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平成２６年第７回大玉村議会定例会会議録 

 

第５日  平成２６年１２月８日（月曜日） 

 

 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  １２番 佐 藤   悟 

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

   １１番 遠 藤 義 夫  

 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、１１番、遠藤義夫君より欠席届がありましたほか１１名全員であります。定足

数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 本日、傍聴に、大山小学校６年生児童３５名、教員２名ほか１名の

方々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。 

   １０番、須藤軍蔵君より通告がありました「米価暴落と農業について」ほか２件の

質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） おはようございます。 

   議席番号１０番の須藤軍蔵でございます。これから、前に出してあります表に基づ

いて質問を行います。 

   きょうは大山小学校６年の皆さんが議会見学に来られておりますので、できるだけ

何を質問しているんだということがわかるように努力をしたいと思いますので、答え

も、そのようにはっきりとお答えをいただきたいと思います。 

   初めに、大玉村の農業あるいは米問題についてお尋ねをします。 

   ご存じのように、大変去年と比べてもお米の値段が１俵当たり２，０００円から

４，０００円も安くて、機械代なり、あるいは肥料代などを差し引くと、残るお金が

なくなったという大変厳しい状況になっております。 

   これは、日本中、実はどこでもそういう状態になっているわけでありますけれども、

特にこの大玉村のある福島県の中通り地方と言われるところ、あるいは太平洋岸にあ

るところの浜通りというところのお米については一段と、それよりも安いと、それは

何だというと、あの大地震、そして原発事故に伴うところの放射能がまき飛んだんで

はないかというようなことで、非常に健康の面でも農作物の安全性からも心配だとい

うことで、できるだけ福島県のものを食べないというような風評が起こっているとい

うことから、そういう値段が一段と安い、こういう大変な状況になってきているわけ

であります。 

   したがって、こうした中身の中でのさまざまな農業の問題というのがあるわけであ

りますけれども、この（１）番までの一般質問の整理要旨、これで１番までは大変こ

れからの農業にとって大事なことでありますが、午後質問される方もおられますので、

（１）の部分までは、全部午後の方に大いに進めていただくということで、私は

（２）から入るようにしたいと思います。 
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   この大玉村では、特にお米をつくっている農家がたくさん、ほとんど農家の方はあ

るわけでありますが、余計面積をつくっていることが、ことしの場合ですと、逆にお

金が大変だというのが中身でありまして、今まで小さい農家のどちらかというと面積

の少ない方が、大きくいっぱいやっている方にお願いをしてきたと、しかもまた片方

も、大きい方がいわゆる請け負うような形でやってきたわけですけれども、ことしあ

たりの状況になりますと、そういうことも来年からできないのかなということで、比

較的面積の小さい方は、もう来年からお米をつくらないという人もあれば、大きくや

っている人も、来年から請け負わないというようないろんな変化が起きて、これから

先、どのようにして農業を、あるいは米づくりが維持できるかという点では、非常に

心配される状況であります。 

   そこで、まず第１点としては、そういう比較的大きい皆さんが小さい農家を請け負

っていると、これつまり稲作を維持してくれている村の現状です。こういう方々に対

しての一定程度の何かそういうものを支える財政的な援助といいますか、村独自のそ

ういう何か制度といいますか、仕組みがつくれないものかどうかというようなことに

ついて、まずその点について村長にお伺いをいたします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   今回の米価下落については、大規模農家については大変な減収になるということは

承知しております。ばらばらになっている農地を集めて、そして大規模に農業をする

というのは、国も村も進めてきたわけですが、肝心な米の値段が下がってしまったと

いうことで、農家を専門にして生活をしている専業農家については非常に厳しいとい

う認識は、私も同じように持っております。 

   それが逆に言うと、小さな農家で自分のところで農業ができないので、大きな農家

の方に農業をやってくれないかと、田んぼをやってくれないかということで、今まで

専業で農家をやっている方が請け負ってきたと、それが今回の米価下落で請け負わな

いと、返しますよということになると、農業をやらない方、小さい農家の方は、土地

返ってきても機械もなし、人もいないということで、耕作放棄地ということで田んぼ

が荒れてしまうと、米づくりができなくなるということが現実に心配されております

ので、それについては、どういうふうにこれから手当てをやっていくかということ、

今現在すぐにやらなきゃいけないことについては、村の堆肥センターの堆肥を安くで

きないかということで、すぐに取り組めるものについては取り組んでいくと、その後

長く農家を続けていただくためにどういう政策が必要かということについては、今、

内部で検討しておりますし、農家の方に話を聞きながら進めていきたいと。一番の重

荷は、農業機械が非常に高いということですので、農業機械の助成とか、それから米

づくりから野菜とか花をつくったりするような別な農業のあり方というものも模索し

ていただくと、考えていただくということで、そういう機械とか設備に対する助成が

できないかどうかということも、これ国・県にも要望しないといけませんので、要望

しながら国・県・村で助成をして、米価がこれからまた昔みたいに高くなるかどうか
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は非常に難しいので、この米が安いままでも農業が専業として継続できるような政策

をこれからとっていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） はい、ありがとうございました。 

   今ほどそれぞれ話があったように、これ日本全国のお米が安いということでありま

すから、当然村だけで何とかできるというものではないと思うんです。ましてや、誰

かの給料を少しずつ安くして、みんなで助けようとか、あるいはお友達が大きな病気

になったからお金出し合って助けようというような中身とは大きく違うような、これ

問題源が違うわけでありまして、村だけではなかなか大変だと思うんですけれども、

ことしに限って、やっぱりその中でも何かできないかと、例えば石川郡のほうでのち

ょっと何かで見たんですけれども、鮫川村というところですか、そこでは、田んぼを

つくっている面積に対して、村独自に何らかの奨励の形のお金を出しているとかいう

ことが紹介されているようなことでありますが、その点についてわかっているとすれ

ばお示しをいただき、そのままそっくりそれを大玉村の面積に当てはめた場合は、一

体どのぐらいの金額になるか、当然それがどうこうということには、大玉村としては

ならないにしても、一応参考にはなるのかなということで、わかっている範囲内でお

尋ねをいたします。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １０番議員さんに、いわゆる２６年産米の米の下落の関係で、

今ほどお話がありました鮫川村で米価下落分ということで１０アール当たり１万

５，０００円を交付ということで、既に１０月の臨時議会で約４，０００万円程度の

補正予算を組んだということで、鮫川村の場合ですと、水田の作付が２４０ヘクター

ルで、それを１万５，０００円で掛けますと、約３，６００万円という数字になりま

すが、それを大玉村に置きかえてみますと、大玉村は、水田の作付が約９４０ヘクタ

ールございますので、これを１０アール当たり１万５，０００円で算出しますと、約

１億４，１００万円という数字になりますので、これを一自治体で補塡するというの

は、なかなか厳しい状況になります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今ほどお話あったように大変な金額になる、したがってそういう

ことはとてもどうだという話には、私もそれはできないと思いますが、しかし、何ら

かの方法でそういう決意なり、あるいは意思なりをやっぱりあらわす必要があるのか

なというふうに思いますけれども、村長さんのお考えをお尋ねいたします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答え申し上げます。 

   なかなか単年度、１年だけで助成が終わってしまうとなりますと、つけ焼き刃に終

わってしまうと、その年だけの助成に終わってしまいますので、やはり今考えるべき
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は、これから持続可能な、継続可能なそういう助成策を考えていかなければいけない

というふうに考えておりますので、それから国のほうも、今回の米の値段が安くなっ

たことは、やはり国としてもかなり想定外だったという部分があります。農協のほう

で買う金額はこのぐらいで買えますよということで、農協の全国組織が決めたお金で

すので、国としても新たな補正予算等で米価下落に対して何とかしなければいけない

という危機感を持っておるようですので、その辺を見据えて、ちょっと難しいですけ

れども、ナラシですね、農家に対する助成金の部分についても早く出すとか、いろい

ろ検討しているようですので、その辺のものを見きわめた段階で恒久的な持続可能な

政策を出していきたいと、その中で今考えているのは、まず法人化、農業法人化とい

うことで、農業を個人がやるのではなくて、会社組織としてつくって会社が農業をや

ると、村の方が農業の会社をつくって、それに対しては立ち上げる、会社を設立する

ためのお金は全部村で持ちますよということで、今年度も出しておりますので、法人

化の手助けをしていきたいと。それから、先ほど言いましたように米づくりから野菜

とか花とか、そういうふうに園芸作物、そちらのほうに切りかえるための助成もやは

り必要じゃないかなというふうに考えております。 

   それから、切りかえたものをどこで売るのかということがあります。野菜をつくっ

たり花をつくっても全部農協で出すのかということもありますので、来年度、村の国

道にある直売所を大きくしたい、新築をしたいというふうに今考えております。そこ

で野菜を売ったり、花を売ったり、米を売ったりして生活できるような農家が何軒か

出てくればいいなと、それぐらいの規模のものをつくっていきたいというふうに考え

ております。売り場を確保するということが必要だろうというふうに考えておりま

す。 

   そういういろんな２つ３つの政策を組み合わせをして、専業農家なり兼業農家も農

業が続けられるように政策をやっていきたいと。これは見きわめる必要がありますの

で、来年度に入ってからそういう制度についてはきっちりと打ち出しをしたいという

ふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   今ほどお話がありましたように、継続的な農業を可能にするような方向での取り組

みを要望します。９月の議会でも、私たちも村も一緒になって、この過剰米の対策な

り、さまざまな取り組みについても国や県に申し入れ、要望活動もしてきたところで

ありますが、なお一層、先ほど申し上げましたように、福島県におけるところのこの

農業というのは、ほかともまた違う大変さがある。原発事故の問題等々も含めて、や

っぱり大玉村一つならず、お隣の本宮市あるいは二本松市との共同、さらには県との

共同で、この農政問題にも取り組んでいかなければならないと思っております。 

   特に、今度新しくなられた内堀知事が、先日、４日、この所信表明をやられた全文、

切り抜き持ってきたんですけれども、非常にその考え方というのをきちっと打ち出さ
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れて、やっぱり大変だと、いろんな考えあるけれども、とにかくそれをみんなでオー

ル福島の形でこの原発の１０基、廃炉、あるいはそういうものはとてもじゃないが、

農業問題にしても健康の問題にしてもそういうものと県民の暮らしというのは相入れ

ないんだと、そういうことできちっと対処していかなければならないというようなこ

とが、ずっと前面に脈々と語られているわけですが、特にそうした大玉村のみならず

一緒になって取り組むということが、今きわめてと、特に福島県の場合は違うと思う

んです。そういう意気込みなり、あるいはそれらについて村長の決意のほどを伺って、

この質問については終わりたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答えを申し上げます。 

   この米価下落については、日本全体の問題ということもありますが、特に福島県は

原発の事故で放射能が問題になっているということで、その影響も受けて米の値段が

安くなったというふうに認識をしておりますので、福島県の町村会、町と村の会議の

ほうでも、既に国に対して、県に対して、２回も３回も要望書をやっておりますし、

私も直接、根本前大臣とか岩城先生にお会いする機会がありましたので、その辺につ

いて米価対策をしっかりやってほしいということを国会議員の先生にもお願いを申し

上げたところでございます。 

   １２月の今月の１５日、知事と懇談をする機会がありますので、また強く求めたい

と、それから来年については、知事が各市長、村長と個別に話し合う時間を持つとい

うことですので、その折についても米の対策については強く要望していきたいという

ことで、今後、安達管内の本宮、二本松の市長とも連携しながら、国・県に対して強

く要望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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   次に、介護の担い手の確保についてお尋ねをいたします。 

   団塊の世代と言われる昭和二十二、三年ごろから、２５年ごろまでに生まれた方、

これらを称して団塊の世代と言われているそうですけれども、辞書調べると、団塊と

は一つの塊だと、つまりその時代に生まれた方がいろんな要因はあるんですけれども、

たくさんいると、したがってその塊の年代というふうな呼び方で、この方々が７５歳

ぐらいになるころを２０２５年問題というふうに言われて、つまり介護される方がた

くさん出ると、みんなとは言いませんよ。その前に我々のほうが介護される時代にな

るものですから、村長さんも多分その世代かな、そういう世代ですね。それが

２０２５年という大変な、じゃ、それを介護する人、今一体どうなっているんだとい

う心配からのお尋ねですけれども、大変これも重要な問題なんです。実は私も身近な

ところに知っている人いるものですけれども、介護に携わっているんですけれども、

時々行き会うと、４０そこそこなんですけれども、腰が痛い痛いと、特に入浴介護で

すか、これはかなりきくようで、気分いいときばっかりでないから、年寄りにびしゃ
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くっちゃりすると、何だにしゃ生意気なめろだな、どこから来ているんだというよう

なことも返ってくると、当然、高齢者と言えども一人一人の人間ですから、お互いに

そこら辺の関係がぎくしゃくするということもあるようです。 

   したがって、それほどまでに一生懸命やっても、実はお金の面でも働く時間の面で

も決して恵まれていないというところに問題があって、なかなかその仕事についても

長続きがしないというのが実態のようでありますけれども、今の介護の状況というの

は、どういう状況になっているのか、大ざっぱでもでもよいので、つかんでいるとす

ればお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   各介護の現場ではどこでも、特に特別養護老人ホームであるとか、そういう施設系

の現場での職員の確保がなかなか大変で、新たに施設を増設できないと、職員の確保

の困難さから、そういう声が会議の中でも出されております。 

   それから、介護従事者の養成なりの状況でございます。全て把握しておりませんが、

安達管内には、安達福祉会、大玉、二本松、本宮が参加してつくっている社会福祉法

人でありますけれども、ここが運営する福島介護福祉専門学校がございます。ここは

２年制の専門学校でございまして、入学定員は８０名でございます。これの最近の受

験者、入学者の動向でございますが、平成２３年度は受験者が８２名、入学者が

６８名、２４年度は定員はいずれも８０名でございますけれども、７７人が受験して

６６人が入学したと、２５年度は７７人が受験して５２名が入学したと、それから

２６年度、今年度に至っては、５２人が受験して４２人が入学したと、つまり定員が

８０名ですから、およそ一クラス分があいているというようなことが現状になってお

りまして、新たな介護の担い手も非常に少なくなってきているという状況でございま

す。 

   今現在、定員割れの中でどういう対応がされているかということですけれども、福

島県からの委託訓練生というのが入学して、介護の勉強をしております。特に失業者

が、訓練校からの委託で介護の担い手として新たに出発するための勉強をしていると、

こういう人たちを加えても、２６年度は新卒の方４２名入って、県からの委託が６名

で４８名というようなことで、非常に将来心配になるような数字になっているのが現

状ではないかと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうござました。 

   今、お話のとおりでありまして、なかなかこれ、まして先ほど言った、時代に対応

するのが大変だということが明らかでありますが、例えばそういう介護の担い手を確

保する一つの方法として、私、提案をするんですけれども、例えば先ほどお話しあっ

た介護専門学校についてのいろいろな費用、お金、入学するのにかかると思うんです。

これらについて、やっぱり一定程度、２市１村で助成をすると、もちろん卒業して就
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職したら返してもらうということでございますけれども、引き続きこの安達管内で介

護の職に従事すると、しているということであれば、そのものを例えば助成したもの

の返済を免除するとか、そういうさまざまな介護の人手を確保するための取り組みと

いうのが、それ大玉村だけでできる話ではありませんけれども、これ考えていかない

と、それこそ２０２５年以前にまいってしまうんでないかという心配があるんですけ

れども、そういうことの考えについての村長さんの見解をお尋ねをいたします。 

○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。 

   今、介護専門学校の状況というのは、今部長が述べたとおりの状況でございまして、

年々受験者が減っていくということで、これはやはり我々だけではなくて、学校のほ

うでも危機感を持って学校を回ったり、中学校を回ったり高校を回ったりして進めて

いこうということで、学生を確保するという方策も、一生懸命今考えております。 

   それから、奨学金関係については、学生支援機構、福島県社会福祉協議会、生命保

険会社等のそういう介護関係の学校で学ぶときの奨学金制度は既にできております。

ですから、新たに設置するかどうかについては、それらが十分か不十分かということ

を検討して、そしてそれを返すようにするかしないかということについても、やはり

２市１村で話題にしていきたいというふうに考えております。 

   １番は介護制度の問題かなと、給料の問題とか、やっぱりきついという問題があり

ますのでなかなか学生が集まらないと、大玉村、建物とか運営の負担金を毎年出して

いますが、ことしはゼロです。１人も入っていないということありますので、機会を

捉えながら学生の確保については進めていきたいと、それから奨学金についても本宮、

二本松と協議の場を設けたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   それぞれそうした現状を踏まえて、取り組みを強められるように要望をいたしてお

きたいと思います。 

   次に、３番目の定住人口増加の施策、これらの今までよかった点、あるいはこれか

らの考え方という点について、幾つかお尋ねをいたします。それぞれこの間おかげさ

まで、いっぱいうちも建って、この大玉村もにぎやかになってきたのかなと、それは

大玉村に住んでもらえるというためには、やっぱり一つにはお子さんが生まれ、そし

て幼稚園なり保育所なり、あるいは放課後児童クラブなり、さまざまな面でのお子さ

んが安心して勉強したり遊んだり生活できるような環境づくりというものを村が積極

的にやってきたこと、あるいはまた、住宅を２戸以上そこの一角につくる場合、その

入り口を整備したり、あるいは水道の配管のそこまで村で援助したりと、さまざまな

施策がとられた。そのことによって、大玉村にでは住もうかと、実際住んでいただけ

たというような、全体として定住人口を促進するための大きな役割を果たしたのかな

と、私なりには思っておりますけれども、この大きくふえた要因といいますか、村と



 

- 27 - 

 

してはそれらのことについて、端的にはどのようにお考えになっておられるかお尋ね

をいたします。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。 

   大玉村、今１０番議員さんがおっしゃったように、人口が微増ではありますが、着

実にふえてきていると、年齢構成も福島県とほぼ変わらないぐらいの状況にあると、

これらにつきましては、今から６０年前、合併いたしたときに大玉村が９，０００人

程度の人口規模があったと、それが昭和５０年代に７，６００人まで落ち込んだと、

これについては、これは過疎の一歩手前になったということで、人は活力の源という

ことで、定住人口増加対策を最重要課題としてこれまで取り組んできました。 

   その中で、今おっしゃったように、いろんな子育て支援策、あるいはインフラ整備

といって２戸以上の住宅を建てる場合に、そういう業者が申請をすれば、中を審査し

た上で水道の本管の埋設であるとか、あとは道路の舗装、もちろん当然、そういうも

のについては村に寄附していただきますが、そういう施策をとってきたと、あとは大

玉村が福島、郡山の中間に位置するという立地のポテンシャルといいますか、立地条

件に恵まれていると、そういうものを含めまして総合的な施策が実を結んで、今回の

こういう人口、微増ではありますが減らない、福島県内でも数少ない市町村の中にあ

るというようなことが現在の状況であるというふうに思っておりますし、インフラ整

備についてはそれなりの効果を発揮してきたというふうに思っております。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   今お話ありましたように、住宅の戸数もおかげさまで順調に伸びてきたということ

でありますが、先ほど来話しましたように、３月１１日以降、人の考え方もいろんな

意味でも変わったし、また浜通りのほうから避難されている方も大玉村に住みたいと

か、さまざまな変化が起きているわけでありますが、こうした中で、引き続き大玉村

の定住人口の増加にかかわる施策というもの、これ要綱なり、さまざま住宅のゾーン

なりが設定されているわけでありますけれども、今後についての考え方なりについて

簡単にお答えをいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。 

   これまでの定住人口増加対策、大玉村が今後１０年間、２０年間、どういうふうに

事業を展開していくかというような総合振興計画でありますとか、土地利用はこの辺

には工場とか企業を持ってくるんだという土地あるいは景観を守っていく土地、田園

として守るべき土地、そういうような土地利用計画、これらに基づいて、今まで定住

人口対策を進めてまいりました。そういう意味ではゾーンと言いますか、ここは住宅

をつくって、ここに人が住んでいただければ、ここはだめですよとか、そういうある

程度の強い行政指導ありませんが、そういう形で現在までここにお願いしたいとか、

そういう形で進めてまいりました。当然入ってくる方は若い人たち、これから家庭を



 

- 28 - 

 

持ったり、子育てをするような方がほとんど、今まで人口の転入される方々は、ほぼ

若い方が多かったと。ただ３．１１以降、それは今現在も同じような形で、定住人口

増加の事業は進めておりますが、変わってきましたのは、３．１１以降、浪江とかそ

の辺の近辺の方々、大玉村とほぼ似たような地形を持っている、そこで暮らしている

方々、中高年者の方々が大玉村に土地を求めているという事例が、多数出てきており

ます。それについても、ここは住宅地にどうでしょうかという土地以外でも、やはり

２００坪欲しいんだとか、もっと大きい土地欲しいんだと、自分が昔住んでいたよう

な地形に似たようなところに住みたいんだというような形で、ゾーン設定が少しずつ

変化してきているような気がいたします。 

   そういう意味も含めまして、総合振興計画、今後１０年間を満たした総合振興計画

がちょうど折り返し地点になっております。それから、大玉村の都市計画はこういう

ふうにあるべきだという２０年計画も、既に１５年がたって残り５年になっておりま

す。国土利用計画、土地利用計画についてもちょうど折り返しになっております。そ

ういう意味も含めまして、今後の３．１１以降に対応する住宅の施策について、ゾー

ン設定も含めて現在これから検討して、後期計画の中ではそれを反映していきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   それぞれお伺いしてきましたが、これ順番はいろいろでしたけれども、要するに農

業の問題なり、介護の問題なり、住宅の問題、人口増というのは、いわゆる行政が行

う仕事の、俗にゆりかごから墓場までという言葉がある、まさにそのとおりの仕事に

ついて、私はその中の一端をお尋ねしてきたわけでありますが、最後に、お墓です、

まさに墓場ということですが、そういう政策をとりながら、これ最後にお墓の話にな

りますが、お墓というのはどういうところが設置できるのか、まず最初にお尋ねしま

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します。 

   墓の設置場所の制限というのは特にありません。都計上の指定がございませんが、

学校等の近隣に（不規則発言あり）設置者ですか、失礼しました。 

   墓地の設置場所については、一応迷惑施設ということになっているので、学校や病

院、保育所、その近隣については避けると、墓地を設置できるのは誰かということで

すが、市町村と、それから宗教法人ができるということでございます。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 市町村と宗教法人が設置できるということでありますが、宗教法

人というと、トラブル、いろいろな関係がありますので、あるいはまた金もうけの材

料にもなるということで、それはなかなか難しいと思うので、やはり基本としては市

町村が設けるべきであろうと、今そういうものは要らないという方もいますけれども、

結構欲しいんだけれどもというお話も、実は何件か受けています。今のところの状況
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ですと、それぞれが一定程度飽和状態かと思うんです。要らないという人もいるから、

それをやりくりできることもできるんですけれども、神原田の下あたりも急遽きれい

に大至急、狭くしてつくったりというようなことでの努力はされているようですが、

いずれにしても、そういう安心して一定程度そういうものができるような施設という

のも、最終的には行政としての仕事であろうというふうに思っておりますので、そこ

ら辺の一定の、既存のところにプラスアルファというのがベターなのかなというふう

に思いますけれども、その点についてお尋ねします。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） 現状の課題というふうに受けとめておりまして、墓地の新

設場所を見つけるというのは非常に大変な課題だと思っていますので、既存の地域の

方々にお願いしている墓地、これらについてどのぐらいの必要量があるのか、そうい

ったことも把握をしながら既存の墓地の拡張ということを基本にして対応を検討して

まいりたいというふうに考えています。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ひとつそういう面でも大玉村に住んでよかったなと言われるよう

に、まさにそういうふうになるように努力をいただきたいと思います。大体授業時間

とほぼ同じくらいの時間になったので、以上で終わります。 

○議長（佐藤 悟） 以上で、１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

   続きまして、３番武田悦子君より通告がありました「屋内運動場の利活用と子ども

たちの体力向上について」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

をいたしました３件について一般質問を行います。 

   まず、屋内運動場の利活用と子どもたちの体力向上について質問をします。 

   屋内運動場が、現在の改善センター体育館を取り壊してつくられることになりまし

た。現在の体育館を取り壊し、屋内運動場が完成するまで、どのようなスケジュール

で工事が行われるのか、まず伺います。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   屋内運動場の建設関係のスケジュールでございますけれども、現在のところ詳細設

計を業者のほうに発注しまして、設計の段階に入っております。これが１月末に一応

完了する予定でございますので、その後それらを精査しまして入札に付させていただ

きまして、施工に入ります。施工に関しましては、３月末には完成、当然できません

ので、繰越明許という手続をとりまして、２７年度、目標としましては１０月ないし

１１月完成の目標として工事を進める予定でおります。でき次第利用に供するわけで

はございますけれども、現在そういったスケジュールで進めておるところでございま

す。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 
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○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   来年の１０月から１１月に完成というお話をいただきましたが、この取り壊しの作

業に入るのは、いつからということになるんでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、設計関係が終了しました後、同時に発注の手続は進めてまいりますけれども、

建物の建築の受注をされた方、この業者さんのほうにあわせて取り壊しのほうも発注

をすることになりますので、取り壊し後、新築のほうの手続に入るという流れになっ

てまいります。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ということであれば、設計の完了する１月末までは現在の体育館が使えるというふ

