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平成２６年第７回大玉村議会定例会会議録 

 

第６日  平成２６年１２月９日（火曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

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

   １０番 須 藤 軍 蔵  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 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第７６号 平成２６年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を求め 

            ることについて 

     議案第７７号 大玉村ふるさと応援基金条例の制定について 

     議案第７８号 大玉村長期避難者生活拠点形成等基金条例の制定について 

     議案第７９号 大玉村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

            する基準を定める条例の制定について 

     議案第８０号 大玉村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

            条例の制定について 

     議案第８１号 大玉村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

            定める条例の制定について 

     議案第８２号 大玉村立幼稚園保育料条例の制定について 

     議案第８３号 大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条 
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            例の一部を改正する条例について 

     議案第８４号 村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

     議案第８５号 教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部 

            を改正する条例について 

     議案第８６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第８７号 大玉村税特別措置条例の一部を改正する条例について 

     議案第８８号 大玉村立幼稚園条例の一部を改正する条例について 

     議案第８９号 大玉村放課後児童健全育成事業費用徴収条例の一部を改正する 

            条例について 

     議案第９０号 大玉村国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

     議案第９１号 平成２６年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第９２号 平成２６年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について 

     議案第９３号 平成２６年度アットホームおおたま特別会計補正予算について 

     議案第９４号 平成２６年度大玉村農業集落排水事業特別会計補正予算につい 

            て 

     議案第９５号 平成２６年度大玉村介護保険特別会計補正予算について 

     議案第９６号 平成２６年度大玉村水道事業会計補正予算について 

     議案第９７号 大玉村教育委員会委員の任命について 

    委員会付託事件（請願・陳情）の委員長審査報告 

     審査報告に対する質疑・討論・採決 

    委員会研修報告 

     （１）総務文教常任委員会委員長報告 

     （２）産業厚生常任委員会委員長報告 

     （３）議会運営委員会委員長報告 

     （４）広報編集特別委員会委員長報告 

    閉会中の継続調査申出について 

     （１）議会運営委員会 

    追加議案審議 

     議員発議第１１号 国に対し「東日本大震災の被災者に対する援助のための日 

              本司法支援センターの業務の特例に関する法律」の有効期 

              限を延長する立法措置を求める意見書について 

     閉会中の継続審査申出について 

     （１）総務文教常任委員会 

 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、武田稔さんほか３名の方々がお見えになっておりま

すので、ご報告を申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１、一般質問を行います。 

   ８番遠藤文一君より通告ありました「定住人口増加対策とその施策について」ほか

１件の質問を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） おはようございます。８番遠藤文一です。 

   これより平成２６年１２月定例議会における一般質問を行います。 

   初めに、定住人口増加対策とその施策について伺います。 

   既に、大玉村住宅誘導インフラ整備に関する要綱に基づく誘導策で、何カ所か実施

されていると思います。その総件数、つまりこれにかかわる事業は何カ所になってい

るのか、その件数と、それに伴う総戸数について伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。 

   定住人口増加対策のための住宅誘導インフラ事業、１９年度から２５年度まで、総

件数で１２件であります。これに対して、１２件の事業で建築済みの住宅が４７戸、

それからアパートが８棟で３９室、建築中が１棟で８室ありますから、住宅とアパー

トの室数の合計で９４世帯分ということが現在の状況であります。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、この住宅誘導インフラ整備事業により、上下水道本管布設総

費用、あるいは村道新設改良の総事業費の総額及び戸当たりとして算出した場合、そ

の数値は幾らになるか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。 

   上水道本管布設工事等が、上下水道でありますけれども、これまでに２，６６０万

８，０００円であります。村道の新設改良工事が４，４３６万９，０００円でありま

す。合計で７，０９７万７，０００円が総事業費となっております。 

   この事業費を９４世帯分で割り返しますと、１世帯当たり７５万５，０７４円とい

うような数字となっております。 
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○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 今トータルの中で戸当たりの数も伺いました。 

   この宅地１区画１戸当たりの事業費、少ないところで２１万ほどであります。また、

１戸当たりに換算しまして２０６万４，０００円というようなところもございました。

また、アパート１室当たり１８０万８，０００円というふうな状況であります。 

   定住人口増加対策の誘導投資額でありますが、これほどの高額がいかがなものかと

いうことの質問でありますが、結果的にこれらの事業費、誰のためにこの村の予算が

支出されたというふうに考えておられるか。そして、その村の支出が、宅地価格が安

かったとか、あるいはアパートの部屋代が安くなったなどとのその認識なのかどうか、

その辺について伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 副村長。 

○副村長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。 

   確かに平均で言うと７５万、ただ、今おっしゃられたように、少ない金額で済んだ

もの、あるいはもう少し事業費がかさんだもの、いろいろありますが、総じて

７，０００万程度の公費を投じてきたということであります。 

   これについては、誰のためにということでありますが、まず、入ってくる、新しく

大玉村民になる方が住宅を求める場合に、通常インフラ整備を使わなかった場合の土

地代等と比べますと、１戸当たり、坪２万ないしは３万程度安く購入しているという

事実がございます。また、そういう新しく入ってくる新住民のため、あるいはこれに

基づいて、例えば上下水道、これまでに２，６００万程度の投資をしておりますが、

逆に上下水道を入れることによってそこに住宅が張りついて、その新しい住民の方々

が加入金あるいは水道料金、下水道料金、これらが試算でいきますと、２，６００万

の投資に対して、これまでに、これも平均値でありますが、３，６７０万程度、もう

既に料金として徴収していると。それから、そのほかの造成工事費等が４，０００万

程度ありますが、これらについてもそれ以外の、例えば固定資産税であるとか、住宅

団地をつくれば、その中に当然村道が入ります。そういう村道の延長面積、さらには

測定単位、人口がふえます。これらについて、当然５年に一遍、あるいは世帯数につ

いては毎年でありますが、交付税等で反映されているということも鑑みれば、人口が

ふえる、財政規模がそれだけアップしていくと。極端に、一遍にはなりませんが、そ

ういう形で徐々にアップしていくということもあります。 

   業者にとりましても、インフラ整備、公共事業でやるということについては、業者

の負担も減ると。大玉村も住民がふえて、それだけ村政振興に寄与できるという形で、

全ての方にとっていいのかなというふうに思っております。 

   また、個人でやった場合に、例えば個人の業者のインフラ整備を使わない場合の住

宅整備につきましては、当然そこに入っている道路あるいは側溝等が個人で建設され

ると。当然その道路は位置指定道路で、村道認定にはなかなかならないという状況が

あります。後日、それらについては、除排雪とか道路管理になると、後々住んでいる

方が迷惑を受けてくるということも踏まえて、大玉村が最初に寄附を受けて、しっか
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りとした設計の中で道路あるいは側溝等を敷設していくと。こういうものについても

将来住んでいる住民、あるいは大玉村が道路を管理する上でも大変都合がいいという

こともあります。そういう総合的な目で見て、このインフラ整備、これまでに寄与し

たものについては、大変有効であったというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） ただいまの答弁ですと、いいところづくめで全く何も言う必要がな

いというようなことに聞こえますが、私から言わせれば、戸当たりにしてこれだけの

投資価格が本当に必要かどうか、非常に疑問に思っておりますが、もう一つは、住宅

誘導を実施する区域であっても、１戸ということであれば全く何の恩典もないと。し

かもその誘導するべくゾーン外に建築した場合、何の恩典もないと。同じ大玉の定住

人口となるべくにもかかわらず何の恩典もないというのは、こんな不公平なことはな

いんじゃないかと思う。同じ定住人口という観点からすれば、これだけの不公平は全

くあり得ない。それらについてどういうふうに考えるかお答え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） 再度答弁いたします。 

