの定住圏、少し動いたと

きがありましたが、そのままになってしまったということがありまして、今回また新

たにどうですかということを言ったのは、先ほど言いましたように、医療関係、医療

施設関係の強化です。基幹医療機関を安達管内につくるということに非常に有効じゃ

ないかということでありますので、これはこれからまた働きかけをしていきたいと考

えていますが、南相馬市と周辺とか飯舘関係が、もう既に手を挙げておりますが、こ

の辺では二本松市が中心市として該当しますので、安達管内でこの構想を進めること

が可能だということで、今２市１村、非常に話し合いをしながらいますので、ただ広

域行政組合がありますので、今考えられるものとしては一応できているということで

すので、医療関係、これも枡病院を研究して２市１村でやっておりますので、それが

端緒になって、その辺は切り口かなというふうに考えていますが、ただ安達管内だけ

ではなくて、県北地区という考え方もありますので、県北一体として一緒にできるこ

とがあるのではないかと。それから、中部地区ということで、今、観光関係では郡山

と南達地区は一緒に観光コンベンション関係を進めております。こういうものも１つ

定住圏として考えられるんじゃないかというふうに思っております。 

   先ほど言いましたように、これからも大玉村は１０年、２０年、自立の道を歩むた

めに今一生懸命施策を考えておりますが、定住圏も非常に有効な手段だというふうに

考えていますので、これから自立を前提に有効なものについては取り組んでいきたい

というふうに考えています。 

   以上です。 
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○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） ああ言えばこう言う結果になってしまいますが、こうなってしまう

かもしれませんが、私、自立しています、自立ですと言われて、周りの人が、じゃ一

緒にやりましょうか、手伝いしましょうか、助けましょうか、そんな話はないと思う

のですよ。やはり、自立は黙っていても、とにかく一緒にやらないかということであ

れば、わかりましたということになるかもしれませんが、我々自立だ、自立だと言っ

たら、俺だったら、あ、そう、どうぞ、自立できるならどうぞ、我々は我々でどうせ

できるんだから。やはり、８，５００の人口よりは３万の人口のほうがやはりやりや

すいと思いますよ。もちろん、６万だったらなおやりやすい。もちろん、条件もある

だろうし、トップのリーダーシップもあろうかと思います。ですから、やはり自立は

胸の奥にしまっておいて、とにかく一緒にやりましょうというのがベストなのかなと

いうふうに私は思っております。 

   そこで、手続こそ、今、村長説明されたので、そのとおりでありますが、中心市の

だしになってしまうのではないかなというふうに危惧される方もいるかもしれません

が、やはり中心市を生かして自分も生きると。逆に、もう中心市を利用するのだと、

近隣の市を利用するのだというような立場で積極的にやはり取り組んだほうがいいの

かなと。安達広域組合があるからというのではなくて、そこまで考えているとすれば、

この自立圏構想、これを利用したほうが早いのかなというふうに思いますが、それら

について、もう一回お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答えをいたします。 

   私の村政運営の中心は、さきの２０年の村政の継続ということが前提になっていま

すので、あくまでも大玉村は自立を目指してやっていくと。中心市のだしにならない

ためには、やはり我々は自立をしていきますよということを出して協力できる定住関

係ですから、そのある程度の範囲で共通できる、共同でできる事業を一緒にやりまし

ょうということですので、あくまでもやはり自立が前提でなければ、合併のための今

回の構想ではありませんので、平成の合併は一応終わったので、それはそれとして置

いておいて、一緒にある程度の範囲で一緒にやれるものは一緒にやりなさいよと。そ

の場合には、国はお金を出しますよと、支援をしますよというのが今回の構想ですの

で、私はあくまでも自立が前提で、できるところを一緒に協力して、それでもって地

域づくり、村づくりをしていくというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、小中一貫教育学校について伺います。 

   本村においては、小中一貫教育など改めて言う必要もないだろうというふうに思っ

ておりましたが、先日の新聞で、小中一貫教育の学校の生徒のアンケートに対し、教

育長は必要との回答でありました。今まで幼小中連接教育で一貫していたが、内容が

違う制度なので必要ということなのか、制度として必要ということなのか、それらに
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ついて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今、大玉村で取り組んでいますのは、幼小中連接連携というようなことで、制度的

に一貫校というようなものではありません。ただ、今国のほうで言われていますのは、

制度的に一貫校というようなことについて取り組んでいきますよという構想なので、

そういったことも視野に入れながら検討していきたいということでお答えをいたしま

した。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） その小中連携一貫教育というふうに言われておりますが、これらの

目的、効果等について、どのように認識されているか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   小中連接連携も一貫校も、目指しているところは同じだと思うのですけれども、一

番の問題は、これは大分前から指摘されているのですけれども、中１ギャップと俗に

言う、小学校から中学校に入ったときに、生徒指導上の問題行動というようなことが、

これかなり出てきていると。それから学力の面でも、特に算数、数学等において小学

校で学力が高くても、中学校に行くとかなり落ちているというような、そういったデ

ータが示されています。私もそういった事態に直面してきました。そういったことか

ら、そういったものを解消していくというようなことで、１つは一貫連接連携が強調

されていると。今回言われたその一貫校というのは、それをシステム的に、つまり今、

国の法律では、学校教育法なのですけれども、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

それから中高一貫の学校はあります。ただ、小中の一貫が制度化されているものがな

いので、それを制度化していこうという動きというふうに捉えております。ただ特例

的に、特に私立のほうで多いと思うのですけれども、選考程度、そういったことに取

り組んでいるというのは、今現状にあります。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 小中一貫などと聞きますと、小学校の先生とか中学校の先生など区

別なく感じてしまいますが、今後制度化された場合、先生方の指導法、いわゆる先生

方の環境はどのように変わるか、伺いたいなと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   既に導入されていると、これは特例としてやっている、あるいは研究開発校でやっ

ているところなのですけれども、そこの話等をお聞きしますと、小学校の先生は小学

校に充てるというようなことで辞令があります。それから、中学校の先生は中学校に

充てるという、そういう辞令なのですけれども、それを兼務、兼ねてやると。例えば、

大玉中学校の先生が大山小学校もしくは玉井小学校の先生も兼ねますよという兼務辞

令を出して指導に当たることができる体制、システム、これは制度化されていますの
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で、現に幼稚園におきましては園長を、玉井小学校の校長あるいは大山小学校の校長

が園長を兼務するという辞令を大玉村教育委員会に出しますので、そういうことを取

り入れながら制度化していくというふうなことが考えられます。 

   それから、そこまで至らなくても、中学校の先生が小学校に行って授業をやってみ

るとか、小学校の先生が中学校に行って授業をやるとか、これは今、大玉村におきま

しても一貫カリキュラムというのをつくっておりまして、そういったことの取り組み

は行っております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 教育長は、小中一貫教育学校が制度化された場合、導入を検討する

との回答でありました。ただ、検討するということはないと思いますが、既に幼小中

連接授業を実施され、調査研究済みで既に動かれているとの認識でありますから、制

度化されたら即実行されようとしているものと思っております。 

   そこで、推進体制というものについて伺いたいというふうに思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   今、８番議員さんがご指摘されましたように、今かなり進んでおります。いろいろ

改善を図りながら進んでおりますが、全ての教科領域等々においてそれが連接連携が

図られている状況であります。モデル的に一貫カリキュラムといいまして、国語、算

数、数学、それから外国語活動英語、こういったものにつきましては、大学の先生の

アドバイスをいただきながらカリキュラムをつくって、その有効性を検証しながら、

その資質向上に努めております。 

   導入するということに当たっては、大玉村の現状を考えますと、大山小学校、玉井

小学校がありまして、これはまさに地域の中の学校として定着しているなと思ってい

ます。そういったよさも大事にしながら、パターン的には２つ考えられますけれども、

連携型というか小学校、中学校同じ校地の中において、そこで一貫教育をしていると

いうやり方と、それから連携型といいまして、今、大玉のような状況、それは距離的

には離れていますけれども、カリキュラムであったり、あるいは子どもたちの交流で

あったり、そういったことをもとにしながら進めていますので、大玉においては連携

型というようなことは考えられません。ただ主体になりますのは、おおたま学園のほ

うでは、学園長、中学校の校長先生が学園長になって、実質的にそういったことのシ

ステムをもっともっと活用するというようなことで今進めておりますけれども、教育

委員会が主体となって、それを進めていくという体制に変わりはございません。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） ただいまの答弁で、教育委員会が主体的にというふうな答弁がござ

いました。教育委員会がどのような主体性を持って今後推進、実施されるか、答弁あ

りましたら伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ただいまお答えしましたように、今進めております。これを一貫
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校というふうにして、多分国の法改正に基づきまして、小中の一貫校をつくってもい

いですよと、そういう学校をつくっていいというようなことになったときに、その制

度については当然検討するというようなことでのお答えでありましたけれども、私は

そのシステムというようなことがすごく大事だとは思うのですけれども、それ以上に

やはり教育の内容というのですか、そこのところのほうを大事にしていきたい。です

から、初めにシステムありきではなくて、中身を充実させていくというようなこと、

つまり今進めているようなことを大事にしていきながら、やがてそれをより実効ある

ものにしていって、その先に制度化というようなことが最もふさわしいのかな、望ま

しいのかなと、そんなふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） この小中一貫校を考えるときに、現在本村ではコミュニティ・スク

ールをやっていますよね。ですから、その小中一貫学校の制度を実施していこうとい

ったときに、今のコミュニティ・スクールの実施している地域とのかかわり、それが

どのように変わらなければならない、あるいはどのように変わっていくのか、それら

についてどう考えているか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   システムとしての小中一貫校というのは縦軸ですよね。縦軸をもっとならしていく

という、そこでつないでいくという考え方なのですけれども、教育を充実させるもう

一つの視点は横軸というか広がり、つまり、学校ひとりあるのではなくて地域の中の

学校という、そういうことが非常に大事だと思いますし、今、一貫校を取り入れてい

る多くの地域にあっても、地域との関係を非常に大事にしています。ですから、そう

いったことは一貫校を導入と、あるいはそれを充実化させていくのと、地域との連携

を密にしていくというのは、まさに密接不離な、そういう関係にあると思っています

ので、それを大事にしていきたいと思っています。 

   今、８番議員さんがご指摘ありましたように、コミュニティ・スクールを導入して

その地域とのかかわりというか、地域と学校のかかわりというようなことが、一貫校

を推進していく上での非常に大事なベース、土台になっていくと思うのですけれども、

その土台ができつつあると思っていますので、それらを大事にしながら、あるいはま

た学校支援地域本部、そういったことも連携しながら、このシステムというようなこ

とを視野に入れながら進めていますおおたま学園構想をさらに充実したものにしてい

きたい、そんなふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 現実的に、どこまで少子化が進むか知りませんが、やはり、より効

果の高い制度、システムの中で教育の実施をお願いするところであります。 

   次に、六次産業化について伺います。 

   現在、直売所に出荷している会員の年齢別会員数を伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 
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○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんに、直売所の年齢の会員構成でございますが、現

在会員１９１名おりますが、そのうち団体とか会社を除きますと、年齢が推計できる

のが１５０名でございまして、一番多いのが６０代の５０％、実数で申し上げますと

７５名。次に多いのが７０代の３１％、４５名。次に、５０代の１３％で２０名と、

４０代、８０代がそれぞれ３％で、実数で申し上げますとそれぞれ５名でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） ただいま答弁ありました年代別会員数を見ますと、このままですと、

この１０年でいいところかなというふうに思われます。でも、現在の村で投資しよう

としている、そのやろうとする鼻先砕くような感じになりますが、この投資したもの

を１０年後も有効に利活用できるような方策として、今何を村がやるべきか。一番、

何をやらなければならないかというふうに認識しているか、それについて伺いたいと

思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 直売所については、数々の目的がありまして、まず大玉農業振興と

しての場所、それから米作中心の農業から野菜、果樹等の多品目に対する助成の場、

そこで販売する場も提供するということ、それから生きがい対策、８０代の方、

７０代の方も出しておりますので、生きがい対策としても当然ありますし、風評を払

拭するためにふるさと納税等では米、野菜が今１番、２番で外に出ていっております

ので、そういう発想の拠点にもなっておりますので、現在非常に活躍をしていただい

ているというふうに感じます。これが５年、１０年後はさらにどんどん品物がふえて

売り上げが伸びて、こういう目的がさらに達成できるようにこれから進めていきたい

と。１０年で役割が終わるということはないだろうというふうに感じます。それに加

えて、加工場レストランというお話もありますので、これから検討しますが、そうい

うものも含めて総合的に、そしてミニ道の駅みたいなものとして、大玉村のＰＲスペ

ースを設置できればなというふうに考えています。あそこを通って回ってもらって、

大玉村を知っていただいて、I ターンで大玉で暮らしてみようかとか、住んでみよう

かとかという一助になるだろうというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） この現在の年代別会員数を見ますと、多少なりとも理解できる。今、

畑がある、農地がある、ちょっとした管理機もある。あるいはそういう作物をつくっ

て販売し利益を上げる、その喜びを知っている人がいる。じゃ現在の５０代の人、

４０代の人、そういうことで喜びを感じてくれるか。今の状況ではなかなか難しいの

かなと。じゃ、どうすればいいのだという話になろうかと思いますが、やはりこの生

産者、会員者の内容を見ながら、その状況を常に流動的に対処できるような方法を考

えながら運営していただきたいなというふうに思っております。 

   そこで、新あだたらの里準備協議会のまとめた提言について、どのような提言があ
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ったのか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんに再度お答えします。 

   あだたらの里準備協議会の提言の内容でございますが、六次産業化の拠点施設の整

備に当たりまして、準備協議会に内容を協議していただくと、提言をいただくという

ことで、準備協議会の中で産直、外食、加工、それぞれ３つの部会を設けまして、全

体または部会等で協議していただいて、３つの部会より議論された内容を取りまとめ

た提言を、８月下旬にいただいたところでございます。 

   提言内容としましては、まず産直部会では、生産者専用の搬入搬出バックヤードの

新設、また新ＰＯＳシステムの導入による品目区分、バーコード発券、トレーサビリ

ティとのリンクをしていただきたいと。季節による同一品目の同時扱い量調整、平場

から山間部へのリレー栽培、ビニールハウス等導入による冬期間の生産物加工出荷調

整規格の統一化、また各部会と連携し特産物の販売、村内販売、生産物と競合しない

品目販売の検討、農薬適正使用の確認システムの構築を含めた生産者組織体制の見直

しを行い、新たな管理体制の構築という内容でございます。 

   次に、外食部会でございますが、雄大な安達太良山を臨み、緑豊かな景観を満喫で

きるよう県産材を利用した窓ガラスを大きくした２階建て経営とすると。１階は直営

店として新鮮野菜や加工品を使用し、そば、餅等も提供する和食店とする。そば打ち

や餅つきなど体験コーナーを設け、可能であれば宴会も受注できる体制を検討すると。

２階については、地元産品物を利用した、条件とした公募による喫茶や洋食店を募集

によるテナント用スペースとすると。休日にはバーベキューや芋煮などの季節に合っ

たイベントの開催、飲食店は味が大事であり、人材の確保、従業員のサービスに対す

る教育の徹底。 

   次に、加工部会でございますが、村内農産物に付加価値をつけた加工品を生産販売

し、利用拡大を図ると。各種コロッケなどの総菜や弁当など、季節を重視したものの

製造販売、最盛期の季節野菜を使ったレトルトカレーを製造して、過剰生産物の有効

利用を図ると。 

   次に、新たな加工品開発のためにも、各種機器の設置を図り、必要に応じた常時雇

用に努めるとともに、レストラン、食堂との連携を密にして製品の利用拡大に努める

というような内容で、あだたらの里準備協議会からの提言の内容でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） それぞれ提案があり、その提案された内容について具体的な取り組