うな理解でよろしいんでしょうか。はい、わかりました。 

   それでは、この新たにつくられます屋内運動場、この利用に当たっては、管理、こ

れはどのような形で行われるのか伺います。 

○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。 

   新たに建設される屋内運動場の管理についてでありますが、現在の改善センター体

育館と同様に、社会体育施設として教育委員会が管理する計画であります。 

   管理方法として、管理員等を配置せず、定期的な利用団体には鍵を貸与し、利用者

に一時的な管理をお願いするという方法を考えております。 

   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。 

   定期的な利用団体には鍵をお渡しをして管理をしていただく、そのほか、一時的な

利用団体については教育委員会のほうで管理をするということで、そういう理解でよ

ろしいということですよね。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） そのような考えでおります。 

   また、団体利用以外につきましても、子どもたちが自由に遊べる曜日や時間帯の設

定についても検討して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） 今回つくるに当たりまして、今まで利用している関係団体との懇談

会、情報交換会と言いますか、このようなものも行われました。この中でもさまざま

な意見が出されたと思います。この屋内運動場を利用することのできる団体、現在定

期的に利用している団体が全て利用できるのか、そのようなことも含めて、どういう
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形でどのような皆さんが利用できるのかということを伺います。 

○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。 

   村の各種団体、体育協会、スポーツクラブ等に加盟している団体等については、優

先して使用できるものと考えております。 

   また、利用に当たってでありますけれども、利用については、子どもを中心として

全村民を対象とした施設でありますので、どなたでも使えるということであります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） 今使っている団体が全てそのまま新しい屋内運動場でも使えて、そ

の皆さんには鍵をお渡しできるというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） そのように考えております。 

   ただ、人工芝でありますので、使用については条件があります。野球であればスパ

イク等は基本的には使用禁止でありますので、この前そのような会議を持ちました。

どこまで使用が可能なのか、そういうものについて、この前、一定の方針が出ました

ので、そういうものについてある程度条件を設定して使用していただくということで

あります。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） もちろん人口芝でございますので、利用にはそれなりの制限という

ものがあります。現在使っている団体の皆さんがより使いやすい形で、管理も含めて

できればいいのかなというふうには思っております。 

   そして、この屋内運動上は、先ほどの答弁にもありました、全ての村民の方を対象

にしているというようなお話をいただきました。そしてまた、この屋内運動場にクラ

イミングがつくられるということになっているようですが、今使っているスポーツ少

年団、また学校、幼稚園も利用の想定に入っておりますが、もちろんそういう皆さん

が団体として使う。先ほど部長からの答弁にもありましたが、子どもたちが自由に利

用できる時間もつくるというお話もありました。 

   例えば子どもたちが自由に使えるという時間をどのぐらいのスパンで設けるのか、

週に１回とか、月に２回ぐらい、まだまだもちろん検討中ではあろうと思いますが、

その場合の子どもたちだけが自由にその時間に行って使った場合の、その場に大人が

誰もいない状況で使わせるようなことを想定しているのか。管理としては教育委員会、

改善センター、生涯学習課が管理をしますが、その場に誰か大人の人を配置する予定

があるのかどうか、その辺も含めてお伺いいたします。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ３番議員さんに再度お答えいたします。 

   子どもたちだけの利用につきましては危険を伴いますので、やはり管理するなり指

導者が必要かと思われます。特に、今回クライミングができるような施設もあります。
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当然、専門的知識を有する方も必要になるかと思いますので、その点につきましては、

今後詰めて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。 

   子どもたちが自由に遊べて、体力向上につながる有意義な施設にしていっていただ

きたいというふうに考えております。もちろん安全が第一ですので、その点を最優先

に取り組んでいただきたいというふうに考えています。 

   そして、この屋内運動場ですが、これは東京電力福島第一原子力発電所の、あの爆

発事故によりまして、子どもたちの屋外遊びが敬遠されてきた中で、運動や遊びが可

能な多目的施設を確保する目的ということでつくられるものでありますが、この間の

子どもたちの運動能力の低下、肥満傾向、これは明らかになっています。１１月

３０日付の福島民報新聞によれば、２０１３年度の児童生徒の体力、運動能力の調査

結果の中では、運動能力の指標となる総合得点の平均値が、男女とも小学２年から中

学３年生で２０１２年の全国平均を下回ったと報道されています。これは県内全体の

平均値でありますが、大玉村の子どもたちの体力、運動能力、これの変化というか、

そういう部分でわかることがあればお聞かせいただきたいと思います。 

○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。 

   委員さんからご指摘がありましたように、県の結果につきましては、過日、１１月

３０日に報道されたとおりであります。ただ、大玉村の具体的な結果については、ま

だ届いていませんので、詳細な内容については、今お答えすることはできません。た

だ昨年度の調査結果、また先生方等々のお話からは、大玉村においてもかなり厳しい

状況にあるのかなと、そんなふうに捉えております。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   大玉村の子どもたちも体力、運動能力ともに今低下をしている状況にあるというこ

とでありますが、この子どもたちの体力向上に向けて、具体的に小学校とか中学校で

は、何か対策が幼稚園も含めてですが、とられているのかどうか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   村といたしましても県の施策等々を受けまして、例えば県の教育委員会と福島大学

が開発いたしました身体づくりプログラムを学校の授業の中に取り入れて授業を行っ

ていただいております。 

   それからまた、各学校におきましては、体力向上推進計画という計画書をつくりま

して、それに基づいて体育の授業はもとより、業間等々においても子どもたちの体力

向上に努めていただいております。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 
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○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   子どもたちの体力向上に向けてさまざまな事業が取り組まれているということであ

りますが、このスポーツクラブにおきましても、子どもたちを対象とした事業が行わ

れていると聞いています。どのような形で行われていて、また参加人数はどのぐらい

なのか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   スポーツクラブにおきまして、現在小学生を対象にした水泳教室、これを開催して

おります。参加者は４０名程度というような報告を受けております。それからソフト

テニスサークル、これを行っておりまして中学生で１０名ほど参加しております。ま

た、冬季におきましてスケート教室、あるいはまたスキー、スノーボード教室、こう

いったものについても計画しております。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） この子どもたちの体力向上対策といってもさまざまな形があると思

いますが、小さなうちから、走ること、飛ぶこと、投げること、このような基本的な

運動を行うということが大切なことだと思います。この原発事故以前から、遊びの中

でこのような運動をすることが少なくなってきていると言われてきました。そういう

子どもたちがさらに原発事故によりまして外遊びの機会が少なくなってきました。子

どもたちには、きちんと教えなければ基本的な部分を伸ばすことができない、難しい

状況にあるのではないかというふうにも思います。 

   そこで、例えば幼稚園の遊びの中に、この特に投げることというのがなかなか難し

くなっているのかなというふうに思うんですが、このような意識をして遊びの中にそ

ういうものを取り入れる、そして、しっかりとこういうものを指導するには、その子

どもたちの体の構造なり運動の仕方なりをしっかりと学んだ人が対応する必要がある

のではないかと思うんですが、これらの人材の確保も含めて、このような考えがある

かないか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   委員さんからご指摘がありましたように、子どもたちの発達段階によって、運動す

る楽しさ、遊びさ、そういうことを培っていくことが極めて大事だというふうに思っ

ております。 

   幼稚園におきましては、特定の種目、特定の競技について強化するというようなこ

とではなくて、遊びを通して総合的に子どもたちの活動を促していくというのが基本

になっていますので、過日、昨年度、一昨年度策定いたしました一貫カリキュラム、

そういった中で遊びの重要さ、そんな中に運動遊びをする大切さ等々について触れら

れておりますので、そのことについて、日々の保育の中で取り組んでいきたいと、そ

んなふうに思っております。 

   それから、小学校、中学校、これ発達段階によってまた違うんでありますけれども、
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やはり目的を持って運動する、あるいはまた運動する楽しさ、そういったことを教え

ていくというようなことが極めて大事だというふうに思っております。ですから、目

的意識を持って運動していくというようなことについて、体育の指導に当たられてい

る先生方、あるいはまた、専門的にそういったことについていろんな研修等の機会を

通して先生方に研修していただいて、それを子どもたちに還元できるように、そんな

ふうに努めております。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ子どもたちにそういう意味での運動の楽しさを知っていただきたいなという思

いでありますが、ここ数年、スポ少などに加入する子どもたちが大変少なくなってい

る状況にもあります。スポーツに取り組むには、それなりの動機づけというのも必要

ではないかというふうに思っています。やってみたいと思わせるには、まず体験させ

ること、もちろん大切ですが、その道のすばらしい競技を見せることや、これも大変

な動機づけになるんではないかなというふうに思っています。 

   原発事故以降、県内各地において、オリンピックの選手でありますとか、プロの選

手が来て、子どもたちに指導をすることであるとか、一緒に体を動かして楽しさを学

ばせる、このような事業が行われていると聞いております。ぜひ大玉村の子どもたち

にもそのような機会をつくってあげられたらいいなというふうに思っております。ほ

んの少しのことで子どもたちが大きく成長する、そのきっかけをつくってあげること

が大事なのではないかなというふうに思いますが、その考えを伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   いろんな報道等で、今原発の後の福島の復興に役立てようというようなことで、い

ろんな企画がされているようなこと、私も耳にしたりお聞きしたりしております。い

ろんな条件があって、なかなか難しいこともあります。人数であるとか、参加者、そ

ういったことをいろいろクリアしながら、できるだけそういった機会に触れられるよ

うに努めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   ぜひ子どもたちの伸びるきっかけをつくっていっていただきたいというふうに思い

ます。 

   次に、村民株式会社について伺います。 

   村長は、昨年８月に就任後、村民株式会社について言及されてきました。そもそも

自治体は営利を追求することを目的にはしていませんが、自治体が行っているさまざ

まな収益事業については、収支のバランスが追求されるのは当然であります。しかし、

その事業の目的は、住民の福祉の向上ということがあろうかと思います。 

   例えば、直売所ですが、事業の目的は、農家収入を確保し、農業者の生きがいや働

きがいを創出することだと思います。また、村民プールは、その利用を通して住民の
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健康の保持、増進を図ることにあろうかと思います。民間経営のスポーツジムのない

地域においては、自治体がその役割を果たすことは積極的意味を持ちます。アットホ

ームにしても、温泉施設利用を通して村民の健康の保持というところに、その施設建

設と運営の基本があると思います。 

   このように、自治体のさまざま事業が、その目的が住民の健康や福祉の向上にある

ことは議論の余地はないと思います。今回、株式会社のお話が出てきた背景には、こ

れまでの村長の発言を総合すると、さまざまな事業や施設に関して、大規模な投資が

できないことや、将来に財政負担を抱えたくないからという思いがあるのかなという

ふうに受けとめられるわけですが、直売所にしても、村民プールにしても、アットホ

ームにしても、多少の持ち出しがあってもいいのではないかというのは、既に村民合

意になっているのではないかと思います。 

   その点から、これらの村民の合意を前提にしても、なおかつ、村民株式会社を目指

す新たな意味がどこにあるのか、改めて村長からそのお考えをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えを申し上げます。 

   株式会社を設立するのが目的ではありません。公設民営を進めるに当たって、受け

皿がそんなにないと、当初は商工会等を考えておりました。商工会もやはりどんどん

衰退をしていって、そういう公設民営の受け皿としては、商工会自体が難しいという

判断があります。 

   ですから、結果として受け皿がなければつくるしかないんじゃないかと、その段階

で村が出資してつくるような第三セクターになりますと、今いろいろ問題になってい

る第三セクターの運営の問題とか等々がありますので、やはり村民による会社という

が全国的に今主流になってきておりますし、現実に立ち上がっているところもたくさ

んありますので、これは手段としての株式会社ですので、公設民営を実現するために

株式会社でなくても構わないと、それまでの間、そういうものが受け皿ができ上がる

んであれば、それで構わないわけですが、それが村外に委託するということになると、

村の金が全部村外に出てしまうということで、やはり村のお金を村内で囲い込むのに

は、そういう手法が必要かなという一手法として今検討しておりますので、具体的に

どういう会社、どうするというのには至っておりません。 

   というのは、今先ほど話がありましたように、公設民営の必要性のほうがまず先で

す。これについては、もう十数年前から、アットホームは公設民営にすべきという職

員を交えた検討会では既に結論が出ております。プールも含めて公設民営にすべきだ

という結論が出ておりますので、それらを踏まえて、今新たに公設民営に向けて検討

を始めたということでございますので、そのためには、なぜ公設民営をしなきゃいけ

ないのかということになるわけですが、財政の持ち出しは、会社に公設民営をやった

からなくなるというわけではありません。今、さくらを指定管理者で社会福祉協議会

に委託をしています。管理関係、事業もそうです。これらの村の持ち出し五千数千万
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円ということで、大変な負担が村にかかっております。 

   ただし、社会福祉協議会の存立と、それからあれを村が直接抱えた場合の費用等を、

それから職員の数等を考えると、やはり公設民営で社会福祉協議会に委託をするのが

いいだろうということで、今でも委託をしているということになります。ですから、

アットホームに今支配人が、今は係長クラスが副支配人になっておりますが、やはり

これは公設民営の検討段階で話が出たのは、役場はやはり行政サービス、福祉サービ

スに特化すべきだろうと、収益事業については、やはり民間に任せたほうが運営効率

がいいという部分の検討結果が、公設民営ということになろうというふうに考えてお

ります。 

   直売所の場合も、今、９，０００万円ぐらいですが、これは普及所等に言わせると、

あのロケーションで１億を超せないというのは、やはり十分に活用されていないと、

２億、３億売り上げができるだけの、そういう好条件があるんだということですので、

村としては、お金をかけて今の直売所を大きくしたいと、それは逆に言うと、生産者

がどんどん生産したものを直売所に持っていって、そして安心してそこで売ることが

できるということで収益を上げていくと、さらば直営で村の職員が直売所にかかわっ

てやっていくのがベターかといいますと、いろいろ制約が出てまいりますので、１カ

月に１回のイベントとか１週間に１回のイベント等を実施するためには、やはり村が

直営では現実的には厳しいということで、民間の手法をもって経営に当たってもらっ

たほうがいいだろうと、ですから、結果的に行政サービスが低下するとか、福祉が低

下するということでなくて、それを伸ばしつつ収益を改善し、役場をスリム化をして、

役場の行政サービスを特化するというのが今回の考え方です。公設民営の考え方にな

ります。 

   ですからその結果、公設民営を受ける会社が成り立つかどうかという見きわめがな

い限りは、株式会社は立ち上がらないと、立ち上げたものの経営ができないんでは絵

に描いた餅でどうにもなりませんので、ただ、今考えている手法が村民から出資を募

ってはどうかと、第三セクターではなくて。そうすればアットホームも直売所も自分

たちが出資した会社が経営していると、利用率も上がるんではないかと、それからお

金は村に残ると、そして株式還元で株式を出した方に、出資をした方にも還元をして

いくと、そういうふうにして回っていけばいいのかなと、現時点では考えているとこ

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。 

   この村民株式会社、今説明をるるいただきました。現段階で進捗状況としては何も

ないということのようでありますが、この村民株式会社、公設民営も含めて、そうい

うものをどのぐらいのスパンで結論を出していくのか。いつまでたってもお話ばかり

が先行して、それこそ絵に描いた餅という状況で、特にこの直売所ですと、生産者、

直売所の会員と言われる皆さんのここ何年か、直売所を大きくするための委員の皆さ
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んがるる努力をされてまいりました。その皆さんの、自分たちが頑張ってきたものが

どこに表現されるのか、どうなっちゃっているのかちっともわからないんだけれども

というのが、皆さんご自身の思いなのかなと、私たちの努力はどこに行ったんだとい

う思いもあるのかなというふうにお話も伺っています。なので、もっと具体的にとい

うか、公設民営にするなり、村民株式会社に移行するなり何なりも、もう少し具体的

な中身をきちんと皆さんにお知らせをしていく必要もあるのかなと。そして、ここま

でには見通しを立てたい、ここまでには目鼻をつけたい、それには村民株式会社とし

て村民の皆さんが出資するには、どうなるんだ、こうなるんだ、収益は自分たちにど

のぐらいの還元があるのか、もっと具体的な話はまだまだ詰められないという状況に

あるんでしょうか。 

○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。 

   株式会社という言葉が先行していますので、そちらにどうしても関心が行ってしま

いますが、先ほど言ったように、株式会社はあくまでも進んでいった結果です。公設

民営が可能になれば村に受け皿がないんであれば、村民から出資するという手法がい

いんではないかということですので、いつ立ち上げて、いつ還元をしてというのは出

せる状況ではありません。まずは、公設民営にする公設の部分をきっちりとやってい

かなければならないということで、今、直売所のほうの協議会から出てきた提言につ

いては、具体的にどうするこうするということは、はっきりと出てきておりません。 

   ですから、それをもってすぐに直売所をこの大きさでつくって、こうするああする、

どういう機械を入れるというものについては一切出できておりませんでしたので、

我々はその提言を待っておりましたが、やはり具体性には欠けるという部分もありま

したので、改めて内部で検討したり、出している方たちと協議をしてまいりまして、

これ時間がかかったのは、お金がかかります、非常に。青写真がやっとできました、

基本設計が。 

   この前直売所の会長、副会長に来ていただいて、その図面を見ていただいて、考え

方を説明をしました。おおむねというか、ああよかった、よかったということでお話

をいただきましたので、これから１９日の議員会にその図面をお示しをして、説明を

して、それから進んでいきたいというふうに考えております。概算で約２億ぐらいの

お金がかかります。新築をする予定でおります。今のところだと、スペースがやっぱ

り小さくて、これ以上は無理だということですので、新たにつくって、今の加工場を

皆さんが要望しているような農家食堂とか加工所に一部利用できるんじゃないかとい

うことですので、総事業費で言うと、２億というのは新築関係だけになりますので、

第２弾として、そちらのほうの改造も出てくるだろうというふうに考えております。 

   一番の問題は、農家で出荷する側、出荷する方がトレーサビリティという今生産利

益が全然行われていないと、これをどういうふうにしてやっていくのかと。ですから

直売所の将来を考えると、普及所の先生も言っていましたが、きちっと出さないとい

ずれ淘汰されて、ふえるどころではなくて消滅しますよというぐらいまで普及所の先
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生から言われている状態で、今の直売所があります。 

   ですから、時間がかかるのは、そういう基礎ができていないところで、これからお

金を投じるためには、やはりそういう基礎をつくっていかなきゃだめだということで

すので、直売所のアドバイザーを郡山の鈴木さんという方にお願いをして、勉強会を

したり普及会の勉強をしたりして、出荷者の意識をまず変えていくこと、それをしな

いと、ポスシステムという９００万も１，０００万円もするようなシステムを入れて

も宝の持ち腐れ、何にもなりませんので、まず１年かけて出荷者のそういう勉強をし

ていただいたりしながら、あわせて建物の建築に向かっていきたいと、それができ上

がった暁には、今度アットホームの改築というのも、今検討会を開いております。ア

ットホームの運営協議会でも協議していますし、町内にもプロジェクト、それから部

課長会議でどの部分を改築すべきかというところを、今一生懸命検討を始めたという

ことで、公表できるのは、あくまでもある程度固まっていないと公表できない部分も

ありますので、ここまで来るのにかなりの検討、時間を要したということです。そう

いうふうにして検討を重ねて直売所ができ上がり、ポスシステムが有効にできる、出

荷者がきちっとしたものを出荷できると、そして株式会社等を立ち上げてもそれが経

営として成り立つというものがないと、できません。ただし、考え方としては、大体

２年か２年半後に具体的に立ち上げができれば、ということは、直売所工事中に立ち

上げてもこれは会社としては成り立ちませんので、でき上がらないうちは無理だとい

うことになりますので、遅々として進まないように見えるかもしれませんが、これは

当然、十分に検討しながら進めていかなきゃならない、負担の大きい村としても大変

な事業になりますので、相談をしながらやっ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。 

   もちろん、慎重に進めていっていただくべき問題でありますが、特に直売所におい

ては、出荷者、会員の皆さんの意見を十分に踏まえて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。 

   安倍内閣は、構造改革で地方創生担当大臣というものを置きました。背景には、少

子化や農林水産業の衰退で地方が崩壊の危機に直面しているからにほかなりませんが、

そもそもその原因をつくり出したのは、長年の自民党政治にあると思います。 

   特に小泉改革以降のグローバル経済の推進が、農業・農村を大きく変えました。農

畜産物の相次ぐ輸入自由化や規制改革が雇用の不安定化などを生み、都市と農村の格

差、正規と非正規の格差、金持ちに一層の金が集まるなどの矛盾の拡大をもたらしま

した。このような状況の中で、地方においては極端な高齢化や産業の衰退で、人が生

活できない状況、地域社会の崩壊が進んできたと考えています。 

   ことしの米価に見られるように、主食までもが市場経済の中に放り込まれれば、生

産費を下回るような暴落もあり得ることが明らかになりました。特にこれまで進めて



 

- 39 - 

 

きた経営の規模拡大路線を受け入れてきた担い手に、大きな打撃を与えています。こ

のことは、次年度以降の本村の農業にも多くの新たな問題を呈しています。土地の賃

借関係が大きく変わる懸念があり、農村基盤そのものが崩壊する危険すらはらんでい

ます。 

   このような情勢を踏まえながら地方創生をどのように受けとめ、どう課題を整理し

ようとしているのか、まずは伺います。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は１１時３５分といたします。 

（午前１１時１９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１１時３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 村長の答弁を求めます。 

   村長。 

○村長（押山利一） それでは、改めて３番議員さんにお答え申し上げます。 

   まず、地方創生というのが出てきた背景としては、増田さんが言ったレポートで地

方が消滅するというような問題がやっぱり受けていたのかなというふうに思いますが。

ただ、余りにも唐突に出てきたので、私自身も、なぜここで今、地方創生が出てきた

のかなということで理解しがたい部分があります。もう少し詰めて、今、人口問題だ

けではなくて、経済的な問題とか地方の抱える問題をもう少し明らかにして、そして、

それに対してどう再生をしていくのかということを明らかにしてから、今度そういう

大臣を設置したり、どういう事業が必要かということを出してもよかったのかなとい

うふうに感じています。 

   ですから、法令先行、イメージ先行で大臣をつくった結果、何も決まっていないと、

中身のない、本当に器だけつくったということで、これから生みますという話ですの

で、非常に我々としても期待しながらも戸惑っているというのが、現状でございます。 

   東京一極集中、それから原発の問題等々で東京に全て集まってしまう。また

２０２０年には東京オリンピックということで、さらに深刻な問題が地方に生じてく

るだろうと、そういうものに対して手当てをきちっとしていこうということであれば

いいんですが、そういうものもまず今のところは見えてこない。聞くところによると

アイデア勝負だと、計画をしてアイデアのあるところにはお金を出しますよと、とい

うようなものだったり、少子化対策ということで人口減少と、そうすると、人口減少

したところにお金がいっぱい行って、努力をして人口を維持しているところがなおざ

りにされるという心配もしています。ですから、これからそういうものをきっちりと

把握をして、中身のある地方創生策をとっていかなければなというふうには考えてい

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す。 

   この耕作放棄地対策を進めながら、あちこちの水田で米がつくられなくなっている

という状況があります。日本で一番美しい村連合に加盟したものの、新たに景観を喪

失する懸念、これも広がっています。この美しい村連合加盟とのこの地方創生という

キーワード、これをどのように組み合わせ、具体的な分野でどのような対策をとろう

としておられるのか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答え申し上げます。 

   美しい村連合に加盟した目的については、再三お話をしましたので省略をさせてい

ただきたいと思いますが、地方創生との絡みということですが、やはり大玉村、今ま

で人口も減らないできたその原因は、少子化対策、子育て支援、それから定住化策と

いうことが当然言われてきておりますが、既に本宮も二本松も、なぜ大玉は人口減ら

ないんだということで、近隣市町村、郡山もそうです。二人目の保育料をただにする

とか、条件は若干違いますけれども、それからあと、住宅をつくった場合は３０万と

か２０万とか、大玉が先に進んでいたものに対して、周りの市町村が追いついてきて

いると、先行のアドバンテージがなくなってきているというのも現状でございます。 

   その中で、財政的にお金で勝負していこうとなると、郡山、それから本宮がだんだ

ん借金が返済をしてきて、もともと７割以上の力がある自治体ですので、お金勝負は

いずれ行き詰まるというふうに考えます。ですから、お金勝負ではなくて、大玉村に

住んでよかったと言えるような魅力をつくっていくためにはどうすればいいのかと考

えたときに、みんなで村づくりを進めていきましょうと、この村に住むと非常に優し

い村で、高齢者にも子どもにも自然にも優しいと、そういうみんな村民が全て自分の

住んでいるところに誇りを持って村づくりをしていきましょうというソフト面で、や

はりほかと差別化をしていくという非常に大きな力になるだろうというふうに考えて、

この美しい村連合にも手を挙げさせていただいたと。かなりお金がかかりますが、こ

れを切り口にして村民が一つの方向、村づくりのテーマとして取り組んでいければ大

変ありがたいというふうに考えていますので、お金勝負は限界だということの認識の

上で、これからやっていこうと。 

   ですから、どの分野でやりますかというのは全分野です。当然、教育委員会に、子

どもたちに今までごみを捨てないようにしましょうと言っていたものは、今度、ごみ

を見たら拾いましょうと、そういう形。それからあと、道の草がいっぱい生えていれ

ばみんなで刈りましょうと、今まである中山間の関係とかいろんなものとの抱き合わ

せも含めながら、やはり草ぼうぼうじゃないようにしましょうとか、具体的に今ちょ

っと考えているのは、いぐねの保全、来年の写真コンテストはいぐねのある風景とい

うふうにお願いをしています。ですから、いぐねの価値を村民の方たちに知っていた

だきたいと、それから安達太良が見える丘構想ということで、今度の直売所の２階に

も、お茶を飲みながら安達太良の景観がゆっくりと眺められるような設備をつくりた
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い。小姓内のところの田んぼ通りの突き当たりところに車を二、三台とめて、休みな