   まず、この住宅誘導ゾーンの要綱で、確かに２戸以上というふうになっております。

これについては、１戸ではどうなんだということもありますが、要綱の中で、ある程

度公費を投じるということで、やはり複数以上にならないと、個人のその経済の現状

というようなこともあるのかなということで、複数の戸数、２戸以上で２戸というの

も中にはありますけれども、大概はもう少し大きい複数の戸数でお願いしていきたい

ということでの要綱の制定で、それに伴って現在まで進めてきております。 

   それから、ゾーンの設定外についてのことでありますが、このゾーンの設定につい

ては、第四次総合振興計画、あるいは国土利用計画、都市計画マスタープラン、その

他村長が認める地域という形でのゾーニングを設定しております。 

   その中で、やはり大玉村の土地利用として、この地域には住宅を集めたい、この地

域については景観を守る地域だというような、ある程度のそういうふうな土地のメリ

ハリをつけておりますので、全てのところで大玉村が１戸でもどこでも公共投資をし

て住宅設備の支援をするんだということになると、これになると、もうなかなか境目

がなくなりますので、ある程度計画に基づいて、要綱に基づいてきちっとした性質の

中での事業の展開というふうにご理解いただければと思っております。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 公平公正の観点から、私はこのような政策が今後とも推進すべき手

法とは思っておりません。再考の余地があると思っております。 

   中でも、大玉村定住促進対策ネットワークに加入している企業等が宅地開発を行う

場合のみ、村で村道や上下水道の布設を行うということであります。 

   村のホームページによりますと、このネットワークには、現在村内の企業や業者は
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１社も入っておりません。なぜそのような状況、そのようなネットワークでも是とし

ているのか、非常に疑問とするところであります。 

   以前、この質問に、村内企業は必要な資格がないからとの答弁でありました。であ

るなら、なぜ村内企業や業者が参加できるようなネットワークにしないのか、全く理

解できないのであります。この点についても再度伺いたいと思います。 

○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。 

   このネットワークにつきましては、当初は何人か村内業者も入っていました。ただ、

それはネットワークというような形の中での住宅関係の情報の収集あるいは交流、そ

ういうものに限定してのネットワーク会議ということで、村内の工務店の方も入って

いた経過はございます。 

   ただ、その後、インフラ誘導の施策を展開するに当たりまして、どうしても宅地・

建物、宅建業者の資格を持っていないと事業の展開ができない、法令上、これは違反

になるということも踏まえて、インフラの整備をする要綱策定時には、このネットワ

ーク会議については、宅建業者の資格を持っている方が属する事業者という形で進め

ております。 

   ただ、残念ながら大玉村には、宅建の資格を取っている方は数名いらっしゃるとい

うふうにはお聞きしておりますが、この事業に参画したいというような方は現在まで

おりませんでした。ただ、最近になって、工務店さんがこういう宅建業者の方も社員

として取り入れて、そういうふうな仕事に前向きな姿勢を示されているという形で、

できれば入っていただければ、村としても、村の企業がそういう形で加盟されるとい

うことになれば大変ありがたいというふうに思っております。 

   また、この定住人口増加対策、今までやってきた大変有効な手段であるというふう

にこれは思っておりますし、今後もこの施策は、大玉村の重要課題としてやっぱり進

めていくべきだろうというふうに思っております。 

   ただ、その中でいろんなやっぱり、全てがこの今の要綱がいいというふうには思っ

ておりませんので、その辺についても要綱のあり方、あるいは誘導の施策の仕方、事

業の要綱の見直し、あるいは今のゾーンの設定でいいのかどうか、これらも含めて、

きのうも申しましたいろんな総合計画等の後期基本計画がことしから来年にかけて見

直しをされます。それにあわせて、これらについても見直しもあわせて検討していき

たいというふうに思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 再度この件について申し上げますが、とにかく村内の企業、業者が

直接かかわってやれないというのが、非常に私は疑問であります。 

   ですから、宅建業の資格があるかないかというよりも、むしろ村内業者、村内企業

がやるに当たっては、村がきちっとこういうふうな誘導策をやるんだというようなこ

とでないと、村外の企業がやるものに対して、なぜというふうに非常に疑問に思うと
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ころであります。 

   ですから、この点については、今後の見直しするとすれば、村内企業がストレート

で村と取引できるような、かかわられるような方法をとっていただきたいというふう

に思っております。 

   今から５０年近く前の話でありますが、これアメリカでの話ですが、何でこのよう

なきれいな住宅街が壊される、ほからせる、ぽつぽつきれいな街の中であるのかなと

非常に疑問に思っておったんです。課題は、そのどんどん売りに出している中古住宅

があるにもかかわらず、この一方では、１００戸、２００戸という単位で新しい住宅

街が建設されておりました。本当に理解できない。ただ、片方でそんなきれいなやつ

どんどん売り出している。片方は新しいところにどんどんできていると。不思議でし

ようがなかったですね、理解できなかった。 

   当然、当時の我々の考えは、長男がその家を継ぎ、そして次男、三男が出たとして

も、その方々が住宅を設けたら、その子どもがまたその後を継ぐというふうな、住宅

の売り買いなんていうのは、買うのはあっても、売るというのは余り、中古の家を売

るなんていう感覚は全くなかったのでありますが、今にして思うと、職場の関係、あ

るいは住みたいところに、そして住みやすいところに人は流れていっていたのかなと、

今思うにはそういうふうに感じているところでございますが、住宅など、やはり結果

的にそのときそのとき、その世代その世代で整理されるような時代、何世代も住み続

けるような、その固定観念はもうなくなってしまったのかなというふうにさえ感じる

昨今でございます。 

   そういう社会背景を考えて言うなら、この現在のような誘導策、住宅そのものは建

設されても何十年かは残っていると思いますが、そこの住人そのものは必ずしも残っ

ているというようなことは保障されない状況かなというふうに思っております。 

   その本村の誘導策のための工事資金等、これらを全村民に行き渡るような考え、そ

ういうふうな施策が私はしかるべきかなというふうに思っておりまして、本村では、

住宅を建設しやすくして、そして定住してもらうんだというふうな施策だというふう

に思いますが、現在のその世相からして、とにかく住みたいところに、簡単によりよ

いところを求めて移動しているというのが現在であり、これからもそういう世相なの

かなというふうに思っておりますので、現在のこの誘導策そのものは本当にいかがな

ものかなというふうに思って、非常に疑問に思っております。 

   定住人口増加対策というその誘導策の費用を、現在住んでいる村民のための、例え

ば健康福祉、教育、環境に投資をすることによって、村民自身本当に住みやすいと、

このまま住み続けたいと思えるようであれば、必然的に人は流入してくるのではない

のかなというふうに思っております。 

   まず、何と言っても、現在住んでいる村民の方々が、心底から大玉村は住みやすい

というように思われるような投資の仕方、そうすることによって、直接戸当たり

２００万も１，１８０万も投資しなければならないというような事業よりはいいのか

なと思っておりますので、その考え方であろうかと思いますが、金で出すか、村民が
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住みやすい村だと実感するような村にすることによって流入を促進するか、その方法