みをしていくということでありましたが、それらの今後の事業推進工程、時期的にい

ついつまで、きのうは内部検討するというような話でございましたが、内部検討の結

論をいつまでに出して、いつから事業着手するというような事業進捗工程について伺

いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 
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○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   これ提言を受けたばかりで、きょうの４時から準備会の最終会議を、提言をもとに

して会議を開いて、そこで最終的に再度、最終確認をするということですので、提言

でありますので、諮問に対する答申と同じですから、これこのままそっくり財源的な

問題等々も含めて、大変厳しいものがございます。今、一生懸命財源を探しておりま

すが、６次化の関連補助については非常に規制が厳しくて、計画も長期的に、しっか

りとした計画をつくっていかないと補助が出ないということで数年を要するというこ

とが考えられますので、復興関係の予算で振り分けができないかということで今検討

していますので、庁内の会議を開きながら、早ければ３月の、今年度末までには方針

を決めて、これも早ければですが、新年度予算、３月補正で上げて、繰越明許で来年

度着手できれば、これが最速だというふうに考えています。 

   ただ今言いましたように、財源の問題とか、どういうものを加工するとか具体的な

話、なかなか、ＰＯＳシステムと先ほど部長、言いましたが、これはレジシステムで

ございます。これで誰かが物を出すと、その日のうちに、あなたの売り上げは幾らで

したよと、何々が何個売れて何ぼですよというものが行ったりすると、それを参考に

して次の日、例えば白菜、前の日１０個出したら５個余りましたよと言われれば、じ

ゃ次の日、少し生産持っていくの少なくするかなとか、全部売れましたよとなれば、

次の日持っていこうかなと。出荷調整を自分でできるというような、きめ細かなもの

だったり、トレーサビリティ、生産履歴、これについては、農薬をいつどういうふう

にやったかというノートをつけてもらって、それを今度そのＰＯＳシステムに入れて、

それを表示して販売をするというようなことにもなりますので、総合的に非常にいい

システムですが、ここにありますように、生産者、出荷者がそれにたえられるかとい

うことです。提言では、そういう人はやめてもしようがないんじゃないかというよう

な、提言というか話し合いもあったようですが、そういうふうに簡単に割り切って、

切ってしまっていいのかと、生きがい対策もありますので。その辺も含めて検討する

と、少し時間がかかるのかなと。生産者との調整もできないで建物だけつくっても、

これはしようがないので、出荷体制まで含めて、今回の補正のビニール補助も一つの

テストケース、どの程度のものができるかということもありますので、その辺総合的

に含めて多大な投資になります。ただ、やるということだけは間違いございません。

そういう状況でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） この直売所を利用してお金をもうけっぺという制度、じゃ、どれだ

けいるかわかりませんが、感覚としては、ここでもうけようとかじゃなくて、小遣い

くらい頑張るかなと言う人のほうが多いのかなというふうに思っております。そうい

う人が１年延び、２年延びしたら、もう対応する気なくなると思いますよ。だから、

今の人たちが、幾らかでも生産意欲を持ち続けられるような状況をつくってやらない

と、これは続きせん。そして、新たにここでやってくださいと言って、どれだけの人

が乗ってくれるか。これは２０代、３０代の人を乗せるためにはかなりの努力も必要
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だし、内容も検討しなければならないと思います。ですから、今の人たちが幾らかで

も生産し続け対応し、協力してくれるような体制、早急にやってください。今までだ

と同じでは、やはり待ちくたびれてやめるのではないかなというふうに思いますので、

十分検討していただきたいなと、早急検討していただきたいというふうに思います。 

   次に、東日本大震災と原発事故の記録誌の進捗状況について伺います。 

   あれからもう３年６カ月が過ぎようとしています。日がたつにつれ記憶も薄れ、貴

重な資料も失われかねません。早い時期の取りまとめ、中間取りまとめとしての出版

も求めるところでありますが、その進捗状況、あるいは分割出版等々、考えられるか

どうか、答弁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） ８番議員さんにお答えします。 

   まず、進捗状況でありますけれども、何をどこまでということでございます。まず、

東日本大震災、それから原発事故災害に関連して、大玉村としての対応、それから復

旧・復興にどのような取り組みをしてきたか。これを時系列的に各部、各課からの情

報、報告をもとに取りまとめをしております。現時点での取りまとめた期間は、震災

の３月１１日以降、平成２５年までについて取りまとめをしております。なお、出版

の考え方ということでございますが……。その前にもう一つ、すみません、先ほどの

情報の取りまとめで、現在、利用方法でありますけれども、職員の利用でありますが、

パソコンの中の共有システムというところに掲載をしておりまして、全職員がいつで

も閲覧できるようなことで利用をしておるところでございます。 

   次に、出版の考え方でございますが、あくまでも大玉村が震災と原発事故災害に対

してどのような対応をしてきたか、それらの復興、そういうものを記録保存するとい

うことに大きな意味があると。またそれらの情報を今後災害対策に生かしていくのだ

というような考え方を持ってございます。したがいまして、記録誌という形での出版

については、今のところ、そういう考えは持ってございません。 

   なお、保存方法としては、例えばこれからホームページ、これには掲載をさせてい

ただく計画もございますし、紙ベースとしてもある程度保存は必要かなと。それにつ

いては役場なり、それからふるさとホール、そういったところで資料として、紙ベー

スでこれは残しておく必要があるかなというふうに考えてございます。 

   なお、村民の方々には、ホームページが見られないという方については、この紙ベ

ースのものも閲覧できる、見ていただくような体制も、これは当然必要かなというふ

うに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 何か、担当者がかわるとトーンダウンしてしまうのだなと思って、

今聞いておったのですが。何を言いたいかと、これだけの大事故、世界中にも類を見

ない事故あった今の世代の人たちが、その時代をどういうふうにして克服したか、こ

れは子孫に対しては非常に貴重な資料だと思いますよ。だから、これは大玉村ばかり
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ではなくて、国内だって世界的にだって、これは貴重な資料だと思います。だって、

あの原発基地から、それぞれ違う場所でそれぞれに記録がされている。大玉村の場合

はどうなのだと来たときに、いや、ホームページにあります、機械的に見られますと

言っても、誰も対応できるものではない。しかも、その機械というのは、未来永劫同

じものでずっと継続的にやれるかといったら、それは違う。記録されている機械その

ものが、５０年後も１００年後も使えるかどうかと、この保証はないわけですよ。で

も、冊子であれば、これは１００年だって１５０年だって、きちっと保存すれば、保

存されるのですよ。一番心配なのはそれなのです。何でこの東北が熊襲何のかんのと

言われる、そして大玉村は何の歴史も何もない。それは何だかというと、そういう記

録がないからそんなことを言われているのですよ。当時の人がきちっと歴史として、

１００年前でもいい、２００年前でもいい、記録されれば、大玉村の歴史とすれば、

きちっと大玉村、それが歴史なのですよ。なかったらないようにやるしかないのです。

だから１０００年だからといったって、誰も知っているわけじゃない。でも、あれだ

け、１年のとき実生で出たかないか、これではわからないけれども、１年から２年、

３年たってやっと、１０００年と言われるようなサクラになるの。だから、その１年

が大切なの。しかも、それが将来とも大丈夫なのかといったときに、一部の機械が取

り込んでありますと言ったときに、その機械が故障してしまった。じゃ、どうするの

だと、こういうふうになったのでは貴重な資料、もったいないということから、でき

るならば、その取り出して小さな数ページでもいいから記録誌としておいたらどうか

なと思いますので提案いたしたいと思います。 

   次に、ことし３月１日の新聞で知りましたが、日大工学部と工学技術支援に関する

協定を結び、村は除染技術で情報提供を受けるということでありましたが、そこでど

のような技術情報が既に提供されているのか、そしてそれがどのように生かされてい

るのか、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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今おっしゃられた協定につきましては、２月２８日、大玉村と日大工学部が、日本

大学工学部の大玉村に対する工学技術支援に関する協定ということで締結いたしまし

た。今、どういう除染情報を提供受けたのかということでございますが、この協定に

基づく、これは除染だけではございませんけれども、協定に基づく事業の一環として、

本年４月１２日、１３日、大山小学校脇の側溝で、ＧＵＳＲＡＣ工法と呼ばれる側溝

汚泥回収洗浄システム、これは日本大学工学部と民間の企業で技術開発したシステム

でございますけれども、これの実証実験を行っていただきました。その技術システム

は、まず側溝ふた脱着する装置。それから側溝ふた洗浄装置、それから側溝汚泥回収

洗浄装置、それから汚水処理装置、これが一体になったシステムでＧＵＳＲＡＣ工法

というふうに呼ばれていまして、これにより実証を現地で行っていただいたというこ

とでございます。作業者が直接汚染されたものに触れないということのために、作業

者の安全といいますか、被曝というものが相当低減されるのではないか。あと、処理
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にかかる時間等にも短縮が期待できるのではないかということで、今後の実用化に期

待したいというふうに考えています。 

   これらについては、うちのほうでも今後、道路側溝等の除染ということもあるので、

こういった技術も一つの技術として今後参考にしていきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 二、三日前のテレビだと思うのですが、外部の放射線を遮断して、

その一地区だけの放射線量をはかるというふうなことをテレビで出ていましたよね。

それが必要なときと、要らない場合も当然あろうかと思いますが、除染技術の提供を

受けるということであれば、今後、大玉村の除染作業にいろんな技術提供を求める過

程があろうかと思います。例えば、宅地のあれの、ちょっと離れた山林の除染とかあ

ろうかと思いますが、こちらから問題提起をして、さすれば、彼らの能力、力という

ものをここで発揮してもらえるのかなと思いますが、我々のほうからもその状況をき

ちっと提供して、そしてそれに基づいて除染できるような技術の提供を求めるという

ことで、より一層、除染に対しても拍車をかけてやっていただきたいなというふうに

お願いを申し上げまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（佐藤 悟） 以上で、８番遠藤文一君の質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

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

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１１時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第５６号「平成２５年度大玉村一般会計歳入歳出決

算認定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） ９月の議会ということで、代表監査には、出席まことにご苦労さま

でございます。私、ここ数年、前村長のもとで、なぜ監査委員が審議の中で参加しな

いのかという疑問のことを持っておりまして、ぜひ参加をということで、それに足か

け数年かかったわけです。 

   そういった中で、まず代表監査に質問したいと思います。 

   今日、議会においては特に村税においての収入率でございますけれども、１００％

に満たしているのが当然でございますけれども、ことしの収入率が９１．４％という

数字をどのように捉えているのか、まず伺いたいと思います。 

   あと、４ページにあります自主財源が２９．２％、これは昨年より１．４ポイント

上回って、依存財政は逆に１．４ポイント下がって７０．８％となっており、また上

のほうに書かっておりますけれども、この財政力指数、以前からも自治体は３割自治
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体というふうに言われておりますけれども、辛うじてこの０．３４というのは、

３４％ですか、このような指数的なもの、監査委員はどのように指摘、今後していく

のか、微妙なところでございますけれども、その辺の思っているところをまずお尋ね

したいと思います。 

   あと決算書でございますけれども、これは当局に伺いますけれども、特に１４ペー

ジ、１５ページ以降、いろいろなことがありますけれども、１５ページのこの村税に

絡む不納欠損額、あと収入未済額です、これらについていろいろ数字でいきますと

７，８００万円もある、不納については約９０万円あるということでございますので、

この辺も今後の対策としてどのように、まず対策していくのか。 

   あと成果報告書、後に伺いますので、この監査委員と当局に、この２点伺いたいと

思います。 

○議長（佐藤 悟） 代表監査委員。 

○代表監査委員（甲野藤健一） ７年間も離れていたので、ちょっと不備な点もあると思

います。よろしくお願いします。 

   聞き取れない部分がいっぱいあって、ちょっとわからなかったのですが、まず最初

は４ページですか、決算書の。決算書の４ページの……意見書の４ページですね。歳

入関係ですか。歳入の４％減ということですか。この辺は、市町村民税が主なものに

なると思いますが、固定資産税関係と。やはり、意見でも述べていますが、滞納額が

未納、収入未済額が非常に多くなってきている。この辺がやはり大きな要因となると

ころです。やはり、両方合わせて１億５，０００万円ということになると、予算に対

しての５％くらいになると思います。ですから、私は意見として、現在は差し押さえ

はやっていると。ただ、不動産の競売となると、これはなかなか手が出せないという

のが市町村の実態だと思います。ですから、これらをやはりクリアすることによって、

幾らかでも歳入をふやすという方法をお願いしたいと思って、意見書に書いた部分が

あります。ですから、４％減というのは、これは単年度ですから、この４％減という

のは言葉ではちょっと言いあらわせない部分があります。 

   ただ結論的に言うと、歳入は、市町村民税は結局最近は原発絡みでふえなくてはな

らないのです。結局、除染関係の工事が発注されているのです。ですから、その辺か

らのやはり市町村民税の法人税が上がってくるかなと思っていたのですが、意外と縮

小されていると、伸びていないというのが実態であります。大きな要因というのは、

それと、あと個人村民税は若干伸びていると思います。法人村民税が大きな減少かな

と。 

   あと何ページでしたか。（不規則発言あり）０．３４ですか。０．３４というのは

財政力指数ですけれども、この辺については、昔から市町村は３割自治と言われてお

ります。ですから、私の居るころには０．２８とか、その辺程度だと思います。財政

力指数は多いほどこれは結構ですけれども、０．３３というのが標準的な、イジョウ

かなというふうに考えております。この前、視察に行ってきました下仁田ですか、群

馬。群馬県の話を聞きますと、やはりこの程度なのです、下仁田町役場も。あの辺は
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直販が大きな収入になっていますけれども、直売所の収入が。その辺がやはり直売所

を見てきた中で、やはり経営が大玉村とはまるきり違うということは考えていますの

で、やはり０．３３というのは、０．３４０ですか、財政力指数。この辺は経常支出

も含めて標準な市町村イジョウになっているかと思います。 

   あとは何ページでした。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） お答えをいたします。 

   多額の収入未済額についてでございますけれども、滞納者の資産、ほか財産等も調

査している状況でございますけれども、差し押さえ等も行っている中ではございます

が、差し押さえにつながるような財産にたどり着くものも少ないということもござい

ます。またこれらに対する対策というようなことでは、滞納者の個別的な実態、それ

から資産、財産の有無、そういったものの調査、それから継続的な就労をしているか

どうか、給与等の調査、それから預金等の調査、そういうものを行いながら、法に基

づく滞納処理を実施していきたいというふうに考えております。 

   また滞納者との接触を図りながら面談して、個別に理解をいただきながら納税いた

だくというようなことで対応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） ７番。 

○７番（佐藤誠一） それぞれご答弁ありがとうございます。 

   この収入未済額等については、やはり今後いろんな課題になってきますので、差し

押さえという最終手段もあろうかと思いますけれども、当局のさらなるご努力、願っ

て、代表監査によると全部合わせて１億５，０００万円程度の未済額があるという金

額で日々努力していただきたいと思います。 

   それでは成果報告書、膨大な質問をしますので、漏れない答弁をお願いしたいと思

います。 

   まず、成果報告書の２１１ページ。我々、私でさえ今６３歳なのですよ。このバラ

ンス支出の見にくいこと、見にくいこと。私、虫眼鏡でこう見ては来たわけでござい

ますけれども、来年度こそ、このバランスシート、この倍程度にやはりしていただき

たい。そうしないと、０点なのか、１なのか、２なのか、これ数字読めませんので、

恐らく村長も読めないと思いますので、この倍の、来年度以降、バランスシートにし

ていただければというふうに冒頭に言っておきます。 

   まず、５ページをお願いしたいと思います。 

   ５ページ、先ほども監査委員に伺いましたけれども、この財政指数表、ちょうど中

段になりますけれども、監査の結果、財政力指数は０．３４で、前年度は

０．３４３だったということでございますけれども、当局から見るこの財政力指数、

これからも自立していくという大玉にとって、このような財政力指数は妥当か妥当で

ないのか、当局に伺いたいと思います。 

   １１ページ、お願いします。 
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   １１ページの円グラフでございますけれども、この中で特に村税は１３．９％にな