がら安達太良の景観が見られるようにしたりとか、それから田舎館村のほうに田んぼ

アート、職員３人で視察をして、田舎館村のほうからも大玉に視察に来られたりして、

お互いにつながりができておりますので、耕作放棄地をある程度集団化して田んぼア

ートに取り組むとか、それから非農家を含めてのＮＰＯで菜の花プロジェクトを立ち

上げていきたいと、これは耕作放棄地が増大するのは目に見えていますので、そのた

めには、油を搾る機械を大豆油とか菜種とか、そういう機械を村で設置するというこ

ともいずれ必要になるだろうというふうに考えていますし、ソバもそういうことで景

観作物イコール作物としてやっておりますので、農業面でもそういうふうに総合的に

耕作放棄地を少しでもなくするような方策が必要だろうというふうに考えております。 

   それから、できれば１年に１回美しい村連合のイベントをやっていきたい。子ども

から大人まで自分の考える美しい村ってこういうものだということを青年の主張みた

いな感じで、年寄りも含めてやっていけたらと、そこからアイデアが出てきたもので

みんなで取り組むと、ですから行政が押しつけてこうやりましょうじゃなくて、村民

のほうから美しい村をつくるのにはこうすべきだというような、そういう形で進んで

いければいいのかなというふうに期待をしています。 

   それから、いろいろ仕掛けはこれから具体的に実施をしていきたいというように考

えています。これは大玉村にとっての地方創生、これが、国がこれにお金を出します

よということになれば、非常に進めやすくなってくるというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） ありがとうございます。 

   美しい村連合、なかなかイメージをつかむのが、具体的な形でイメージづくりが難

しいという部分がございますが、考え方としては村民が参加をしていくという部分を

どうつくっていくのかというところに課題があろうかと思いますが、それはそれとし

て、進めていくというものが村づくりの一つの形としてつながっていけばいいのかな

というふうにも考えます。 

   ことしの米価の暴落、これは大変ショッキングな問題でもあります。多くの担い手

が来年以降の水田の受託の返上を考えていると言われています。経営を拡大すればす

るほど赤字がふえる、こういう矛盾に直面しています。本村のこの現状の改善は、本

村の持続的発展に欠かせないものであります。本日の質問にはありませんが、今後、

この農地の保全と担い手の支援についてもさまざまな機会に議論をさせていただきた

いと考えています。村民株式会社の構想、美しい村加盟などなど情緒的な話題はあり

ますが、実質の話というのはなかなか見えてこないという現状にもあります。悩み苦

しんでいる担い手など、本村の基幹産業を支える方々の本当の声を聞きながら、村政

を進めていただきたいと願いながら、私の質問を終わります。 

   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。 
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◇          ◇          ◇ 

○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４４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ２番押山義則君より通告がありました「第４次大玉村総合振興計画、

大玉村復興計画の進捗状況、達成度のもと、平成２７年度予算編成について、行政全

般を伺う」の質問を許します。 

   ２番。 

○２番（押山義則） ２番押山義則であります。議長の許しを得まして、平成２６年

１２月議会の一般質問、通告に従いまして行います。 

   今回は、時節柄、平成２７年度の予算編成に向けての行政全般についてということ

で、現段階での考え方、方針を伺います。昨今の社会状況、安倍内閣の新たな経済政

策アベノミクスでありますか、その効果により株価は上昇し、景気は回復基調、経済

の好循環と調子のいい話が聞こえてきますが、地方の経済、特に中小規模企業にとっ

ては景気回復の実感はほど遠く、その上、円安による原材料や燃料、電気代の高騰、

消費税率引き上げによる消費の減退、また続発する自然災害、地方現象の過疎化と相

まって多くの問題が山積し、特に本県においては大震災、原発事故からの復旧・復興

は遅々として進まず、風評被害の影響は依然として深刻であります。 

   本村の農業環境も大変厳しい状況にあります。そのような状況下の中での平成

２７年度の予算編成でありますが、それぞれ項目ごとにここに書かれていますが、ま

ず村長に、２７年度の予算編成の基本方針といいますか、編成方針を伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２７年度の予算編成については、復興に対する除染等の問題、それ

から災害についての対応、それからこれから新たに指示が出ると思いますが、農業関

係に対するどういう助成ができるかというようなことも含めて方針を示しております

が、おおむねは、例年どおりの財政的には非常に厳しいと、泳ぎようのないところで

財政運営をするということですので、節減に努力をしてほしいというような状況でご

ざいます。例年と大きく変わったところはございません。 

   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。 

   それでは、村づくりの基礎となります第４次総合振興計画について、今年度までの

進捗状況、それから達成度ということで伺います。 

   計画全般、震災とか原発事故の影響によりまして、方向転換とかおくれは否めない
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のでありますが、そのような中でも住宅誘導政策、人口増に向けての対応、子育て支

援、教育施策の充実は順調なのかなと評価しております。しかしながら、農業政策な

どの産業活性化については、いま一つ形が見えない、そんな気がいたしております。 

   また、住宅誘導インフラ整備に関しても、計画の方向性にもよりますが、地域のバ

ランスといった点で問題があると思っております。前質問者からもゾーン設定につい

ての話がありましたが、あえて今回都市計画という言葉を使いまして、地域の開発に

ついて伺います。 

   大山地区、どんどん農振除外が進み、目覚ましい開発が進んでおります。一方、玉

井地区、逆に農振地区の縛りが大きく影響し、活気が感じられない。例えば大山地区、

コンビニ４店もありますが、玉井地区ゼロ、１軒もない。村を横断する田んぼ通りに

しても、大山地区と玉井地区、まるで別の村の道路なのかとすら感じます。地域のバ

ランスと申し上げましたが、地域の活気、産業の創出、地域づくりを考えるとき、行

政の方向性が、あらゆる意味で土地の利用形態とか、評価、または土地の流動化まで

含めて、大きな影響を与えます。狭い村でありますので、基本計画の見直しを含めた

対応の必要性を感じますが、改めて地域のバランス、村長どうお考えでしょうか、総

合計画の進捗状況、達成度のことも含めまして伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんに再度お答え申し上げます。 

   玉井と大山のバランスということですが、行政上でどちらに力を入れるとか、力点

を置くというようなことは一切考えておりませんので、村全体を総合的に発展させる

ということで考えておりますが、ただ、コンビニとか国道４号線を大山地区は通って

いるということで、あそこに国道があって、そこにコンビニが入ったり、それから住

宅地が入るというのは、これ民間の開発なものですから、どちらに住む方の魅力があ

るかということなんだろうというふうに感じておりますが、現在はそういうことでお

りますが、道路に関しても西部幹線道路、今度大変なお金がかかりますが、開通させ

るとか、田んぼ通りも小姓内まで突き抜けておりますので、バランス的には、行政と

してこちらに重点的に誘導するということは考えておりません。ただ、バランスよく

発展させるということは重要なことだというふうに考えておりますので、玉井の相応

寺の後ろ、あそこにトロッコ道がありますので、トロッコ道、今、地主にお願いをし

て４メートル道路に拡幅すると、その暁には、相応寺の裏から道路を入れたいという

ふうに考えておりますので、そういう誘導策はやっていきたいと、そうすれば住宅地

等が張りつく可能性が大きいというふうにも考えております。 

   ただ、大山地区も農振解除が非常に難しくなっております。一種農地については、

そろそろ開発するところがなくなってきているということで、条件のいいところの開

発が難しくなっているので、国・県にはもう少し緩和して、もしくは地方自治体に権

限を移譲してくれということは、昔から再三要求をしておりますが、なかなか難しい

ということで、今、住宅開発の最大の不安要因は、農振解除が難しくなってきている

ということかなというふうにも感じております。 
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   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。 

   達成度の件でありますが、全体的に考えますと、先ほど原発による影響、こういっ

たものは当然ありますが、総体的におおむね順調に進行しているのではないかという

ふうに思ってございます。 

   概要になりますけれども、第４次総合振興計画につきましては、３つの基本目標と

１５本の施策の方向づけを掲げております。その中の３つの基本目標のうちの、力強

い産業と広がる交流と、こういう１つ大きな交流については、先ほど原発事故の影響

を受けておりまして、特に農林産品の安定生産といった中においては、当然風評被害

で農畜産物の出荷の関係、なかなか売れないとか、価格が安いと、そういった現状、

それから交流の村づくりの中では、千客万来の交流の村づくりという項目がございま

すが、観光の入れ込み客も減少、最近は、若干回復はしておりますが、そういったこ

となどがありまして、この部分においては、ちょっと達成度が低いところもございま

すが、残る２つの基本目標であります、みんなで支える安心生活、それからもう一つ

は、夢を育てる教育、子育て、これらに関してはおおむね順調に進行しているという

ようなことで、先ほど申し上げた、おおむね順調に進行しているという内容でござい

ます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。 

   おおよそ順調にいっているということで安心しております。 

   村長の答弁ございました。大山、玉井、別にこだわるわけではないんですが、ある

程度今の状況を見ますと、村民の理解はちょっと別なところにあるんじゃないかなと

思っております。玉井地区も県道の移管も進みまして、幹線道路としての役割を果た

しつつあります。本宮・石筵線、それから大橋五百川停車場線、両県道と住宅地の間

は地域発展のための開発があってもいいのかなと思っております。 

   昨年、玉井１区、２区、３区の区長さん方により、避難施設を兼ねたふれあいセン

ター建設の要望がございました。このことが一つの危機感のあらわれと私思っており

ます。国の政策、村長先ほど言われました。地方創生が言われております。主たる目

的は、地方の人口減少を食いとめる試みでありますが、それぞれの市町村、これに対

した地域づくりの必要性に迫られると考えております。住民みずからが地域の将来を

考えてビジョンを描くためにも、行政は先を見越した施策の実施が求められます。土

地利用方法に関する決定権限は、農地の転用、それから農振地区に関する事務も含め

まして、設定や除外は知事の同意を前提に市町村が行うとなっておりますが、やっぱ

り方向性を示すというのが、村長として我々議会の役割、責任だと思っております。 

   また、農地利用の集積、集約化、後で質問いたしますが、これも土地の流動化が進

むことによってあり得るのかなと思っております。繰り返しになりますが、利便性と

か防犯上とか、必要なところにコンビニ建設が可能な程度の見直しは、絶対必要と訴
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えておきます。再度、村長に感想を伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答えを申し上げます。 

   道路関係、よく郡山、福島は郊外に道路ができるとそちらのほうにどんどん住宅地

が移ってしまって、ドーナツ現象で町の中が廃れるというような状況がありますが、

それだけ、道路は村づくりとか地域づくりに非常に重要な役割を果たしているという

ふうには認識しております。俗にいう南バイパスと言われていた本宮・石筵線も、間

もなくあと数年で全線が開通すると、それから玉井小学校の下から県道に抜ける道路

も今、用地交渉をしておりますので、そういう形で玉井地区についても細かいところ

の道路も含めて、今道路の整備ということを行っておりますので、そういう点ではバ

ランスよく開発ができるのかなと、まだ玉井のほうが農振外しても住宅地になる可能

性があるところが多いということですので、やはり大山地区がなかなか改廃できない

ということになると、玉井のほうにだんだん住宅開発が進むのかなというふうにも考

えております。農地の一団の土地の保全というのは村の方針ですので、田んぼのど真

ん中にコンビニをつくるということに対しては、一貫して村としては認められないと

いうことでまいりましたので、やはりこういう農業情勢ではありますが、一団の農地

は守っていきたいと、これはやはり崩さないでいきたいというふうに考えていますの

で、住宅地は住宅地連担している場所に造成をぜひお願いをしたいというふうに考え

ております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。 

   やたらコンビニにこだわりますが、今やコンビニは、銀行とか役所とか本屋さんと

かミニ百貨店と多種多様、地域活性化のバロメーターであります。その辺ひとつご理

解願いたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   防災について伺います。一昨年の豪雨災害以来、速やかな災害復旧に努められてお

られる状況、心配されました又兵衛地区には砂防ダムの設置が決定とか、住民の安

心・安全、それから基本目標のみんなで支える安心生活、施策の充実に対して、評価

と感謝を申し上げます。 

   今年度、改正土砂災害防止法が施行されましたが、防災力の強化、それから防災体

制の強化に向けての２７年度の事業計画を、まず伺います。 

○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。 

   防災関係、２７年度の計画というようなことでございますけれども、２７年度につ

きましては、先ほどお話ありました砂防ダム関係、これら県で実施する予定でござい

ますけれども、用地買収等を含めまして工事を実施するような状況でございます。 

   それから、同地区内の豪雨災害の普及工事、牛子沢筋等におきましても、横断する
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暗渠等の工事、これは２０年度に改修工事を行っておりますけれども、そういった中

で土砂の崩壊される危険の多い箇所につきまして、見直し等を図りながら県の事業等

を活用し、進めていくというような考え方でおります。 

   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。 

   私は、もう少し大きな意味での事業計画を伺いたかったんでありますが、１点だけ、

災害に対する地域力ということで伺います。 

  先日の長野の地震被害、地域力が被害を最小限に抑えたとの評価、感想であります。

きめ細かな防災訓練とか地域力を高める施策の充実が、重要ではないかと思っており

ます。そういうところを、改めてどのように考えておられるのか伺います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） 地域での防災計画というようなことで、昨年来土砂災害

等ございました。地域によって危険箇所も異なるというようなこともございますので、

例えば行政区単位とかそういった小さい中での単位で、地区の防災計画等そういった

ものを作成してまいりたいというふうに考えておりますが、本年度につきましては、

大もとの村の防災計画を年度末目標に改定してまいりまして、２７年度以降、各地区、

地域での防災計画に着手してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 防災については、地域力が、地域の結集力が一番大事でございます

ので、その辺改めて強く要望しておきます。 

   それからもう１点、公共交通について伺います。 

   これは調査研究の段階ということでありますが、２７年度に向けて進展あるんでし

ょうか。これまでの成果と、どう運営されていく考えなのか、これについて簡単で結

構です。伺います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。 

   ２７年度の関係でございますが、現在、高齢者の足の確保なり広域バス、福祉バス、

そういった村の総合的な公共交通のあり方、これらをどうしたらいいかということで、

２６年度に今、福島自治研修センターとの共同研究で調査委託をしておるところでご

ざいます。 

   具体的には、一つはアンケート調査、これを集計分析をしておるところでございま

す。抽出１，５００軒、大体回答率は半分程度でございますが、それらの集計分析を

しております。 

   さらに、広域生活バス利用者への直接広域バスに担当者が乗りまして、直接アンケ

ートを実施しております。年度内にこれらの共同研究の報告書を作成いたしまして、

これらの報告書をもとに本村の公共交通システムのあり方、これらを検討、次年度以

降に向けて、実施に向けて検討するというような内容になってございます。 
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○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ２７年度の対応は伺いましたが、公共交通さまざまな方法が考えら

れますが、まずアンケートをやっているということで、ニーズの捉え方、それとどこ

までの範囲でこれ投資が許されるのかということ、必要性と投資効果にあると考えま

す。村民がどんな政策を望んでいるのか、対応できるシステムはどんな方法か、予算

的に可能なのか、慎重に検討してスタートしていただきたいと思います。 

   次の農業施策についてに入ります。 

   大玉村の農業、大きな岐路に立たされていると思っております。稲作について申し

上げますが、大玉村の農業イコール米づくり、その米価の低迷、後継者の問題と重な

り、将来性は全く見通しが立たない状況にあります。対策としての大規模農業として

の規模拡大とか、ニーズのマッチング、いわゆる品質管理の強化、大玉産米としての

オンリーワンのニーズと申しますか、私は大玉村の農業、例えばコメショウさんに例

えて工夫と努力で運営、前向きに捉えようとはしているんですが、まず伺いますが、

規模拡大についてでありますが、政策としてスタートした農地中間管理機構、いわゆ

る農地バンクの活用でありますが、どのように進めていかれますか。進捗状況とあわ

せて伺います。特に行政の果たすべき役割について、どこまで考えておられるか伺い

ます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに農地中間管理機構の内容でございますが、農地

中間管理事業につきましては、県の農業振興公社が県の窓口になりまして、今年度か

らスタートした事業でございますが、それの事務については村で受託して進めるとい

うことで、現在は既に年２回公募しておりまして、現在も３回目の公募期間中でござ

いますが、いわゆる規模拡大農家の公募をしております。本村については、現在４名

の方が手を挙げまして、規模拡大をしたいという意向を持っております。 

   今後につきましては、この規模拡大希望者の農家に、いわゆる貸し付けする農地を

配分計画等を作成しまして、いわゆる村が中間管理公社と貸し付け希望者の間に入っ

て配分計画を進めてまいります。 

   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。 

   次に、ニーズのマッチング、新しい発想でありますが、一部の地域ではもち米の作

付で加工米にニーズを求めるとか、健康志向でたんぱく質等を押さえた米づくり、糖

尿病とか成人病予防で活路を見出すとか、また高齢者世帯用の米づくりに命運をかけ

るといった地域もあります。 

   大玉村、進歩的考えで稲作に取り組んでいる方々、また認定農家を初めとして意欲

のある農家もありますが、規模拡大、集団営農化に向けての支援策の強化ということ

でありますが、これについて特に何か考えられないかということであります。あわせ

て、２７年度に向けての大玉村の営農に対する指導方針、具体的なことも含めまして、
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例えばナラシ対策のこととかつなぎ資金とか、そういうことも含めまして改めて伺い

ます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに農業の指導方針などでございますが、ご承知の

とおり、ことしの米価につきましては、こしひかりベースで大幅な下落ということで、

特にこしひかりでいうと前年比で３５％減とか、ひとめぼれですと前年対比３２％と

いうことで、特に消費の低迷もございますが、原発の影響もこれら影響しているとい

う内容でございます。 

   これらについてのナラシ対策につきましては、いわゆる認定農家等の拠出について

は、３月までの米価を基準に９割が３月以降補塡されると、また今年度に限り拠出し

なくても、一般の農家でも約３４％程度については補塡されるということで、現在は

数字等については来年３月までの米価を対象にということなので、数字等については

全くどういう数字で補塡されるかは、内容はわかっておりませんが、これらにつきま

して来年に向けてのいわゆる対策という中では、先ほども申し上げましたが、いわゆ

る個人経営ではなかなか米価の下落の中で対応し切れない部分もあるので、コストの

削減という意味では法人化という面も、現在、村内でも法人化をしたいという意向を

持って話し合いを進めている地域もございますので、そういった法人化に向けた指導

の方針等について、なかなか村だけでも進まない部分もございますが、現在について

は関係機関と連携を深めながら法人体制の整備に向けて話し合いを進めているところ

でございます。 

   また、いわゆる米価下落の中で原価割れをしているという中で、来年度向けの再生

産に向けても、先ほどナラシ対策でどのぐらい減資分が補塡されるかという部分もご

ざいますが、これら農家が再生産に向けて、いわゆる機械等の導入等ができるような

補助事業について、現在検討しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） １点だけ、その施策で、大玉村の農地の大体何％ぐらい救済されま

すか。１点だけお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   数字的に何％がいわゆるこれらの対策で対応されるかということで、数字的にはな

かなかこれから米価の下落で、これから来年に向けて今まで米づくりをやったが、今

が考えているときの農家もたくさんいると思いますが、具体的には、これらの先ほど

答弁申し上げました内容で数字的に何ヘクタールという数字は、現在のところ持って

おりません。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。 

   難しい質問でありますから無理もないと思いますが、もう少し真剣に大玉村の農業、
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みんなが助かるような工夫を考えていただきたいんです。多分、みんなそう思ってい

ると思うんですが、よろしくお願いします。 

   次に、稲作からの転換も含めた農業施策の充実について伺います。 

   まず施設園芸の類が考えられますが、さらに進化した野菜工場による集団営農への

取り組みなどはいかがでしょうか、６次産業化、直売所への基盤づくりとしても効果

的と思われます。検討いただきたいと思っております。 

   一例でありますが、約２，０００平米で高さ７メートルの建物で施設で、２０万平

米分の畑として栽培可能と聞いております。農商工連携や村民、それから企業出資の

法人化とか、制度利用の農業後継者支援も考えられ、当然雇用も発生します。直売所

への通年野菜提供も可能となります。今頓挫しております小水力発電の利用とか再生

可能エネルギーの利用促進にもつながりますので、投資効果は十分あると思われます

が、村長、感想を１点伺います。 

○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。 

   米作からの脱却というのは、やはりこれから大玉村が考えていかなければならない

大きな部分だというふうに考えておりますが、施設園芸については当然これから進め

ていく方向性だろうというふうには考えておりますが、野菜工場に関しましては、初

期投資が物すごいということで、今、野菜工場を経営しているところはほとんど大企

業でございます。もしくは僻地とか、ほとんど９０％以上が外部からお金が入ってく

るというような状況の中で、大玉村で一から野菜工場を立ち上げるとなると、多分不

可能だというふうに考えております。今まで川内の野菜工場も見学してまいりました。

厳しいということで、外部から３億円、４億円のお金をいただいてつくった工場でさ

えも、やはり今運営が厳しいということですので、将来的には当然、工場というより

は、ハウス等を使った施設園芸の中での野菜づくり、水耕栽培、そういうものについ

ては可能性があるのかなというふうに考えております。今の仮設住宅のあるあの辺の

スペースを生かしながら、そういうハウスでの水耕栽培等ができないかどうかという

ことに向けて、視察、検討は始まっております。 

   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す。 

   今年度、直売所の活性化ということで、ハウス設置の補助事業も実施されておられ

ますが、現実、農業を理解されておられるのかという会員の意見もございます。中途

半端な施設で冬期間の野菜の教室など不可能であります。認識を深めて取り組んでい

ただきたいと、そのように言っておきます。 

   もう少し、それからもう一つ、大企業であれば可能だと、そういう大企業の誘致も

含めた施策も考えてみていただきたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   同じく農業問題で、転作への支援策について伺います。飼料米とか菜種とか豆、ソ
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バなどいろいろあります。１点、ソバの栽培への取り組みについてお話しします。 

   この先進地の研修のことなんですが、教えられたことなんですが、ソバ栽培、これ

集団化で景観を含めてソバ栽培なんだということを言われました。大玉村なら安達太

良山をバックにした雄大なソバ畑、そういうもので改めて大玉のソバが認識されると

いうことであります。 

   私が農政課に指導を望みたいのは、そのような取り組みへの調査とか研究とか実践

であります。稲作についても工夫と努力で運営と申し上げましたが、ある一つの発想

も必要なのかなと思っております。 

   話はちょっとそれますが、研修地での体験でありますが、そばを産業としておりま

す。そばを食べさせる前にどの店でも大変辛いなすの南蛮漬けが食べ放題で提供され

ます。不思議なことで、後でそばを食べると大変おいしいんです。これ食感の問題な

んですが、工夫しているなと感心しました。町ぐるみでなすとそれから二八そば用の

自然薯と、それからソバの栽培と、工夫と努力している姿勢に拍手を送ってまいりま

した。そんなことが、村長の理想とする日本で最も美しい村加盟への目的、完成予想

図なのかと思っております。 

   １点、感想を伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答えを申し上げます。 

   先ほどちょっとハウスの件がありました。これは試験的な問題ですので、これで本

格的な施設園芸をやろうということではなくて、今、ハウスを本格的にやっている方

たちが直売所に物を出していただいていないという現実を踏まえて、まず、５人なら

５人の小さなハウスでも、例えば大きなハウスでも構いませんから、その補助金のス

ペースの分だけ直売所に出してくれませんかと、そこで話し合いをして、私が考えて

いるのは、そこで協議会をつくっていただきたいんです。ハウスで野菜をつくる方が

どういうふうに生産調整をしていけばいいのか、同じものを使って同じく出すんじゃ

なくて、じゃ、こういうものがつくれるんじゃないかと、こういうものもつくれるん

じゃないかという、直売所用の施設から出る野菜の出し方の研究、ですから、その

５人の方なり１０人の方に先進地の視察をやっていただいたり講師を呼んできたりし

て、そういう勉強会をつくっていただくのが目的でございます。 

   ですから、ハウスの規模が中途半端じゃなくて、そのやることによって何が将来で

きるかということに重点を置いているので、その辺がちょっと説明不足かもしれませ

んので、そういう意味です。やはり直売所に専業農家が物を出していただけるという

ような直売所でないと、これはお金をかけて出すだけの意味がないということですの

で、その最初の呼び水として、５人程度の方たちに勉強会をつくっていただきたいな

というのが目的でございますので、スタート地点ということの考え方でございます。 

   それから、今、ソバとか工夫をしてやっている地域というのは、増田レポートにあ

ったように、そのまま放置しておくと潰れてしまうところなんです。ですから、会津

の山間地とか日本でもかなり厳しいところで、いろいろ創意工夫をしてソバをやれば、
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出口を一生懸命探して人を呼び込んでいるという部分の努力があったと。大玉の場合