だと思いますが、それらについて村長、いかがお考えか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、このインフラ事業については、かなり世帯数のばらつきとか助成のばらつき

があるということは我々も感じているところですので、今、副村長言いましたように、

一定の見直しをしようということで見直しに着手をしたということもございます。 

   それから、本宮と二本松等がそういう大玉のインフラ事業が成果を上げているとい

うことで、また別の形で住宅インフラ制度を９月議会で予算化をしたということで、

大玉村のこのインフラ事業というのは、周辺市町村からもやはり一定の評価を受けて

いると、人口増に貢献をしているというふうに見られておりますし、実際そういう面

で成果を上げているということがありますので、公平公正の面から言うと、インフラ

ネットワークに入っていない業者が建設する場合、本宮等は全部に同じように助成を

しておりますので、その辺も含めて検討したいというふうに考えております。 

   ただ、このインフラ事業については、中身を見直しながら継続していきたいという

ふうに考えております。 

   それから、住民の増加対策、それからお金を福祉とか教育に向けるということもあ

りますが、大玉村に住んだ人が大玉村に住んでよかったというふうに言っていただけ

るのが一番のセールスだというふうに、私前から申し上げておりますが、やはり政策

というのは一面的ではなくて、多面的に政策というのは遂行していかなければいけな

いと。住宅増加政策もやるし福祉も教育も力を入れていくということで、そういうこ

とで、多面的政策があって、初めて人口増につながるんだろうというふうに考えてお

ります。このインフラがあるために、どこにつくろうかな、大玉気に入っているんだ

けれども、どうするかなというときに、ぽんと背中を押して、大玉に住んでいただけ

るというような効果も大分あるというふうに考えておりますので、これからも村に住

みたいというような、そういう政策は多面的に進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） この住宅誘導インフラ整備、これ、今後とも続けていくとすれば、

村事業費の上限、戸当たりの上限を決める。例えば、戸当たり上限５０万、あるいは

アパート１室当たり２０万、そういうふうな上限を設定して、事業をまずすべきだと

いうこと。今、言われた村内の業者がストレートで村とのかかわりを持ってやれるよ

うな、この２点については、十分検討していただきたいというふうに申し添えておき

ます。 

   次に、復興公営住宅建設について伺います。 

   現在の建設計画の進捗状況と、入居予定者の異動などの有無について伺います。 

   工事は県が代行し、入居者関係は富岡町のこととは思いますが、何と言っても村営
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住宅であります。気になりますので、関連情報として伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   建設計画の進捗状況ですが、１０月の全員協議会でも申し上げたとおり、当初より

大幅におくれておりますが、工事全体、建築等も含めて、現在造成工事に着手してお

りまして、全体的な進捗状況はおおむね２０％程度というふうに認識しております。 

   それから、入居者の異動関係でございますが、本年の９月２６日に抽せん会を行い、

その後、資格審査を富岡町が実施しまして、１０月２４日に当選者に対する説明をし

た段階でございます。 

   建築戸数６４戸に対して７４名の入居者の予定でございましたが、現時点では２名

の方が辞退をしておりまして、６４戸に対して７２名の入居予定者という形になって

ございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） そこで、この復興公営住宅を、いつの時点から何の縛りもないその

村営住宅として運用できるのか、それについて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんに再度お答えいたします。 

   何の縛りもない村営住宅ということになりますと、今現在、ご承知のとおり災害復

興公営住宅という形で、避難されている方が入居をするという形になってございます。 

   県のほうにも確認しておりますが、６４戸全て避難した方が復興して自分のふるさ

とに戻ったりという状況になった段階から切りかわるのかどうなのかということを、

今県のほうに聞いている状況でございますが、まだその部分についてははっきりした、

完全ゼロになった時点で村営になるというような状況なのか、あるいはその状況によ

って、何％か残っていても、当然、全員が一緒に異動するというような状況には多分

ならない、考えづらいというふうに認識しておりますので、この日から村営の住宅に

一遍に変わるというような状況にはなっていかないのかなというふうに認識はしてお

りますが、県のほうでもその部分については、まだ明確な答えが出ていないというよ

うな状況でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 県のホームページ、１０月３１日時点によりますと、５９戸設計中

とあり、８戸については用地確定、完成予定年度は調整中とありました。将来の見通

し、予測をどう立てるかによっては、この８戸の建設計画、これを断念するのも一つ

の選択肢ではないかなというふうに思います。 

   要するに、この村営住宅のフル稼働、全戸数空き家なく利用する、運用するという

ことが私はなかなか考えづらいということからして、村長、この完成予定年度が調整

中とある、この８戸についてどのように考えるか伺いたいと思います。 
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○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   当初の５９戸につきましては、今既に発注がなされているということですが、もう

既に一人二人というふうに抽せんで入った方が辞退をするというようなことが起きて

おりますので、これから来年の今ごろまでに工事がかかるというような予定もござい

ますので、今は８戸をやめる、やめないということについては、コメントはしにくい

ところがありますが、そういう可能性がゼロではないというふうにも考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 今後、この村営住宅を常に空き家なしの状態で運営するのは非常に

困難であるというふうに、私は懸念しております。 

   つまり、ここに住みたいと思われるような生活環境、条件を、現在の状況プラス何

をどのようにすることで満足して入居していただくのか、今からその構想・計画が必

要と思います。それらについて、もしお持ちでしたら伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんに再度お答え申し上げます。 

   村営住宅となりますと、これは公営住宅法にのっとった取り扱いとなります。村営

住宅の場合は、低所得者、高齢者、障害者等、そういった方を優先的に入居させると

いう決まりになってございますので、住宅に困窮している方、または高いアパート等

に入っている方が抽せんで入居できるというふうに考えてございますので、村にとっ

ては必要な施設だというふうに認識してございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 現在ですと、誰でも見て、その状況はわかります。ですから、現在

の状況でそれぞれ入ってもらうというふうには思います。 

   しかし、将来、あそこを空き家なく入ってもらうためには、今の環境プラス何かあ

ってもしかるべき。何かあるような、そのことを考えていかないと、あそこに常に

１００％入居してもらうということは大変ではないだろうかというふうな懸念を持っ

ているから、何かないですかと、こういうことなんです。例えば環境、こういうよう

な環境にして、住たくなるような環境にしていきたいとか、こうしたい、ああしたい、

そういうのがあるとすれば伺いたい。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   まず、村の状態からすると、少し上のほうに位置しているということもございます

ので、通常の復興住宅の場合には４０坪、５０坪が坪数としては標準的なものでござ

います。うちのほうの場合は７０坪という坪数にしたというのは、やはり住環境とし

て、車２台を置いて、そしてちょっとした野菜もつくれる、庭もつくれるというよう

なことで、ほかにはない復興住宅ということですので、他に比しても、この面積要件
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については非常に有利だろうというふうに考えております。 