っていないわけでございます。もちろん、これ自主財源でいきますと２９．２％とい

うことでございますので、村税のこの１３．９％について、今後どのような、これ上

向きなのか下向きなのか、わかりませんけれども、今除染しておりますけれども、ほ

とんどが他市町村から来て、それやっている会社とか、従業員についても、村内から

の、恐らくその作業員というのは本当に何割にも満たないと思いますけれども、そう

いったことの、やはり村内からの作業員の、その辺の方向も求める人もあると思うの

で、その辺のことについても伺っておきます。その村税についての１３．９％は今後

上向きなのか、下降線をたどるのか伺いたいと思います。 

   ２９ページ、お願いしたいと思います。 

   ２９ページ、毎年指摘はされておりますこの公有林です。特に、二本松市の苗松の

３８９の１番地に、２０万３，７７５平方メートルの松や雑木がある、年数にして

５１年から６３年過ぎたものがあるということでございますけれども、これらの今ま

での対処の仕方と、今後の対処をどのようにしていくのかを伺いたいと思います。 

   ３０ページ、お願いします。 

   ３０ページでございますけれども、ここでの昨年、同僚議員からの指摘がございま

して、繰越明許、このようなことでなっておりますけれども、見切り発車で専決処分

云々ということもございましたけれども、これらについての的確なる処理がなされて

いるのか、なされていないのか、伺いたいと思います。 

   次ページの３１ページ、風評被害、この風評被害はもちろん原発にからむ風評被害

対策だったと思うわけでございますけれども、やはり風評被害、風評被害というのは、

やはり実害がこれあるから風評被害だと思うのですけれども、風評被害対策です、も

ちろん必要だと思いますけれども、今後何年か、何十年かわかりませんけれども、風

評被害の内容です、５月には絆とか、１２月には大交流会、また１月には町イチ！村

イチ！とか、それぞれ東京で行ってきておりますけれども、このような、これ成果報

告ですから、行った、やってきた、開催してきたで済むわけでございますけれども、

この効果、どのような効果があったのか、あわせて伺いたいと思います。 

   ３７ページ、広域バスです。今は広域生活バス云々、これ民間の会社に委託してい

るわけでございますけれども、私も大山地区に住んでおりまして、このバス路線が玉

井地区中心だけ走っているのです。かつて、私も質問しておりますけれども、利用者

云々というよりも、やはり玉井だけでなく大山にも住民住んでおりますので、この大

山へ通すようなバスの計画について、あったのかなかったのか、今後どうするのか伺

いたいと思います。 

   次ページの３８ページ。この震災から商農工業復活化事業費です。このような事業

が盛り込まれております。私、きのうは一般質問で、農業だけをお尋ねしましたけれ

ども、本当にこの商業についてもすごく減少しているのも現実でありますし、商工業

に対するこの活性化の内容ですね、またどのようにするのとか、村長は、空き店舗に

ついてはサロン等含めて開設するのだというような動きもあるようでございますけれ
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ども、それ以外の方法がどのようなもので今後していくのか伺いたいと思います。 

   あとは４８ページ。毎年問題になっております納税貯蓄組合についてでございます。

加入率、部落単位で３１．５％の加入率というのは、もう３分の１を切ったというこ

とでございます。３０年、４０年前は、現金でこう徴収して、それぞれ回り番で納税

組合など組織を組んでおりましたけれども、もはやこういう時代は過ぎたと私、解釈

しておりますけれども、この納税組合のあり方について、今度どうするのか伺いたい

と思います。 

   次ページの４９ページでございます。単純に伺います。固定資産の中の、下の土地

の区分で鉱泉地です。あとは池、沼に対するこういった執筆もありますけれども、こ

れらについてはどういった意味を持って鉱泉地については２名、あと池、沼について

１１１人の納税者がリストアップされておりますけれども、これらについての内容、

どのようになっているのか伺いたいと思います。 

   あと５２ページ、お願いします。５２ページは、これは先ほどのことでございます

けれども、丁寧にこのようなことで、要綱のグラフでなっておりますけれども、特に

やはり目立つのは個人村民税、法人村民税です。それらについて、また固定資産税に

ついてもありますし、特に軽自動車のこの滞納については、このまま税金納めないで

車、乗っているか乗っていないか非常に疑問に思っておりますので、この点、これど

う理解していくのか伺いたいと思います。 

   ずっと飛んで、７３ページお願いいたします。 

   ７３ページの、保育所について、待機児童の解消を図ったということでございます。

これは保育所ですから、ゼロ歳児から幼稚園上がるまでだと思いますけれども、今、

待機児童は、これ解消を図ったということで全く希望者がゼロなのかというふうに理

解していいのか、伺いたいと思います。 

   あとは１０３ページ、１０４ページお願いします。 

   除染がらみで、この項目についてはもう雇用対策事業、雇用者の創出事業とか、緊

急雇用、または緊急雇用に対しての事務費等がそれぞれ成果報告で上がっております

けれども、これらに絡んでの緊急雇用というのは、いろいろあろうと思いますけれど

も、この事業については、国県では何年をめどに、このような事業を行っていくかに

よって、この事業もいろいろ、終了する時期が来ると思うのですけれども、この緊急

雇用創出事業に対しての、何年度をめどにこのような事業がなされていくのか伺いた

いと思います。 

   次、１０５ページをお願いします。ここでちょうど中段に、農地法第１８条通知受

理の中で、合意解約ということで、７件で４８２アール当たり、これ合意解約です。

どういうものか。私まだ農業委員会、経験しておりませんので、合意解約とはどうい

うものなのか、お示ししていただきたいと思います。 

   １２７ページ、ここの５の福島森林再生事業ですね。ここには原発事故により森林

荒廃に放射能として云々と書かれておりまして、事業量は２，０８０ヘクタール。事

業費が３１９万２，０００円、うち補助金が全額補助でございますけれども、
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２，０００ヘクタールについてのこの３１９万円でどのような事業を行ったのか。森

林再生事業全体計画作成、計画を作成したということでございますが、今後これどの

ような事業を進めていくのか、これについても、どのような方向性をとっていくのか、

お示ししていただきたいと思います。 

   １２９ページ、先ほども商工業でも触れましたけれども、やはり一番は、全体的に

見ますと、商業振興の商品券、共通の商品券、ＪＡみちのく安達のスタンドでも使わ

れなくなったということで、非常にこの商品券、私もいろいろ快気祝いなどのときに

何回も使っておりますけれども、もらっても困るし、やってもいいのかなというふう

な素朴な疑問も持っておりますし、やはりもっとこういった面で、商工会のほうはい

ろいろな助成金を出しておりますので、この共通商品券の取り扱いといって、どのよ

うなものにしていくのか伺いたいと思います。 

   次ページの１３０ページ。いろいろ観光面でございますけれども、大玉村、これプ

ラントがあって非常に人が来るようになったわけでございますけれども、これぞとい

う観光資源、これはもう県の事業でフォレストパークとかありますけれども、一体ど

ういうものを観光に持っていくのか。私は、一時現村長とも教育委員会にいたとき話

し合って、古墳の、ここ大玉村はもう本当に古墳の上にあるような村だということで

ございますので、二子塚とか傾城壇とか、いろいろ古墳ありますので、その古墳の歩

く散歩道とか、そういったものに結びつけないかというような一般質問もした経緯が

ございますので、そういった方向性、何もないハード面で進めて、建物建てて誘客す

る方法でなくてソフト面で、若干の資金さえあれば、草を刈ったり木を切ったりすれ

ば何ぼでも観光に結びつくことはできますので、そういった方向性をとれないかです

ね、これ直接村長に伺いたいと思います。 

   あとは１３９ページでございます。消防関係、消防団について。 

   消防団の入団者、現在大玉では非常に、１７５名、全員だと思いますけれども、こ

れについての消防団の報酬、年額２万円でございまして、私も３０年前、７年間だけ

消防団を経験しましたけれども、その当時から世界最大のボランティアは日本にある

消防団だということが言われておりますけれども、この報償費に対しての入団、ある

自治体、これ県内でございますけれども、ある自治体では、消防団に企業が入団させ

れば若干の奉仕の手助けとか、またいいか悪いかわかりませんけれども、消防団の中

にあっていろいろな行政の、入札も絡む会社等があって、入札等の優遇措置をとって

いくという自治体もあるそうなのです。これ先日、新聞に出ておりましたけれども、

県内で２自治体あるそうですけれども、そんな方向、大玉の場合は入団の加入率いい

からなんていうこともなくて、今後やはりいろいろな消防団の後継者問題も出てくる

と思うので、そういった面も今後考えていくのか、そういった考えがあるのか、お聞

きしたいと思います。 

   あと１４６、１４７ページ、お願いします。 

   これ教育関係で、今、大玉村ではコミュニティ・スクールという事業を大々的に進

めております。この１４６ページについては執行状況及び成果については、成果を上
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げることができたということでございますけれども、これ目に見えてわかる成果なの

か、いろいろ思うところでありますので、また村民にもこれコミュニティ・スクール

という実態の中、やはり理解していない人もいると思うのです。我々議員ですから言

葉だけは知っておりますけれども、村民全体にやはりその言葉自体も知らない人がお

りますので、今後その啓蒙活動、どのようにして周知していくのか伺いたいと思いま

すし、１０ページ、日本は広島と長崎に原爆を落とされて戦争が終わったわけでござ

います。なぜ広島なのかという、私、疑問に思ったわけです。やはり１年交代で広島

に行ったり長崎に行ったり、これ日にち違います。６日と９日でございますので、そ

ういったことをやってやはり歴史を学ぶといっても出てくると思いますので、なぜ広

島なのか。なぜ広島に固定するのか。長崎はどうするのかということをやはり疑問に

私思っておりますので、このことについては特に村長なり教育長に伺いたいと思いま

す。 

   あと１４８ページお願いします。 

   １４８ページの下段の総合的学習でございますので、特にここでの成果報告は、体

験や調査の活動から自然に親しむ、郷土を愛し心は育むように努めたとか、森林環境

交付金事業によって、森林に親しむ体験を通し森林の役割を学習したということでご

ざいます。総合学習でございますので、何もこれ森林やいろいろでなくて、もっと事

業を拡大できないものかというふうに素朴な疑問でございますので、今後の方針とし

てどのような方向を持っているのか、お願いしたいと思います。 

   もう一つ１５９ページです。このふるさとホールでございますけれども、私たちも

この冬、神楽やって久しぶりにふるさとホールに足を運んだわけでございますけれど

も、実質私、あのふるさとホールできてから会場に入ったのは３回目でございます。

非常にあそこ場所が悪い、見にくい、わかりにくい、この３点セットなの。私も何度

か指摘しておりますけれども、あの場所、あのように立派につくっておりますけれど

も、もっとわかりやすく、行きやすくと、そういったやはり場所にしないと、ふるさ

とホールの意味がないと思うのです。そういったことから、あそこはもともとテニス

場だったものですから、テニス場の跡地につくったという関係もあるそうでございま

すけれども、この移築なりもっと見やすいような場所にできないものかというふうに

思っておりますので、これについてどのように今後していくのか、お願いしたいと思

います。 

   これが最後です。１６３ページと、それから５ページまでいきますけれども、スポ

ーツクラブでございます。やはり、スポーツクラブ、きのうもかつて３００才ソフト

は４０チームも５０チームもあったということで、今、数チームになったそうでござ

います。私も３０日で３３歳。若くはあったのですけれども、体育協会の会長をさせ

ていただきました。当時はもう家庭バレーボールも野球、ソフト、いろいろあって、

毎週大会ごとに会長の挨拶でしゃべれとか言われて、うちからすごく苦情を買った時

代もありますけれども、このスポーツクラブ、今では総合型地域スポーツクラブとい

うふうに名称ついておりますけれども、スポーツ人口の拡大なくして、やはり地域の



 

- 107 - 

 

発展ないと思っています。今、テニスは大騒ぎして、錦織頑張って、今後テニスもす

ごく人口がふえるだろうというふうな時代でございますけれども、やはり総合的にス

ポーツをやる人口によって地域を活性化していくのだというようなことも大切だと思

いますので、やはりスポーツクラブの発展性と今後の地域性で、どのように当局は考

えているのか、この辺を伺いたいと思います。 

   以上です。 

◇          ◇          ◇ 

○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５４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 当局の答弁を求めます。総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） それでは、７番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、成果報告書のシート、表でありますが、これについては大きくして見やすい

ようにさせていただきたいと思います。 

   成果報告書５ページになります。 

   ５ページの財政力指数の関係でございます。０．３４０、前年度が０．３４３とい

うことで、ほぼ同数ということでございます。これにつきましては、伊達管内、まち

についても大体ほぼ同じでございまして、いずれ自主財源の確保という点につきまし

ては、これからもこれらの財政力維持に努めてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

   次に、１１ページでございます。１１ページのグラフの村税１３．９％の村税とい

うことでございます。これらの今後のどうこうということでございますが、先ほど除

染関係の作業関係とかいろいろお話ありましたが、これはあくまでも村税でございま

すので、所得関係、景気の動向、こういったものを今後とも注視して、上がるとも下

がるともまだ、今後のことはちょっと（聴取不能につき不明）はできませんが、今後

景気動向を見ていきたいと考えております。 

   それから、２９ページになります。 

   ２９ページの公有林の状況の中の、苗松山、２０町歩ほどの件でございますが、こ

れらの今後の対応というところでございますが、あのとおりの公有林でございます。

松と雑木で経過はしておりますが、現在のところ予定は、整備するという、そういっ

た予定はないということで、今後も、今のところああいう状態で計画はなかなか難し

いのかなという考え方を持ってございます。 

   それから、３０ページになります。左下のほうです、役場庁舎関係の繰越明許費分

についてかと思います。これについては経過も含めてでございますが、２４年度に役
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場庁舎の改修を全面的に行いました。それが２５年度にぎりぎりで本体工事を行いま

したので、ここに掲載の空調とか放送関係、そういった更新設備については、２５年

度に繰り越しをしまして、ここに掲載の設備関係を２５年度で行ったという内容にな

ってございます。 

   それから、３７ページでございます。３７ページの下の段、広域生活バス関係でご

ざいますが、大山地区に運行というお話かと思います。これについては、現在玉井地

区の２路線のみでありまして、多分過去にもそういった調査はあったかと思いますが、

現在のところは大山地区はまだ運行はできない。まだ実際に乗る人もいるのかどうか

ということも調査のことでそういう話もあったかと思います。なお２６年度で公共交

通システムの調査年度になって、今アンケートをとっている段階でございますので、

そういったシステムの中でも検討されることかと思ってございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、まず３１ページ中ほどでございますが、風評