には、残念ながらそういうところではなくて、非常に便利である程度の収入があって

という中で長い年月やってきたものですから、なかなかそういうものが定着しない風

土的なものがありましたので、ただ米価がこの状態ですから、そんなことはもう言っ

ていられない待ったなしの状況になってきておりますので、生産者も村も本当に本腰

を入れて生き残る方法は、ともに考えていかなければいけないというふうに認識して

おります。米一つとっても天栄の米、１俵６万円で売れていると、それから木島平村

の米も４万、５万で売れていると、会津の米も氏郷という米ですが、やはり４万、

５万で売れていると、ブランド化をし、差別化をしという努力をやはりこれから大玉

もやっていかなければいけないのかなというふうには考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ぜひ、そういった方向性でお願い申し上げます。 

   先ほどのハウスの件ですが、もう少し村民の理解ができるような運営の仕方をして

ください。 

   次の質問に入りますが、農業委員会で毎年、農作業労働賃金及び請負料金標準額が

発行されます。賃借料状況も同様でありますが、この表の価格で６０キロの産米、生

産額幾らになるでしょう。実際価格、買い上げ価格との差は話す気にもなれないよう

な状況なんでありますが、作業を委託している農家はもちろん、一部委託の農家も

６０キロ、話に聞きますと３万円近くの生産経費の米、うちは食っているんだという

話もございます。この矛盾、どう説明されるでしょうか。 

   農業委員の一部からさえ、この発行が行政のすることなのかといった疑問の声も上

がっています。要するに、国の農業政策が矛盾だらけ、間違っているということであ

りますが、こういうことに対して農業委員会事務局、そして農政担当部長の見解を改

めて伺っておきたいんですが。 

○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） ２番議員さんにお答えいたします。 

   この農作業労働賃金請負作業というのは、毎年２月に農業を受託する方、あと作業

を委託する方を中心としまして、毎年２月に料金を決めております。この事務は農業

委員会でつかさどっておりますが、２５年から２６年にかけて若干の見直しがありま

した。料金で燃料費の高騰ということで、約１０アール当たり１，０００円程度の値

上げがあったということで、１０アール当たりに換算しますと、農業委員会の作業体

系をもとにしますと、苗を購入したとみなしますと７万１，０００円程度、作業料金

が。さらに追肥代、元肥代を入れますと２万５，０００円から３万円ということで、

約１０万５，０００円程度の生産費がかかります。ことしの値段は８，０００円でご

ざいますので、９俵といたしますと７万２，０００円と、収入金が７万２，０００円

ということで、明らかに再生産費を割っているということでございますので、大規模

にした農家の方々は、大変収入の減に苦しめられているということでございます。 
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   これからは、作業効率を上げるしかないというふうに考えておりますので、中間管

理機構を中心としまして集積化をやっていきたいんですが、この米価であれば、現実

には農地再生もやっておりまして、借りると、耕作放棄地の水田を再生したわけで、

借りるという申し入れが春先ありましたが、現実には、長年耕作放棄をしたがために

肥やしの体系が変わるので、借りを辞退したいという申し出が現実にございました。 

   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） ２番議員さんに、いわゆる農作業の標準賃金の関係で、今ほど

農業委員会局長より、頼むと機械代だけで７万円、そのほか経費を入れると１０万円

という数字が答弁なされましたが、いわゆる農作業の賃金、協議会で受託するほう、

いわゆる請け負うほう、それぞれ毎年協議会の中で話し合って決めているということ

で、いわゆる頼むほうとしては当然安いほうがいいと、あと請けるほうについては、

ある程度の農業機械を買って投資して、プラス燃料代等も高騰していると、そういう

ものもございますので、そういった両者の話し合い、そして関係機関の中で協議会で

話し合った中の数字ということで、それぞれの協議会の中で数字が決定されて妥当な

ものだということで認識しております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） まあ、嫌な答弁させる質問、申しわけありませんでした。ありがと

うございました。 

   農業施策でありますが、１０年後、それから１５年後の農業、多分私はロボット化

が進むと思っております。既に酪農はロボット化が導入され、１人で１００頭の牛を

扱う方もおられます。稲作についてもロボット化、企業参加なども進むと私は思って

おります。大玉村の今のような土地条件で、可能か否かは問われますが、１０年後

１５年後を見越した施策が必要となっております。我々は多分この世にいないのかな

とも思いますが、将来を考えて、将来を支える子孫のためにも、後顧に憂いを残さな

い政策、その辺をしっかり考えていただきたい、そう願って、この項目の質問を終わ

ります。 

   次、公設民営化の動きについて伺います。 

   これは村長の公約と思っております。先ほどの質問者からも質問ございましたが、

私は先ほどの答弁に出ない現実的なことから伺ってまいりたいと思います。 

   また、アットホームの現状と民営化への取り組みについて伺いたいんですが、まず

はスケジュールであります。それと２７年度はどういうふうにされるかまだわかりま

せんが、予算化への道筋、まず第１点に伺いたいのは、改装計画、あるとか聞いてお

りますが、具体的な内容を示せればお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに、いわゆるアットホームおおたまの現状と今後

の取り組みの内容ということでございますが、いわゆるアットホームの公設民営化に
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つきましては、庁内のプロジェクトチームで検討したのち、現在は庁内の部長等会議

で、いわゆる公設民営化に向けた改修、どの部分の改修が必要かということで検討し

ているところです。 

   具体的ということになると、現在、部長等会議で改修の中身の出た意見の中では、

現在のお風呂が狭いのでお風呂を改修、いわゆる広げたらどうかという部分と、あと

１階の身障者の部屋の桜の部分、いわゆる身障者といっても段差があるので、それら

の部分の改修が必要ではないかということと、あと２階にトイレのない部屋がありま

すので、トイレのない部屋が利用率が低いということで、それらのトイレについての

設置に向けた改修が必要でないかと、そのほかには、現在配膳室がなくてなかなか苦

労しているという部分もございますので、配膳室を設けたらどうかというような、そ

れ、今申し上げた内容で、現在検討を進めているところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 丁寧にありがとうございました。 

   いろいろ改修内容を伺いました。浴室の改装、これは誰もが必要としていますが、

狭いとか何か話も聞いております。上の空き地を利用した高い展望風呂なども可能で

ありますので、ぜひ考慮に入れてください。 

   それから、ロビーの活用とかそういうものでありますが、運営の話になりますが、

中の企画展とか、いろいろ飾るものも少し企画に合わせて変えるとか、今後、日本で

最も美しい村としてのコマーシャルとか何かの一部、第一条件になると思いますので、

料理とかサービス伴ったものでありますが、とにかくそれぞれの道筋をもう少し方向

性をはっきりしていただきたいと思います。 

   それから、もう一つ大きな問題なんでありますが、今、どこも経営圧迫している要

因は、多分、宿泊事業だと思っております。例えばこの宿泊事業からの撤廃なども、

公設民営化のためには考慮すべきことかなと思っております。 

   その点含めまして、村長１点だけお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答え申し上げます。 

   先ほど部長のほうからあった上の部屋の４部屋、これがトイレがないと、高齢者が

泊まると、２時間とか３時間に１回ずつ起きてドアをバタンと閉めて表に出て、トイ

レを使ってまた戻ってくると、ということで使いにくいと。宿泊の稼働率が非常に低

いんですね、この部屋については。ですから検討の中には、宿泊をやめて日帰り温泉

にするという検討も入っております。ただ、これが現実には、宿泊をやめること、高

齢者の問題とか保養施設としての価値が下がる等々もあって、そちらの方向に行くか

どうか、向かっているかといえば、やはり宿泊は必要かなという方向に今、内部検討

は向かっておりますが、確かに宿泊をやめたほうが身軽になって、サービスも充実で

きるんじゃないかというような話も出ております。その場合には住民アンケートをと

ったりして、住民の納得を得ないうちは無理だなということでおりますので、まだそ
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こには至っておりません。結論等については。 

   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。 

   次に、公設民営化の安達太良直売所の活性化、これは先ほどの質問者からもござい

ました。私は、２７年度に向けての考えておられる改めて計画方向性を示してほしか

ったんでありますが、はっきりした答弁はまだできないのか何か、その辺も含めまし

て、考えておられる計画方向性、できればお示し願います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答え申し上げます。 

   大分悩みました。時間がかかりましたのは、今の直売所を改築して、少し大きくし

て間に合わないのかということを、まず最初に検討をしました。ところがやはり構造

上等、それからスペースの問題等を考えると、あれを改造して、やはりつけ焼き刃で

将来的にはまたいじるようになるだろうということがあって、少し時間がかかりまし

たが、ここに来てやはり新築だろうということで、あと協議会が求めた食堂とか加工

場については、やはり新たにつくるんではなくて、今ある施設を活用できないかとい

うことで、方向性がある程度固まりました。後で議員の皆さんにもその平面図をお示

しをして説明をしたいと。 

   それから、もう一つネックはやはり予算でございます。新築するためには、約２億

程度の金がかかるだろうということと、今、資材不足等がありますので、かなり時間

がかかると、着手しても。ただし、これじゃあと３年、４年後にしたらどうなんだと

なると、改善する見込みはないです。これから東京オリンピック等があれば、もっと

厳しくなるかもしれないということですので、やはり時期を逃さないということで、

直売所のほう、最優先で取り組んでいきたいと、これは米価下落に対する対策でもあ

りますので、野菜とか花づくりにシフトしても、出口がないのでは困るということも

ありますので、まずそちらに移行ということでございます。これから設計をしても開

発許可が必要になりますので、開発許可にまた時間がかかりまして、建築に時間がか

かりますから、スケジュールとしては、これから直売所の会長、副会長にはお話をし

て了解をいただきましたが、直売所の今度役員等集まっていただいて説明をしたり、

それから議会の皆様に説明をしたりということの手順を踏んで、ゴーサインが出たと

ころで設計に入りたいと考えていますので、２７年度中に使用が始まるということは、

まずできないだろうと。開発許可にかなり時間が必要になりますし、ただ木材を使っ

て、村の木を使って、木造でつくりたいということは考えております。村山とか財産

区の木をふんだんに使って、地産地消で建物もつくっていきたいというふうにも考え

ております。その財源２億をどうするかという問題、これ今、最終的に詰めていると

ころでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 
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○２番（押山義則） ありがとうございました。 

   私も直売所の増設の必要性は大と思っております。それから加工場、これは個人の

裁量にゆだねるべきかなと思っております。ただ、農家レストランも場所が場所です

から、うまく有効活用すれば何とか可能性はあるのかなと思ったりは。 

   直売所の現実的な運営上のことで申し上げたいんでありますが、直売所の運営の組

織、これしっかり誰にでも理解できるように、２７年度は明確にしていただきたいと

いうことであります。農政部の役割、それから直売所所長の権限、それから会員の運

営委員会の役割など、大変不明瞭であります。その辺を伺います。 

   それから、企画の問題でありますが、例えば美浦村さんとか茨城さんとの交流がご

ざいました。それぞれの両町村とも産業祭のようなものもあったようで、せめて村民

とか会員に呼びかけて、バスツアーの参加ぐらいは考え、できないものでしょうか、

会員の意気込みと行政の対応がかみ合わないような気がいたしております。観光課も

設置されたんでありますから、それぞれ感想を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。 

   直売所の運営が非常にあやふやだというか、役割があいまいだというのは、設立の

経過が原因でありますので、直営で直売所をやっていると、ただ直接、１から１０ま

で全部役場がかかわるのは難しいということで、店長を置いたりしながら経営をして

きているという部分が、やはり直営なのか協議会に任せたのかという部分が非常にあ

いまいなのかなというふうに感じておりますので、これはもう１年、来年度平成

２７年度については、今のままの状態で運営を続けるようになろうと思いますので、

ただ商工観光係というのができて、今、担当ができまして、ただふるさと納税等が新

しい事業が入ってきて、物販も東京のほうに十数回行っておりますので、なかなか今

の体制でも厳しいと、多忙だということで、なかなか直売所のほうには手を出せなか

ったという現状もありますが、２７年度については直営でやるということをきちっと

前面に出していきたいというふうに考えておりますし、バスツアー等についても、こ

とし行って大歓迎を受けてまいりましたので、あちらからも来ていただきましたから、

うまいもの祭り、それについては検討をさせていただきたいと思います。 

   直売所を村が直営でやっているというところはないのかなと、見渡しても。大体公

社とか、株式会社とか、ＪＡが経営をしていると、やはり直営になるとそういうあい

まいさがどうしても出てしまうという部分、イベントを毎月やる、毎週やるといって

もなかなか踏み込めない等もありますので、その辺は人の問題も含めて十分に検討さ

せていただきます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。 

   今、直売所、直営でやっているところ少ないと言われました。岩手県の紫波町、こ

こは直売所と図書館が併設なんです。ユニークと言ったらいいのか、大玉村の玄関口

のあの場所ですから、そういうことを考慮に入れた、そういう観点から運営探る必要
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があると思っております。よろしくお願いします。 

   その他、プールとかテニスなどの民営化聞いた思いもありますが、端的に今これど

こまで考えておられるのか、端的にお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） これは役場職員のプロジェクトチームで、多分１０年前ぐらいに公

設民営化についての検討をした段階で、テニスコート、プールも公設民営化すべきと

いう結論が出ていますので、一応その線上では考えていると、お金を扱う収益事業に

ついて、公設民営の対象にしたいというふうにも考えておりますし、ただ、今度復興

住宅が６７戸できますと、これも家賃をいただくことになりますので、これ建設課の

ほうで６７戸の村営住宅を管理するとなると、大変な事務量になってしまいます。そ

ういうものも新たに株式会社のほうか、株式会社というのは一つの可能性としての話

をしていますが、受け皿のほうの組織にお願いをできるんではないかなというふうに

も考えておりますし、事業量がふえないと、その受け皿のほうの経営が成り立ちませ

んので、ある程度の事業規模を確保できなければ、公設民営化は絵に描いた餅になる

と、やっぱりペイしなければ従業員も雇えないような会社では、組織ではどうにもな

りませんので、事業量はある程度確保しないとだめだというふうになろうと思います。 

   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。 

   次の質問に入ります。 

   日本で最も美しい村連合加盟における事業計画を伺う予定でありましたが、先ほど

の質問者におおよそ答弁されましたので、私からは一体的にこの日本で最も美しい村、

村長に伺いたいんでありますが、精神論で通用する世界なのか、また負担金の発生や

組織の状況から現実性が重視される組織なのか、私ちょっとわかりかねております。

私は精神論に期待しているんでありますが、改めて村長の思い、どこにあるのか聞か

せていただきたいです。 

   それから、大玉村の景観条例、これしばりになると思います。どのように活用され

るのか、また前回の一般質問でも制定の必要性に答えていただきました。水資源保全

条例、このいずれも環境づくりのために基本となることでありますが、そのあたりの

状況整備も含めまして、あわせて伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答えを申し上げます。 

   美しい村の加盟というのは、精神論ではなくて実利を期待してやっております。こ

れは実利でございます。全国放送をやっていただいたり、それから福島県でいろいろ

マスコミに取り上げていただいたり、福島県が非常に元気に、大玉村が元気に頑張っ

ているぞということ、村民の方が村外に行くと、日本で一番美しい村に加盟したんだ

ってねと、おめでとうございますというふうに、日本で一番ではないんですけれども、

皆さんそういうふうに言っていただいて、村のＰＲにとっては非常に大きなものがあ
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るだろうというふうに感じております。 

   それから、住んでいただいた方たちが異口同音に言うには、非常に住みやすいし景

観もきれいだしというふうに言っていただいていますので、その景観なり外部の方が

大玉に住んでいただく一つの条件として、美しい村というのは堅持していかなきゃな

らないということですので、今、米価の問題等々も含めて、やはり村民でみんなで知

恵を絞ってやっていかなきゃならないということは実利でございます。 

   来年マチュピチュ村から来たときに、これ全国ではなくて、全世界に話題になるだ

ろうというふうに期待をしていますが、大玉ってどんなところって聞かれたときに、

日本で最も美しい村、日本で一番美しい村なんだというふうに、ある程度外部にアピ

ールをすることもできるだろうと思っていますし、条例があって、条例が機能してい

ない部分、景観を保全しましょうということの条例ですので、その条例をもう一度見

直しをして、やっぱり厳格に景観を守っていくということにも結びつくだろうと、そ

の場合でも、日本で最も美しい村をつくるためには、ある程度不便はやむを得ないよ

ということで、条例をもう少し厳格化したいというふうに考えています。 

   それから、水資源の涵養についても、安達太良山、林野庁で伐採して皆伐してハー

トマークが出ました。あれ偶然ハートマークになったので、みんな喜んでいましたけ

れども、あれを今林野庁は、またことし皆伐をすると言っているんです、どこか。で

すから、この前林野庁の会議のときにお願いしてきたのは、択伐にしてくれないかと、

緑を残しながら切ってくれないかと、それは美しい村連合に加盟した村なんだから皆

伐されると困りますよということを、林野庁のほうの担当官のほうにもお願いをして

きました。すぐには改善するかどうかわかりませんけれども、そういうふうにいろん

なＰＲの面も含めて、村づくりのベースになるだろうというふうに考えていますので、

精神論も当然ございますが、実利を大きく期待しているということでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。 

   次に、教育行政について伺います。大玉村が取り組んでいるコミュニティースクー

ル、緩やかでありますが、村民の理解が進んでいると感じられます。先日の小学校の

学習発表会、児童たちの活動に成長、進化の跡が感じられました。さらなる発展を期

待するところであります。 

   さて、教育改革がさまざまな角度から聞かれましたが、これ教育長に伺いたいんで

ありますが、大玉村の教育方針、２７年度に向けて、特段これといった指導方針の変

化はあるんでしょうか。 

   先日、人権教育開発事業の研究会に参加いたしました。大玉村、これまでやれるの

かと、正直驚きと感動をしてまいりました。反面、先生方の資質が問われるというか、

大変だなという思いも残りました。教育長が就任されて２年近く、大玉村の理解も一

段と深まったと思いますので、教育長の思いもあわせまして、今後の教育方針、指導

方針についてじっくりと伺います。 
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○教育長（佐藤吉郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   私、大玉村にお世話になってちょうど１年半になります。前教育長、今の村長さん

から心意たくさん受けたんですけれども、その中で基本にしていきたいというような

ことは、コミュニティースクール２３年度に導入いたしましたけれども、それを確認

して、またあわせて取り組んでおります幼小中の一貫教育、これをさらに推進してい

きたいなと思っております。２７年度におきましても、今、２番議員さんからお話い

ただきました人権教育、今年度から指定を受けていますけれども、これを確認しなが

ら、さらに幼小中の連携を深めていって、大玉村が目指す教育、その実現に努めてま

いりたいと、そんなふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。 

   文科省の教育改革とか何か、いろんな形で発表されますが、大変気になるところあ

るんです。基本的に文科省のやつは全国一律というか、全天候型のグラウンドを走ら

せるような、そういう方向性というか、そういうのを感じます。村には村の特性とい

うか、地方の特性、砂利道でも石ころだらけの道でもいいからそういうところを走ら

せて、転んでもすぐに立ち上がるような、そういう教育、私は願いたいんであります。 

   結局、大玉村がいろんなコミュニティースクールとかやっていますが、そういう形

に結びつけて、全国にアピールできればいいかなと思っております。よろしくお願い

します。 

   それから、先ほど話ありました幼小中一貫教育推進事業、これ進捗状況、特に３年

保育について、大山幼稚園、玉井幼稚園それぞれの対応、それからあわせて、これで

関連する保育所の今後について、どのような体制を考えておられるのか、２７年度は

どういう項目でいくかわかりませんが、関連あることなのでそれぞれ伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   幼稚園の３年保育につきましては、９月議会で３番議員さんからのご質問にお答え

したとおり、基本的にはその方向で進めていきたいと思っております。幼児教育、特

に３年保育の教育的効果、可能性、有効性、そんなことを大事にしながら、２７年度

におきましては、まず３年保育に向けての検討委員会をということで考えております。 

   それから、３年保育を実施しております先進地、先進園と言ったらいいんでしょう

か、そういったことを視察したりしながら、そのあるべき望ましい姿について十分に

検討していきたいと、そんなふうに思っております。 

   その際、繰り返しお話し申し上げておりますけれども、幼小中の一貫、これ本当に

大玉、今、委員さんからお話ありましたように、大玉ならではの教育なのかなと私は

思っております。幼稚園と小学校が併設しておりまして、しかも２つ、そして中学校

と、小中の連接というようなことは、いろんなところで言われていますけれども、幼

小のつなぎをどうするかというようなことも、非常に大きな課題なっているというふ

うに思っております。 
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   したがいまして、３年保育の導入とあわせまして、幼小、幼稚園と小学校の望まし

い連接のあり方、そんなことについても十分に検討、研究していきたいというふうに

考えております。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 端的に伺いますが、実施年度、何年を予定していますか。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 今、明確にお答えすることはちょっとできない状況があるかもし

れませんけれども、私の頭の中にありますのは、２７年度で大きなプランをつくりま

して、２８年度がその準備期間、できたら２９年度から３年保育を導入していきたい

なと、そんなふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。 

   次の質問で、日本で最も美しい村連合加盟における教育行政の取り組みとか、将来

の方向性について伺います。 

   本揃の田植え踊り、定着が感じられます。六社山の神楽についても導入の方向とあ

る角度から聞いたことあるんですが、それをどう考えておられるのか。例えば導入さ

れるなら、これ神楽などの宗教性も感じられるんですが、教育長に改めて伺いたいん

ですが、宗教分離の捉え方を含めて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   先ほど来、日本で最も美しい村について話題が上っておりますけれども、私は、教

育委員会版、日本で最も美しい村の推進計画というようなことを今立ち上げようとし

て計画を立てております。 

   具体的に申し上げますと、先ほど村長のほうからもお話があったんですけれども、

例えば、今取り組んでおりますさまざまな活動、小中学生の活動、例えば、中学校で

いいますと挨拶運動とか、あるいはまた花いっぱい運動であるとか、そういったこと

を、日本で最も美しい村というようなことの中で考えていったときに、さらに子ども

たちのなかに定着するのかなと、そんなふうに考えて、そういった活動をさらに充実

したものにしていきたいと、そんなふうに考えております。 

   それから、例えばというか、例示のお話なんですけれども、教育講演会、過日やり

ました事務局の方にお話を伺って、そこで目指すものは何かということ、そういった

ことについて考えていったり、あと今、委員さんもつけておられますけれども、バッ

ジを例えば中学生に与えて、給付をして、そして意識を高めたり、そんなことをして

いきながら子どもたちの心を描いて、私の言葉でいいますと、日本で最も心の美しい

村、ちょっと情緒的になってしまうんですけれども、そんなことを目指していきたい

なと、そんなふうに考えております。 

   それから、認定加入に当たりまして、高くといったらいいんでしょうか、評価をい

ただきました本揃の田植え踊り、また神原田の十二神楽等々についても、学校、そう
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いった活動が小学生に伝承できるような形で支援していきたいなと、そんなふうに考

えております。 

   その際、今ちょっと心配といったらいいんでしょうか、指摘がありました宗教との

かかわりなんですけれども、基本的には宗教活動の中立性というようなことが義務教

育で大前提になっておりますけれども、神原田の十二神楽は、たしか昭和５５年に村

の文化財に指定されたという経過がある。ですから無形文化財というようなことで、

宗教というよりもむしろ文化財というようなことで考えていったときに、伝統文化の

継承というようなことが今大きな課題になっておりますし、それからもう一つは、大

玉が抱えております４つの育の中の郷育、郷土教育です、そういったことにも深くか

かわってくると思いますので、玉井小学校は本揃、そして神原田神社は大山小という

ような形で進めていくことが、日本で最も美しい村というようなことにかかわってく

る。 

   宗教的な中立性というようなことについては配慮しながら、他の地区でもやってお

りますので、宗教活動ではなくて文化財の伝統、伝承活動というような捉え方で考え

ていきたいというように考えております。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） よくわかりました。丁寧な答弁ありがとうございました。 

   次に、読書といったテーマで伺います。これ前村長のころから読書の教育上のよい

点が語られて久しいんでありますが、私も大玉村、本屋さんのある村としての誇りと、

プラントさんには常々感謝しているところであります。 

   最近、全国的に読書熱、図書館利用率というのはアップが報道されました。先ほど

の紫波町の話も集客に図書館というのは驚きでありますが、大玉村としても読書活動

推進事業の展開に活性化を求めたいと思っております。 

   学校図書館法、来年度から実施されますが、受けとめ方とあわせて対応を伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ２番議員さんにお答えいたします。 

   読書活動の促進に向けての図書館事業の充実につきましては、平成２４年度に策定

いたしました大玉村子ども読書活動推進計画に基づいて、乳幼児健診時には絵本のプ

レゼント、あと図書の紹介などを行うブックスタートの事業を行っております。また、

定期的にお話会を開催し、読み聞かせ等を幼児期から本に親しむ習慣の定着に努めて

いるところであります。 

   児童・生徒につきましては、先ほど委員さんのほうからもありましたが、学校司書

の配置が努力義務に位置づけられました。改正学校図書館法が平成２７年４月に施行

されることを受け、村では来年度から新たに学校司書を配置し、読書活動の充実を図

ってまいりたいと考えております。 

   また、今年度はふるさとホールと大山公民館、来年度は各学校図書館の蔵書をデー

タベース化し、図書検索、貸し出し、返却の電子化を図ってまいりたいと進めている

ところであります。これにより、保有図書の有効活用と利用者、利便性の向上を図り、
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読書活動の充実を促進してまいりたいと考えております。 