   これ、国のほうからは、何でそんな坪数なんだと、だめだよというふうに当初言わ

れましたが、位置的な状態等を考慮して考えて７０坪にするんだということで粘った

結果、やむを得ないということで国で認めたという経過もございますので、まず、坪

数が最大の魅力になるだろうというふうに考えておりますし、それから約

８，０００平米の芝生の広場を設置するということですので、こういう復興住宅に

８，０００平米の芝生の広場があるなんていうところはどこにもございませんので、

その広場を使って地域の皆さんと交流をしたり運動したりということができると、こ

れも非常に大きな魅力になるだろうと。 

   それから、最近、組に入りたい、入れないかというようなお話も来ておりますので、

当然行政区の中に入っていただいて、一緒に活動していただくというようなことで地

区とのコミュニケーションも図れる復興住宅と。 

   それから、合併浄化槽にしますと、高齢者が下水道管理をしなければいけないと。

そして、栄養がないとバクテリアが死んでしまう、管理が大変だということもありま

すので、集中管理ということで、下水については一切心配がないと。使用料はかかり

ますが、下水についての心配はないということで、住環境としては非常にいいものが

あるだろうというふうに感じておりますので、将来的に空き家になるという心配がな

いわけではありません、現実的に。ただ、それを埋めるための住環境は今回準備をし

たというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 私は、復興住宅、村営住宅になった場合の運用について、非常に厳

しいものがあるんじゃないかなというふうな観点からこういうふうな発想になるのか

どうか知りませんが、要するに、公共施設あるいは医療機関等々に近いところの住宅

ゾーンを誘導するための優遇策をとっていながら、一方、村営住宅が空き家になりそ

うだ、大変だ大変だというのは、何か矛盾を感じる。 

   ですから、空き家ができないようにするのには、やはりそっちに行ってもらう。で

も、下は下で優遇策で定住人口をふやすんだとやっているというのは、非常に私から

言わせると矛盾を感じるのでありますが、それらの調整、どのようにされるかお聞き

したいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   この住宅は復興住宅ということで、通常の定住化政策とは異なる政策でございます

ので、地域貢献と。浜通りの避難をされて、そういう富岡町に対する復興支援という

のが、この復興住宅の最大の要件ですので、大玉村が今進めている人口増対策として

の住宅政策と、この復興住宅の位置づけというのは、おのずから変わってくるという

ふうに考えております。そのために、国が８分の７を負担をして、大玉村でつくって

くれないかということで、大玉村が社会貢献という形で復興住宅をつくると。 
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   ただし、そこから赤字になるのでは困りますので、将来的にそこから村としてはや

はり収入を生み出すというような形でこれを運営していきたいというふうに考えてお

りますので、空き家の心配があります、現実的には。それは埋める努力をしていくと

いうことと、将来的には、７０坪ですから分譲もしていきたい。借家と分譲まざりま

すが、そういう方式も考えていきたいというふうに思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、治山・治水と観光について伺います。 

   まず、治山についてでありますが、山に関してであります。 

   そこで、春夏秋冬、山を見ての感想、心に残った光景、感動されて、いまだに目に

焼きついているような体験、お持ちでしたら伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 春夏秋冬、山を見てということですが、私は、最近、もう昔からそ

うですが、東京とか行って、まず、帰ってきて安達太良山が見えてくると、もう郡山

の辺から、ああ、帰ってきたなというふうに、非常に何回見ても新たな感動を覚える

というのが私にとっての山で、春・夏・秋・冬とそれぞれ趣が変わりますし、それぞ

れの景観も変わるということで、大玉村にとって、私にとっても、やはり安達太良を

中心とするこの山というのは、ふるさとの原風景だというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、山とは、我々にとってどのような意義があるとの認識か伺い

たいのであります。 

   生まれたときから山はあったし、遠かれ近かれ、目の届くところにいつも山を見て

きていると思います。その山と人間社会とのかかわり、山あるがゆえの山の恩恵、そ

の貴重な自然の恵み、金にはかえがたい人間社会にとって大きな財産と思っておりま

すが、これらについての見解を伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   山のいろいろな意義ということでございますが、山にはいわゆる資源涵養のほかに、

いわゆる本村には県民の森やフォレストパーク、また、村民の森などがありまして、

山との触れ合いの場、地域住民の憩いの場、そういう利用が期待されているところで

ございます。 

   また、そのほか、山の多面的な機能を発揮するためには、現在適切な保全となって

いる部分のいわゆる資源としての活用という部分も、山の価値には当たるものがあり

ます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） これで大分山モードになったかと思われますが、現実的に、現在、
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村内における森林資源をどのように活用されているとの認識なのか、量的、金銭的な

観点から伺います。 

   個人的な利活用の状況、あるいは企業・業者の取り扱い量、あるいは取り扱い高な

ど、どのように認識されているか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   森林資源の利活用でございますが、本村の場合は国有林と民有林ということで、国

有林の場合は、森林計画、整備計画により定期的な伐採等の事業がなされております

が、残念ながら、民有林についてはほとんど利活用なされていない部分がございます。 

   特に、昔ですと、いわゆる資源として、薪として利用して山に入ったという部分も

ございますが、現在ですと、その薪も余り使用されない。そういった中で、特に村民

の方々が山に入らないという部分が出ておりまして、具体的ないわゆる量等について

は把握しておりませんが、文言で申し上げますと、いわゆる資源の民有林については、

特に利活用がなされていないという状況でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 今、山の中は異常であります。遠くからも感じると思いますが、松

くい虫による松の木が枯れているのを。また、ナラ枯れなどと言っておりますが、虫

なのか細菌かウイルスか知りませんが、枯れております。そして、意外なのは、大木

の根むくれであります。つまり、倒伐して利用しないため大木になりました。しかし、

それを支える根が張れるだけの土の深さがないということで、倒木となっておるのも

現実であります。 

   そこで、治山と森林資源の利活用について伺いたいと思います。 

   国際社会の一員として、工業立国としてやむを得ないとか、無理やり理解させられ

たような気がしておりました。自動車や機械を輸出し、化石燃料や小麦、米などの輸

入は当たり前、そのあげく、限りなく貿易自由化に向かっているように感じておりま

す。 

   しかし、国は国で、国際収支バランスをとっているうちはいいとしても、結局我々

の生活にも影響するとすれば、地方自治体は自治体で独自の行き方、方策があってし

かるべきとも思っております。中でも、森林資源については、非常にもったいないと

いうふうに思っております。 

   輸入材や化石燃料に押され、いつかも言ったように山は荒れ放題、しかし、貴重な

資源であると思います。治山という観点からも、薪炭やチップなどの燃料化、建築用

材の製品化などに対する技術開発を含めた現実的な取り組みなど、バイオマスタウン、

再生可能エネルギー推進の村にふさわしい施策を求めるところでありますが、ご答弁

いただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 
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   木材等の山林資源の活用ということで、今現在の状況について少しお話をしたいと