被害対策進行ＰＲということで、２５年度については記載のとおり３回実施しており

ます。２６年度におきましても、首都圏を中心に農産物のＰＲ等々で約１０回程度首

都圏並びに災害応援協定を結んでおります美浦村、茨城町で農産物を含めたＰＲとあ

わせて、ふるさと納税のＰＲをして、これらのＰＲ活動に進めてまいりたいと思いま

す。 

   続きまして３８ページでございますが、一番上の、震災からの農商工連携の関係で

活性化事業、これは６次化の拠点施設整備ということで準備協議会でいろいろ６次化

について検討してございますが、ご指摘のあった商業の活性化という部分では、現在

空き店舗等々の問題もございますが、この事業の中では、農業生産、加工、流通を一

体化した６次化を図っていくということで、商業、工業、農業も含めた活性化を進め

ていく内容でございます。 

   続きまして１０３ページの緊急雇用でございますが、この事業につきましては、い

つまでかという質問でございますが、現在のところ、事業の終了年度は示されてござ

いません。記載のとおり、道路環境整備から農産物の放射線測量、そして耕作放棄地

等々の事業を２５年度を展開しておりますが、２５年度も同じような事業で展開して

いる内容でございます。 

   続きまして、１２７ページでございますが、中段のふくしま森林再生事業でござい

ますが、これは原発事故によって放射性物質が飛散されたということで、福島県の林

業再生事業、再生していこうという事業でございますが、本村については、対象地域

については民有林でございますので、２５年度については全体計画の委託発注しまし

て、３１９万２，０００円という事業費で実施しております。今後につきましては、

主に間伐を実施するため、路網を整備して間伐を実施していくという内容で、今年度

後半からハード事業に取り組んでいくような内容でございます。 

   続きまして、１２９ページの商品券の関係でございますが、共通商品券については
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７番議員さんから先ほどご指摘があったように、かつてはＪＡ等で利用できたという

部分がございますが、残念ながら、ＪＡについては利用中止になったということで、

これらの換金手数料２％でしたが、半分に減額しまして現在は１％ということでござ

いますが、取り扱いの利用店を拡大していくというのはなかなか厳しい部分もござい

ますが、商品券の割増発行で小売業の販売促進にはつながっておりますので、今後も

継続してまいりたいと思います。 

   続きまして、１３０ページの中で観光資源、観光資源が乏しいんじゃないかという

ことで、７番議員さんから古墳等のソフト面についても検討したらどうかということ

で、７番議員さんからもご指摘のあった古墳等も含めまして、新たな観光資源の拡大

等について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） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   執行成果の４８ページ、中段の納税貯蓄組合の状況から、かなり３１．５％で、今

後のあり方ということでございますが、これにつきましては、昨年、納税貯蓄組合長

に対してのアンケートをとってございます。今後も連合会を継続してほしい、村の連

合会は解散しても自分の単位組合は継続していきたい。自分の単位組合を解散しよう

としたが、解散できないでいると。もう一つは、自分の単位組合は時期を見ながら解

散したいというのが約７０％いる状況の中で、今後どういうふうにしていくかという

のは、経過を見ながら行かなくてはならないのかなと思いますが、それぞれ自分の単

位組合は時期を見ながら解散したいという希望が２３．３％、約４分の１を占める状

況にあります。村のほうとしては、あくまでも納税貯蓄組合は任意の組織というふう

に考えてございますので、単位納税組合は解散するというようなことはこちらからで

きませんので、その推移を見ていきたいという状況でございます。なお、ほとんどが

口座振替を実施しているような中身でありまして、納税貯蓄組合として現金を集めて

納付しているのは、６０組合のうちの２組合という現状にあります。なお、平成

２６年度に移る時点で１組合が解散しまして、現在５９組合での運営となってござい

ます。 

   続いて４９ページの、土地の表の中の鉱泉地、あとは池、沼に対するご質問でござ

いますが、鉱泉地につきましてはいわゆる鉱泉、または温泉地でございます。大皿久

保地内に１カ所、玉井の北上台地内に１カ所ということでの納税義務者数２人、２カ

所でございます。あと池、沼に関しましては、圃場整備されているところにはほとん

どないかと思うのですが、もともとの天水場とか、山岸にあるような田んぼのところ

には、ところどころに池とか沼が点在しているのがごらんになっていただけるのかな

というふうに思います。いわゆる個人所有の池、沼、これが１１１人納税義務者があ

るというふうな中身でございます。 

   続いて、５２ページでございますが、これについての収入未済額について、これか

らどういうふうにしていくのかというふうな内容かと思います。それぞれ村民税、法
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人村民税、滞納未納の事情はあるかと思いますが、一番に考えられるのが、まず納税

意識が薄いと。督促とか催告、面談する上でなかなか納税につながらないというのが、

納税意識がまず低いと。あとは、定期的な収入がなく、計画的納税ができない。あと

は、いわゆるゆとりローン、これは１９９８年、いわゆる平成１０年に改正になって

いるのですけれども、借り入れしてから５年後、１０年後に大幅に支払いがふえると

いうことで、住宅ローンを含め、それ以外の債券を優先していると思われるケースが

多々あるのではないかというふうに考えてございます。 

   あと軽自動車税に関しましては、いわゆる車検をしないということではないかと思

うのですが、いわゆる５０ｃｃのバイクとか９０ｃｃのバイク、あと農耕車について

はそれぞれ車検がございません。納税証明がなければ車検取れないということもあり

ますが、いわゆる放置しているようなもの、所在不明なものも中にはあるようでござ

いますし、車検が受ける必要がないからといって、そのまま納税をしていないのもあ

るようでございます。また車検の必要なものについては、納税をしないまま廃車にし

てしまうというようなケースがあるようでございます。いずれにしても、先ほど部長

のほうから監査意見に対する答弁の中でございましたとおり、それぞれの財産の調査、

あとは収入等の調査、あるいは預金等の調査、そういったものをやりまして、できる

ものから滞納処分を重ねていくと。また財産のない者については粘り強く交渉しなが

ら滞納額の圧縮に努めてきたいというふうに考えてございますので、ご理解を賜りた

いと存じます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） まず、７３ページの保育所の関係の質問にお答えいたしま

す。 

   一番上段の待機児童の解消を図ったとあるが、待機児童はないのかというご質問で

ございます。その上段と中段に、ごらんいただくとわかるのですけれども、②の保育

事務事業の中にありますように、定員が１４０名でございますが、１３６名、年間あ

ったと。実際、ゼロ歳児については２４名を１つの定員としているということがござ

いまして、年間を通じて待機者はございます。職員の体制等々を図りながら職員も入

れかえ等がありまして、なかなか満杯にできないところですけれども、職員、ゼロ歳

児の場合には３人に１人配置する必要があると。それから、１歳、２歳については基

準が５対１、５人に１人という基準がございます。２、３歳については２０人に１人、

なおかつ、１２時間やっているという関係で、常時四十六、七人、調理も合わせて、

そういった職員が必要になってくるということで、職員の確保と、あければすぐ受け

入れるという体制をとりながらも、常時待機者はございます。現在も、ゼロ歳児にお

いて６人ほどの待機者があり、１歳１人、２歳２人、３歳１人と、合計、現時点でも

１０人の待機者がございます。やめる方もいらっしゃるので、適宜補充をしていくと

いうふうなことで進めております。 

   以上でございます。 
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○議長（佐藤 悟） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（佐々木正信） ７番議員さんにお答えいたします。 

   １０５ページの、農地法第１８条通知書受理、合意解約の理由ですが、借り手の高

齢者に伴う解約が多いようです。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） １３９ページ、消防団員関係でございますけれども、消

防団員の報酬関係、団員で２万円というようなことでございますが、この部分につい

ては、今後内部での検討、あるいはそれぞれの立場での検討を加えながら協議してま

いりたいというふうに思います。 

   それから、それぞれ消防団員を入団させているような企業等につきまして、いろい

ろな優遇措置が講じられているという中ではございますけれども、村のほうといたし

ましても、県と一緒に企業訪問、消防団長を初め企業訪問しましてご理解いただくよ

うお願いをしているとか、また挨拶状を送付しながら御礼の挨拶をしているとか、そ

ういう対策もとっているわけですけれども、今後その優良企業との表彰とか入札の優

遇措置とか、そういったものについても検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

   それから、村の広報誌等に企業の広告等を掲載するというようなことも、あわせて

検討させていただきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １４７ページ、平和教育推進事業についてお答えいたします。 

   先ほど７番議員さんから、なぜ広島なのだと、長崎があってもいいんじゃないかと

いうようなことのご質問でありました。私もそんな気持ちを持っておったのですけれ

ども、今経緯を調べましたところ、２１年に広島市長の呼びかけで、平和市長会議に

大玉が加盟したと、そういったことを契機に、それをきっかけにこの事業が始まった

というようなことがわかりました。そういったことの加盟に至った経緯、それからも

う一つは距離の問題があります。大玉と研修地までの移動距離、それからそれと連動

していくのですけれども、移動に伴う費用とか、あるいは研修時間の確保、あとは昨

年度と今年度の復興というようなことで、復興が進んでいる神戸もあわせて行ってい

ます。神戸で学んだことも非常に効果があるというようなこと、そんなことを鑑みま

して広島が適切ではないかと、そんなふ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） ７番議員さんにお答えいたします。 

   まず、１４６ページ、コミュニティ・スクール推進事業の件であります。 

   成果を上げることができたかというご質問で、まずあります。成果等についてはな

かなか見えづらいものがあるかと思いますけれども、まず成果等については、コミュ

ニティ・スクールと表裏をなす学校支援地域本部のボランティアの登録数、活動数も
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年々着実な伸びを見せております。コミュニティ・スクールは少しずつではあります

けれども上がっていると。そのほかにも、コミュニティ・スクール、村民の意識の向

上が一番であると思われますけれども、平成２６年３月に行われましたコミュニテ

ィ・スクールについての認知度調査の件でありますけれども、知っている５７．８％、

聞いたことがある２９．７％と８７％、約９割の人が知っているというお答えであり

ます。また昨年行われました教育フォーラムでも、保護者が３３名、地域住民３８名

と前年と比べまして倍以上にふえております。同時に行ったアンケートでもコミュニ

ティ・スクールの認知度は昨年に比べ１０％ほど上昇しております。あと、啓蒙活動

等でありますけれども、もちろんコミュニティ・スクールの活動に関しましては、各

学校、園でのＰＴＡ総会での園活動の内容の紹介、村広報誌等での紹介、教育フォー

ラムを通しての発信、また全家庭へのチラシ配布などを行っておりますので、関心度

の喚起等については、１００％とは言えませんけれども、十分喚起はされているので

はないかと思っております。 

   続きまして１４８ページ、総合学習等であります。総合学習については、ここに森

林環境報告という言葉がありますけれども、活動の内容につきましては、村の伝統文

化継承、これは玉井小学校になりますけれども、予算、右側に今、１００万円ほど需

用費使っておりますけれども、小学生の伝統文化継承のための衣装の購入、あと大山

小学校においては高齢者疑似体験セットなどを購入し、児童生徒に体験をしてもらっ

ております。あと森林探検案内、小学生による安達太良登山などをこの中で実施して

おります。 

   続きまして１５９ページ、ふるさとホールの件であります。まずふるさとホールの

活動でありますけれども、１６０ページ、１６１ページ、微増ではありますけれども、

執行状況及び成果ということで、こちらのほうにお話会、また１６１ページのほうに

は年中行事の再現ということで掲載されておりますけれども、参加者数については、

２５年度につきましては、２４年度に対して５％の、微増ではありますけれどもふえ

ております。また年中行事の再現ということで、３５３名の参加者でありますけれど

も、昨年度は３４８、わずかでありますけれども、ふえております。このように着実

にではありますけれども、利用がされていると。 

   あと、先ほどありました、場所が悪いのではないかというご意見であります。確か

に、改善センターの影でわからない部分はありますけれども、村民の方は皆さんわか

ると思うのですけれども、他町村から来た方についてはわからない部分があります。

今後、道路等への看板と案内板を設置し、場所の案内を図っていきたいと思っており

ます。 

   あと１６３ページ、スポーツ人口の減少、またあと、そのスポーツクラブの発展性

とか地域性ということであります。まず、スポーツ人口の減少でありますけれども、

きのう村長もおっしゃったとおり、勤務地が福島市とか郡山市への勤務、また夜間勤

務、サービス業など、仕事の多様化が一番原因と考えられます。また趣味の多様化も

一因だと思っております。村では、スポーツクラブ、今盛んと実施されております
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１４クラブがあって、毎月毎週開催されておりますけれども、スポーツクラブの加入

者数も年々微増ではありますけれども５００人を超え、開催しているところでありま

す。あと毎月、運営委員会が開催され、毎月何人の方が参加、利用したという報告を

行っております。それについても年間の参加者数でありますけれども、前年対比で微

増でありますけれども、ふえているという状況であります。今後、魅力あるスポーツ

クラブがこれからできていけばいいと思いますけれども、今回テニスもあのような大

活躍を見せております。あとテニスコートも人工芝も新調された経緯もありますので、

今後ますます盛んになるのではないかと思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 今度、３回目ですので、村長に直接お聞きします。 

   先ほども言っておりますけれども、１３０ページの観光関係。村長、どのような考

え、若いころいろいろ話したこともありますけれども、ソフト面でぜひやはりこの中

世の歴史あるわけでございますので、そういった面でどのような意見を持っているの

か、直接伺いたいと思います。 

   あと１４６から１４７ページです。広島、長崎の件。私も思い出したのですけれど

も、やはり九州と中国地方で距離的に離れているというのはわかっておりますけれど

も、そんなにやはり、１人に直せば手がかからないと思うのです。いろいろ協定もあ

るかと思いますけれども、日にちも違いますし、１年ごと、８月６日と８月９日が原

爆の投下された日にちでございますので、その点も今後の課題としてもう一度見直す

ことができるのか、ないか、あわせて答弁していただきたいとともに、神戸のあのよ

うな大震災も過去２０年前にあったわけですけれども、やはりそこでの連携をとって、

広島なんだと言われてしまうと、何もしゃべる要素はございませんけれども、長崎だ

って何か雲仙の、やはり私も行ってきていましたから、雲仙の今、たしか残っている

のです。だから、そういったこともありますので、もう一度答弁をしていただきたい

と思います。 

   あと１５９ページのふるさとホールについてでございますけれども、やはりあそこ

に長くいたもので、こんな不便なところはないというような意見もあるみたいなので、

私も前に質問したのです、一般質問で。やはり、旧白沢村のような文化だの伝承して

みんなに見てもらうというようなホールというのは、やはり体育施設とのところにち

ゃんとありますので、何度も私言っておるのですけれども、こんな本当に、あんな日

陰と言っては悪いわけですが、あんなところにふるさとホールがあっていいのかとい

う観点から、やはり建てかえるとか、看板ばかりしてもだめですので、その辺をやは

りどのように考えられているか、村長の意見をお聞きしたいと思います。 

   ちょっと質問漏れしたのですが、１６２ページの駅伝関係。かつて、この県内を横

断する駅伝に、大玉村も最初走ったころ、すごく成績よかったのですが、だんだんこ

れ順位が下がってきています。いろいろ町村合併等もあって、村、町が減ったり、ま

た、まちが大きくなったところもありますけれども、やはりいい指導者がいないのか、
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走る選手がそれほど成績弱いのか、これ２つありますので、今後の方向性としても、