   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。 

   ぜひ、読書、何らかの形で村民全部に行き渡るような、できれば将来大きな図書館

が町の真ん中にできますことを願っております。 

   それから、次のふるさと文化の振興継承についてということでございます。 

   先ほど、田植え踊り、神楽、地域の宝として大事にすることを伺いました。地域の

歴史、伝統文化の継承、先ほどから話題になっています日本で最も美しい村連合加盟

という大きな施策と捉えております。我々総務文教の委員会としても研修など深めま

して、教育委員会とも話し合い、施策の充実を願ったところでありますが、改めて教

育長に伺いたいんでありますが、歴史・文化の保存、継承、活用、さらなる政策展開

とか事業推進を望むところでありますが、どのように考えておられるか、改めて伺い

ます。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ２番議員さんにお答えいたします。 

   ふるさと文化の振興、継承、活用につきましては、現在実施しております。指定文

化財の保護、活用等の事業や文化祭や文化の集いなど、文化振興事業に加え、今年度

から取り組んでおります大玉村歴史文化基本構想の策定を通して、指定以外の文化財

や伝承等の把握に努め、保存活用計画に反映し、継承、活用していくことにより、よ

りふるさと文化の振興を図っていきたいと考えております。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 結局、策定委員の顔ぶれ、ワンパターン過ぎるというか、いつも充

て職というような形で進んでおります。こういった特殊事業は、公募委員の参加が成

功の鍵を握ると思っております。日本で最も美しい村構想などと抱き合わせた事業推

進を望んでおきます。これは答弁結構です。 

   次、大玉村復興計画について伺います。大震災、それに伴う原発事故からの復興を

目指し、２４年３月に提案されまして、２７年度の計画は、第一期の集中復興期間最

終年度となります。まず、伺いたいのは、項目ごとに申し上げます。 

   それでは、除染事業それぞれの進捗状況、住宅、農地と畜産関係、それから中間処

理について、それから２つ目に、村民の年間追加被曝量、１ミリシーベルト以下の目

標達成を含めた健康被害対策はどうなっているのか、３つ目、風評被害対策について

今後どのように取り組むか、４つ目、放射性産業廃棄物の処理について、これ先ほど

の中間処理と一緒になりますが、それから次に、復興計画の中での最新エネルギー事

業について、これなんか頓挫したようでありますが、その辺も含めまして。それから、

大きなことでは人口減、今後の見通しを含めた対策について、これ村長に上げてもら

います。それから、応急仮設住宅、村営となる災害公営住宅の具体的な今後の見通し

について、それぞれの検証と進捗状況、特に問題点、何があるのかお示し願います。 
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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。 

   除染の問題と放射線からの健康管理の問題でございます。 

   除染につきましては、２，３００ほどの発注、ちょっときょう資料、具体的なもの

がなかったので資料を持っていませんが、１２月中にはほぼ発注したものは終えられ

そうだと、若干新年に繰り越す部分もあるかもしれませんが、ほぼ発注した分につい

ては完了の見通しが立ってきているというふうに考えていますので、計画的にいえば

順調に進んできたと、多少のトラブルございましたが、現時点では追いついてきたと

いうふうに考えています。 

   それから、毎時０．２３ミリシーベルトの確保の関係ですけれども、これについて

は積算線量計での把握、それから今定点でもやっていますけれども、ほぼ全域で健康

に被害を及ぼされるようなレベル、それから国が現在定めている０．２３マイクロシ

ーベルトを超える、年間１ミリを超えるというような状況下にはないというふうに考

えておりますけれども、引き続き健康管理を進めるために、積算線量計の貸し出しや、

それから検診、ホールボディカウンターの検診、それから行政保護区でもちょっと触

れましたけれども、ホールボディカウンターの結果はそれぞれ届き始まっております、

１０月と１１月実施分が。これにおいても１ミリを超えるというような結果は、今の

段階では報告ありませんので、安定的にといいますか、比較的落ち着いている状況が

継続していると、なお、今後についてもホールボディカウンター、それから当時

１８歳未満の子どもについては、甲状腺検査とかについては実施してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ２番委員さんにお答えいたします。 

   災害公営住宅関係の進みぐあいと問題点等でございますが、過日、全員協議会のほ

うでご説明したとおり、今現在の工事につきましては、県内の除染事業、それから復

興事業の関係によりましてさまざまな問題点が起きまして、かなりおくれるというこ

とで、入居者にもそれぞれ説明をして理解を得ているところで、今現在進めているも

のは、一番早いもので来年の９月に入居できる、一番最後は１２月までかかってしま

うというような状況で今進んでおりますが、それに対しての問題点は、加入者は富岡

町民の方になるわけですが、加入者に丁寧に説明しましてご理解と御協力をいただい

ているところでございます。 

   問題点になるかどうかは、ちょっと認識の差でございますが、最後にＢ街区が本来

であれば今回発注したものは３月末に、その次にＢ街区というような形で進んでおり

ましたが、当然、今現在のが来年の１２月までおくれるということになれば、Ｂ街区

はその後になるということで、いろいろ仮設に入居して移動する回数、できるだけ少

なくということでやってきたわけですが、なかなかそれも難しい状態になっていると

いうことで、今月の１０日にそのＢ街区のほうの入居者に関しまして、県、それから

大玉村、富岡町において説明をしてご理解をいただくという予定になってございます。 
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   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに風評被害の関係でございますが、いわゆる福島

県産農産物が原子力災害によって買い控えが起こっているということで、そういった

中で、ことしも首都圏を中心に農産物のＰＲ等々をしまして、また関連機関と連携し

まして農産物のトップセールス等を行いまして、風評被害ですが、そういった事業を

通して、大玉村初め、福島県の農産物の安全性を今後もＰＲしていきたいと思います。 

   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） ２番議員さんに、再生可能エネルギーの関係で申し上げた

いと思います。 

   太陽光発電、私のほうからはそれでございますけれども、震災前からやっています

が、震災後急に補助の創設もあって伸びてきていると、２６年度までに、見通しとし

ては１５３軒の設置が見込められておりまして、７１８キロワット、これが一般住宅

用でございます。 

   それから、公共施設に関しましては、本年度大山小学校、福祉センターさくらにそ

れぞれ２０キロずつ上げまして、これまでの大玉中改善センター、保健センター、そ

れから地域包括、ここを合わせて１１０キロワット、それから平成２７年度、玉井小

学校に２０キロを計画しております。 

   現時点での進捗といいますか、いろんな計算はあると思いますが、これまでのアベ

レージ的な数字で申し上げますと、約１１％程度の稼働率になっています、能力に対

して。これで計算しますと、本村の使用料をどのように把握するかということにもよ

りますが、１世帯当たり平均を１０キロ程度というふうに考えると、２万

５，０００キロワットアワーということになるんですが、それで見ると、約８％程度

の充足率になろうかなというふうに見ております。計算の立て方によっては５％かも

しれませんけれども、アベレージで考えればそんなことになっているのかなというふ

うな状況でございます。 

○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。 

   人口減少に対する対応策ということですが、原発直後については、かなりの二、三

百人の方が減少したということですが、平成２５年、２６年と比較すると、２７年度

は回復基調にあるという予想を立てておりますので、さらに定住化促進と子育て支援

策というものについては継続をしますし、定住化策については、もう少し一歩踏み込

んだ政策ができないかというふうに、今ちょっと検討を始めておりますので、これか

らも人口維持には努め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） まとめて答弁できなくて申しわけありませんが、指定廃棄
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物の関係でございます。指定廃棄物というか、１０万ベクレル超の国管理のもの、そ

れから除染廃棄物、これらについては、今住宅地、それから村の仮置き場、それから

各地域にもありますが、これらについてはつい最近、中間貯蔵施設関連の県の会議、

国の会議がございまして、２８年の１月から搬入したいという目標が示されておりま

して、今後、搬出のルート、それから搬出にかかる経費の積算等々を含めて、各市町

村、約１，０００トンの仮の、仮のといいますか、搬出、今言ったような手順なり経

費なりを算出するために、サンプリングで搬出をすると、大熊のほうに、そういうこ

とが示されておりまして、うちのほうでも最終的にまだ決定しておりませんが、条件

としては１０トン車が入れると、それで約１，０００トンを先行して搬入を計画した

いというふうに考えています。 

   なお、具体化といいますか、いつから搬出するというふうになった場合については、

事前に議会の皆さん方にも情報を示しながらご理解を賜りたいと、同時に、これは来

年度のことにもなりますけれども、地下埋設したものとか、早期の段階では、今の

３年耐候の有効な袋に入っていないものもございます。これらについては、搬出場所

を定めて搬出ヤードまで先行して運ぶような計画をつくって、早期にもとの状況に復

旧をしていきたいと、このように考えております。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 今までの進捗状況伺いました。 

   一応、この大玉村復興計画３２年度までが、今後２８年度から第２期と考えておら

れますが、これは私の一番村民が気にしているところなんですが、３２年度あたりま

でに本当に中間処理施設に運ばれるのか、そういう見通しというのはどういう思いで

おられますか。 

   １点だけ伺います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ２番議員さんにお答えします。 

   確かに当初の計画からすれば、大分おくれているような感は今までもあったと思い

ます。しかし、報道にもありますように、大熊、双葉両町にまたがるということもあ

りますが、方針としてはそういう方向で、今回説明あった２８年１月からというのは、

かなり精度の高い計画になっているのではないかと、特に大玉村においては、かなり

早くやってきた経過もありますので、早目に、つまり除染作業を開始したところから

まだ運び出すという手順になろうかと思いますので、その準備をやっぱり急いでいく

必要があると、私らは国が今回示した２８年１月というのは、改めて期待して、その

準備にあわせて下準備をしたいと、このように考えております。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） ありがとうございました。 

   衆議院の突然の解散とか、選挙、気になるところであります。経済不況の好転は実

現可能なのか、また地方創生、権限移譲は実現できるのか、農政を左右するＴＰＰの

展開はどう進展するのか、不安であります。 
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   今回、村長の政策の基本方針、方向性を伺いました。私はこの村のよいところ、歴

史、伝統文化を大事にした、誰か言っておりましたわび、さび、日本が世界に誇れる

日本人だけの特質とか、世界中が憧れるわび、さびが、そういう自然と風土を大事に

するその世界にこそ、この国の成長戦略があると思っております。 

   いずれにしても、活気ある大玉村の実現を目指したいものであります。何を目的に

優先施策とするのか、押山村長最初の本格的な予算編成でございます。行政手腕が問

われることになります。大玉村発展のため、勇気ある政策判断を願うところでありま

す。 

   最後に、村長の世相感、大玉村舵取りの方向性を伺いまして、私の質問を終わりま

す。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答え申し上げます。 

   大玉村安心の安心・安定の村ということで、長く村政を前の村長進めてまいりまし

て、そして人は活力の源ということで、しかも大いなる田舎をつくっていくというこ

とは、私も継承してまいりましたので、やはり都市化を目指すのではなくて、大いな

る田舎を目指すと、ただし田舎で不便なところを買い物とか公共交通とか、そういう

ものはやはりきっちりと埋めていかなきゃいけないということで、村民の利便性を向

上させつつ、村の大いなる田舎のいいところを守り続けていくということ、それから

もう一つは、国内外の交流を活発にするということ、それから台湾、マチュピチュ、

来年４月か５月に来ますという正式なお話もございましたので、その辺も含め、また

防災協定を結んでいる村、町とも交流を含め、大玉村から子どもたちが世界に目を向

けて、そして活躍するなり村でまた頑張っていただくと、そういう村づくりを進めて

いきたいと、みんなで支え、みんなでつくる村づくりを進めていきたいと思います。 

   以上です。 

○２番（押山義則） 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） ９番佐原吉太郎君より通告ありました「村の基幹産業である米の価

格が、コシヒカリ６０キロ８，０００円、ひとめぼれ７，２００円という考えられな

い低価格により経済が悪化し、村全体の消費が低迷することにより大きなマイナスが

予想される。したがって、村民の負託に我々議員、そして行政長も一丸となって身を

切る必要があるのではないか、これらについて」ほか１件の質問を許します。９番。 

○９番（佐原吉太郎） 議長の命によりまして、議長の許可を得た２件について一般質問

を行いたいと存じます。 
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   まず、本題に入る前に、一言述べさせていただきたいと存じます。 

   災害から約３年８カ月を過ぎたのでありますが、いまだに放射線の傷跡が大きく残

り、経済的にもマイナス要因になっておるのは、皆様もご存じのとおりであります。

さらに、我が国も１，０００兆円という借金があるわけでありまして、そういう中で、

さらに日本農業が、主力である米が全国的に値下がりし、我が村も大変経済的にもダ

メージを受けるわけであります。そういう中で本題に入りたいと存じます。 

   さて、大玉村は基幹産業である米が、１俵当たり、前年度と比較いたしまして

４，０００円程度、コシヒカリでさえと申しましたが、議長からありましたとおり

３，０００円ちょこちょこであります。そういう中で経済が悪化し、村全体の消費が

低迷することに、今後大きなマイナス要因が予想されるわけであります。よって、村

民の負託に我々議員も首長も一丸となって身を切る必要があるのではないかと、そう

いうことで、まず村長にその点についてお答えを願いたいのであります。 

○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。 

   私も村長として、今のその米価低迷だけではなくて、村政振興のために、どのよう

に村長として務めればいいのかということで、日夜それぞれ考えながら努力をさせて

いただいて、いろんな政策を今職員にお願いをしているところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） お答えいただきましたが、議員報酬が、３年前ですか、災害のと

きに我々も首長も、我々は１０％、そして村長が１０％、同じです。そしてもちろん

副村長、教育長、同様のことで戻すという、結局１回下げたのでありますが、７月で

すか、協議会の中でもとに戻すと、ほかの市町村がそういうことをやっていないので、

戻すという、要するに議員協議会の中でそういう話が出ました。その時点は７月です

か、それから９月になって、全員協議会ちょっと前なのですが、そのころ、結局米も、

新聞等々で報道でも下がるんじゃないかということで、もちろんその時点で国にも陳

情したわけでありますが、何はともあれ、これほど下がるとは誰も予想外だと、誰し

も思っているところであります。そういう中で、この我々議員もやはり一番は身を切

って、そして住民に説得のある、身を切るということはやはり村民の理解を得るとい

うことですよ。そういう中でこれからいろんな、先ほど村長もおっしゃいましたが、

県、国にいろいろこの実態というものを報告しながら援助を受けようとしても、やは

り自分からもって、きちっとして身を切って初めて、我々はこういうふうにやってい

るんですよと、どうか国も、それから県も、そういうことで努力、もしくは協力して

いただきたい。これが本来の村民の代表であると、私はそういうふうに考える一人で

あります。 

   そういうことで、やはりこういう非常事態、これからますます経済が、後から出て

きますが、１０万５，０００俵とちょっとこれ出てるくらいじゃないですか。したが

って、それを約４億ちょっとが事実的にこれマイナス要因になるわけです。したがっ
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て、そういうことになって、我々困った、国にお願いします、県にお願いしますと言

ったって、やはり我々は皆さんの税金で、要するに我々はこれもらっているわけです。

それみずから削減して初めて説得力が非常に生まれると思うのです。村長、これから

日本一美しい村とか、それとこれ、放棄地がいろんなことで、先ほど前の議員の中に

も出てきましたが、それと全く逆行するわけです。そういう中で説得のある、やはり

村長がみずからが、そういった削減することによって、村は信頼関係が非常に大きな

ウエイトを占めてくると思うのですよ。まずは何やっても信頼ですよ。 

   そうしないと、これから先、国はもちろん、これ借金あるわけです。そういう中で

地方だって同じなのですよ。何をやらせたって金から先ですよ。やはりそういう身を

切ることによって削減されたものを、やはり次の世代を担う子どもたちの予算のため

に少しでも役に立てると。ましてや米が安くなると、税金もなかなか上がらないのが

実態だと思うのですよ。私、そう思っているのですよ。 

   そういうことで、村長に再度、やはりこういう非常事態でありますから、村長がみ

ずからやれば我々議員だってそれに乗じて、もちろん我々、私はそう思うのですが、

これは多数決の原理でございますから、これはやむを得ないのでありますが、そうい

うことでやはり村長にひとつ決断をしていただいて信頼関係を得て、そしてやはり未

来の村づくりのために汗をかくと、身を切って汗をかくと、これが私は村民も求める

ことだと思っておりますので、その件についてももう一度お聞きしたいと存じます。 

○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。 

   前回の大震災の、全国的なというか、福島県のみでなくて、何県にもまたがる未曽

有の状態の中で減額をしたという経過は、私も十分、教育長をやっておりましたので

経過は承知しております。言われるところは理解しているところですが、今これは、

米価の問題は全国的な問題でございますので、一首長が給料を削減する、減額すると

いうようなことではなくて、やはり村民の皆さんの求めている、私もそのように考え

ておりますが、給料を削減するということではなくて、給料に見合っただけの責任を

きちっと果たして仕事をしてくれということを求めているのではないかというふうに

考えています。行政執行の最高責任者として一生懸命務めさせていただいて、その報

酬が条例で定めた額をいただくということで考えておりますので、現時点で削減とい

うふうには考えてございません。 

   それから、議会の件につきましては、議会の皆さんみずから決せられることですの

で、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） 村長の言わんとすることはわかるけれども、やはり大玉村はやは

り基幹産業なのです、これだけダメージを受けて、行政の仕事をやればそれだけの値

のものをやればそれでいいのだという考え方では、これから例えばです、例えばお話

ししますが、矢祭町はもうもちろん最後に言いますが、実は報酬も村長三役が、要す
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るに一般職員より低いのですよ。それでも村民に負託に応えて、しかもやっている長

があるわけであります。だからそれを、やはりやっていて、しかもその村長さんたち

と村の信頼関係というのはますます深くなって、そしてまちおこしのために鋭意努力

されているのですよ。それが実態としてあるわけですよ。ほかの市町村がどうとか、

それから決められているからどうこうって、我々が決められるのですよ、議員が。議

員も削減することができるのです、前回やったように。そして、村長だって自分で提

案すればそれで決まりなのですから。それくらい、やはり一歩でも二歩でも前さ行っ

て、そして村の信頼を得るということこそが、これからいろんな事業があるわけです

よ。そのためにもやはり村民の協力を得ない限りは、前さ進まないと思うのですよ。

そういった信頼関係、ちょっとしたことでありますが、そういうことであればやはり、

これからいろんな問題が出てくるわけですよ。そういう中で、やはり未来の子どもた

ちのために何もできなくなっちゃう、財政が悪化すれば、これ当然だから。そういう

中でやはり一歩でも二歩でも前向きに考えていただいて、そしてそれを実行していた

だければ、子どもたちの財源にこれ充てられるわけですよね。もう財源は決してこれ

からは、これ大玉だけじゃなく、国全体もなかなか、前回、前のバブルの時代とは違

くて、米だってこれ全国的にマイナス要因があるわけですから、全国的の農家がよく

ならない限りは、なかなか財政の再建は私はないと思うのですよ。 

   そういうことでやはり一歩でも二歩でも、これは村民を味方にすればいいのです。

ほかでできたのかとかできるとかではなく、村民を味方にして私はこうして、ここま

で突っ込んでやりましたと、だから村民もこれからご協力願いたいと、そういう説得

力のある首長であれば、これからますます大玉村というのはやはり日本の全国から、

ああ美しい村だと、しかし村長もこういうみずからが汗をかいて身を切ってやってい

るのだと。やはり全国に発信できるだけのパワーを持っていただきたいと私は思って

いる一人なのです。 

   これ以上、ああだって言ったってすぐには出ないでしょうが、しかし、それらを今

後、経済と見合った、やはりそれに伴ってひとつ努力していただきたい、こう思って

いる一人であります。 

   そういうことでひとつ、また再度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、お答えを申し上げたいと思います。 

   矢祭町の例が出ました。これは選挙公約で、私は給料を３割下げますからというこ

とで、公約で出てきた選挙のためにやったというふうにも考えられますし、公約で

２５％削減しますというのは、やはり当選してからは公約を守るということで３割削

減と。県北地区を見ますと、公約以外で、今現在そういう削減をしているところもご

ざいませんし、その信頼を得るという部分については削減という手法ではなくて、新

たな政策なり自分の村に対するそういう責任を果たすことという部分で信頼関係を得

るのが常套かなというふうに考えております。 

   ふるさと納税についても、子どものためのお金がもう１，０００万円以上入ってお
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ります。新たな事業の取り組みでそういう財源もこれから確保していきたいというふ

うに考えておりますので、責任者としていただくもの、報酬についてはきっちりとい

ただいて、それを上回る、そして村長、一生懸命やってるぞと、頑張っているぞ言わ

れるような仕事を、責任を果た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） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） 村長が言わんとすることは納得できないのでありまして、何はと

もあれ、これは非常事態なのですよ、これだけ下がるということは。それは、村長の

今言ったとおりやるのが当たり前ですから、それは当然だから。公約だって何も、余

り深入りしたくないのですが、公約がやはり破ることもあるのですね。これは。そこ

の責任はどうだということになると、これは別問題ですから、何はともあれ、いずれ

にしたって、これだけ米が下がって、税金が来年になるとこれボディブローがだんだ

んきいてくると思うのです、今はわからないよ、これは。これだけ大きな問題なので

すよ。だから、それはやはりここにいる小さな８，４００人の人口のトップである村

長が、やはりそういったものに真剣に取り組んで、ほかの市町村がどうこうでない、

報酬がどうこうでないのです、これは。そういう姿勢というのがあって初めて皆さん

が協力するということなのです、これ。それを十分に理解しない限り、その椅子に座

って、安いより高いほうがいいのです、誰でも。ですから、これだけ農家が低迷する

中で、それでは説得力は絶対ないと思いますよ。 

   そういうことで、いつまでやってもこれ水かけ論になりますので、しかし、そうい

う方向に少しでもボディーブローきいてきますから、もう少し今、来年になるといろ

んな苗のつくるハウスつくったって、約束したんだけれども米つくらなかったとか、

いろんな問題がこれ出てくるのですよ、これマイナスの。そういう中で、やはり我々

議員も、首長も何回も言うようですが、やはりそういった信頼というのをやっていく

そのうち、ほかのものは幾らでもできるのですよ、これは当然やるのは当たり前なの

ですから、村長はそれだけの報酬をもらっているのですから、やって当たり前なのだ

から。しかし、こういうものにがんとやはり扉をあけて、一番懐を開いて、そして身

を切るということが、今地方時代に求められているのですよ。今回の選挙でも、野党

も与党もやはりそういった身を切らなくては村民に信頼は得られないと、こう言って

いるのですよ。必ずそうなりますよ、これ。どういう形であろうと、経済がよくなれ

ばそれだけの代償として、例えば村長が今自主財源だって大したことないのだし、な

かなかこの大玉村から税制を上げて、そして豊かになるというのは、なかなかこれ今

は難しい状況ですよ、実際は、現実は経済が厳しいのですよ。だから、そういう中で

厳しいなら厳しいなりに自分で身を切って、そしてみんなしてやろう、そして困難を

乗り切ろうという、やはりそういう考え方が優先されていくと私は思う一人でありま

して、今すぐあした、きょうというのではなく、やはり来年度に向けてそれらも検討

していただきながら、前向きにそれらを検討していただきたい、こう思っている一人

であります。もう一回。 
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○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 言わんとすることは十分に承知したつもりですが、村民の信頼を得

る姿勢を示すというのは、私は給料を削減することではないのではないかというふう

に考えております。身を切ることはそれなりのかなりの努力が必要だと、努力をする

こと、村長としてやはり非常に頑張ってこの難局を乗り越えていくのだということが、

私にとっては身を切ることかなというふうに感じておるところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） そういうことで、何回言ってもこれ前さ進まないわけですが、と

にかくお互いに努力しましょう、大玉村の未来のために、財源がなくなるのだから。

村長が持っているいろんなやるものがだんだんなくなってくるのですよ。だから、そ

ういうことでひとつ検討をしていただきたいと思っております。 

   ところで２件目でありますが、地方自治法の改正により議員削減の法定数を撤廃、

これは前からあったのですが、我々も当然１６名から４人削減されました。今現在

１２名でありますね。しかし、本宮は３万１，０００人になるわけです、３万

１，０００人。そして今回の合併後から初めて今度４人を減らすのですよ。そして

２０名になるわけです、決まったことであります。だから来年の選挙からは２０名で

戦うことになっているわけであります。そういう中で、大玉村の人口はやはり４分の

１くらいです。そういう中で今現在１２名いるわけでありますが、私、この人口の比

例からいくと、４名くらい減らして、そして行政改革、財政再建という、未来のため

にやはりまたこれも一歩、二歩も進めていく必要があるのではないかと、こう思って

いる一人であります。これもやはりきちっとした考えで、村民を味方にすればできる

のですよ、これ。議員様に悪いとか、誰々に悪いとか、そうじゃないですよ。未来と

いうものは必ずこういうふうな、今絶対これからは、財政はなかなかもとみたいに豊

かにはならないのではないかと私、今現在思っている一人でありまして、そういうこ

とも含めて、これらについてひとつ、村長踏み込んで、皆さんとしか村民のためによ

り減らすのどうですかなんていう、そういう提案されれば、村民が味方なのですよ、

議員の味方ではだめですよ。村民がそういった形の中でやはり前向きに考えるという

ことは、未来があるのですよ、未来。その未来をどうするか、未来の子どもたちのた

めにどうするかということをよく考えながらお答え願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   議会議員の削減ということのお話でございますが、これは日本の地方自治の体制と