思いますが、まず、大玉村にはフォレストパークがございますので、フォレストパー

クがいろんな１年間を通しての森林内での活動、事業、イベントを実施しております

ので、少しフォレストパークと疎遠になっていた部分もございましたが、近年、非常

に事業にうちのほうで協力をしたり、フォレストパークのほうから相談があったりと

いうことで、大分緊密に連絡をとるようになってまいりましたので、その辺の県民の

森の活用という面でもできるだろうということと、村内にプレカット工場が今建設さ

れておりますので、間もなく、来春には稼働するだろうというふうに考えております

ので、これからできるだけ村で建てる建物について、まず手始めに直売所について、

プレカットが間に合えば村内の木材を使って直売所を建てたいということで、プレカ

ット工場のコンセプトは、村内の木材を中心として使うんだということも事業者が言

われていますので、これについては大きく期待しているところでございます。 

   それから、あと、ＣＬＴという新たな集成材のものが出てまいりまして、これは縦

と横に木材を組み合わせて集成する方式ですが、これ、ヨーロッパのほうとか欧米で

は、２０階建て、３０階建ての建物が木造でつくられているということで、日本につ

いても、今、湯川村で共同住宅３階建てのＣＬＴでの建築が試験的に行われておりま

すので、日本全国でそういう形になって、あと数年で建築確認がとれるようになると

いうことですので、これが実現すれば木材の使用というのは飛躍的に伸びるだろうと。 

   ただ、工場が少ないので、鉄筋コンクリートと同じぐらいの今工事費がかかってし

まいますので、大規模に使用されれば、これを使うということは非常に木材利用には

有効であろうというふうに考えております。 

   それから、バイオマスについては、大規模なものについては、村独自で単独でやる

のは難しいというふうに考えていますが、小さなもの、ハウスで使うとかそういうも

のについては、これから検討していきたいというふうに考えております。 

   国有林は、この前、国の会議がありまして行ってまいりましたが、計画的に伐採を

するというような話もあって、村内の国有林の伐採はこれから進むというふうに思わ

れますが、民有林については２，０００町歩、これは森林再生事業で路網整備を含め

て間伐とか枝打ちを実施するということですので、輸入材が非常に高騰して、それか

らあと自然保護の関係で、国産材がこれから脚光を浴びるという時代に入ってまいり

ましたので、これから国産材は有効利用は図られていくだろうというふうに考えてお

ります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、今後の治山政策と観光をどのように考えられるか、その見解

を伺います。 

   年間何万人とか何十万人というような規模の話ではなくて、それこそ身の丈に合っ

た構想でいいと思います。例えば、山林の環境によっては、ハイキングコースとか、

あるいは森林浴としてのコース、あるいは登山コース等々、ちょっと整備すれば何と
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かなると思います。 

   既に計画中の大名倉山の登山道、しかし、その登山道の近くぐらいは手入れされた

森林にしてほしいというふうに思いますし、そのきっかけが治山であります。その程

度でも、多くの方々に体感していただきたいところは村内各地にあると思いますので、

多くを期待しなくとも、村民や自然を体感したい方々へのサービスとしての対応を求

めたいと思いますが、これらについてお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんに、治山と観光の関連でございますが、一例です

と、治山目的で整備した林道に展望箇所や、また、今ほどありました登山道の中で自

然探検路とか、複合的なそういった観光と治山、山を結びつけるという事業もありま

すので、本村でどういう事業なのか、今後検討していきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 次に、治水について伺います。 

   昨年夏のような想定外の水害、予想困難な災害であったとしても、現実的に被害・

損害が発生してしまいました。 

   そこで、現在、それらの復旧状況やその進捗状況について伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   昨年夏の豪雨、罹災しております地域、当面、又兵衛山地内において砂防事業が県

の単独事業で実施されることとなっております。それに伴いまして、９月３０日に説

明会が開催されたところでございますけれども、今後のスケジュールとして、２７年

度につきましては、調査、それから用地買収、工事等を行う予定となっております。 

   その事業の規模等については、調査等を終了した中で実施設計等がされる予定でご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 豪雨災害危険箇所などは、大体予測されるというふうに思います。 

   今までの状況からして、何とか災害に至らなかったなどの決まった箇所があると思

います。治水という観点から、現実の実態を把握され、それらに対しての防災実施計

画や執行スケジュールなどがあるとすれば伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   昨年の豪雨等ございましたけれども、現在、土砂災害防止法によります指定という

ことで、現在指定されておりますのが、大山の宮ノ前地区１カ所が、９月３０日に急

傾斜地崩壊危険箇所というようなことで指定を受けているところでございます。 

   今後、この土石流等の危険箇所がまだ１１カ所程度残っておりますけれども、それ

らについても、今後県による指定がなされる予定となっております。 
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   これらにつきましては、今年度行われました防災訓練の中で、各危険箇所等のある

地区について、危険な箇所等の説明会等を実施もしているところでございますけれど

も、今後、県による指定がなされた中で、改めて説明会等を行う予定としております。 

   また、この計画でございますけれども、防災計画そのものの見直しにつきましても、

２６年度中には行いたい。それによりましても、県の指定状況等を勘案しながら改正

を行ってまいりたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） くどいようでありますが、もうちょっと雨降ったら危なかったとい

うようなことを、それはきちっと把握しておくべきだというふうに思います。 

   そして、それらを改修、防災の工事をやろうとしても一度にはできない。であるな

らば、まず現状をきちっと把握し、そして計画的な防災の事業実施、これをきちっと

やっていただきたいというふうに思いますので、お願いしておきます。 

   次に、大玉村水利事業史によると、ばか堀・額石堰の記述があります。その実態を

継承するための支援を考えられないか伺いたいのであります。 

   あくまで土地改良区のことでありますが、このばか堀の歴史は、江戸末期時代より

以前であるとのことであります。人力での工事、施業で、その苦労は想像つきません

が、本宮・玉井の奥の先祖の方々が、水不足解消のために長い長い道水路の建設、そ

れによって得た水利の既得権は、未来永劫、歴史的にも実用水路としても継承しなけ

ればならないというふうに思っております。 

   現在、水不足などの状況にないためか、その現状は少し心もとない状況と思ってお

ります。毎年毎年ビニール袋などを持ってせきとめをしなくてもいいように、改良区

の意見を聞きながら、必要あれば支援すべきと思いますが、これについて伺いたいと

思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今ほどお聞きしたように、大玉村の水利事業史のほうにはいろいろ記載されており

ます。 

   土地改良区のほうともいろいろ協議をしておりまして、なかなか現場、私、大山地

区なものですから、残念ながら玉井の地区でないので、堀のほうを実際に見たことは

ないんですが、聞き及びますと、今のお話のように、非常に人力でしか行けないよう

な場所、非常に危険な箇所もあるということもお聞きしております。 

   ただ、土地改良区の考え方としましては、そこをいろいろ手入れして舗装したりと

いうことになりますと、今ほど申し上げましたとおり、機械はもう到底入っていけな

いような状況にあるということでありますし、やはり素掘りのよさもあるというよう

な意見もございます。やはりごみ等が詰まる可能性もございますが、現に、下のつつ

じ堰から下についてＵ字溝を何カ所か設置したと。そこについては、今度流れがよく

なって、よくなったところが今度ごみが詰まって、上がって土手が崩れると。そうい
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う二次災害が起きているというような状況もございますので、やはりこれまで先人の

知恵でつくってきたものを、脈々とそのまま受け継いできて、いまだにまだ使えると

いうことであれば、やはりこのような状況を維持していくのが非常に重要なことだと

認識してございますので、それに関しましても、今回の米価の下落により耕作の意欲

がなくなったりすれば、なおさら今心配されるような手入れの行き届かない水路にな

ってしまうというように、そういうことが想像されますので、なお土地改良区等とお

話ししながら、できるだけ今の現状を維持できるような方法の支援を協議して、前向

きに検討していきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） この水路そのものの管理は土地改良区であり、全てが土地改良区と