これ村長、教育委員長もやってもらって、この４点、どのような考えを持っているの

か、そうです、全部お願いします。 

○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。 

   まず、１３０ページの観光関係でございます。今言われたように、大玉には七ツ壇

という傾城壇古墳、二子塚古墳、産土、金山等々の７つの古墳、このうちの５つが今

現在残っておりますので、その辺を周遊するコースというのも当然できるだろうと。

このうちの２つは県指定になっておりますので、かなりすばらしいものだということ

で感じています。 

   古墳だけ回って観光というのもなかなか難しいので、やはり観光については複合的

に捉えなければいけないというふうに考えております。商工観光係を独立させて産業

振興課というふうにしましたのは、やはり入り込み、来ていただくということも非常

に大切だということで、大玉村の場合には空き家もなくて、Ｉターンというのが非常

に少ないというか、２人ほど入ったのが原発で出ていってしまいまして、そういうこ

とでやはり来ていただいて、大玉を知っていただいて、非常にいいところなのでここ

で住んでみたいとか、農業やってみたいという、本宮、特に二本松は１年間に１０人

も２０人も空いたので、新しい新規就農者が入っていると。ほとんど東和町ですが、

そういうこともありますので、やはり総合的に複合的に取り組むということが必要だ

というふうに考えております。 

   遠藤ヶ滝不動尊の赤不動の祭礼なんかも、昔は物すごい、１００人も２００人、

３００人、岳温泉からも出店があったり、郡山からも本当に人がいっぱい来たという

ような状況がありましたが、いつの間にかひっそりとしてしまいましたので、去年か

ら防災無線で流したり、チラシを流したりということで、ある資源をもう一度活性化

させるということが非常に重要だろうと。玉井神社のお祭りも非常に２台の太鼓台で

勇壮にやっておりますので、こういうものもＰＲ十分にできるだろうというふうに思

っていますし、あとは最大はやはり農業体験だと思っています。グリーンツーリズム

で農家民宿を、できれば今年中に１件でも２件でもというふうに考えているのですが、

なかなかお客をうちにいれるということに対する抵抗がありまして、いいところまで

いくのですが、最後に奥さんと相談するとだめと言われたりして、１件、２件少し話

をかけて進めてはいるのですが、そういうことで、グリーンツーリズムで農業体験と

農家宿泊、だめな場合にはアットホームとか宿泊施設に泊まって農業体験をしていた

だくとかということで、ふるさと納税の中にもそういう体験がありますので、組み合

せるということが非常に大切だろうというふうに考えておりますので、産業振興課、

商工観光係のほうで取り組みを始めておりますので、来年度あたりにはそういうもの

の結果が少しは出てくるのかなということも期待をしているところであります。 

   それから、平和教育、先ほど教育長言ったとおりです。広島市の市長が提案した市

長会議に参加をして、前の村長の時代に参加をして、非核宣言の村でもありますので、
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原発についての学習が必要だと。子どもに対するインパクトが、やはり原爆ドームと

か資料館を見るというのが非常にインパクトがあるので、１年ごとにしますと、どう

してもやはり原爆ドームを見ることのできない子どもが出てしまうと。私、教育長の

ときに、これ村長と相談をして決めさせていただいたのですが、広島にも派遣するか

という検討もしました。ただ両方は日程的にも予算的にも無理だと。やはり片方に決

めましょうということで、世界大会が大規模に行われる、マスコミ等の扱いも違う、

原爆ドームもあるということで、やはり１年に１回しか行けないので、広島がふさわ

しいだろうということで決めた経過がございますので、それだけはお伝えをしておき

たいと思います。 

   ふるさとホールは、確かに影になって見づらいということがありますが、今度県の

文化課長をやったり、県の県立博物館の学芸課長をやった日下部さん、館長として迎

えましたので、まだ来たばかりで新たな事業にどんどん取り組むというのは難しいと

は思いますが、なれて落ち着けば新たな事業に取り組んでいただけるだろうと、専門

的見地で取り組んでいただけるだろうという期待をしておりますので、そういう面で

村民に参加を促すということも一つの方法だろうと。持って前に出さればいいのです

が、なかなか、あれを移設、移築というのはなかなか大変ですので、あの脇に今度体

育館が、屋内運動場が倍の大きさで、ふるさとホールの脇まで出てきますので、それ

から改善センターのグラウンドを芝生化したいと。早ければ来年度にもしたいと考え

ていますので、人が集まる場所をあそこにつくり出したいということで、人が集まっ

てくれば、当然としてふるさとホールの利用も伸びるだろうというふうに期待をして

おります。 

   それから、図書システム、大玉村には図書館はありませんので、ふるさとホールに

サーバを置いて、学校、幼稚園、小学校等々の図書が、どういう図書があるかという

ものを全部ふるさとホールのデータ化をして、どこからでも検索して借りられるよう

なシステムをできればつくりたいというふうに考えていますので、そうすれば、ふる

さとホールの利用は飛躍的伸びるということもありますので、少し時間はかかります

が、徐々に、せっかく建てた建物ですので、活用を図っていきたいというふうに考え

ております。今、教育委員会で検討をいただいているところでございます。 

   それから、１６２ページの駅伝については、７番議員さん言われたとおりに、他市

町村が合併で、二本松なんかは、東和と二本松、安達、岩代と、それぞれ単独でもト

ップにいるような市町村が集まったので、そういう面では自立して単独でやっている

ところはやはり全体的には低迷しているという傾向がありますし、参加しなくなって

きた、会津のほうは参加しないというのがふえてきておりますが、我々としては、や

はり通過地点としては成績のいかんにかかわらず参加は続けていきたいと。一生懸命、

選手はやっておりますので、オリンピックではありませんが、一生懸命頑張った結果

はこれを受け入れるということでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。 
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○２番（押山義則） 決算審査意見書のほうから質問をします。代表監査委員、出席ご苦

労さまでございます、審査の意見の中から、この文言の中で事務事業における各種契

約、支出事務、それから管理事務、それらの執行について法とか関係法令なんかの村

条例、規則などなどを熟知し、適正な執行を望むとありますが、これはどのような状

況の結果から判断されて意見報告となったのか伺いたいと思います。 

   それから、一般会計のほうから何点か、お伺いします。先ほども質問ございました

１４８ページの納税組合、これは予算審議の中でも毎年問題提起になっております。

過去には廃止の方向で検討するとの答弁もいただいたことがございますが、いずれに

しろ、委員会の中でも廃止の方向の意見等がまとまっているような状況でありますの

で、再度検討願っておきたいと思います。 

   それから、１２７ページの森林再生、これは先ほどの答弁からもありましたが、民

有林の結局主体につくことでありますが、玉井財産区の区有林も対象になると伺って

おりました。それで、この全体経過の公表はどういう形でされるのでしょうか。その

点を伺います。 

   それから１５４ページ、この１５７、１５９、これ図書館事業なのであります。今、

村長からちょっと話がございました。これいろいろ努力されているのだと思いますが、

利用率がいずれのところも減っております。玉井小学校の貸し出しがふえているだけ

で、あとそれぞれふるさとホールになると大分前年比で比べますと減っております。

この辺の要因をどのように捉えておられるのか。そしてまた、図書教育の中で新たな

考えを伺いましたが、その辺をどういうふうに結びつけていかれる考えなのか、その

点、伺います。 

○議長（佐藤 悟） 代表監査委員。 

○代表監査委員（甲野藤健一） ２番さんの押山議員にお答えします。 

   まず、質問の件ですが、審査の意見の①関係。これらについては、毎月実施してお

ります例月出納、それと２月に実施している定期監査ということで、その辺の監査の

中で、指摘事項、改善事項はその都度指導はしていると、こういう内容を審査の意見

に入れました。 

   それで、総合的な意見として、ここに①を記載したわけですけれども、若干申し上

げますけれども、まず一時借入金というのが当初予算で議決をいただいていると思う

のですが、１０億円ということであります。これは自治法の関係で、２３０条第１項

ですか、これは。議会の議決をいただけるわけですけれども、それが運営されていな

いと。というのは、資金不足を財政調整基金から借り入れしている、運用していると

いうことでありますけれども、財政調整基金は翌年度の財政調整基金でありますから、

基金目的としての運用が必要かと思いますので、その辺は法的と自治法の。 

   あともう一点申し上げます。財務規則関係で、随意契約とありますけれども、これ

らについても財務規則に反して契約を行っている事例があったということであります。 

   あともう一点申し上げます。古い話になりますけれども、行政手続法というのがあ

りました。それらについては、もう十数年以上も前だと思いますけれども、行政手続
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法の中には、許認可というよりも事務処理期間というのが定められているものがあり

ます。その事務処理期間によって諸証明を出したり、いろんな各種の証明ということ

になりますけれども、それらの運営が図られていないということで、これらについて

も法的なものが。 

   あともう一点、契約書関係。契約書関係についても内容の不備があった事例があり

ました。 

   あともう一点、最後に審議会ありますけれども、いろんな審議会。そういう活用が

されていないものがあるというものを総合的に含めまして、今回の①の意見とさせて

いただきました。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   納税貯蓄組合関係で廃止の方向ということでございます。昨年の納税組合連合会の

役員の中でもそういった議題に上がりまして、その結果、各納税貯蓄組合にアンケー

トをとったといったところ、先ほどのような結果になってございます。なお、その

３００円とか５００円の関係、それらについては直接、私時点ではまだ聞いてござい

ませんでしたが、いずれにしても納税貯蓄組合の中でも納付書を配付するのみ、あと

は軽自動車税の車検対応の納税証明、あとは終わりのころの領収書の配布というのが

主になってございます。先ほどの７番議員さんのほうにも答弁させていただいたとお

り、納税組合が昔のやり方、いわゆる現金を集めて出納室なり金融機関で納めている

という現状は、２組合しかございません。そういった部分では、役場のほうから通知

をされる、通知の配布が主な業務になっているのかなというふうに認識をしておりま

す。 

   そういった中におきましては、２番議員さんがおっしゃるとおり、納税貯蓄組合の

いわゆる意義、あり方、こういった部分については毎年議題に上がるところではござ

いますが、何せ納税貯蓄組合自体が任意の団体でございまして、こちらから全て納税

貯蓄組合を解散するというわけにはいきません。そういった中では、縮小の方向をと

るか、それとも連合会を解散して単組だけで持っていくかという部分につきましては、

これから今後も十分検討しながら、どういった方向がいいのか、いずれ納税貯蓄組合

が口座振替の推進のときにかなり解散した経過もありますので、そういった部分を含

めて、これから今後、納税各組合長等と意見を交換しながら対応していきたいという

ふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに、１２７ページの中段の、福島森林再生事業で

ございますが、この対象林については、国有林以外の森林ということで、先ほど２番

議員さんからもありましたように玉井財産区、そして公有林ですか、これはもう対象

地域となります。公表ということでございますが、現在の繰り越し事業によりまして
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年度別計画についての発注事務を進めておりますので、これら年度別計画がいわゆる

委託業者から納入された時点で、これらの事業の概要について公表してまいりたいと

思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ２番議員さんに、１５７、１５８、１５９ページ、ふるさとホ

ールについてお答えいたします。 

   ふるさとホールの利用者の減少ということであります。特に、ふるさとの管理運営

ということで利用者数が、２４年度と比較しまして１４％の減少ということでありま

す。２３年度と比較すれば２４年度はふえてはいたのですけれども、２５年度につい

ては減少したということであります。まず、借りる図書の割合が少なくなったという

ことであります。去年は、２４年度と比較して図書の購入、要するに図書を購入する

予算が少なかったということもあり、新刊の購入が少ないのも一因と考えられます。

また全体的に、その下の移動図書館も同じなのですけれども、小学生の利用者の減少

というのは、ゲームをする時間はあっても全国的にもやはり本を読む時間というのが

全体的に少なくなっているというのが全国的な傾向だと思います。今後、この減少の

歯どめになるかと思いますけれども、先ほど村長が申しました図書館情報システムな

どを導入することによって、また新しく、子どもたちへの本に対する価値観とか興味

が湧いてくるものかという期待もあります。早急にこの導入に向けて進めてまいりた

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） 代表監査委員、答弁ありがとうございました。当局、村長に伺いた

いのでありますが、この５つの問題点への指摘、ございました。これらのこと、どう

捉え、どう対応されたのか、改めて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   その都度指摘をいただいておりますので、それについて是正をするということでお

ります。ただ、一時借りの場合には利息がつくと、それからあと財調の場合には自分

の金を使うということで、長年これはずっと行政で何十年もやってきた手法でござい

ますので、その辺については少し検討をさせていただいて、どういうふうにするかと

いうことで、来年に向けて検討したいと思います。 

   あと随契の関係等については、１社随契とかそういうものもございましたので、こ

れについては内部的にやむを得ないというか、一番有利だということで、そういう方

法で実施をしているわけですが、やはり原則として２社以上と、複数というのはござ

いますので、今後はそういうふうにやっていきたいというふうに考えております。 

   それぞれ審議会についても、水道と上下水道、農集排の審議会、それぞれ別々にあ

るわけですが、上下水道課としてこの２つの審議会を同一メンバーで統合しようと、
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これ条例で設置が決まっておりますので置かなければならないのですが、別々なメン

バーで別々に会議を開いておりますので、それを同一メンバーで１回で両方の会議を

開くというようなことの、まず１つの例ですが、機能していないものについては廃止

もしくは統合するということで、既に指示をしているところでございます。行政手続

とか契約等の不適切な部分等については、その都度、ご指摘を受けたことについては

是正をするということで対応しています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） ９月本定例会、決算議会とも言われます。本日は代表監査委員さん

にも同席していただきました。まことにご苦労さまでございます。何点か、意見書並

びに決算書の中で質問してみたいと思います。 

   監査委員さんの意見にもありましたが、やはり未済額がかなりの額になっていると

いうことで、それぞれの議員さんからもご指摘がありました。決算書を見てみますと

７，８００万円ということだそうでございますが、税収が約８億円そこそこで、約

１割弱が未済額ということは、非常にこれは憂慮しなくてはいかんなというふうに考

えております。そのいわゆる収入率向上に向けてはいろいろ諸々努力されていると思

いますが、ここで指摘されております関係法令または滞納処分ということもございま

す。いち早くこの状況をやはり把握して滞納処分に入るべきであって、既に遅しとい

うのが多々あると思うのです。その辺の、いわゆる状況を早く察知して事に当たると

いうのが賢明なのかなというふうに思っております。なかなかこの銀行関係の一番抵

当、二番抵当等もございますが、昔においてはいわゆる行政の税が、例えば４番、

５番であっても一番に繰り上がるという時代はあったわけでございますが、昨今は全

くそれはなしと、早い者勝ちという状況だと思います。ですから、いろんな状況、情

報を密にして、その辺に注視をして滞納処分を行うべきだという観点から質問してお

きます。どのようになされて努力してまいるのか、伺っておきたいと思います。 

   次に、４ページの義務的経費の欄がございます。４ページの真ん中から下段で歳出

の状況というところでございますが、義務的経費は約１５億２，０００万円というこ

とで、前年度に対して約６，１９５万円アップしたということであります。結局、こ

れは人件費、それから公債費。公債費については若干減っています。この点はいいな

と思いますが、やはり人件費も減っているのですね。人件費、公債費は減っていると。

ただ扶助費が伸びているということですね。扶助費が非常に大幅、４１．２％増加し

た。この要因なんですが、成果報告書の中で見ると、福祉関係の障害福祉サービス給

付が補助費から扶助費と変更になったことによるということが書かれております。こ

のことはどういうあれなのか、ちょっと詳しくこの辺の福祉関係、説明願えればなと

思っております。 

   それから、５ページの主要財務指標というのがございます。おおむね健全な経済だ

というふうに言われております、財政力、公債費率、準公債費率もそれぞれ下がって

おります。ただ……。 
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○議長（佐藤 悟） これ、どの表で言っているのですか。何ページ、何ページと今、成