いうのは二元性になっていますので、行政とそれから立法の議会ということですので、

お互いの立場を尊重するということでございますので、議会のほうの定数削減につい

て行政側で口を出すということはできないだろうというふうに考えております。やは

り、自分の考えを述べますと、議会のほうの決定等についても影響を及ぼす可能性も

ございますので、これについては議会の専決の事項であるというふうに考えておりま
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すので、差し控えさせていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） 村長、お答えいただきましたが、だからそれはわかっているので

すよ。わかっていて言っているんだから。しかし、俺言っているのは、それはやった

ところもあるのですよ、現に。村長が先頭に立って、やはりこれではしようがないで

すね。そういう矢祭ですが、これはもう現実にやったのですよ。そして村民を味方に

すればいいのですよ。やはりこれ、だから今言う、そういった立ち入ってなんねと言

ったって、何も村民を味方にすれば、こういうことで未来のために、子どものために

未来があるのだと、そのための予算を確保しますから、そう言えば、何らこれはでき

ないことはないのですよ。ただ今の村長の立場は弱い立場ですから、これは余り立ち

入ったことは言えないと思うが、それはわかっているのですよ。しかし、そういうこ

とで、やはりこれからはそういうことも含めた中で未来というものを見据えて、そし

て我々のためではないのですから、次の世代にバトンタッチしなくてはならない、

我々は義務があるわけですよ。その義務を果たすというのは我々の使命だと思ってい

るのですよ。そういうことでよく、これから検討をしていただきたい。 

   それと、いま１つですが。平成の合併により我が村は自立の道を選択したわけであ

ります。今まで全ての無駄を省き、改善を検討し削減できるものは徹底してやると、

省くと。その省いた分を高齢化社会、そして子育て支援のために予算を振り向けると。

そしてやることによって未来が明るくなるということでありますので、もちろんこれ

はやっておると思うが、さらに踏み込んで、そういったものも含めた中で村長に、私

が今言ったことに対してお答え願いたいのであります。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   合併をしないで自立の道を大玉村は歩んできたわけでございます。財政的にも三十

四、五％、分母の関係もありますが、４０％弱という財政の中で無駄を省くというの

はこれ当然のことでございますので、一番の無駄を省く手法としては、大玉の場合に

は箱物に金がかからないということだろうというふうに考えております。いろんな豪

華な箱物をつくって、それが管理運営ができなくなってきているというのも、今回の

合併が推進された一つの大きな要因であると、ランニングコストがかかり過ぎるとい

うことでございます。その点、大玉村は身の丈に合った、収入に合った施設しか建設

してこなかったと。大玉で一番高い建築でかかったのは、アットホームおおたまと。

これについては収益施設ですので、若干の持ち出しで何とか現在やっておりますし、

住民の福祉目的という面からすれば、それほど負担の大きいものではないというふう

に考えております。 

   それから、職員も大分減らして９０人台まで持ってきました。ただし、あの合併の

状況とこの状況と違うのは、やはり原発の問題。全ての場所で原発の作業、事業が職

員を圧迫しているということで、新たに原発の対策のほうの課を立ち上げましたが、
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これも非常に矛盾しているのですが、臨時職員の金は来ても、正規の職員の金が来な

いというようなばかげた、請求するつもりではいますが、そういうことで一時的に今

これらを解決するまでは、非常に今の事業では厳しいということなので、職員は一時

的にふやす予定でおります。ただし、あと数年して落ち着いた段階で、また職員を減

らしていくということ、それから公設民営で役場をスリム化して、なおかつ職員が減

っていくというようなことで、その自立の道が継続して、しかも子育て支援とか高齢

者福祉のほうにお金が回るように、これからも節減に努め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） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） 前向きということでございますので、そういうふうにこれから努

力していただきたいと思います。 

   まず、前座で私が申しましたが、国の借金が１，０００兆円超えたのです、もう既

に。こういうふえ続ければ子どもたちや孫たちに、重い重い荷物を背負わせることに

なるわけであります。そのとおりだわね。そしてさらに、政治に対する不信感ですか、

今これほど借金、それはその予算はそれぞれに振り向けられると思いますが、先ほど

もちょっと申しましたが、大きなやはり国民の不信感があるわけですよ、地方自治体、

それぞれ、これ我々議員も、ざっと言えば、５０日そこらで約３００万円近いお金を

もらっているわけです。そういう中で、やはり我々だけでない、国会も今そういうこ

とを指摘されているのですよ。そういうことで、多くの人たちが何というのですか、

そういう矛盾をやはり今心に抱いているのですよ。だから政治不信がどんどんこれ加

速しているのですよ。それをこの地方の時代から身を切って、やはり未来の子どもた

ちのためにどうあるべきかというのを真剣に捉えない限りは、このまま我々議員も何

名、それから村長も何ぼだという、それは経済が初めて底上げされて、その評価がさ

れて初めてそのお金がいいでしょうと、一生懸命もらうために借金はなくなったと。

そして住民にもサービスできるということになれば、それは評価できますよ。何も赤

字のままで借金したままで同じ報酬をくれてやっている事態が、この三千有余の自治

体をやはり総務省が合併をしたということは、そこにあるのですよ。これ減らさない

と国はパンクしちゃう、現実から。そういうことをやはり地方というのは常に認識し

ながらそれに対応する、やはりこの人材育成というか、そこの椅子に座ってぬくぬく

と、それ何も前さ進まねということであれば、やっているのはわかっているのですよ、

そのやっているのはわかっているのですが、現実としてそういった、要するに今後の

……（「議長、言葉慎んでくれるよう言ってください」という声あり）何かあるのか

い、ちょっと待て。俺何かヘッタかい。 

○議長（佐藤 悟） 今、議長から言いますが、村長にぬくぬくとして椅子さ座っている

というのは、これはちょっと言葉を訂正してください。 

○９番（佐原吉太郎） 私は、違う、そういうことが今の自治体に…… 

○議長（佐藤 悟） 言葉遣いが、村長を、ぬくぬくと椅子に座っているというような言
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葉というのは、本当に村長をばかにしているというような言葉遣いに聞こえるわけだ。 

○９番（佐原吉太郎） いや、ばかにしていると、そういう意味で言ったのではないので

す。 

○議長（佐藤 悟） 議員の皆さん、どう思いますか。ちょっと言葉遣いを気をつけて、

ぬくぬくとして椅子さ座ってとかなにとかというのは別な言い方があると思うのです

よ。 

○９番（佐原吉太郎） いや、私はそれくらい深刻な問題だと思っているのですよ。それ

にやはり皆さんが今の状態とか国の状態、地方が今何を置かれているだと、そういう

真剣に皆さんでやはり考えて、未来のために私はやってもらいたい、そういう意味で

言っているのですから、そこは誤解しないでください。（「使ってならない言葉だと

思います、ちょっと」という声あり）そういうことであれば、その件については陳謝

しておきたいと存じます。 

   そういうことで、要するに、これからはそういったことで徹底して、やはりこの改

善を進めない限り、地方のあすは私はないと思っているのですよ。ましてや、小売で

米が下がっちゃうと、言うは皆優しいのですが、これに真剣に取り組むことこそがや

はりこれからの未来があると、私はそう信じているのですよ。そういうことをちょっ

と触れたったのですが、それはそれとして訂正いたします。 

   何はともあれ、そういうことでまだ続きますが、よろしいですね。ありがとうござ

います。とにかく、時代というのはそれぞれみんな、自治体も江戸時代から、それか

ら明治、大正、昭和、平成という中で、それぞれ自治体の置かれる、それから我々住

民もお互いに切磋たくましく、そして時代を変えようという、おのおのがそういう時

代を、今現在の時代があるわけです。そういう中で、そういったものを的確に捉えて、

やはり時代の流れをつくっていかないと、未来は、私はないと思うのですよ。これだ

け冷え込んちゃうと、これはなかなか難しいんだ、努力だけではだめです。やはり自

分で身を切る必要があるのではないかと。常に、これ何回も言うようですが、それが

現実であります。 

   そういうことで、今後はそういった財政再建のために、やはりそういった苦しいこ

とを乗り越えて、それに納得いくようなそういったもろもろをやはり自分でやる必要

があるんじゃないかと、そう思っております。そういうことで私も村長に言いづらい

ことを言いましたが、やはり未来のために、何も村長に憎まれたっていいのですよ、

私は。未来はどうあるべきかと、将来がこうあるべきだと私なりにそれは申し上げて

いるのでありまして、ぜひともそういったことを踏み込んで、そして未来を明るく、

大玉村は自立で、そして財政にも大きく貢献されて、そしてそれらのいろんな要望、

希望が満たされるのであれば、これは最高な自治体でありまして、そういうことでひ

とつ村長も努力いただきたい。そういうことで一般質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

   以上であります。 

○議長（佐藤 悟） 以上で９番佐原吉太郎君の一般質問を打ち切ります。 
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   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） 異議なしと認めます。 

   よって、会議時間を延長することにいたします。 

   続きまして、７番佐藤誠一君より通告ありました「低米価対応策について」ほか

２件の質問を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 議長の許可を得ましたので、既に届けておりました以下の質問をし

たいと思います。 

   今次、議会一般質問、発言するわけでございますけれども、価格が低くなった米に

ついて４人ほど質問するわけでございます。ダブるのもあるかと思いますけれども、

当局には的確なる答弁を求めたいと思います。 

   まず初めに、低米価に対するこの対策について伺いたいと思います。 

   米価は昨年より２０から４０％下落しましたけれども、本村においてのこの減収額

はどの程度になっているのか、まず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。 

   ２６年産米の米価の下落ということで、２０％から４０％下落したということで、

本村のいわゆる生産数量で申し上げますと、現在米の全袋検査を行って、ほぼ検査数

量、生産される数量をつかんでおりまして、１６万数千袋と、３０キロベースで検査

を行っておりますが、これはいわゆる米価下落の額で算出しますと、減収額について

は約３億円という試算がなされます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。 

   お隣の本宮においては、旧本宮はちょっと白沢と合併していましたので、本宮なら

約５億円を超える減収になっているということによりますと、旧本宮農協管轄では約

８億円の減収になる、南達で、そういう勘定になります。私もいろいろ米について資

料を集めてあるんですけれども、今の政策の中では、集団化及び機械化しなさいとい

うことで大規模農家を目指しているのが国策でございますので、その事例であります

ので、１２月４日の農業新聞を抜粋して読みたいと思います。 

   「低米価が担い手直撃、青森県津軽地方、規模拡大にブレーキ」農業・農村は米価

下落、環太平洋連携協定、すなわちＴＰＰ交渉。農協改革など農村による課題に直面

している。青森県津軽地方に水田農業を担う３６人の津軽米づくりネットワークがあ

る。規模面積は計１，０００ヘクタール。メンバーは栽培技術をともに共有し、大規

模稲作や飼料用米の生産に力を入れる。これだけ低米価だと、プロ意識を持つ農家で

も地域の稲作を担えなくなる。事務局長を務める五所川原市の豊心です、豊かな心、
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ファーム代表、境谷一智さん３９歳は危機感を強める。同ファームの経営面積は

１１１ヘクタール。主食用４７ヘクタール、小麦５ヘクタール、大麦５２ヘクタール、

飼料用米７ヘクタール、そのほか稲刈りなど作業受託１５５ヘクタールを手がける。

県内屈指の経営規模だけに米価下落は大打撃。おおよそ、ことしは２，５００万円の

減収だったそうです。 

   特に、ことしから畜産農家向けの稲わらを販売強化し、前年より２割増の９０ヘク

タール分を販売する目的だったそうですけれども、畜産農家の減収で、これもかなわ

なかったそうです。頼みの、これから言いますけれども、収入減少影響緩和対策、す

なわちナラシ対策、この交付金も、早くて３月になるだろうということでございまし

て、先ほどから皆さん申し上げるように、大規模農家ほど打撃を受けているわけでご

ざいますけれども、今後この大規模に集中してやっていくべきか、べきでないかとい

うのは非常に迷うところでありますけれども、村長、このところはどのように思って

いるのか、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。 

   どのように思っているのかということの質問でございますが、私もこれは現実を今

見据えて、どのように進めればいいのかということで、はっきりとした、こういうふ

うにすれば米価が戻るとか収入が戻るという策は、今一生懸命考えているところです

が、やはり米一辺倒に頼ってきたという大玉村、そういう傾向がありますので、大玉

村は米作地帯として打撃がよりほかよりも大きかったというふうには認識をしており

ます。ですから、これは今すぐ米価の上乗せ等については、これちょっと村の財源か

らいっても無理なことですし、この近隣でもなかなか、やはりそういうことに対策が

とれないという状況ですので、このナラシの問題も含め、国も想定外に、国もやはり

ＴＰＰ問題絡みがあって云々の話もありますけれども、やはりその概算金が国の想定

よりも下回ったような感じを受けております。ですから、国の対策を講じようとして

いる段階もありますので、その辺を見きわめながら村として対策を進めていくと。 

   ただ、方向としては、兼業農家は厳しくなるのは当然のことですので、集積をした

大規模経営というのは今後の方向性であろうと、これには変わらないというふうに考

えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） どうも答弁ありがとうございます。 

   特に前質問者も言いましたけれども、会津のコシヒカリはもう１万円を超えている

わけでございます、６０キロ換算で、これ概算金。特に中通り、浜通りはコシヒカリ

６０キロで７，２００円、昨年の価格の概算金より３，９００円安い。ひとめぼれ

６０キロで６，９００円。これは実に４，２００円安いのです。また天のつぶ

７，０００円、これは３，０００円ほど安いのです。この中通りでも、特に大玉村は

会津町に続いて福島県では米どころでございますけれども、後でも伺いますけれども、
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今のこの経営の方針の転換等について、前質問でもありましたけれども、どのような

方向に持っていくのか、再度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。 

   行政として、農業をやっている方にこういうふうにしなさいということの方向づけ

というのは、難しいというふうに考えております。これは経済行為ですので、農家の

皆さんがいろんな選択肢から、私はこちらに行く、私はこちらに行くというふうにや

はり選んでいただく、この方法しか現実にはございません。その選んだときに、施設

園芸を選んだ方にどのように補助をできるのかということは、村単独ではこれ、とて

も満足いくような、選んで方向性を決めるようなものにはなり得ないというふうに感

じていますので、やはり国・県がそれなりの補助等を出すとか、今、大規模の場合に

は国の補助もかなりの額が出ておりますので、そういう大規模に集約していった場合

に、それに県も村も上乗せをしてそちらを選択しやすくするとか、それからあと、兼

業農家の場合にはやはり米作ではやれるけれども、野菜、花卉類にいくのは、兼業と

してはやはり時間の問題で難しいということになれば、米作を続けるためにはどうい

うふうにすればいいのかと。今考えているのは、兼業農家の場合には、一番の負担は

機械設備に対する投資だということですので、この米価の状況を見据えて、来年度中

には結論を出さなければならないというふうに考えております。やはり機械の共同購

入とか、それからハウスをつくる場合とか、ライスセンターを共同でつくる場合とか、

そういう場合に新たな村としての補助制度というのは必要があるんじゃないかなと考

えています。 

   いずれにしても、選択肢を設けて、それを選ぶのは農家の皆さんそれぞれの中で自

分で選んでいただくと。皆さんでこっちに行きましょう、皆さん、こっちに行きまし

ょうというのを行政が指し示すのは、かなり難しいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございました。 

   ここ１年、旧玉井農協の育苗ハウスがもうことし限りでやめるんだとか、そういっ

たことを二、三年続いて、村長たちのお願いで、来年は種まきだけは二本松の施設で、

どこかはするそうですけれども、ここのところのハウスが、もし育苗ができない場合、

玉井の平場地帯の農家四、五十件、農家をやめてしまうというようなうわさも立って

おりましたし、しかしながら、やはりそれを受ける受け皿、受委託の関係、やはり総

合的にいかないと、大玉村から米作農家が消えてしまいますので、その辺やはりＪＡ

なり行政はしっかりとそのつなぎ役をしていかなければならないというふうに思って

いるわけでございますけれども。 

   原発のことに戻りますけれども、きょうはハンチョウから来たのですけれども、残

念ながら旧大山村の一部に大豆出荷自粛の通知が回ったのです。すなわち、１００ベ

クレル以上の放射能が出てしまったというふうに、残念なことに。これ風評被害、風
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評被害と言いますけれども、ことしはタケノコ、あとはコシアブラ等は、これ販売で

きなかったのです、直売所で。なおさら私も花卉、若干つくっておりますけれども、

普及所の検査では通っておりますけれども、再度保健所の検査が必要というふうな触

れが回ってきたのです。これはやはり実害なのです。風評被害ではなくて実害なので

す。これを当局はやはり把握しながら直売所の販売する人にも影響も出てきますので、

この辺はやはり、米は大山や玉井で一昨年、前の年、出ましたけれども、その他にも

やはり影響が出ているということは、非常にやはりこの辺は放射能はある程度強いの

だということを認識しておかなければならないし、もしこれ米など出たらなおさら買

ってくれないですよ。買ってもらえないというふうな状況になりますので、だからト

ップセールスする村長でございますので、この原発については国・県にどんとやはり

言って、東電からの補償等も含めながらこの旨はやはり進めていただきたいし、やは

りＴＰＰ、今盛んに国政選挙もなされておりますけれども、やはり農家はこのＴＰＰ

が決まってしまうと、大型農業の北海道農業がまずまいってしまうと。乳製品、肉、

特にテンサイというサトウキビ、これらのもう３点、特に北海道は麦もつくっており

ますし、今や北緯４５度ということで米作もすごく盛んなのです、ことしも私行って

きましたけれども、何度も言っておりますけれども、北海道農業がまいってしまう。

先ほど来、村長は兼業農家、兼業農家と言いますけれども、ある程度皆さんも兼業農

家だから、ほかから外貨獲得してこれますので、兼業農家はまあいいとして、専業農

家はまいってしまうのです。その辺をやはり熟視しながら専業農家のやはり保護等は

行政でしていかなければならないと私は思うので、その点について再度、村長に伺い

たいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   村の農業の行く先は、やはり専業農家を集積をしていかなければだめだというふう

に考えておりますので、なかなかやはりメリット、デメリットがありますので踏ん切

ることは難しいと思いますが、やはり大規模をやるためには法人化を進めなければい

けないだろうというふうに考えておりますので、法人化に向けての負担金については

全て１０割全額村で持ちますよということで、ことしも予算化をさせていただいて、

１カ所が今それに向けて動き出していると、まだ完璧ではありませんが、その可能性

が出てきているということでありますので、それから専業農家が、先ほど言いました

ように機械を購入したり何かするときに、今の国の補助、県の補助等をもらってやっ

ていますが、それに今回の対策として機械等の助成ができないかということについて

も今、産業部のほうで検討をさせている状況でございます。 

   専業農家が米作を中心にしているというのが、結局かなりダメージが今回大きかっ

たということですから、米作から上がる収入のほかに、やはり施設園芸等についても

進めないと、収入の多様化ができないということ、それからその機械を長く使うため

に多品種栽培というのも非常に重要ですし、直播とかそういう形の低コストの農業も

当然必要になるだろうと。工夫としてはいろんな工夫があろうと思います。 
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   兼業農家というお話をさせていただいているのは、大玉村の場合、９割以上が兼業

農家だということで、この土地の耕地の大部分はやはり兼業農家が今耕作をしている

ということですので、これが荒れてしまいますと専業農家も手が出せなくなってくる

ということもありますので、やはりその兼業農家の果たす耕地の耕作というのは非常

に大きいものがありますので、専業農家だけではなくて兼業農家にも続けていただく

ための努力は、村としても必要だな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） どうもありがとうございます。 

   平成２５年１２月に発表された新たな農業・農村政策の始まりということで、特に

今年度から始まった農地中間管理機構の総説の中に、今後質問するナラシ対策につい

てでございますが、日本語で言えば収入減少影響緩和対策ということ、すなわちこの

ナラシ対策でございますけれども、先ほども私申し上げましたように、旧本宮農協だ

けで８億の減収があるということでございますけれども、これらについてのナラシ資

金が入る時期は３月だということも新聞等でなっておりますけれども、本来であれば、

平成２１年から２５年間のこの５年間の最低、最高です、それの比率をこれ割って

９０％補塡するということがナラシ対策の補塡金なのです。しかし、ことしの場合

４０％だの、それ以上の説もありますので、ややおおむね３０％ということでござい

ます。 

   またあと１つのナラシ対策で、なぜ早期に出ないかというと、寒い地方、先ほど言

ったように北海道、あと青森県あたりの米については死に米だの青死米、非常に多か

ったです。しかしながら、それも売れば価格になるということで、その金額をこれ計

算するにそれだけのやはり期間がかかるそうなのです。私もちょっとどのようにやる

のかと、ある人に聞いたのですけれども、それらの検査、試算をするために資金の出

るのが遅いということでございますけれども、これ完全に行政とＪＡ一体となって、

つなぎ資金といってどの程度になるのか、これ村長に伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、米価下落のいわゆるナラシ対策、収入減少影

響緩和対策の、国では本年産の米価が下落した関係で、このナラシ対策の前倒しをす

ると、１１月に国のほうから発表されましたが、この内容につきましては、いわゆる

米価が下落して農家が資金繰りに困っていると。ナラシ対策については３月までの米

価を基準として、いわゆる３月以降交付される、その間どういう、いわゆる農家が資

金繰りに困っているので国のほうのセーフティーネットワーク資金を実質無利子化し

て、いわゆるその間のつなぎ資金にしてもらうという内容で、いわゆる前倒しという

施策がなされたものでして、このナラシ対策、いわゆるセーフティーネット資金の概

要を申し上げますと、貸し付け使途については経営の再建に必要な資金ということで、

償還期間が１０年以内で、貸し付け限度額が６００万円という内容になっています。

そのほかにつなぎ資金、これは県の農家経営安定資金では米価の減収分へのための必
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要な資金ということで、これは農家経営安定資金でございますが、ＪＡとか県が利子

を負担しまして農家の利率は無利子ということで、個人については３００万円の融資

をするという制度がなされております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） どうもありがとうございます。 

   大きい農家ほど、今ひどい目に遭っているということでございます。最高限度額で

１０年で６００万円、またつなぎ資金とした３００万円ということでございますけれ

ども、やはり今、この大きい農家、大玉にも数件、法人化もなされているところもあ

ると思いますけれども、３００万円や６００万円ではない、これ１年間での償還金、

足りないと私は感じているというか、私もそういったことも今まで経験してきました

から、その点の分のほうは、大玉村ではちょっと見るというようなこと、村長、思っ

ているのですか。その点だけ伺っておきます。村長、お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、いわゆる米価下落で村独自での対策というこ

とでございますが、今言った３月以降に交付されるナラシ対策のいわゆる補塡金につ

いては、先ほど３月以降しか出ないということで、つなぎ資金については国の制度と

村の制度があります。あと、これらについてはＪＡとも協議しましたが、ＪＡについ

ては、これら２つの資金で、いわゆる農家の割る資金繰りをしていきたいということ

で、独自の対策は組まないということで、これらのいわゆる融資関係については安達

管内でもいろいろ協議した経過はありますが、独自の対策については、これら国・県

の制度を利用して対策を行っていくという内容でございます。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 大体のことわかりましたので、次に（３）に移りたいと思いますけ

れども、やはり農家は非常に競争心が強くて、隣には負けたくないと、企業も同じな

のですけれども、別のに負けたくないということで機械をひとり占めして、借金して

まで自分で買うくせがあるのね。これ正直だと思うのですけれども、やはり１台で何

通りもの仕事もできるというふうな機械、一番はやはりトラクターなのです。トラク

ターのアタッチメントできると１０種類、２０種類の仕事ができます。コンバインは

何だというと、走るだけだと稲刈りきりできない。稲刈ってもみまで。もみすり機は

今度もみすりきりできない。やはりそういったもの、米と麦を組み合わせるとか、そ

ういった方向も大きな農家は、さっき言ったように試食米とか飼料米とかあります。

麦もありますけれども、やはりそういった方向転換、米作農家に今まで米やった人に

野菜やれ、牛やれなんて言ったってできるはずがないのですから、やはりそういった

方向性を持っていってもらいたい、米を中心にした大型の、そういった農業に持って

いってほしいし、先ほどから言っているように、菜種をつくって油を絞るとか、この

田んぼ、名倉山に今度歩道ができる、あの辺から眺めてちょうど田んぼのアート、こ

れは非常に有効的だと思いますので、やはりそういった方向で村は進めていくという
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こと、後でもこれ美しい村でも触れますけれども、やはりそういった方向性も非常に

大切だと思いますし、コスモスつくって景観作物とかありますので、やはりこの美田

大玉村の約一千二、三百ヘクタールの美田はこれ守っていく必要がありますので、そ

の点どういった方向かは、これ村長に伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   先ほど言ったように、兼業農家がハウスとか野菜とか、ほかに手を出すのはなかな