いうふうに考えざるを得ないのかとは思いますが、私がなぜここで言いたいのかとい

うと、ちょっとずるい話かもしれませんが、この水利既得権、これは、当時は何も考

えなかったかもしれませんが、今になって思いますと、例えば三ツ森池ですと３対

１の割で利用できるんだと。でも、長瀬のほうにすれば、干ばつのときには優先的に

利用しますよというような話し合いがあって、決められているというふうに伺ってお

ります。 

   ところが、このばか堀に関しては、何の規定も約束事もなく、七瀬川に落水するは

ずの水が、全部安達太良川に注ぐように用水堀として掘ってきたと。 

   この、何でその堀の部分を取り上げるかと言うと、まず、きれいであります。例え

ば三ツ森池ですと、既にもう住宅があってと、排水も来ているということであって、

だからこのばか堀については、全くそういう山の中を流れてくる、本当にきれいだな

というふうに感じる水であります。 

   ですから、これは農業用水ばかりでなく、非常に利用するにはしやすい、できる水

であると。しかも水量もそこそこあると。ですから、そういう要らないときは全く無

用の長物ということになりますが、いざなくなった場合には非常に貴重な水源であり

ます。 

   ですから、これは改良区に任せて十分であればそれで結構でありますが、やはりき

ちっと利用しようとすれば費用もかかろうと思いますので、やはり行政も常に目を向

けていただきたいなというふうに思っておりますので、引き続きこれらにも着目して

いただきたいというふうに思います。 

   次に、治水と観光を結びつけられないかというふうなことで伺いたいのでございま

すが、治山・治水という言葉、今まで聞いた記憶がないほど昔の単語になってしまっ

たのかなというふうに思っておりますが、言うまでもなく、治山があって治水もうま

くいくと、両方相まって初めて貴重な飲料水なり農業用水、あるいは重要な防災条件

となっているものと思っております。 

   以前、三ツ森ため池地内を開発ゾーンとして着目したことがあったと思いますし、

見ていただきたいようなところ、車で行って、ちょっと歩いて楽しまれるところ、超
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ミニ何々渓谷とか、渓流の見た目を少し整備すれば、本当に見られるところもありま

す。 

   きのうの１番議員さんへの答弁で、８つのチームの中にグリーンツーリズムとか、

景観などの映像チームがあるというふうに伺いました。山とか川にも目を向け、生か

せるところを生かし、利用できるところは利用すると。こんなささいなことでありま

すが、何とかそれを生かして物にできないかなというふうに思いますが、これについ

てご所見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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   いわゆる治水・水利施設の関係で、観光資源になり得るものも幾つか存在すると考

えますが、そのもの一つで単体で集客につながるかどうかについては、慎重に見きわ

める必要があると思いますが、他の観光施設や、今の話がありましたグリーンツーリ

ズムとの関係もありますので、連携できるかについても、見きわめながら検討してま

いりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） ちょっとつけ加えておきたいんですが、その景観などの映像チーム

ができたということであれば、そのチームによって確認すればいいことであって、利

用できるかできないかは、だから、とにかくまずそれらを確認するような気合いを持

っていただきたいということ。 

   それから、グリーンツーリズムにしろ、何をグリーンツーリズムと結びつけるかと

いうときに、その景観もあるだろうし、私言いたいのは、山の景観、川の景観、それ

らを結びつけることによって、大玉のよさもわかってもらえるんじゃないかというこ

とでありますから、グリーンツーリズムを考えるチーム、あるいは景観などの映像チ

ーム、これらのチームの方々によって、きちっと確認してからで結構でありますが、

まず、その大玉村のよさを確認するような方法をとっていただきたいということをお

願いしておきまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（佐藤 悟） 以上で８番遠藤文一君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午前１１時２０分といたします。 

（午前１１時０４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ６番佐々木市夫君より通告ありました「『日本で最も美しい村連

合』加盟による村づくりの課題はと問題点は」ほか６件の質問を許します。６番。 

○６番（佐々木市夫） 議長の許可を得ましたので、さきに通告しておきました一般質問
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を行いたいと思います。 

   今期１２月定例会、最後の質問ですので、かなり前議員との重複している部分あり

ますけれども、私なりに進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

   まず、質問に入る前に、村長は昨年８月就任以来、はや１年と３カ月余が過ぎてお

ります。ここで改めて、村長さんの行政執行の基本理念、方針ではなくて基本理念に

ついてお伺いできればと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えを申し上げます。 

   私が村長に立候補したときの公約等がございますが、まず、浅和村政の継承と発展

ということを掲げさせていただきました。 

   継承しつつ、新たな時代は刻々と変わっております。原発についても、原発当初の

状態と４年がたとうとしている段階での状況が大分変わっております。 

   きのうＮＨＫでやっておりましたが、福島県のものを買えますかと、食べ物を買え

ますかと言ったのが、３年間徐々に避けるという数字はどんどん下がってきましたが、

４年目に入って、買わないという率が最初の年よりも高くなっている。これは同情買

いとかそういうものがなくなりつつあると。そういうものが固定化されている、され

つつあるということで、大変危機感を持っております。 

   ですから、時代は刻々と状態変わりますので、継承しつつ、時代に合わせて政策を

実施していきたいと。みんなで支え、みんなでつくるという協働の村づくり。行政の

力というのは、人も財政も限界がございますので、住みよい村をつくるためには、村

民一人一人のやはり役割があるだろうということもございますので、みんなでつくり

上げるということで、その方法で新たな政策を展開していきたいというふうに考えて

います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   続いて、村長は前村長から後継者と指名されて、しかも無競争で村長に就任したわ

けでありますけれども、不易流行、いわゆる守るべきもの、変えなければならないも

のということで、不易流行と言いますけれども、そういう観点から、しからばどのよ

うなことを守っていくべきか、さらには、どのような部分を変えていくべきなのかを、

今考えていることをお知らせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 不易流行というお話しでございますが、私が変えないというものに

ついては、ほとんど変えないということでございます。 

   自立の道は進んでいきます。それから、行財政についても改革は進めてまいります。

それから、人口増加対策としての少子化対策、子育て支援、それから定住化対策につ

いても進めてまいりたいというふうに考えております。その他、高齢者福祉について
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も同じでございます。 

   ただ、そのまま継承するということよりは、やはり自立の道を求めるためには行財

政の強化というのが必要になりますので、ふるさと納税をやらせていただいたり、そ

れから直売所を拡大して収入源を図るとか、同じ自立の道を歩むにしても、やはり足

腰の強いものでないと自立の道は、進むことは途中で挫折になりますので、行財政に

ついて、きっちりと自立の道が歩めるように進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

   それから、前の村長が言った住民に目の届く、住民から手の届くというところにつ

いても、不易のものであろうと。小さい行政だからこそできることですので、住民に

日本一に近い村政というものを、意味から言えば同じでございますが、より住民目線

に立った行政をやっていきたいということで考えております。 

   政策的には、先ほど言いましたように、継承と発展ということで、その基本ベース

をしっかりとつくり上げ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） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   それでは、早速質問に入りたいと思います。 

   「日本で最も美しい村連合」加盟による村づくりの課題はということでございます。 

   さて、審査基準いろいろありましたけれども、その審査基準の内容についての感想

をお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ６番議員さんにお答えします。 

   審査基準についての感想ということでございます。 

   審査の結果にもありましたように、１００点のうち７０点以上が合格点ということ

で、審査基準はぎりぎりということで、なかなか厳しかったという感想でございます。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 厳しかったということですので、これから先思いやられるような

受け取り方ですけれども、また別な意味ではその分頑張っているんだなと理解します。 

   それでは、２番目、第四次総合振興計画との整合性、既に第四次総合振興計画でき

ているわけです。その辺はどのように考えているかお答え願います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ６番議員さんにお答えします。 