果報告書と監査があるのですが。わかりますか。 

○５番（鈴木宇一） プロだから皆さんわかるでしょう。財務指標の欄、経常収支比率が

８４．９％。これは年々ふえているという状況です。やはり、このいわゆる経常収支

比率というのは見逃せないです。この辺を今後どう改善に向けて努力されるのか伺っ

ておきます。 

   それから、決算書の９８ページ、先ほど差しかえの文書が入りました。基金でござ

いますね、これは。庁舎建設基金の現金がいわゆるマイナスになっているのかと、

２４万９，０００円。この３３万４，１００円から３３万３，７５２円から２４万

９，０００円マイナスだと。それから、大玉の復興基金の２３万８６０円から２３万

４３１円、４３万３，０００円の訂正ということでございますね。しかし、これは前

年度のいわゆる期末、それが当年度の２５年度の期首にこれは上がってしかるべきで

あって、数字の間違いということは、これはあってはならない。とすれば、前年度が

修正すべきだったのかどうか。いずれにしてもこの数字はどこでどのように修正され

ているのか。この辺についてお尋ねしておきたいと思います。 

   それからもう一点でございますが、土地及び建物の中の財産、ございますね。

９４ページでございます。決算書９４ページの田畑がございます。この田畑というの

は、地方自治体においては農地の所有というのは禁止されているという観点から、こ

の面積については用地変更なされたのかなとも考えますが、しからばこの面積はどこ

へどのように行ったのか、これゼロ、ゼロになっていますが、その辺についてもお尋

ねしておきたいと。 

   とりあえず、その点についてよろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えをします。 

   まず、財務指標、５ページ意見書の話ですね、経常収支比率の関係でございます。

意見書の５ページです、経常収支比率。これが８４．９％ということで、前年度に比

して２．７ポイントアップしたと。これらに対しての今後の対応、改善ということで

ございます。この中身につきましては、５番議員さんがおっしゃられるように、この

経常収支については、これだけ自主財源といいますか、硬直度といいますか、それを

示す指標であります。この内容につきましては自主財源、それらについて特に税の関

係でございますが、そういった収納率のアップを図ることや、あとは経常経費の中で

削減できるものは削減していくと。そして、必要な事業には必要な財源をしていくと

いう、そういっためり張りのある財務の執行、そして適正な運営ということになろう

かと思います。いずれ、この経常収支比率については、今後とも念頭に置きながら財

政運営を図っていきたいというふうに考えてございます。 

   それから、決算書の９８ページ、基金の関係でございます。これらの庁舎基金と、

それから復興基金の部分でございますが、訂正の段階で申し上げましたが、この前年

度末、前年度の現在高です。この中には２６年５月ですか、その利息分が含まれてい
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たということで、その分は差し引いた額で、合わせまして３億３，３７５万

２，０００円とございますので、最終的にこの右側の決算年度末現在高、これは変わ

ってございませんので、この真ん中の増減、これが変更になったという内容でござい

ます。これについては分庁舎、それから保健センター、こういったところで支出をし

ているものでございます。なお、次の復興基金につきましても同じ考え方でございま

して、２億３，０８６万４，０００円が２億３，０４３万１，０００円ということで、

これも利子がこの訂正前には入っていたということで、これは、利子分は当然２６年

度の分ということで、このような訂正をさせていただきました。なお、この

１，２００万円の中身については復興基金でございますので、ホールボディカウンタ

ーとか福島復興の基金、特別基金とありますが、これらの保証料、それらの保証の支

援ということで使用させていただいております。 

   次に、決算書の９４ページになります。９４ページの田、畑、これらはどういった

形でどのようになったかということでございますが、９４ページにありますように、

田の８，３６８平米につきましては、大山小学校駐車場と産業振興センター、これら

の取得をいたした面積、それから畑につきましては改善センターの北側の駐車場、こ

れらの用地を協力をいただいたもの合わせまして９，６９４、これが前のページの普

通財産が三角で、行政財産のほうに振り向けたという内容になってございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをさせていただきますが、今の総務

部長のほうの答弁で一部訂正をさせていただきたいと思います。 

   期首の基金です、前年度末現在高、こちらの関係でございますけれども、これにつ

きましては、５番議員さんのおっしゃったとおりでございまして、まず庁舎建設基金

です、これ訂正させていただきました訂正前、３億３，４００万１，０００円、これ

につきましては、当然２４年度決算書の期末現在の現在高になります。年度末現在の

現在高になるわけでございますけれども、この数字と、大玉村復興基金の前年度末現

在高、これが当然２４年度の年度末現在高の数字の記載の誤りということでございま

した。これにつきましては、お手数でも成果報告書の３５ページをお開きをいただき

たいと思います、申しわけございませんが。 

   ３５ページの中段にあります２１９基金の積み立て事務事業、この下に基金の現在

高という表がございます。ここを見ていただきまして、左側の平成２４年度末現在高、

ここで庁舎建設基金が上から３段目にございます。数字で申し上げますと３億

３，３７５万２，２７４円、この数字が本来は、この表に記載されるべきものでござ

います。さらに、大玉村復興基金、その下にございますが、同じく２億３，０４３万

１，１４０円、この数字も１，０００円未満四捨五入ないし調整がございますので、

必ずしも一致はしませんが、こういう形で記載がされるべきであったということで、

突合をかけました際に誤りが見つかったということで、今回修正をさせていただいた

ところでございます。 
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   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   収入未済額の関係でございますけれども、おっしゃるとおり、差し押さえ等につき

ましては、情報をいち早くというような点は、本当に重要だというふうには感じてお

ります。住宅等を建設した場合、一番抵当というと、大体金融機関が一番抵当になる

のかなというふうには思いますが、それ以降差し押さえ等を行うような場合、関係機

関、課内、村内の情報、そういったものを総合しながら、いち早い情報の収集に努め

てまいりたいというふうに考えております。 

   全体を通して、財産の調査、あるいはその就労状況、給与、それから預金の調査等、

こういったものを小まめに行いながら徴収努力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） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ５番さんに、先ほど成果報告書の５ページ記載の扶助費の

関係です。負担補助費から扶助費へということで、これにつきましては児童手当、そ

れから障害者のほうでは、今までフレンドリー等々に関して補助金を出しておりまし

たが、これが自立支援給付費、扶助費のほうに移行いたしまして、そういった関係で

全体的に伸びたと。フレンドリーに至っては、全てが補助から給付費のほうに移った

ということが要因と考えております。 

◇          ◇          ◇ 

○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４２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後２時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 引き続き、一般会計の質問。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 平成２５年度の災害対策本部の委託料の件でございますが、これ

については９月議会で一定程度お聞きしようということで申し上げてきました。それ

は村長からも、去る５月２８日でしたか、環境省が来て、もう一回安達地方に減容化

のあれをやるという前に時間をとって、そして説明がなされました。 

   その際、私、細かい数字は書いておきませんでしたが、いずれにしても私の、いわ

ゆる須藤メモでは、監査委員からの目的外支出が指摘された点について、あれこれの

理由を述べたが、いずれにしても監査の指摘は重いもので、したがって、執行側での

支出を行い、是正したと。これについては随分反省もし、おわびするので、ご理解と

ご協力をお願いしたいというような趣旨の中身でありまして、細かい数字も言ったか

と思いますけれども、私そのものは、細かい数字よりも、そのこと自体のほうが問題
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だというふうに思ったので、数字は書いておきませんでした。 

   そしてその後、それ以前の、もう一回よく監査意見を見てみますと、そうした問題

があったと、したがって、平成２６年の予算の中で、そうしたものはそれぞれに組み

直して、そして出すべきだというような指摘だったかと思います。 

   したがって、それらについては、どこでどのように示されるのか、あるいはまた、

そのことについてはペーパーか何かで示されるのかどうかお尋ねいたします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   私、議会でも謝罪をさせていただきました。その後、詳細についてそれぞれ不適切

だと指摘されたものについては、一般会計のほうに全て組み替えをし、その詳細につ

いては、監査委員会のにその詳細を示して是正されたということで了解をいただきま

したので、通常だと、これについては来年度の決算議会で成果報告のほうに当然上が

るだろうというふうに感じておりますが、議会としてどういうふうにそれがなされた

のかということの要求があれば、別にこれは是正は済んでおりますので、了解をいた

だいていますので、公開について示すことについてはやぶさかではございませんが、

一応、それぞれ詳細、細かくそれぞれの交際費、それから一般のほうということで、

会計上これを了解していただいて、監査も済んでおりますので、了として、とりあえ

ず終わったと、是正終わったというふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） とりあえず終わったと。監査のほうの了解もいただいたというこ

とでございます。それについては、したがって、そういうことについての、議会に対

してはお知らせは、議会全体の要望でなければできないということですね。個人でな

くて。議員でなくて議会としての要望ということでなければ出せないということです

か。 

   さらに、私は特に、一つだけ指摘しておきたいのは、六次化というのは全く全国ほ

とんどのところで、震災があろうがなかろうが、どこでも取り組んでいます。だから、

災害の委託料の中からなんていうのは、とんでもない。飛躍も何も甚だしいというふ

うに、特に私、その点思います。六次化はどこでもやっているんだから。そういうこ

ともあわせて、さっきの話で、議会の全体の意見でなければ、その是正した中身につ

いては出せないということなのかどうかということです。 

○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。 

   まず、六次化の関係については、今回の平成２５年度の予算措置の六次化について

は、震災からの農商工業復活活性化事務事業の中で、この事業を取り組んだというこ

とですので、通常の産業振興での事業取り組みということではなくて、震災復興絡み

で六次化を進めるということでしたので、その震災の災害関係というふうに結果的に

は拡大解釈をして、こちらのほうから出したということですので、出す時点では震災
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絡みだからということでしたので、その辺はご理解をいただきたいと思います。 

   それから、あと、今までの議会の場合には、そういう資料を提出する場合には、議

長から出しなさいということでやるのが議会の調査権の問題でしたので、私は原理原

則を述べましたので、出せないと、出したくないということではありません。監査委

員の了解を得ておりますので、これは当然に今までの原理原則を述べただけですので、

出さないとか出したくないということではございませんので、ご理解をいただきたい

と思います。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ３回目だね。 

   今、それぞれお話あったとおりでありますので、ぜひ議会にはそうしたものを出し

ていただくように、議長にも取り計らいをお願いをいたします。要望をいたします。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） 成果報告書の７４ページをお願いします。 

   一番上の６行目、「提供する全食材等の検査を行うことで、安全安心な保育の実施

が図られた」ということでございますが、これらの検査の結果、全く問題なかったと

いうことなのか、あるいは問題あったとしてもそれは除外したということに理解して

いいのか、それについて伺いたいと思います。 

   ７５ページの中ほど、福島県総合医療情報システム運営費負担金、ありますが、こ

の中で、「各種救急医療情報や」となっておって、緊急時の体制の確保ができたとい

うことでございますが、あくまでも緊急時の体制なのか、救急はこの場合考えていな

いということなのか、救急時の体制も確保できたというふうに理解していいのか、緊

急と救急の関係でお答えいただきたいと思います。 

   それから、９３ページの一番下、特定不妊治療助成、実施されているようでありま

すが、実件数、延べ件数あります。この結果、どのように把握されているのか。結果

について伺いたいと思います。 

   それから、１０３ページの一番上の勤労者互助会、これ内容について把握していな

いんですが、この会員の中に村職員、あるいは公務員、あるいはＪＡ職員を除いた会

員が何名ほどいるのか。そしてこれだけの会員はいますが、実際、例えば総会等もあ

ろうかと思いますし、何か事業があろうかと思います。どれだけの参加率というか、

どれだけの方々がこの互助会の会員として活動されているのか、それについて伺いた

いと思います。 

   それから１１０ページ、産業振興センターの放射性物質の簡易測定、これ簡易測定

で、そして問題なければ、そこでそのまま販売するという方法をとっているがゆえに、

このような安全な農産物の販売に努めたということだろうと思いますが、あそこに持

ってきて、測定下限値未満というものばかりだったか、あるいは何件かは販売しない

で持ち帰ったというような実態があったかどうか、それについて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） ８番議員さんにお答えいたします。 
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   まず、７４ページ、保育所の給食食材の放射性物質の調査に関してでございますが、

放射性物質の検査については、製造されたもの、つくられたもの、これを全て１日分

の食材をまぜて検査をするという方法でやってきておりまして、全てＮＤということ

でございます。 

   続きまして７５ページ、総合医療情報システム関係で、緊急時の体制の確保ができ

たという表現になっていますけれども、救急の関係はどうだというご質問だと思いま

す。これは２５年４月から稼働しております。このシステムの目的概要でございます

けれども、通常の救急医療に限定した救急医療情報システム、これはもちろん対応し

ております。それから災害医療情報に関する全国共通の情報システムである広域災害

救急医療情報システム、これらもカバーしています。それから周産期医療体制を側面

から支援する周産期救急医療情報システム、これの対応もしております。さらに県内

の医療機関、薬局の情報を県民に提供する医療機関情報システム。ホームページにも

アップいたしましたが、リンクできるようになっておりまして、ただ、まだ広報が少

ないので利用者等については、どれくらいアクセスしているかというのは、まだこれ

からの対応になりますけれども、病院、診療所、歯科診療所等々を探せる救急夜間急

患センターとか、それから自宅を登録していただければ、あとかかりつけとか、行き

たいところの医療機関へのアクセスルートの確保であるとか、薬局、助産所、それか

ら相談窓口の一覧、こども救急電話相談であるとか、医療相談の窓口、これはいろい

ろな手続等々も含めてですけれども、それから認知症の相談窓口であるとか、感染症

情報であるとか、さまざまな情報について、情報を一つのシステムとしてでき上がっ

たものでございます。なので、質問の救急時についても当然、対応できているという

ふうに考えております。 

   それから９３ページ、特定不妊治療でございます。助成３件、延べ５件。結果は、

ということでございます。結果につきましては、２５年度の関係では妊娠が１、出生

が１、２６年１月に出生しております。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんに１０３ページの勤労者互助会の会員数１２４で

すが、この中には村職員は数値的には入ってございません。ＪＡ職員ということもあ

りましたが、ちょっと数字把握しておりませんので、後でお知らせいたします。 

   続きまして、１１０ページでございますが、産業振興センターの放射性物質簡易測

定器による検査の結果ということで、下限値、そして持ち帰り等があったのかどうか

ということで、簡易測定器でございますので、あくまでもこの場ではかって５０を超

えたものについては、高倉農業総合センターの測定ではかるということで、持ち帰り

も、そちらの農業総合センターへ持ってはかったものもございません。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） ７５ページ、そういうふうな体制の確保ができたということでござ
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いますが、その体制をおのおの村民が利用できるのかどうか、利用するとすれば、ど

ういう方法で利用できるというようなことをきちっと広報で示してしかるべきかなと

いうふうに思っています。 

   ただ単に、村はただ負担するだけなんだということなのか、その辺もうちょっとお

聞かせいただきたいというふうに思います。 

   あと、９６ページなんですが、一番下の予防接種の種類、ロタウイルスワクチン、

これ昨年度より２５年度のその接種率が、かなり多くなっていますよね。これ、なぜ

こうなったかということで、要するに職員の説明といいますか、職員の勧誘といいま

すか、勧めることによって、こういう結果が出たのか、あるいは自然にこうなったの

か、その辺の件について聞きたいなというふうに思います。 

   それから、大玉村の互助会の会員の関係、要するに公務員とかＪＡの職員とか、そ

ういう方々がどのくらいこの中にいて、実際、普通の、普通のと言ってはなんですが、

それ以外の従業員というか、職員というのはどういうふうになっているのかなという

ことを知りたくて聞いたのです。ですから、今ちょっと聞き取れなかったものですか

ら、もう一回、この１２４名の職種別といいますか、大ざっぱでいいんだから、それ

ちょっと示していただきたいなというふうに思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんに再度お答えいたします。 