か難しいかなということを考えておりますが、専業農家の場合には１年間を通して農

作業をやっていくということで、今既にキュウリとか畜産を一緒にやって米をやって

いるという方もかなり多くおられますので、米作一辺倒である専業農家については、

忙しいときに人を雇って臨時的に手伝いをしてもらっていますが、これから５年、

１０年になると、もうそういう一時的な手伝いの方もいなくなるんじゃないかという

ふうにも考えられますので、やはりそういうふうに多面的に農業をやるのであれば、

やはり法人化をして人を雇い入れると、年間雇用というものが不可欠になってくるの

だろうというふうに感じているところもあります。 

   それからあと、米作以外のものに切りかえると。専業の場合にはそういうふうにし

て人を雇い入れた場合には別の収入源を探さなければいけないとなれば、やはり蔬菜

とか花卉等にも手を出さないといけないだろうというふうにも感じております。 

   それから、先ほど言われたように、バブルの時代に米価が２万円とか幾らのときに

共同購入が一時進みましたね、どんどん新しい機械が入ってきて高いので共同購入し

ましょうと。ところが、あの人は運転するといつも機械が壊れるとか、俺の勤めてい

る合い間にやろうとしたら、いつも俺の順番は回ってこない、雨降られちまうとか、

いろんな問題があって、そのころは米価が高かったので共同購入が失敗に終わったと

いう事例が多くありましたが、今こそ共同購入、兼業農家とか小さい農家にとっては

共同購入というのが一つのコストを下げる有力なものだろうというふうに考えていま

すので、来年度、産業部に検討をしているのは、専業農家の場合には、この程度の規

模の場合には何分の一に上限幾らぐらい助成できないかなとか、それから兼業農家の

場合には、３件以上で何町歩以上耕作するような場合には機械の何分の一の上限幾ら

の助成をします、機械設備についてですね。そういう形で持続可能な農業を少しでも

続けていただくための助成制度については、やはり考えなければいけないというふう

に今思っているところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 最後に、農業問題で伺っておきますけれども、法人化するのだとい

うことでなれば、当然、個人でできないので、これは行政書士なども頼まれなくちゃ

ならないし、今や 1 円株式会社ということで資金１円でもできるのですけれども、や

はり農家は会社を持つということも経験しておりませんで、一般で収入を得れば所得

税とこれ県村民税くらいで終わるんですけれども、一度会社を興すと、今度事業税が
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上がってくるのです。この事業税、完全にかかってくると思うのです、株式会社なり

有限。そういった対策についてはこれ自分で持たなくちゃならないというふうなこと

で、踏み切れないでいる面もこれあるのです。実は、うちの息子も四、五年前にこれ

騒いで、いやあの人と組んで株式会社するんだなんていうこと、それはちょっとやら

ないほうがいいぞというふうな忠告したときありますけれども、村長として、株式会

社になった場合の事業税についてはどのように思っているのか、知っている範囲で結

構ですのでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   事業所税じゃなくて法人事業税については、黒字になれば当然かかるわけですが、

やはりかかるというか、事業所税はかかりますけれども、本宮の場合なんかは事業所

税は免除しております。そういうところもありますので、農業、今何件か法人になっ

ているところがありますので、ちょっと今その実態についてはどの程度かかるのかと

いうことはわかりませんが、必要があれば、そういう優遇措置もとっている市町村も

ありますので検討したいと思います。 

   ただ法人化すれば保険も入らなければならないし、当然デメリットもいっぱいあり

ます。ただし、何でみんな株式会社にするのかというふうにした場合のメリットとい

うのは当然ありますので、その辺大きくしていくのであれば、家族協定を結んだ中で

もやはり家族を役員に入るとか、給料をしっかり払うとかということで、永続して事

業を、農業を続けるためには、やはり家族にもきちっと給料が払えるような事業形態

でないとだめだと。ですから、法人に切りかえるためにはそれなりの経営戦略という

のは必要になろうと思います。そういうときに、経理士とかコンサルとかかけて、法

人化が可能かどうかのそういう調査も含めて村では助成しますよというふうに考えて

います。その結果、法人化に踏み切れない場合でも、これはやむを得ないというふう

に考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 次に移りたいと思います。 

   ２番目の、六次化産業についてでございますけれども、村長が描く、大玉村におけ

る六次化産業、どのようなものがあるのか、まず伺ってから次の質問をしたいと思い

ます。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 六次化といいますと、非常に目先の変わった、全国的に有名なもの

を出さなきゃならないというふうに一般的には考えているのですが、既に直売所では

六次化が進んでおりますので、生産、加工、販売、この一、二、三がそろえば六次化

になりますので、漬物も、例えばそばもつけたり、それから餅もだんごも全て六次化

の製品でございますので、そういうものを、例えば米で売る場合はこれしかならない

けれども、それを粉にしてそれを加工してだんごにすれば何十倍というふうになりま
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すので、ただ、今の直売所の状況ではなかなかそういうものをさばくだけのスペース

もないし、どこかの直売所で、日本で非常に有名なこういう産品を出しましたよとい

うようなものだけではなくて、一次、二次、三次がまとまれば六次化だということで

すので、特別に六次化が難しいということではなくて、できるところから素材を加工

し販売し直売所に並べると。 

   ただし、直売所に並べるだけでは、これはペイしませんので、加工するとすれば、

それがほかの、例えばスーパーに行ったり、あと岳温泉のお土産屋に並んだり、食材

として使っていただいたりという、そういう拡大がなければ、六次化で成り立つとい

うことはあり得ないと思いますので、これからやるべきことはそういうしっかりとし

た製品をつくっていくことが、六次化の産業に向けての努力なり、目標だというふう

に考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 全くそのとおりだと思いますけれども、私の事例を１つ述べますと、

私も果樹をつくって多種多彩につくっております。特に、桃等の缶詰等もつくってお

りますけれども、現物は佐藤誠一農園でございますけれども、加工、中の沢のあると

ころでやってしまうと、製造元はある食品会社でないと販売できない。佐藤誠一農園

は販売だけなのです。そういったややこしいことできますので、今度のつくるであろ

う直売所には、加工場、缶詰工場なども入るのですか。ここだけ伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 協議会がいろいろ協議を重ねてきた結果、加工所が欲しいという文

言は入りましたが、具体的にどういうものの機械が欲しいとか、どういうものを製造

すべきだとかというものについては一切出てまいりませんでしたので、加工所につい

ては必要性はあるということでは、どういう機械を買って何をつくるかということに

は踏み込ませんので、とりあえず、来年直売所を建設する、着手すると。その中で、

その後に今の直売所を食堂と加工所に使用していきたいということの段階で、出して

いる皆さんとか議員各位の皆さんも含めて検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

   今、皆さんが考えているのは、役場の機械はただで使ってガスもただ、電気もただ、

水道もただというふうに考えられているかもしれませんが、やはり応分の負担をいた

だいて加工品をつくって、それを販売するということですので、その辺もきっちりと

詰めて原価計算をして、その後の計算をして販売有利にできるかどうかと、そこまで

いかないと、とても加工の機械をどんどん次々と導入するというのは難しいと。近隣

の加工所も、大きな道の駅をつくって立派な、何千万、何億という加工の機械を入れ

ましたが、今は休眠状態、使われていないという事例が数多く散見されますので、そ

の辺も含めて検討したいと。ただ、今の上にある缶詰の機械は非常に使いにくいとい

う話は聞いておりますので、あれを利活用できるのであれば、また、上から下に下げ

る予定はありますので、その中で検討させていただきたいと思います。 
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   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） そういった技術も欲しい、水道もありますが、しかし、私もかつて

１０年度ほど前に、ある直売所兼レストランを併設したところに行ってきたのですけ

れども、今これ、村の場合は軟弱野菜だの、その日のうちに持ち帰るのです。今ちょ

うど時期的に蕪、大根等、根菜類とかですけれども、そういうような場合は二、三日

置きますけれども、そういったものをレストランに出すとか販売するときの加工、浅

漬けでも何でもいいですけれども、そういったものの単純加工については、ぜひやは

り生産者がやっていただきたいというふうに思っている人が多いようですよ。その点

についてどの程度の、レストランも含めてなるのだかわかりませんけれども、地産地

消でいけば、そういった類いのものを使っていくのだということをやはりしてもらえ

ないと、いや、今度はハワイから持ってきた、こうだとか、インドネシアから持って

きた、こういうものを使うんだとなってしまうので、やはり地産地消を第１目標にや

っていただければということで、注文だけ言っておきたいと思います。 

   最後に、日本で最も美しい村について伺いたいと思います。 

   昨年の１０月ころから、押山村長が去年の８月に就任して、現在、副村長であった

武田さんが企財課長で２人で美しい村連合に参加するのだということで、当初、私は

疑問をすごく感じていたのですよ。そのことが不幸か幸いか、私もこの前の祝賀会に

は出ましたけれども、この審査をしてくれた先生が、この方は、名称でいきますと日

本で最も美しい村連合常務理事、杉一浩さんです。大玉の場合は、あしたも質問する

人がいると思いますけれども、やはり４号線から入ってくると入り口が非常に美しい

村にふさわしくないような、抗議したいような教訓もあるのですけれども、これどの

ようなすみ分け、やはりあの４号線は都市型の雰囲気を持った、私もこれ駅構想をこ

の前話ししまして、大きく笑った人もいたかもわかりませんけれども、恐らくあの辺

に５，０００人か１万人というふうなことを住むと、もう距離的に東京なんて１キロ

おきに駅があるのですから、本宮から杉田の間に駅というのは、私たちも生きている

か生きていないかわかりませんけれども、あの辺の駅は確実にできるであろう。これ

はやはり銀行、病院だのできてからというふうな話もありますけれども、村長として

すみ分け、二極化、４号線は都市化だと。田んぼ通りなので、この役場の横道より上

は本当に美しい村なんだというふうな構想で持っていくのか。大玉村全体が美しい村

として持ってくるか、これ５年ごとに審査があるそうですので、その点伺ってから

後々質問をしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 美しい村連合というのは、先ほどお話ししましたように趣旨はがそ

ういうことで、精神的なもの、当然ありますが、実利的なものというのを非常に大き

く期待をして、村づくりの柱にしたいというふうに考えています。ただ、４号国道に

ついては、大玉村の国道利用計画上は、村政発展のための開発すべき地域というふう

に位置づけされておりますので、私は４号国道沿線、高速道路から下は開発すべきエ
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リアというふうに、村の計画もできておりますので、そういうふうに考えております。

ただし、農振一種農地をかぶっています、県営圃場整備で。改廃は非常に難しい、沿

道サービスでレストランとかコンビニとか運送会社しか、あそこには進出できないと

いう縛りがありますので、今職員に指示したのは、都市計画のマスタープランを変更

して、準工業地帯に４号国道をしたいというふうに考えています。そうすれば、工場

とかいろんな会社が進出することができます。そのエリアに人が来れば住宅等もでき

るだろうと。そういう住宅等ができれば駅もつくることが可能だと。距離的には何の

縛りもないそうですので、トンネルから何メーター離れていればオーケーだというこ

となので、青写真が既につくってあります。ですから、どこに駅をつくるという場所

の選定は済んでいるので、ただやはり言ったように、駅の利用が黒字になるような、

駅舎が黒字になるような利用客が想定されないとだめですと言われたのが、ＪＲの返

答ですので、今すぐは難しいですが、とくそくはスマートインターのほうが先かなと

いうふうに考えているところでございます。 

   ですから、エリア的には、高速道路から下は開発すべきエリアと。高速道路から上

のエリアを、やはり景観を重視した美しい村の一つの目玉としてつくり上げていきた

いというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は４時５０分といたします。 

（午後４時３３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後４時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 引き続き、佐藤誠一君の質問を許します。 

   ７番。 

○７番（佐藤誠一） 今回、これ大玉村、日本で最も美しい村連合に加盟するに当たって

の条件として、安達太良山を背景にしたイグネが、これ防風林の里山景観。江戸時代

から伝わる民俗芸能の田植え踊りと神原田神社十二神楽等がこれ推薦の理由だったと

いうふうに言われておりますけれども、先ほども質問されましたけれども、私、この

神原田の当事者、建設部長も同じ部落でございますし、ここには氏子、準氏子という

ふうな宗教に完全にかかったものだけが今まで継承して、もともとこれ代々神楽だっ

たのですよ。特に、建設部長のじいちゃんというのは踊りが大変うまくて、笛も吹い

たし、そういったものを、笛を吹く人は、笛とか踊り、うちのほうはおやじも踊りだ

ったのですけれども、何が何だか鼓になってしまったのですけれども、宗教には余り

持っていきたくありませんけれども、やはり神社で一番嫌う他宗教の人から言わせる

と、あの鳥居をくぐるということが非常に不愉快なそうなのです。ある宗教ですから

いろいろ宗教ありますよ、日本だって。私の家はこれ多宗教です、もう仏壇の上に神

棚があって多宗教ですからなんですけれども、教育長に再度伺いますけれども、やは
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り小学生に教えられる。その親が熱烈なる多宗教だったという場合は、踊りを踊れと

いっても、果たして、踊りはこれ神殿のときも脇の神楽殿で踊りますので、そういっ

たときの状況をどう判断するのか、教育長に伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   先ほど、２番議員さんにもお答えいたしましたけれども、宗教教育というのは、宗

教の情操を養うということは大事なのですけれども、特定の宗教について公教育、学

校の中で、公立学校の中で教えるというようなことについては、これは明らかに慎ま

なければならないというようなことで、そういうふうに理解しております、捉えてお

ります。ただ、先ほど申し上げましたように、文化財として村で、昭和５５年に指定

をされたというような、そういう文化財としての価値というようなことで、子どもた

ちに文化財を教えて伝統を守っていくというようなこと。ただそのときに配慮しなけ

ればならないのは、強要するというのですか、強要するというようなことについては

慎まなければならないというふうに理解しております。これはいろいろ、例えば修学

旅行に子どもたちを連れていったときに、文化財として非常に価値の高いもの、ある

いは神社であったり仏閣であったり。そこのところに行く、それは文化財の学習とし

て行くわけですけれども、どうしてもという子に対しては強要をしないというか、そ

ういう配慮をしながら大事に扱っていきたいなと、そんなふうに思っております。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 教育長は教師上がりだから、そのとおりの答弁しかできないと思い

ますけれども、私もかつてヨーロッパに行って一番最初にキリスト教の教会というの

は、アムステルダムのロッテルダム寺院だったのですけれども、またトルコに行った

ときはモスクですから、青い屋根のモスク。我々はそんなに感じないですけれども、

今や東京あたり、またすぐ１１日に行ってくるのですけれども、浅草などに行くと外

人、何宗教だかわかりませんけれども、今やもう日本中に外人が多いのですよ。そう

いったのも含めてやはり学校教育の一環で、私たちの息子なんて本当にもう多様な仕

事についていますので、本当に建設部長の下に２人か３人、若い人いるくらいで、私

も今６３歳ですから、継承者いないのです、村長、はっきり言って。もう１０年過ぎ

たらできないです。私たちの神楽も三十数年前に復活したのですよ、１０年くらいや

っていなくて。高玉の高司神社に行って笛、太鼓等で、踊りは踊りましたから、そう

いった経緯もありますので、やはりこの美しい村連合に加盟している以上は、芸能を

伝承していく必要がありますので、その旨、行政にタイアップをしてもらいながら進

めていきたいというふうに思って、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） 以上で７番佐藤誠一君の一般質問を打ち切ります。 

   続きまして、１番鈴木康広君より通告がありました「新年度予算編成を前に押山村

政の執行状況の中間評価について」ほか１件の質問を許します。１番。 

○１番（鈴木康広） １番鈴木康広です。議長より発言の許可をいただきましたので、さ
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きに通告しました、新年度予算編成を前に押山村政の執行状況の中間評価について、

ほか１件の質問を行います。 

   押山村長就任から１年３カ月、自分で編成された新執行予算から８カ月が過ぎまし

た。村長が村政の目標を達成するために始めたことの一つに、庁内のプロジェクトが

あると聞いております。それについて伺います。幾つのチームがつくられましたか。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。 

   私が村長の指示のもとで、私が指揮監督をするプロジェクトチーム、８つございます。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   庁内のプロジェクトチームということなので、そのプロジェクトチームでやること

のその趣旨というか、どういう目的なのか。あと、その部課長会議、実際に応答を受

けてする会議との関連性なども含めて、その内容を説明いただいた後に、それぞれの

チーム、８つのチームのそれぞれの目標、またはその名称等をお願いいたします。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。 

   それぞれ、部、課、係の中で抱えている問題、そういう問題、その部、課、係の中

で消化できる問題もあれば、そうじゃないいろんな部署にまたがる問題もあると。こ

れについてはそれぞれ課なり部が連絡調整をしながらいけば済むわけでありますが、

どうしても身上が大きくなるとなかなか弾力的な対応ができなくなってくるというこ

とも踏まえまして、若い職員を主にもう少し弾力的な考え、そういうものがとれたほ

うが早い結論が導かれるのではないかというような考えのもとに、プロジェクトチー

ムを編成しております。これについてはそれぞれの職員がそれぞれの業務を持ちなが

らやるわけでありますが、当然それを上司に当たる課長、部長についてもなかなか、

自分の課の中から出すということで大変なお互いに容易でないような業務の中身であ

りますが、それは大玉村振興、発展のために、住民福祉の向上のためという大義の中

での仕事でありますから、それについては頑張っていっていただきたいというふうな

形で思っております。 

   それでは、８つのプロジェクトのチームの名称と目標等について答弁いたします。 

   まず、１つ目はふるさと納税のプロジェクトチーム。これにつきましては本村のＰ

Ｒを通して大玉村を応援したいという人を募りまして納税、寄附をいただくと。それ

によって地域づくりであったり仕事づくりであったり、地域の活性化と財源の確保を

図るということを目標にしております。 

   ２つ目は、公共交通のプロジェクトであります。交通等の弱者の利便性の確保、そ

れから、そういう方の社会参加の促進、そういう意味での公共交通のあり方について、

プロジェクトチームということであります。 

   ３つ目は、大玉村の紹介ＤＶＤ、現在は製作途中でありますが、これをつくるため

のプロジェクトチームであります。本村のすぐれた景観環境とか、人々の交流、伝統
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芸能の保存、それからイベント等、四季を通じてこれらを映像化して内外に大玉村を

ＰＲする一つのツールとするというふうな形で進めております。 

   ４つ目は、公設民営化のプロジェクトであります。これサービスや役務の対価とし

て料金を徴収する企業的な部門、代表的な例が直売所であったり、あと運営でありま

す。これらの効率化を図るとともに、村民と一体となって、それが株式という形態に

なるかどうか知りませんが、そういう形で新たな地域づくり、仕事づくりを行って、

地域の活性化、産業の振興を図るのだというようなプロジェクトチームであります。 

   ５つ目は、グリーン・ツーリズムのプロジェクトであります。村の農業、それから

観光、伝統文化、交流等を体験していただいて、本村のＰＲや人との情報の交流を促

進して地域の活性化を図るというのが目標であります。 

   ６つ目が、アットホームの改修プロジェクトであります。公設民営化の前提として、

まず老朽化しつつある施設、それから今まで利用してきていろいろ要望等があるよう

な部分について、新しい改修計画といいますか、そういうものをつくって、改修とあ

わせて管理運営等も含めて検討するというふうなプロジェクトであります。 

   ７つ目が、国内外交流事業のプロジェクトであります。これはマチュピチュであり

ますとか、それからそれ以外の国際交流、台湾等が想定されると思いますが、そうい

うものの国際の交流事業。それから、災害応援協定の締結市町村とのこれからの交流、

小さくても輝く自治体のそういうふうな会合、それから全国町村サミット連合、こう

いういろんな交流を現在行っておりますので、これらを一元的に管理するような国内

外の交流事業のプロジェクトチーム、これらも現在進めております。 

   ８つ目が、収納一本化のプロジェクトチームであります。税とか保険料を初め上下

水道、保険、保育料、授業料等の公共料金等の徴収の一本化、これについての検討を

現在しております。収納率の向上と負担の公平公正を図る、こういうのを目標として

おります。 

   以上であります。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） 丁寧なご説明、ありがとうございます。 

   若手職員のほうの弾力的なその対応ができるためのスキルアップという内容を含め

た形の、これによってその若手職員の実際の発想とか、もしくはその今後のスキルに

つながってくるといった、そういうふうな将来の大玉村のほうの発展につながる形に

なるのかと思います。ぜひ、部課長の方においてはいろいろ、実際にその部の課のほ

うの仕事についての、いろいろ支障がある状況も考えられますが、将来の大玉村に、

要するに実際に新しい息吹というものを見出すためには必要なことだと思いますので、

大変すばらしいプロジェクトですので、そのプロジェクトにより有効に動きますこと

を期待しております。 

   では、それぞれ８つのチームの人員規模、またその中に庁外の人材等はいるか、伺

いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 
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○副村長（武田正男） 再度お答えいたします。 

   このプロジェクトチームというのは、今８つを述べましたが、それぞれいろんな場

面で共通する事項があります。地域づくりであったり、それから、まず１つとして、

このプロジェクトだけで完結して、このプロジェクトだけで成果を上げるということ

はあり得ない。交流だったり、観光だったり、ＰＲだったり、そういうことから、大

体７つのプロジェクトについては、収納一本化のためのプロジェクト以外のプロジェ

クトについては、大体６名程度の固定のメンバーで現在やっております。それぞれそ

の６名のメンバーに責任者というかリーダーというのがおりますけれども、例えばふ

るさと納税プロジェクトは、そのリーダーがやるんじゃなくて、班長みたいな形で、

そういう形でそれぞれ個人がその中の責任者みたいな形になって回っております。 

   なお、６人以外にも職員内にメール等で公募をしまして、こういうプロジェクトに

手伝いできる職員いませんかというような形で、プラス２名ないしは３名ぐらいで、

それぞれ公募を募ってやっております。それで大体固定が６名で、そのほかそういう

公募で応募する職員が２名ないしは３名ぐらいというような形で、８名前後ぐらいが

プロジェクトになっております。 

   それから、税務につきましては、税務課長をプロジェクトのリーダーとして、それ

ぞれ収納分野を経験されている部署、あるいはそういう公共料金等を徴収しているよ

うな部署、そういう関係者の集まりのプロジェクトというような、そういうような体

制になっております。 

   それから、外部人材につきましては、公共交通については職員のほうの、土湯のほ

うの職員研修センター等と、現在共同の調査研究というような形でやっておりますし、

ＤＶＤについては現在既にもう、何といいましたか、デジタルクラフト社、そういう

会社が既に先行している部分がありますので、そういう方たちと随時連携をとりなが

ら現在進めておるような状況であります。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   一部、必要性という形で、技術的なものも含めて外部人員等もあるのですが、基本

的には社内のほうの人員で、基本６名プラス二、三名ということで１０名以下、ちょ

うど一番チームとして運用する場合については、一応運用しやすいというような形に

なっているのかなというふうに感じました。 

   では、それぞれのチームの執行状況、常にどういう形の物事を行っていて、その部

課長会議にどういうふうな答申等が上がったというかについて、もしわかるものがあ

れば、お願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） 再度お答えいたします。 

   それぞれの執行状況でありますけれども、まず１番目のふるさと納税につきまして

は、もうある程度ご承知かと思いますけれども、ことしの１月からプロジェクトチー

ムをつくって、５月にある程度記者会見を開いて記者発表をして、一定のめどが立っ
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たというような状況であります。その後、ヤマトホールディングス、宅急便のヤマト

です、そことのシステムの構築、それからＹａｈｏｏ！クレジット決済、これらを

１０月に導入してきております。これである程度、形が見えてきたのかなというふう

に思っておりますが、今後またさらにいろんな検討を重ねてよりよいものにしていき

たいということを考えております。 

   それから、公共交通につきましては、現在、福島自治研修センターとの共同研究で、

既に１，５００件のアンケート調査の分析、解析を行っております。１１月には実際、

現在動いている広域交通バス等を利用している方の実際の生の声をお聞きしながら、

これらについても分析をして、年内もしくは年明けあたりには報告書を作成できると

いうふうに、担当のほうからは聞いております。 

   それから、ＤＶＤ関係については、現在デジタルクラフト社に委託してイベント等

を中心に映像化しておるところでありますが、この映像化、１年を通すということで、

来年の終盤以降くらいまで続くということが考えられます。ただこの間、できるもの

からＤＶＤ化をして、使えるものから随時ホームページ等を通じて発信している。今

回の美しい村連合での紹介ＤＶＤ、商工会館でやった、ああいうものについても、今

回のデジタルクラフト社に委託をした中で、職員がそれぞれ協議をして、こことここ

とここの場面を撮ろうというような形でつくったのがＤＶＤであります。 

   それから、公設民営化のプロジェクトチームでありますが、直売所、それからアッ

トホームとの改修プロジェクトが一緒に並行して、現在協議を進めております。これ

らの動向をやはり見きわめなければならないということで、庁内プロジェクトと、そ

れらのプロジェクトと連携しながら現在いろいろ調査研究を進めております。 

   それから、グリーン・ツーリズムにつきましては、１２月の頭に即取り組めるもの、

それから調査研究を要するもの、こういうものについて中間報告を受けております。

また引き続き、これについては検討の余地があるということで、再度さらなる調査を

進めるように指示をしたところであります。 

   アットホーム改修プロジェクトにつきましては、改修箇所、先ほどどなたかのご質

問にありましたけれども、そういう風呂とか客室、あるいは配膳室、これらについて

のある程度の協議は終えたと。それから、管理運営のあり方についても、現在プロジ

ェクトのほうに落としております。ＰＲの手法とか料金の設定等についても、さらに

調査研究をしろというふうな指示をしております。ただあわせて、庁内のこれについ

ては部長会議等においても、改修計画であるとか、今後の運営方法等についてもあわ

せて並行しながら、庁内部長会議でも、これについては協議検討を進めておるところ

であります。またこれらについても、再生可能エネルギーの導入についてもあわせて

検討するように指示をしたところであります。 

   それから、国内外交流につきましては、マチュピチュ村と本村との相互訪問が

２７年度に見込まれるということでありますとか、アジアでの友好姉妹都市の交流の

可能性調査、これらの検討を現在進めております。また災害時の応援協定締結の町村

等々の交流なども含めた国内外交流協会とありますが、国内外交流会議みたいな、そ
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ういう推進会議みたいな組織の設立を、現在検討しておるところであります。 