   総合振興計画との整合性でございますが、まず、この総合振興計画では、３つの基

本目標、そして１５の政策の方向を掲げておりますけれども、これらの政策のほとん

どについては、「美しい村づくり」、こういった方針と合致するものというふうに考

えております。 

   なお、審査意見書、それから評価の中では、隣の市から本村に入る際の大型店、立

地企業などの市街地の形成は「美しい村」としての景観を損ねていると、こういった
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評価・意見がございましたが、これらの指摘につきましては、国道沿線、これらにつ

いては企業誘致の点から、そして就労の場確保という観点からも「美しい村」との関

係においてはご理解いただけるというふうなことで考えておりますし、今後とも企業

誘致活動は積極的に行ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） そうですね。この「最も美しい村」と４号線沿線、特に高速道路

の下までは、非常にこの整合性をとるのは難しいかもしれないなと思っています。や

っぱり第四次総合振興計画を先行してやってほしいと思います。それでもって、やは

り均衡とれた村の発展を願いたいと思いますので、よろしくお願いします。 

   議長、そうしまして、先ほどに戻りまして、１つだけ。 

   先ほどの審査基準の中に、伝統的な文化・芸術の保全継承というのがありました。

その中で、きのうも話題になりましたけれども、本揃の田植え踊り神原田神社の十二

神楽の継承、きのう教育長のほうから質問ありましたけれども、改めて教育長、今時

点で、私、神原田神社の総代やっていまして、いろいろ世話人とか集まるごとに、き

のう出ましたけれども、後継者がいないというような形で心配して、小学校に云々と

いう話も、小学校だけでは済みませんけれども、あったものですから、それらについ

て今、学校と云々という話きのうありました。教育長、具体的にどのように進めてお

るか、考え方も含めてよろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんに答えいたします。 

   基本的な考え方については、昨日、２番議員さんにお答えしたとおりです。 

   具体的に申し上げますと、今、小学校のほうに総合的な学習の時間というのがあり

ます。１週間に２時間、年間７０時間なんですけれども、さまざまな取り組みを行っ

ております。環境問題であったり、福祉の問題であったり、あるいはまた国際理解情

報、それは目標があって内容がないと言ったらいいんですか、何をやってもいいとい

うか、一番学校で抱える課題、子どもたちの関心のある課題をそこでやっていくとい

うようなことが、総合的な学習の時間のその狙い、特質なんですけれども、そういっ

た中に、玉井小学校の本揃もまさに総合的な学習の時間を使っているんですけれども、

学校長と何回か話しをしましたけれども、そういった中に、神原田の十二神楽につい

て計画する、スタンバイの状況にあるというようなことで、詳しい中身については、

学習計画、教育の内容については、学校の主体性を大事にしたいと思っていますので、

ああしろ、こうしろというようなことについて言うつもりはございませんが、そんな

状況に、今ございます。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ありがとうございました。ちょっと飛んで済みませんでした。 

   いずれにしましても、きのうから宗教との関係とかありますけれども、そういうこ

とでなくて、積極的に文化の継承を図っていく努力をお願いしたいと思います。 

   続きまして、安心・安全な村づくりとの関係をどう考えているか。その辺の関係、
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どう考えているかお伺いします。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんに、安心・安全な村づくりとの関係、いわゆる安

心・安全な農産物の生産体制、特に有機農業を図るということで、かつて協議会等を

しまして推進したところですが、原発事故の影響によって協議会の活動が低迷したと

いうことで、現在については解散されているところでございますが、いわゆる原発の

風評払拭という面では、安心で安全な農産物を生産している地域ですよという情報発

信が、風評被害の払拭につながるということで、今後もこの安心・安全な農産物の生

産体制については推進していくとともに、農地を保全する意味からも「美しい村」に

つながるということなので、今後もこの事業については推進してまいりたいと思いま

す。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 今後も安心・安全の地域づくりは進めていくということですけれ

ども、現実的には、前村長会長で、私副会長だったものですから、安心・安全な推進

協議会、これが解散といいますか、予算がつかなかったという形で、残念至極なんで

すけれども、それらについて、今後、復活するような可能性があるかどうか、村長、

お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 今、部長が申し上げましたとおりに、こういう情勢の中でございま

すので、また、安心・安全な農作物の生産、提供というのは、これは必須条件でござ

いますので、状況を見ながら、また検討させていただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   まだ復活の可能性はあったなということで安心しました。やりがいも出てきました。

よろしくお願いしたいと思います。 

   続きまして、グリーンツーリズム、農家民宿などの推進策というようなことで、何

か今考えていることがあればお示しいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんに、グリーンツーリズム、農家民宿の今後の推進

方策ということで、現在、庁内のプロジェクトチームで議論・協議を重ねているとこ

ろでございまして、導入の方法や手法について、近隣の自治体や周辺のいわゆる農家

民宿等を研修するということで、大玉村に合った推進方策を検討してまいりたいと思

います。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 大玉村に合ったというのは、言葉はいいんですけれども、現実的

にはなかなか、今までもそういう話はたびたび出てきた可能性はあるんですけれども、

遅々として進まない。さて、下に有機の里東和の何かありましたけれども、あそこに
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行くとわかるとおり、キャリアから方向転換してそれでやるとか、いろんな形で我々

は盛んにいろいろやっていると。なぜなのかなと思っています。これが今回最も美し

い村に大きな課せられた課題かなと思っていますので、これらを積極的に、いろんな

角度から検討していただければと思っていますので、よろしくお願いします。 

   さて、大玉村の玄関口、私常々、議員なりたてからずっと申しておりまして、うち

の１２区は大玉村の玄関口であるというような形で、景観整備もいろいろ図ってきま

した。旧４号線、４車線化の前にも玄関口、ちょっとうちの会社も含めて整備したり、

あるいは老人クラブとか地域の人たちと花植えやったりいろいろやってきました。 

   結論からすると、４車線化の折にいろいろと、推進協議会も立ち上げて、国交省に

も私いろんな仲間に呼びかけて行きました。地元の渡辺さんを会長にして国交省に直

接行きました。福島国道事務所、当時の所長、「地域住民の人から陳情を受けたのは

初めてです」と。何言うかと思ったら、「一緒に頑張りましょう」と言うから、あり

がたかったです。それを機会にあのような景観できました。でも、ご存じのとおり、

今、残念ながら中央分離帯の草もなかなか刈れない、路肩もなかなか刈れない。いろ

いろ前村長も言っていましたけれども、「遅々として、予算がないんでしょう、国

も」、進まない。あれでは全く恥ずかしい話、悲しい話なので、今度、最も美しい村

連合であれば、ぜひあの周辺の、玄関も含めて、入り口も含めて、ずっといろんな角

度から検討して、やっぱり国に言うべきことは言って、予算獲得しながらやってほし

いという願いで申しましたので、何かそのような構想があればお示しいただきたいと

思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   ４号沿線については、前にも申し上げましたが、準工業地帯として会社・工場等を

誘致する方向、これ、かなりの年数を要しますが、農振が外れるような形という方向

性でやっていきたいと考えていますので。 

   あと、現時点でのルート、国道４号線の沿線の整備については、定期的に国のほう

との懇談がありますので、国道工事事務所のほうにも申し入れをしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） いろいろと難しい問題あると思いますけれども、やはりこの大玉