   まず、先ほどの７５ページの総合医療情報システムの広報の関係です。 

   先ほども若干触れましたが、ホームページにアップしてリンクできるようにしまし

た。しかし、今おっしゃるとおり、こういうものができていて、こんな利用ができま

すよという広報は、現在までしておりません。したがいまして、早急にこういうもの

があるということをお知らせしながら、活用できるように取り計らっていきたいと思

います。いずれネット上での話になりますが、これは住民ばかりではなくて、我々が

住民からの相談に応じて対応もできるということでございますので、私たち職員、全

職員もわかるように、それから住民の方もわかるように広報等を媒体にしてお知らせ

をしていきたいと、このように思います。 

   次に、９６ページのロタの関係の２４年、２５年の比率の問題の件ですが、２４年

に初めてロタ導入しました。１１月からということもあって、実は２４年度のこの受

診率についても、平年に換算して受診率を出していたようです。実際は５０％近い受

診率で、対象者は実人数１１月以降は３３人しかおりませんでして、そういった点で

１７人から１６人ぐらい受診あったので、５０％近いんですが、２４年度満年度にし

た対象者で割り返した関係でこういう数字になったと。２５年度においては、これ満

年度化されていますので、こういう９４％とか、９０％近い受診率になっているとい

うことでございます。対象の年齢、ここに記載しておりますが、６週、２４週という

こと、それからワクチンによっては３２週までということになっていますけれども、

どうもそれを超えてしまった人もあるので、なかなか２５年度並みの数字にはならな

いと。来年度以降、同じような数字、あるいはそれを超すような数字になるよう勧奨
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を続けていきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんに１０３ページの勤労者互助会の会員の職種等と

いうことでございますが、これは村内の中小企業でございますので、職種で申し上げ

ますと建設業、製造業の方がほとんどでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐々木市夫） まずもって、きょう、代表監査委員、大変忙しい中、説明員とし

てのご出席をいただきました。先ほど来、的確な具体的な答弁も含めて、大変我々議

会としての活性化につながったなというような形で、感謝申し上げたいと思います。 

   そこで先ほどとダブりますけれども、審査の意見の村税の収入未済額について、先

ほど当局から答弁ありましたけれども、これほとんど毎年出てくるんですよね。です

から、改めて代表監査委員として所見がもしあれば、なければ結構ですけれども、改

めてそのことをお願いしたいと思います。 

   あと５ページで、監査意見の報告で、実際的には当局で答弁をお願いしたいと思い

ます。主要財務指標の年度別推移というような形で、財政力指数は別な議員さんから

あった経常収支比率、これ年々２３年度から伸びてきているんですよね。経常収支比

率の話から考えると、都市部で大体８０％、我々町村で７０％を超えると弾力性を失

われる可能性があるというような形で、非常に、この辺からする、と既に７０％以上

超えているということであれば、この現実とこの原因と、当局はどのようにこれを理

解して、また、それを改善しようとしているのかについてお伺いしたいと思います。 

   あと、先ほど配られました正誤表、９８ページについてのことについて、基金につ

いてお伺いしたいと思います。 

   まず１つは、財政調整基金、５億５，５１２万８，０００円で、おかげさまで今年

度少し積み増しできました。通常ですとかなり減ってきているのかなと思ったんです

けれども、ありがたいことですけれども、現実的には、この財政調整基金、本村の標

準財政規模、それの１０％がおおむね目安という形であれば、この積立基金の現在高

は村として妥当と感じているのか、ほかの市町村はどのくらいの基金を持ちながら村

政を執行しているのか、その辺についてもお伺いしたいと思います。 

   そのずっと下の減債基金、これらについては、地方債の償還及びその信用の維持と

いう形で、義務的経費であります、これは。ですから、それにつきましても基金その

ものの積立金額は、ちょっと少ないのかなと。ちょっと心配なところあるわけですの

で、この辺の見解についてもお伺いしたいと思います。 

   その下のあだたらフレッシュ基金、以前にも議会でも話題になりましたけれども、

既に底をつく段階になりつつあります。恐らく２６年度でかなり。その後の見通しと、

これらについての、このまま継続するかの意志も含めて、あるのかどうかお伺いした

いと思います。 

   下のほうに行きます。大玉村復興基金。先ほどありましたけれども、その下の災害
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対策基金。ちょっと間違っていたらごめんなさい。大玉村復興基金から災害対策基金

に組み入れしたというのか、そういう形で設けられた、２３年度に設けられた基金か

なと思います。それぞれ積み増ししていますけれども、そのこと自体の整合性とこれ

の利用状況について、あわせてお伺いできればと思います。 

   それでは、あと成果報告書のほうから何点かお伺いしたいと思います。 

   まず、３０ページの総務費の１番、ふれあいセンターの利用状況、これについてお

伺いしたいと思います。これ見ますと、北部、西部、東部、月別年間の利用人数、団

体、それぞれ載っております。突出して北部が利用しております。その他、西部、東

部はちょっと実際的にこの人数では利活用、活発な活用はしていないのかなと（聴取

不能につき不明）されます。先日、玉井のほうの１区、２区、３区のほうから陳情書

も出ましたけれども、このようなふれあいセンター、今後建設するに当たって、現状

のこの数字を見ながら促進策を村で考えているのか、この現状で、これでいいと理解

しているのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 

   ３１ページ、下のほうに（３）の国道４号沿線開発誘導整備促進対策とあります。

４号沿線、先ほど今議会での村長の答弁で、４号線沿線も工業地帯にしながら開発を

図っていくんだという答弁がありました。いずれにしても長い間、この４号線沿線、

商業地域として位置づけはしておりますけれども、都市計画の開発の兼ね合いもあり

まして、なかなか企業誘致は進まない。今回、企業立地助成も含めて、もう少し期待

していたんですけれども、残念ながら２５年度も、そのような大幅な増加はなかった

ということであれば、どういうふうな原因で、改めて現状をどのように認識しながら、

２５年度もどのような、このような誘致の営業もしたようですけれども、その辺につ

いての反省も含めて答弁願えればと思います。 

   ３８ページ、あと１００ページともちょっとダブるんですけれども、再生可能エネ

ルギーについてお伺いしたいと思います。 

   １００ページもあわせて見ていただければありがたいと思います。今回再生可能エ

ネルギーで研修をしたり、先ほど監査の話題にもなりましたようですけれども、その

辺のことはまた別として、もう意見が出ておりますので。改めてこの村、再生可能エ

ネルギー推進の村というような形で、それぞれの推進協議会もできているようですの

で、その辺の活動状況、特に１００ページについて、その活動状況についてお伺いで

きればと思います。 

   ６３ページ、一回ここまでにしておきます。 

   男女共同参画推進事務事業、これ何年か前に大玉男女共同参画推進計画が策定なさ

れました。特にこの村内では、磐青の会等が活発にと理解しておりますけれども、ま

さに今、この女性が社会参加の時代というような形で、その割には、うちの村、この

辺の推進、団体も含めた活動がそんなに活発ではないのかなと理解しますけれども、

この男女共同参画を推進していくために、方策があればお伺いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 代表監査委員。 
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○代表監査委員（甲野藤健一） ６番佐々木議員に申し上げます。 

   まず、意見書の２ページの第６、審査の意見②の関係です。 

   村税、健康保険税、これが年々ふえるばかりという状況にあります。ただ、この中

には執行停止をかけながらいただいていると、執行停止は時効は５年ですから、税の

場合は。５年の間に１００円でも２００円でも入れてもらえば、執行停止がかかると、

時効が先延ばしになると、こういう事例がいっぱいあります。それと、７番議員さん

にも申し上げましたけれども、不動産を差し押さえして、そのままのものがいっぱい

あると。というのは、銀行が先に持っていくでしょうが、銀行が動かないと、うちの

ほうが動かないというような状況かと思います。やはり、銀行さんとも相談しながら、

滞納処分を、不動産の競売をしない限りは解決にはならないと。やはり動くというこ

とが一番大切だと思っています。その辺、その２点が私個人としては気づいた点であ

ります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、経常収支比率の８４．９％、これらの原因と改善ということでございますが、

ご承知のように経常的比率につきましては義務的なものがありまして、人件費を初め

扶助費、公債費、こういったものが通常かかるもの、経常的にかかるんだという内容

でございますが、強いて言えば人件費のものも課題かなと思っております。これにつ

きましては、今後財政計画なり人事管理の改革の中で、これはことし財政計画をつく

る、検討する時期になってございますので、その中を含めて改善に向けて努力したい

と考えております。 

   それから、決算書の９８ページの各基金の内容でございます。 

   まず、財政調整基金、５億３，５００万円、これがどうかということでございます

が、財政規模からいけば、例えば２７億円あれば１割ですと２億７，０００万円、

２割ですと５億円ということで、大体財政規模からいくと２割の基金があると。この

妥当かどうかというのは、多ければいいわけでありますが、市町村によっては、これ

以上、何倍もなっている市町村もありますし、現在の大玉村においては５億円という

ことでございます。 

   それから減債基金、これらについても少しでも利息しか積んでございませんが、財

調基金と合わせた中で少しでも積めればいいというふうな考え方を持ってございます。 

   それから、あだたらフレッシュ基金、これにつきましては、２６年度でほぼ基金が

なくなるという見通しでございまして、その継続については、特に海外派遣とか、そ

れから地域づくり、そういったものをやってございますが、２７年度に向けてこれは

検討、いずれ基金がなくなったから、すぐ終了という、そういうことはいかがなもの

かと思いますので、どういった形になるか検討でございますが、何らかの形で継続を

検討してまいりたいと考えております。 

   それから、一番下の復興基金について、災害対策基金のほうに振り向けられないか
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というお話かと思いますが、それぞれ復興基金の目的と災害対策基金の目的は、これ

は別でございますので、それを流用なり別に組み替えるといいますか、ほかに回すと

いうことはできないようになってございます。 

   それから、成果報告書３０ページのそれぞれの利用について、いろいろと利用いた

だいているところですが、特に西部ふれあいセンターについては昨年に比べて結構少

なくなってございます。いずれにしましても皆さんができるだけ利用できるようなこ

とで考えてはございます。そういうことで、これからも利用促進を図ってまいりたい

というふうに考えてございます。 

   それから３１ページ、国道４号線の沿線の整備関係でございます。これは前に村長

からも話ありました。あそこの沿線を今後、別な形で企業誘致ができるような形で推

進していきたいということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   それから、３８ページと１００ページということですが、これは福祉環境部長のほ

うで答弁します。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   まず３８ページ、１００ページ、再生可能エネルギーの関係で、特に審議会、協議

会の活動状況というお話ですが、２５年度については一度だけで、本年度については、

まだ開催しておりません。この再生可能エネルギーをどのように計画していくのかと

いうことでございますけれども、水、風、光、それからバイオマス、このバランスを

どう組み合わせていくのか、この計画等々について策定をするための会議でございま

すが、これまでの実績、主に太陽光設備が圧倒的でございますが、２５年度までの戸

数１４７戸、６７６．９１。それから、公共施設は３カ所で７２。全体で

８４８．９１キロワットアワー。年間発電量にすると１００万キロワットを超えるだ

けの設備になっていると。普及率からいうと、まだ６％なんです。こういう点も踏ま

えながら、いわゆるベストミックスという話がありますが、大玉村におけるベストミ

ックスをどのように考えていくか、こういったことを今後推進協議会の中で協議して

いただきながら、計画を定めていきたいと。これから、小水力等々についても設備さ

れると。そういった点で、さらに普及が可能であれば、どういう方向性がいいのかと

いうことを、推移を見ながら検討してまいりたいというふうに思います。 

   続いて６３ページの男女共同参画の件でございます。 

   ここでは、具体的に推進方策についてどうなのかというようなことがございました。

国とか県においても、あるいは職場においても、それぞれこれらについては男女共同

参画推進法に基づいて、それぞれの推進計画、定めることになっておりまして、村で

も定めました。一定の職場では、職場でも定めなければなりません。例えば管理職の

登用比率であるとか、市議会の登用率をどうするのかとか、政府としての目標等々も

ございますけれども、大玉村においては、比較的女性の参加というのが非常に多いと

いうふうに印象を持っています。目標を定めるべきなのかどうかということは非常に
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微妙な問題だと思っています。例えば職場の中で女性３０％の管理職といっても、全

体的な比率からいってそういうことが可能なのかとか、さまざまな問題あるので、数

字目標だけがひとり歩きするようなことはないようにしていかなければならないので

はないかと思います。ただ、一般的に地域社会でも、それからその職場等々において

も男女共同参画という趣旨が十分に浸透していくように、我々も女性の団体の皆さん

が中心になって開いている集い、そういったものの意見なり活動状況を踏まえて、今

後一層推進してまいりたいと。なかなか決め手となるようなことはございませんが、

あらゆる機会を捉えながら男女共同参画社会ということのアピールをしてまいりたい

というふうに思います。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。３番。 

○３番（武田悦子） 成果報告書の３８ページの一番下の再生可能エネルギーについてで

ありますが、昨年２５年度で再生可能エネルギーの小水力発電の測量を行ったと、今

般の行政報告の中で、詳細設計が終わって補助事業を探しているということでありま

したが、その見通し。本来なら私はお金があってはじめて事業に取り組むのかなとい

うふうに思いますが、その補助事業、いま探しているということでございます。その

見通しはいかがなものかお答えください。 

   あと教育費の中で、これまで震災、原発事故以来、子どもたちの体力の低下が指摘

されてまいりましたが、教育委員会の各種事業の中で子どもたちの体力向上に向けた

事業、特にこれがそれなんだというような事業が、この成果報告の中に載っているの

かどうか。そしてまた、今後それら、これは子どもたちのための体力向上につなげる

事業であるというような事業の予定があるのかどうか、お聞きをいたします。 

○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。 

   成果報告書の３８ページ、再生可能エネルギー、水力発電の関係でございます。 

   補助事業、今、昨年からこれらの設計の段階からも国、県に要望を何度も行いまし

て、また国のほうからも、その説明においでになったりしまして、いろいろ今探して

はいますが、現段階においては、この補助事業というのがまだ見出せていない状況で

ございます。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ３番議員さんにお答えいたします。 

   執行成果の中で、子どもたちの体力増強に関係する事業ということでありますけれ

ども、この教育に関係する執行成果の中では、幼稚園の芝生化というのが、まず１つ

挙げられます。それは大山幼稚園であります。芝生化にしたことによって、外で遊ぶ

機会が多くなったというのが、まず一番であります。 

   あと去年からことしにかけての継続事業になったかと思うんですけれども、小学校、

幼稚園の遊具、全部新調したんです。それはことしになってからになるかと思うんで

すけれども、遊具を新しくしたことによって、外に出て遊ぶ機会、運動する機会も含

めてですけれども、格段に多くなったという報告を学校のほうからいただいておりま
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す。 

   今ちょっと、そのほかのものを調べているので。 

   あと、１４７ページであります。小中学校雪上体育体験事業であります。これは全

生徒です。玉井小学校１７３名、大山小学校１５３名、大玉中学校１３３名がスキー

場へ行って、全員がスキーをしたというような事業であります。これは、県の委託事

業によりまして、冬期間の子どもの成長過程の中でスキーを体験するという事業に取

り組み、かなりの成果を上げておりますので、今年度も同じく取り組んでいるところ

であります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ３番議員さんに、震災関係の子どもたちの体力増強の関係

で、７４ページ、保育所における震災関連の事業で、ふくしま保育元気アップ緊急支

援事業、これについては県の交付金を活用してやってございます。なかなか外という

ことが大変なこともあるので、屋内での体操、運動指導士等々の協力を得ながら体操

教室、それから室内での遊び道具、太鼓橋とかマット、こういう備品関係をそろえな

がら、三輪車とかボールなど室内での遊具を整える。さらには水泳教室等々にバスで

行ったり、そり遊びに行ったりというようなことで活用を図ったところでございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。９番。 