   税の収納１本化につきましては、収納を一元化する科目、税目です、そういうもの

の検討とか組織の規模、それから体制等について、今最終検討に入っている状況であ

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。 

   ８つのチームの本村の執行状況について、今、答申等によって部課長会議のほうに

ものがあったものがあれば研究しているものもあるということがわかりました。その

中で、１番目のふるさと納税、アットホームの改修プロジェクト。アットホームの改

修プロジェクトについては、プロジェクトチーム自体が、今またいろいろ考えている

と同時に、今部課長会議のほうでも検討されている話だったと思うのですが、これは

それぞれは別々に検討しているという形でしょうか。それとも段階も経ているので、

今現在は、アットホームについての改修プロジェクトのほうはもう動いていないとい

うことなのか、この点のちょっと確認が１点。 

   あと、ふるさと納税については、今回の行政報告書資料の中に最高額、最低額など

の表記があったのですが、最低額の２，０００円が１，２０８件、割合で言うと

４９％という、ふるさと納税の件数の半分くらいが最低額２，０００円だという数値

がちょっと載っています。この件について、プロジェクトチーム等で何か話し合い等

があったのであれば、それについても伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） お答えいたします。 

   まず、アットホームにつきましては、並行する部分と、あとはこれ以外にも運営協

議会等々もございます。そういう運営協議会等々のご指摘もいただいて、それらを踏

まえて、それらの情報をプロジェクトチームのほうにも流し、それから部課長等のそ

ういう会議も流しながら、並行しながら、それぞれあとはお互いに連絡をとりながら、

若い職員のそういう発想。あとは、部長の今までの経験、これらをうまく融合できれ

ばいいなというふうな形で、それぞれ並行しながらお互いに、並行ばかりではないの

ですけれども、お互いに連携をとりながら現在進めております。 

   それからふるさと納税につきましては、今おっしゃったように、半分が

２，０００円だということになります。一番現在労力を要するのが返礼品の発送事務

等であります。ヤマトホールディングスとかクレジット決済で、ある程度の事務の省

略化はできていますけれども、この２，０００円のものを希望に応じた物品を選んで

発送するという業務がなかなか厳しい。そういう意味で、２７年度以降にその

２，０００円をそのまま継続するかどうか、それらも含めて、プロジェクトチームの

ほうで検討してくれというふうな話は、現在しております。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 
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   プロジェクトチームと、実際に部課長会議のほうがそれぞれの特色を生かした形の

議論を行い、その中で連携して最も望ましい結果が求められ、導かされるのかと思い

ますので、それについては、今言ったように連携でいう形、あと、実際に最終的な責

任というか決定というのは、当然部課長会議のほうが責任を持つ機関として行うと思

うのですが、そこがうまく機能することを期待したいと思います。 

   あと、ふるさと納税のほうの２，０００円の件については、今ちょっと伺った範囲

であれば経費等もあるということなので、十分に検討していただいて、どういう形に

なるのかについてはその中からと出ると思いますので、あわせてお願いいたします。 

   次の質問に移ります。それぞれのチームの村長の評価を伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えを申し上げます。 

   それぞれの評価ということでございますが、今、副村長のほうからそれぞれの執行

状況、お話がありましたので、それはここの評価は省略はさせていただきたいと思い

ますが、それぞれ４０代を中心とした中堅の係長、係長でない方もおられますが、そ

の方たちにこういうプロジェクトチームで検討をいただくと。その成果について期待

しているところではあります。逆に言うと、それをできるだけ尊重して進めていきた

いと考えています。この検討することによって企画力の育成があったり、物事を実現

するまでの段取り、流れというのを職員が自分たちで協議をしながら進めて覚えるこ

とができるということで、まずふるさと納税でそれができたということで、企画から

行動をして実現をさせたということですので、大変評価としてはすばらしいものがあ

ると。それぞれの仕事をやりながらの合間の仕事ですので、課の協力とか部課長の理

解がないとなかなか職員が動けないという中で、それぞれ理解をいただいて成果を上

げてきているということですので、そちらのほうの、それ以外の、プロジェクト以外

の皆さんの理解も評価をしているところでございます。 

   ふるさと納税２，０００円が非常に大変だというのはわかりますが、我々からする

と結論は見えているのです。２，０００円やったらどれだけ大変な思いをするかとい

うことはわかっていますが、やはりそれはやってみないと、プロジェクトチームの皆

さんに理解をしていただけないので、そのままゴーサインを出しました。結果的に彼

らが言ったのは、１年に１回だけお試しでやってい ただくんだと。たとえ

２，０００円であろうとも、大玉村というところに、北海道、九州から２，０００円

を送っていただけるということが非常にやはり成果としては上がっているだろうとい

うことで、十分に１年間成果が上がったと考えているので、２７年度以降は、それを

今度一応１年で、大変な人数をいただきましたので、上限を引き上げるかどうかにつ

いての検討を今、先ほど言ったようにプロジェクトに預けていると。職員のスキルア

ップの一つの方法でもあるというふうに評価をしています。 

   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。 
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   村長から、そのプロジェクトチーム、通常業務を抱えている以外にも、それについ

て各職員のほうが頑張っているという、これは高く評価されるという内容をいただき

ました。やはり、仕事をする上で、それをどういうふうに自分の上司などが見ていた

だけるかというのは、仕事をする上でのやりがいに、大きな形だと思いますので、こ

ういうのは公の場で村長がそういう話をされたということは、より、そのプロジェク

トチームのほうが活発に活動していくきっかけになればいいのかなと、今一瞬思いま

した。 

   あと、その評価に基づく来年度予算等について、このプロジェクトチーム自体の内

容、もし深く大きくしていくためにという点があれば伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） １番議員さんにお答えいたします。 

   プロジェクトの報告等については村長主体にし、それを優先して実行してやりたい

という気は十分持っておりますが、基本構想であるとか、あるいは財政事情とか、あ

るいは村民の方々の声も聞く必要があるなと、そういう案件に当たった場合、いろい

ろ整合性をとるような直面、そういうものに直面するような機会が多々あると思いま

すので、すぐ実行に移せるものはすぐ移すと。そうでないものについては、財源の手

当てであったり、村民の皆様方との話し合いであったり、そういうものに多少時間は

かかるかもしれませんけれども、地域づくり、村政振興のためにはやはりスピード感

を持って対応して、予算についてもそういう形で反映していきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今回、プロジェクトチームのほうのスキル、そういうものが今後の大玉村の発展に

どんどん寄与することを願いまして、次の質問に移りたいと思います。 

   今年度の新たな教育への取り組みの状況と中間評価についてということで、人権教

育に関する取り組みはどのようなものがあるか、伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １番議員さんにお答えいたします。 

   今、学校に課せられている課題、たくさんあるわけですけれども、福島県の大きな

課題といたしまして、学力向上とか、あるいはまた先ほど質問ありました体力向上と

か、放射線教育とかさまざまある中で、人権教育が非常に大きな課題であるというよ

うなことで受けとめております。私も、人権教育を通した研究をすることが、大玉に

とって非常に意義があるというような思いで、これ県の委託を引き受けたのですけれ

ども、構想的には、おおたま学園で今やっております幼稚園、小学校、中学校の連接

というようなこと。これは、縦のつながりといって発達の連続性というか、そういっ

たことを１つ視点に入れております。 

   それからもう一つは、大玉が進めておりますコミュニティ・スクール、つまり学校、

家庭、地域、これは横の広がりと言ったらいいでしょうか、その縦軸と横軸を両方見
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据えながら、テーマにあります「共によりよく生きる子どもの育成」、これは自分も

大切にして、そしてまた、自分にかかわってくる相手の人も大切にするという、そう

いったことに、おおたま学園を挙げて取り組んでいこうという、そういう中身でござ

います。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実は、１２月２日の公開授業、人権教育という形で、実は私どもも参加させていた

だきました。参加する前までは、人権教育という言葉自体のその内容について、今す

ぐに緊急性があり、なおかつ重要だという認識が、実は少し私自身わかったと思いま

した。今回、その発表の中には、人権教育の中の道徳というものについて、要するに

クローズアップして内容の発表等がありました。前から、子どもたちの自尊感情の乏

しさ、その教員の中で非常に問題になっていると。特に、諸外国じゃなくて、日本は

自尊感情が非常に低いということがデータでちょっとわかっていて。これは前々から

私も非常に気になっていました。ただそれが、なぜそうなのかとか、そのためにどう

すれば問題を解決できるか、それが緊急の問題だという認識は、実は今回のフォーラ

ムのほう、その会のほうに出るまでは、これほど強い意識は実は持っておりませんで

した。 

   今、社会が大きく変化をして、東京のど真ん中も、大玉村であっても情報、子ども

たちが入手する情報とか、社会の中でのいろんなものについてはそう大きく変わりは

ないと。そういう中で、俗に言う田舎だから安全ということ自体は、簡単にはもう言

えない時代、子どもたちはいろいろな情報を得て、それを忠実に実際にそれを自分で、

要するに消化して、その中から実際に生きる力、社会性などを身につけなくてはいけ

ないというキョウギになっていると。どうしても今のゲームなど、要するに実際に外

で活動するとかという体験が減ってくるために、どうしても実際に人間環境を成形す

る力の低下とか、あといろいろなものに参加する意欲とかというものが非常に低くな

っていて、実はこれを高めるためには、道徳という教育というのが、ちょっと私たち

のもともと持っていた意識からすると古いという感覚があったのですが、実はそうで

はないと。ルールを守る、最低限の基本を守るということがマナー、マナーを大事に

するから実際モラルの確立、実際に自分がこの場合にどうやってどういうふうな活動

をするか、それまでに持っていくためには規範意識が必要だと。規範意識を持たせる

ためには、当然、今言ったような教育の中に道徳の教育が必要だと。それが今、一番

見直されているという内容を聞きまして、なるほどかなと。今、人権の中には、実は

道徳がなければ人権を、要するに自分自身のそういった規範がなければ、相手を要す

るに尊重するとかということができないということを考えると、これはすごく大切な

ことかなと、今回のことで改めて認識いたしました。 

   その人権教育の中で、実際にそれぞれの取り組みがあれば、その実施状況等を伺い

たいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 
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○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   今、１番議員さんからご指摘がありましたように、人権教育、極めて大事なものだ

と受けとめております。ただ、学校の教育活動というか教育の仕組みと言ったらいい

のでしょうか、それを考えるときに、人権教育という領域はないのですよ。例えば、

国語とか体育とかという領域はあるのですけれども、道徳とか、あるいは特別活動と

かという領域はあるのですけれども、人権教育は領域ではないのです。だから、いろ

んな領域をまたがって、ちょっと専門用語で言いますと、横断的に取り組んでいく中

身なのです。その中で大事になってくるのが道徳だろうという捉え方をいたしました。

道徳教育をまずやっていくというようなことで、今あるおおたま学園の中に特別の部

会をつくりまして、心に響く道徳の授業をまずやっていきましょうというようなこと

で、これを各学校で先生方と一緒に取り組んだということが１つであります。 

   道徳だけじゃなくて、道徳は週に１回しかありませんから、それ以外の全ての学校

の教育活動の中で、今ご指摘があった、例えば自尊感情、自己存在感とかそういった

ことをどうするかというようなことで、人権フィルターというのをつくりまして、そ

の人権フィルターをもとにして、全ての授業、全ての教室で、１つは自己存在感とい

うのですけれども、自分が必要とされる、そういったことを、例えば英語の授業にお

いても、あるいは体育の授業においても、国語の授業においてもやっていこうという

ようなことで、それをもとにしてやってきたということが１つです。 

   それから２つ目は、人間関係です。人とよりよくやっていく、友達と一緒に力を合

わせながら、例えば学習していくというようなこと。 

   それから３つ目は、自己選択というのですけれども、全て与えるものではなくて、

幾つか用意しておいて、それを選択させていきながらというようなこと、そういった

ことを授業の中に教科の目標に合わせてやっていくことによって、狙っていく子ども

たちが育っていくのではないかというようなことで、大きくはその２つを中心に今年

度取り組んでいると、それが実態でございます。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   心に響く道徳の教育という言葉の中には、今言ったように、道徳というちょっと古

い感じのものではないということがあるのかなというふうに感じました。 

   あと人権フィルター、実際に配付された資料の中にありましたので、その中で自由

な発想方法等も認められる、自己選択できるという、今これが一番大切なのかなと。

言ってみれば、その自治体、大玉村は小さい自治体ですが、自己選択をしてほかにな

いものを目指していくからこそ、大玉村はほかに対して存在意識とか存在意義がある

のかなと。単純に、便利であるとか、要するに生活しやすいとか、お金を得やすいと

いうのであれば、大都市等にはどんなに頑張っても勝てるわけはないと。ただ、それ

であっても、大玉に人が集まってきているというのは、それぞれ特色がある、大玉に

あると。 

   ぜひ、要するに教育においても、そういう特色のある形が生かせればなと思います。
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ただ、今あった実施済みの授業の評価としてはどういう形のものがあるか伺いたいと

思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   教育全てがそうなのですけれども、即効性というようなことを期待したものについ

ては、それを求める必要がある場合もあるのですけれども、それよりは、むしろじわ

じわと、例えがいいかどうか、漢方薬みたいな、ボディーブローみたいな、そういっ

たことが私、教育効果として非常に高いのかなと思っています。特に、中心的に取り

組んでおります道徳教育につきましては、道徳的実践、例えばごみを拾うとか挨拶を

するとかと、そのことも大事なのですけれども、そういうことをするその心の中を育

てていくことが、実は大事な指導のポイントになってきます。そういったことを考え

ますと、今すぐにことしの評価、まだまだ３カ月、４カ月ありますけれども、あの評

価について、これが確実にこうなったというようなことについては、数値的にもお示

しすることはできないのですけれども、ただ、始まる前にアンケートを、実態調査を

行いました。子ども４年生以上が全て、子どもたち全て、それから保護者の方にもア

ンケート調査を、人権教育全てに関して。保護者の方が九十七、八％ぐらいの回収と

いうか、非常に関心が高くて、大玉の保護者の方が本当に教育に寄せるというような

ことを改めて実感したのですけれども、そういったことについて、来年度はそれをも

う一回追跡して評価してみたいと思っていますが、先生方の指導する構えと言ったら

いいのでしょうか、先ほど人権フィルターを意識して授業をするようになったとか、

今まで以上に道徳の授業を大事にするようになったとか、そういったことが今お答え

できる成果なのかなと、そんなふうに思っております。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   教育というのは、すぐに成果を求めるということ自体に性急であってはいけないと

いうこと、十分あると思いますので、今言った形のもので、実際に子どもたちがごみ

を捨ててはいけない、捨てないという形から拾うという形、積極的に自分から動く形、

これが多分、目に見える形の成果なのかなと。それが自然に見える形が近いうち動く

ことによって、実際その教育を行っている先生方、関係者が、実践、自分たちの活動

については効果が出ているというふうに感じられる日が近いのではないかというふう

に私は思っています。 

   来年度について継続する取り組み等があれば、お伺いいたします。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   先ほどお答えいたしましたように、単年度で成果というよりは、もう少し長いスパ

ン、もう一年くらいは少なくともというようなことで、先ほどお話しありました

１２月２日の公開があって、それを今、先生方で全部もう一回集約して検証をして、

あといろんなアンケート等についてもいただいたものですから、それらを整理しなが
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ら、広げるというよりは、もう少し焦点化した形でこれを、この基本的な考え方をも

とに、さらにおおたま学園一体一丸となって推進していきたいと、そんなふうに考え

ております。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   大玉で育った子どもたちが、最終的にはその大玉村自体に、要するに村のすばらし

さをわかって大玉で生活したいとか、大玉に寄与したいとか、貢献したいという形が

持てることが、長期にわたる、要するに施策というかそういうものにつながると思い

ますので、そういう成果が出ることを期待しております。 

   長期の結果という教育の中でそういうものはあるのですが、中にはやはり短期とい

うか学習など、要するに実際に学んでおくとどこまで、要するにそれを自分のものに

して、それをテストで確認した場合にそれを出せるかというものについても、教育の

一面としては大切だと思います。実際に子ども、今の社会において受験というものが

あり、そういうものがあるのであれば、その結果も保護者にとっては求める方もいら

っしゃいます。子どもにとってもその結果が出ることが自分の選択肢の幅を広げる、

力を伸ばす価値もあると思います。 

   という観点から、ことし土曜などの補助的な学習を取り組まれたと思いますが、そ

の取り組みの状況を伺います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   土曜学習会、今年度新たに立ち上げた事業の一つです。名称は、「共に学ぶ大玉の

教育」という、ともにというのは、もちろん授業を受ける小学生、中学生、そしてま

た、教員を目指す大学生に指導者になってもらうというようなことが１つポイントだ

ったと思いますけれども、そういった意味で、ともに学ぶという、そういった活動で

ございました。 

   ９月以後、これは中体連等があってというようなこと、それから教員を目指す大学

生にお願いするというようなことがあったものですから、主に４年生というようなこ

とで採用試験とか何かあったり、そういった関係で、２学期以降に実際には行いまし

た。小学生４、５、６年生を対象にいろいろ整理したら土曜日の活動が多くて、大山

小、玉井小、それぞれ１回しかできなかったのですけれども、１３名でした。想定し

ていた数よりは少なかったなというふうに捉えております。 

   中学生は５回やりました、三十何名おりまして、国語、数学、英語、それぞれ学生

に来てもらいまして、私も何回か出ましたけれども、非常に真剣な表情で授業を受け

ていましたし、それから学生も真剣になって授業を行っておりました。延べ数にしま

すと１２６名の参加です。指導をいただいた学生は２４名、延べです。実際は六、七

名だったかと思いますけれども、そういった中で今年度、事業を行うことができまし

た。 

   以上です。 
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○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際に、土曜などの補助的学習を行い、今回については小学校についてはなかなか

そのよう条件等があり、それぞれ１回だけということですが、この１回が次に、いっ

ぱいやりたいというような意見も出るかもしれないし、もしくはその１回だけで終わ

ってしまった内容について検討することによって、次の、要するに変化とかにもつな

がるのかなと。 

   中学校については５回、１２６名という形で、かなり多くの子どもたちが一斉に参

加をしたと。実施したことのその事業の評価というか、やってみてどういうふうな感

覚を思い描いた、どんなことが書いてあったか。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   実施しました小学生、中学生、それから保護者を対象にアンケート調査を行いまし

た。その結果なのですけれども、９０％以上の方々がよかったという、そういうお答

えをいただいております。学習の進め方等々についてちょっと不安があったのですけ

れども、それについても、大学生がこうしてあることに対しても、むしろよかったと

いう評価をいただいております。 

   それから、もう一つ私が狙っておりましたのは、特に中学生なのですけれども、

１つの憧れといのですか、目の前に実際教えてもらっている、そういう大学生に対す

る憧れというのですか、何年後かの自分と重ねるとか、そういったこともちょっと期

待しておったのですけれども、そういった旨の反応もかなりあったというふうなこと

を、このアンケート等から知ることができました。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際、中学生にとって、将来の目的となる可能性があると。身近なその大学生とい

うものを実際に見て、それを感じることによって自分の将来像を少し固めるというか、

現実化するというのがあったということについて今伺いまして、なるほどなと思いま

した。 

   あと、今回の取り組みの中には、施設のほうの学力の向上というものもあるのです

が、そのほかに、大学生のほうの指導力の向上も効果として期待できるというふうな

話がありました。その指導力の向上を図るために、具体的に何か工夫などは行いまし

たでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   大学生の指導力の向上というのは、言ってみれば、副次的な狙いではあったのです

けれども、当然中学生、小学生が土曜日に来て授業を受けるわけですから、効果があ

るようにというようなことで、うちの担当の指導主事が、毎回毎回事前に具体的な進



 

- 98 - 

 

め方等についてのミーティング、それから終わった後、反省等々を含めて、次回の成

果と課題等について、毎回そういった会議を大事にいたしました。そういったことに

よって、だんだん指導力が高まってきたと。学生のほうからもそういった話し合い、

ミーティングが非常によかったというような、そんな反応を、感想をいただいており

ます。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   事前のミーティングを行い、実際にどういうふうなコツというのですか、実際に教

育、長く携わった人はそのコツとかをしっかりその生徒、大学生かな、によっても、

それぞれ少し差はあると思うのですが、そういうものを実際に教えていただくことで

スムーズに、要するに教えることができて、その結果、実際には教えた後にその事例

を自分で反省して、次につなげるという、実際このプロジェクト、要するにサイクル

ができ上がっていて、それによってより効率的な指導力の向上を図るための工夫がさ

れたというのを、今感じました。 

   あと、こういうものを来年度も継続して取り組むのかどうかも含めて、その場合に

おいても聞きたいのですが、実際にことしやってくれた大学生、何年生かにもよって、

どちらかというと、もう来年当然、実習するのであれば来年も同じ人が来ることは難

しいと思うのですが、ただ、今言った前後だけの指導以外にも、もし可能であれば、

もっとこの職員というか、その生徒のほうの懇親と言えば変なのですけれども、意見

交換とかそういうものを、つながりを強くするような場を設けたりとかというものも、

将来的にその福祉、大玉村に優秀な教員が来てもらうためにはそういうのも一つの手

なのかななんていうのもちょっと今思ったのですが、それも含めて、今後、来年も継

続して取り組むかどうかと、あとその場合の留意点のほうを伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   基本的には、今年度の方針に基づいて改善点をさらに工夫しながらと思っています。

ただ、学生の確保という点で非常に担当のほうが苦労したというような経緯がありま

すので、できたらば、もう少しそれがスムーズにいくように。ただ、今年度の活動で、

大玉村に行くとこういう活動ができたというようなことがあると思いますので、学生

同士のそういった、何というのかな、そういったことに期待しながら来年度に備えた

いと思います。 

   小学校については、今年度算数だけに限ったというようなこともあったりしたもの

ですから、もう少し学生との触れ合いみたいなことにシフトしながら、この活動をさ

らに充実したものになるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   教育というのは、簡単には成果は出ないではありますが、非常に大切なもので、当

然その費用等についてもかかると。これについては、どうしてもその箱物とかつくる
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と、行政としてはすぐに目につきやすいので成果となりやすいのですが、実施に一番

大切なのは、子どもというか、人を育てるということがこれからにとっては大切なの

かなと。これからの大玉にとってはそういうもの、ひとつ、もしそれについて教育長

のほうも、これから大玉の教育をよくすることによって大玉自体に寄与する形を考え

ていただきたいと思います。そのために何かこういうことがしたいとか、こういうこ

とをできればとかと思うものがあれば、伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 先ほどの、議員さんに対する答弁と同じくなってしまうのですけ

れども、基本的に大玉の大きな骨子でありますおおたま学園構想、それからコミュニ

ティ・スクール、そういったことをもっともっと肉づけしていくといったらいいのか、

大きな方向としては。そういったことをしながら、子どもたちに今何が必要なのかと

いうようなことをしっかりと検討して吟味しながら、重点化しながら取り組んでまい

りたいと、そんなふうに考えております。 

   １つは、先ほどお話ししました人権教育というようなことを、これをさらに充実し

たものにしていきたいというふうなこと。それから、今お話ししましたように、土曜

学習というような話で今お話し申し上げましたけれども、土曜学習も手ごたえがあっ

たものですから、さらにそういったことについて磨きをかけていきたいなと、そんな

ふうに思っております。 

○議長（佐藤 悟） １番。 

○１番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今現在取り組むべきその大玉の教育に関連して、当然費用がかかりますので、村長

は、前に教育長を経験されておりました。教育長時代には首長のほうが、教育のほう

の行政を進める上で、もう少しいい反応があればなと思ったことがあるかないかは存

じませんが、今現在、大玉にとって、教育について費用をかけて成果を求めることは

すごく大切なことだと思うのですが、その件について一言お願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ７年２カ月、教育長をやらせていただきましたので、その間十分に

予算をいただいて、思う存分教育改革に取り組むことができたということもあります

ので、首長になったら思う存分予算がつけられるかどうかわかりませんが、必要なも

のについては予算化をしていきたいというふうに、大切な分野であるというふうに考

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。 

   大切な分野については必要な予算をつけるということで、教育、なかなか予算が振

り分けにくい部分もあったりするかと思いますので、これについてはぜひお願いいた

しまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（佐藤 悟） 以上で１番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。 
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◇          ◇          ◇ 

○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５時４６分） 

 