○９番（佐原吉太郎） 成果報告の３８ページの再生エネルギーでありますが、これは前

村長も含め我々議員一丸となって、再生エネルギーということで宣言したわけであり

ます。そういう中で、それぞれ役場の幹部の方々も視察なり行ったわけです。そうい

う中で、我々もその後、中川、飯野町に行ってきました。そういう中で、選択肢は

２つあるんです。今、３番さんから話ありましたが、資金、これが最大のネックにな

っているわけです。したがって、なかなか資金を集めるといっても、今、村民にいろ

んな集め方あろうと思うんです。出資と。しかし、一番今のところ手っ取り早いのは、

中川の社長もおっしゃっていました。やはりこの資金を全部持つと。私たちにやらせ

ていただければ、そういう２つの選択肢があるわけです。あと新たに資金を調達する

めどが立てばというけれども、これだんだん風化してしまうんです、こうやっていく

と。熱いうちにたたけということがあります。鉄でも何でも。やはりこれを風化させ

ると、村が何のために手を挙げて宣言したのかと。絵に描いた餅では困るわけです。

したがって、やはりそれらに力を入れて、その選択肢は２つあるわけですが、お金が

ないとすれば、資金も調達できないとすれば、その選択肢として、飯野町の中川さん

が、私どもが資金１００％持ちますと、そういうふうにおっしゃっているんです。そ

ういう選択肢を、どう行政としてこれから考えていくのか、それらも含めてお答えを

願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ９番議員さんにお答えをいたします。 

   確かに、設計までいって約２億円かかるということ。あと１，０００万円、
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２，０００万円は、やり方によっては下げることができるだろうということで、今回

の復興庁の予算で何とかならないかということで、再三、根本先生もいろいろ努力を

していただいたんですが、大臣も。やはりこれは、どうしても売電を目的としている

ということで、補助がないと。それから、復興住宅にその電気を使うということも兼

ね合わせてやった場合はどうだと言ったら、それも復興住宅の街路灯とか集会所で使

ったり、今回のブロワー、排水関係の電気に使ったとしても、やはり売電のほうが多

いということで、この道もだめだということ。最終的には、やはり自己資金でやる、

原則的には自己資金、起債ということになって、今、最終的にどうするかということ

を検討して、３つあります、選択肢が。撤退、やめるという選択肢もないわけではな

いですね。結局、今の災害状況を見ますと、大災害が起きて取水の場所が流されてし

まったりということの心配等も含めると、なかなかこれを自己財源だけで進めるとい

うことに対して、少し私も、内部的にも検討するとなかなか迷うところなんです。そ

れから、今言われた２つの選択肢は、借金してもやると。それからもう一つは、中川

さんにお願いをするということで、この３つのものについて、今、内部で検討してお

りますので、今まで金かけた２，０００万円についてはどうなんだということを県の

ほう、国のほうに問い合わせをしましたらば、ここで撤退する場合には、それを返せ

というふうには言わないだろうと。完全に撤退すると言っていませんので、仮の話と

しては、それを返せというような話にはならないだろうと。やった結果、無理だとい

うことになれば、それも一つの選択肢だろうという感触は得ておりますが、やめた場

合に、幾らか返せと言われる可能性はないわけではありません。ですから、その３つ

の選択肢の中で検討していきたいというふうに考えていますので、逆に言うと、あの

場所の場合には、そういうことがあります。 

   それから、もう一つ、アットホームに電気を流すということで、東京電力のつくっ

た電気を関西で売るわけですから、今度。関西でつくった電力を東京電力管内で売る

ということですから、送電線使用料を払ってアットホームでその電気を使うことはど

うだということを東北電力のほうと交渉しましたが、やはりそれだけの容量というこ

とを想定しているわけではないので、それはだめですと断られました。ということで、

いろんな方策を考えています。やはりリスクを伴うということは当然ありますので、

そう時間があるわけではありませんので、ここ二、三カ月で結論を出さなければいけ

ないのではないかというふうには考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） あとございませんか。９番。 

○９番（佐原吉太郎） 今、村長からいろいろ、選択肢３つほどあるということでありま

したが、中川さんも言っていました。ここ見さきたんだそうですね。一番水量がある

のは、杉田川ですね。杉田川が一番水量あるみたいなんです。そして、やはりかなり

濃厚だというんです。個人的にやっても。会社が直接やっても、それだけの値がある

というわけです。したがって、今の百日川では細いんですね、水が。年間通して。心

配していました。そういうことからいけば、やはり杉田川というものに重点を置いて、
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今の水系が。ダウンすることだけはだめですよね。宣言したんだから。やはりあれだ

け宣言して、何だったんと。バックしたのでは。やはりこれを、どんなことをしたっ

てなし遂げるんだということが政治家なんです。一回手を挙げたんだから、それを実

行しない限り、何のために。それは、だから負担が、資金がないといえば、今の選択

肢、あるわけですから、村長がそういう方法も検討するということでございますから、

とにかく遅くてはだめです。どんどん風化してしまうから。やはり熱いうちに、いろ

んな。副村長に今度はお聞きしたいんですが、副村長もそういったものでかかわって

きた人間であります、企画財政課長として、当時。したがって、もちろん村長の補佐

役でございますから、やはりこれをどうしても実行するんだと、それなりに力を入れ

ていただきたいと思うんです。そのために副村長になったわけですから、本当に。何

のためになったかわからないではないですから。やはり、そういうものを強く推して、

将来的にも再生エネルギーというのは、それをやることによって将来、原子力という

のはおのずと削減せざるを得ないんです、自然エネルギーが拡大すれば。そういうも

のをこれからやる、力を入れる必要があると思うんです。ほかのものはカットしても。

例えば、これ自己資金でやるとすれば。それは村民が必ず理解すると思います。それ

は政治家としてのトップが、それだけのリーダーとして、がっと言えば村民がついて

くるんです。２億円やそこら出資しろと言うなら１，０００万円とか２，０００万円

しても構わないですが、議員はできないんですが。何はともあれ、そういうことで、

やはり力を入れて、そういう再生エネルギーというものを拡大していくことが。実行

しないことにはどうしようもないです。ひとつ村長、政治的センス、人以上あるんだ

から、やはりそれらを拡大していくことこそが、押山村長のこれからの未来があるわ

けです。ひとつそういうことでお願いしたい。村長、私が言ったお願い、今回、今、

私が言ったことに対して、どのように取り組んでいくか、まず村長のお話聞いたが、

どっちでも結構です。２人でやっても結構です。よろしく。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで議長からお諮りいたします。 

   議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   私は、事業を後退させようという気はないんです。ただ、これから直売所に１億円、

２億円かかるかもしれない。それから、あと子育て支援施設にやはり１億円、２億円

かかるだろうと考えたときに、これにまた水力発電を加えて、財政的に大玉村が出せ

るのかと優先順位を考えたときに、やはり今、直売所、すぐに求められているものと

子育て支援施設、これが優先するのではないかということで迷っているところも多い
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んです、これは。これを来年度一遍に３つ、そしてアットホームの改修工事も待った

なしで来ておりますので、そういうことを考えますと、ここ一、二年で６億円も７億

円も金をかけることができるのかと。ですから、一生懸命財源を探して、それぞれ少

しでも軽減できるようにということでやっている中で、今、水力発電を２億円という

ことで強行してつくっていくのが将来的にいいのかどうかというのが迷っています。

再生可能エネルギーについては、推進するということは前の村政からの引き継ぎです

から、当然考えておりまして、今そこをとりあえず置いておいて、アットホームの砂

防ダム、これは調査の結果、砂防ダムに、昔は小規模水力発電をやるためにつくった

構造なんです。ところがつくっている最中に両脇の岩盤の強度が弱いということで、

満水にすると倒壊の危険性があるということでカットを入れたんです、こういうふう

に。満水にならないように構造的にやったという経過があって、２つほど穴があいて

いるんです。そこから今、水が出ているということで、その穴を使って水量で十分に

百二、三十キロ、アットホームで１年間使う電気量は十分に賄えるという、これも試

算をお願いしていますので、できると。その場合には補助の道があるんです。ですか

ら、そちらのほうが先なのかなということが少し、順番の関係もあって迷っていると

いうのも、一つございます。 

   ただ、ここまで設計を進めてきて、ある程度できたんだから進めるべきかどうかと

いうことも含めて、決して後退させるということは考えていませんし、バイオの発電

も落ち着けば取り組みをしたいというふうに考えていますので、そういう状況の中で、

ちょっと今、難しい判断を迫られているという状況でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ９番議員さんにお答えいたします。 

   再生可能エネルギーの推進、これは宣言したとおり、大変重要な施策の一つと思っ

ておりますし、担当としてこれまで携わってきました。ただ事情的には、今、村長が

申し上げたとおりであります。村長とともに、それぞれ協議の中で再生可能エネルギ

ーの推進に寄与したいというふうに思っております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐々木市夫） 二、三点お願いします。 

   成果報告書の１１０ページ、ふれあい広場の件についてお伺いしたいと思います。 

   産業振興センター全体について、いずれにしましても会員数とかいろいろ先ほどか

ら論議ありますけれども、要するに、あそこで何かイベントをやると売り上げが伸び

るということは前から通説のとおりですけれども、今回もいろいろと工夫して、

２５年度も主なイベント、５月５日創業祭とか、１月５日初売りまでいろいろイベン

トを開催しております。その下ですね、問題は。村内の団体利用は、これはいいと思

いますけれども、村外の団体利用が基本的に少ない。もう少しＰＲしているのかどう

か、今後西側に新しい施設ができるにしても、もう少し全体を考えた、そういうふう

な利用、イベントを考えなければならないのかなと思っています。内部的にはいろい
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ろ工夫して、きのうもちょっと話題になっておりましたようですけれども、何かイベ

ントを日曜日に開催して云々なんてありますけれども、いろいろ工夫して行政側も指

導もしているようですけれども、内部的なイベントの開催はもちろんですけれども、

外部的に、犬の品評会とか何かでしたよね、３回くらい。そうでなくて、もう少し活

発にあれを使ってもらえるような営業活動を実際しているのかどうか。今後そのよう

な考えがあるのかどうか、それについてもお伺いしたいと思います。 

   １１８ページ、県産農林水産物ＰＲ支援事業費、それぞれ主なイベントとして首都

圏を中心に、いろいろとこのような８月２４日、１２月２３日にもいろいろ観光物産

ＰＲというような形でやっていると思います。過去の例ですと５年間くらい、東京を

中心に世田谷区も含めて、村の物産ＰＲやった結果が思わしくないと。何ぼやっても

経費をかけた割には思わしくないと。結果的には、ふれあい広場でうまいもの祭り、

それに移行して今やっているのが現況で、このような物産ＰＲやったきっかけは、本

当はもっとやるべきかなと思っていましたけれども、やったきっかけは震災がやはり

大きな影響で、その震災復興のためのいろんなことやっているのが現実かなと思いま

す。どんどんやるのは結構だと思います。それから先、どうつないでいくのか、その

ような手法を実際やっているのか、たまたまネットを利用して、その後、直売所から

つないでいくような方法もあると思います。もっと村のホームページを活用して。や

はり継続してこの事業から村に農産物が動くような、あるいは人が来ていただくよう

な、そのような施策を考えてほしいと思いますけれども、その辺についてお伺いした

いと思います。 

   １２１ページ、堆肥センターについてお伺いしたいと思います。 

   震災以降、年々、再三、原材料の供給も含めて、経営的にはなかなか厳しいのかな、

やむを得ないのかなと思います。特に収支の状況、２５年度を見ますと、２４年度に

比して減少傾向にあります。特に堆肥の売りさばき代金なんかもかなり減少しており

ます。これ村長が常に言っている公設民営化、この堆肥センターも入っていると思っ

たんですけれども、その辺の堆肥センターの利活用も含めた、もっともっと実際的に

は方法で利活用して、小袋で堆肥を売るとか、いろんな形で良質な堆肥ができれば活

路は見出せるのかなと思いますので。かなり施設も老朽化しています。前に、あそこ

から汚水が流れていますよと一般質問でも指摘した経過はありますけれども、そのよ

うな現況を踏まえて、現状がこのような形態の中で、公設民営化、そのような方向も

含めて考えていたのかなと思いまして、間違いだったらあれですけれども、村長の答

弁も含めてお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんに、１２１ページ、堆肥センターの運営状況について

ご説明申し上げます。 

   大変、原発の問題で堆肥センターの堆肥が、ストックが物すごいんです。流通させ

られないものをストックしているということで、いっぱいいっぱいになっていると。
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その割にはどんどん入ってきてストックされてしまうということですので、畜産団体

等の話し合いの中では、少し荒っぽい話ですけれども、廃止も含めて検討しなければ

ならなくなってしまうよという話は、しました。これ以上ストックし、利用がされな

いと困るということで、さあどうしましょうかという話の中で、今回は安く引き取っ

てもらいました。かなりの部分を搬入者に。平成２６年度以降については、どうして

も過剰ストックの場合には、搬入者にその金額で、丸々の金額で引き取ってもらうと

いうことをお願いをしました。引き取った方が自分で使うなり、近隣の方に再販売を

するなり、これは安くなると思いますが、そういう状況でございます、今。ですから、

大変、入るものと出るものの差が大きくなってきていると。これが改善されるかどう

かというのは、なかなか厳しいものがあります。そして、機械が老朽化してきている

ということもありますので、大変搬入者には申しわけないんですが、自己取りという

ようなこともお願いして、これからもしばらくはいかなければならないかなと。 

   あと小袋については、機械を導入してやった場合には、やはりペイしないと、計算

の結果ですね。本宮に持っていって、小袋化をしてもらって販売できないかという検

討を、逆に始めたというような状況でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんに１１０ページのふれあい広場の関係でございま

すが、ふれあい広場の利用状況でございますが、昨年度はこのような村内、村外の利

用ということで、特にふれあい広場、芝生化して、その利用拡大を図るために今年度

に入りまして料金を改訂しました。その内容については、いわゆる営利を目的とした

ものについては、それ相当の利用料をいただいて、あそこで仮に、例えば販売会なり、

そういうものについても利用できるようなことで、一定の使用料を納入いただいて活

用ということで、使用料の改定も行っておりますので、それらの若干、周知不足して

いる部分もございますので、それらの利活用の周知を図って、いわゆるイベントを行

うと直売所でも物が売れるという部分についてＰＲしてまいりたいと思います。 

   続きまして１１８ページの県産農林水産ＰＲ支援事業でございますが、過去にはバ

ス等を貸し切って大勢で東京都内でイベントをして、販売活動を行って、その後ふれ

あい広場でうまいもの祭り等のＰＲ活動を行っていたということでございますが、こ

の事業につきましては、いわゆる原発事故の影響によって、福島県の農産物が風評被

害を受けているということで、県内の市町村で取り組んでいる事業でございますので、

特に福島県産農産物の安心・安全性をＰＲするとともに、農産物の販売を行っている

という現状でございますが、ことしに入りまして、いわゆる物を売るのではなくて、

その後の販売につながるようにということで、最近ですと、新米の予約のチラシとか、

あとふるさと納税のチラシを配って大玉村のＰＲをして、村内のいわゆる物産の返礼

品についてのＰＲも行っておりますので、それらについて今年度もこの事業を活用し

てＰＲを行っているところでございます。 

   以上です。 
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○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

   質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第５６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散

会いたします。ご苦労さまでした。 

（午後４時１０分） 

 