村の玄関口ということであれば、もしそちらもそのように認めるのであれば、やはり

ようこそ大玉村へというような形の姿勢をどう示すか、そのことの大事さというのは

認識していると思いますけれども、村長のほうにも資料示していましたけれども、今

ＬＥＤでちょっとあの玄関口をどのようにできるか。クリーン商会さん、パーっと電

気明るいものですから、そこまでいかに誘導的に持っていくか、そんなことを含めて、

名前出してしまうと問題なので名前出しませんけれども、ある方といろいろ協議して

います。私なりには、もともと商売上、そういう景観形成のプロですから、そのよう

な考えも含めていろいろ自分で勝手に考えていますけれども、いずれにしましてもそ
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のような心は、やっぱりほかから来た人に、ようこそ大玉村へ、よく来てくれたない

という形の、そんな姿勢は、あそこの場面でどう示されるか、これが大きな課題だと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   次に、ふれあい広場の整備計画。今、ご存じのように東屋と言ったんだけれども、

現実的にはあずまやでなくて、あれは日よけで、さらに日よけだけでは予算が余るの

で、商工会の５０周年記念事業だったものですから、いろいろ当時論議ありましたけ

れども、予算余るので現地の改修も含めて予算を使い切って、今回５０周年記念事業

するんだと。よく聞けば、何か開発行為していなかったという形で、私うっかりして

いまして、あそこは建物建つところなのかなと思っていましたので、なぜそうだった

かということと、村道またがって今直売所とあるわけですから、さらに今回の西側、

当然のことながら、まだ開発計画は出ていないはずですから、それらも含めて総合的

にやっぱり考えていかなければならないのかなと思っていますので、原因、なぜ東側

は、当時、昔はあそこ道の駅などという話もあったはずですね。ですから、私からす

ると、うっかり当然あそこも含めて外したのだなと思っていて、今回商工会がああい

う形でできないというのは、本当に残念だったんですけれども、さらに今度は周りは

足湯とか、みんなアットホームからお湯持ってきて足湯とかいろいろ考えていたんで

すけれども、それまだあきらめませんけれども、そういうことも含めてどういう原因

だったか、さらに今後はどのように考えていくのか、ちょっとお知らせ願いたいと思

います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ふれあい広場につきましては、当初、田んぼ４枚買う予定でおりま

したが、地主との交渉で３枚だけということで、約９，０００平米購入しまして、そ

して国道４号線が拡幅された時点で、幾らかまた削られるということでしたので、一

部残して３枚弱購入したということですが、その段階で、多目的広場をつくるという

目的で買収しましたので、県のほうとの協議の結果、それは開発許可をとらないと建

物は建ちませんということでございましたが、その時点では具体的に建物の計画があ

りませんでしたので、そうすると、購入したものの開発ができない、整備ができない

ということで、埋める土の手当ても既にやっておりましたので、そこについては多目

的広場ということで購入をして、建物は建てられませんということでやったと。 

   ただし、その後、トイレ等をつくったり直売所をつくるためには、開発許可という

のが今度逆に必要になりますが、あそこには建物は建てられませんという条件で県の

ほうの許可をもらったという経過がありますので、あそこに村道が入っております。

道路を入れて、そして分断をして、そして小さい３，０００以下の面積で直売所とト

イレをつくったという経過がございます。 

   ですから、今ある道路から国道、県道、それから村道の間のあの三角の土地につい

ては開発はできない、建物は建てられないというのは、今も変わりはございません。 

   後ろに今度は３反歩買いましたので、これについては３，０００平米以上ですから、

今度直売所を整備する場合には、きっちりと開発許可が必要になるということでござ
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います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   原因はそのようなことらしいですけれども、いずれにしましても、あずまやができ

なかったというのは非常に残念です。建築法でいろいろと規制があって、今の建てて

いるのが何とかその網をくぐられて建てられたようですけれども、いずれにしまして

も、有効活用していくしかないんだなと思っていますので、改めてそういうことも含

めてよろしくお願いしたいと思います。 

   さて、記念イベント、新しい文化イベントなどの考えは。１つは、ある住民から私

提案を受けて、１０月２日、加盟記念日なんだから何かやっていないと。彼は清掃作

業か何かと言いました。私はもっと別のことを考えてほしいなと思いますけれども、

それらも含めて、何か現時点で記念イベントとか新しい文化イベントなどの考えがも

しあれば、お示ししていただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ６番議員さんにお答えします。 

   まず、このたびの加盟で、既に加盟されています北塩原、それから飯舘村、三島町、

大玉村含めて４町村になりました。 

   その中で、福島連合という形での結成ができますので、これらの「美しい村」福島

連合という中で、何かイベント的なものができないかということも、一つ可能性とし

て考えております。 

   また、先ほどちょっと１０月２日加盟記念日というようなお話しございました。村

では、今考えられているのは、例えば子どもから高齢者まで、「私の考える美しい

村」、こういったテーマで設定しまして、世代間ごとで、私はこういうことで大玉村

を日本一の最も美しい村にしたいという、そういう提言的なものを含めた、そういっ

た意見発表的なものを一つつくってはどうかというふうなことでございます。そのほ

かにもいろいろあるかと思いますが、そのようなことを一つ考えております。 

   また、今回は加盟間もないわけでございますので、いろんなイベントを開催するに

当たりましては、この美しい村連合の、どのような組織でどのようなことを目標とし

ているかということを、まずは村の職員、それから小中学生の先生方、こういった方

に、まずは知っていただく機会を設けることが必要かというふうに考えてございます。 

   そういった意味で、勉強会の開催、こういったことも検討する必要があるのかなと

いうふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   ぜひ、記念日ですので、何か独特のアイデアを出しながら、職員の募集を募るのも

よし、村民からアイデア募集するのもよしですので、クリーンアップ作戦だけでは、
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クリーンアップ作戦やっているので、ちょっと物足りないなと思ったものですから、

当局の考えをお伺いいたしました。 

   あともう一つ、私なりに、これ、直接記念日と関係ないんですけれども、この際、

前にも何回も一般質問で言っていますけれども、食の文化祭、あるいは農産物品評会

の実施。 

   これは、どういう発想からと言いますと、今、文化祭、残念ながら商工会があそこ

から離れて、ふれあい広場で、前のやつなったので、非常に文化祭が寂しいというこ

とを聞きます。ですので、願わくば、前みたいにあそこのところで食の文化祭、これ、

大体内容は後で、時間ないから言いますけれども、農産物品評会、昔よくやっていま

した。そういうことも含めて、いろいろと菊の品評会ばかりでなくて、やはりこの農

産物の品評会も兼ねて、アイデアはこれに限らずいろいろとあると思いますけれども、

もう少し外側でイベントやって文化祭を盛り上げていってほしいという観点から申し

ましたので、何かそれについての感想があればお願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   文化祭で具体的なお話し出ましたけれども、文化祭のあり方については、今年度も

たくさんの方に参加いただきまして、所期の目的を達成することができたのかなと、

こんなふうに思っております。 

   ただ、もう少し工夫して、アイデアというか発想を変えることによって、もっと多

くの方々においでいただく、そういうイベントになるんじゃないかというようなこと

についての意見もいただいておりますので、今、６番議員さんから具体的にお話しあ

りましたけれども、そんなことについても意見として出されておりますので、検討し

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。 

   さて、総括的にまとめたいと思いますけれども、このような「最も美しい村」連合

に入って、今後どのような形で、村長、推進していこうと考えているのか。 

   この間ちょっと、大学の先生呼んで勉強しようと言ったら、村長、何か私に話した

はずですけれども、いずれにしましても、それも含めて一遍にやってしまいます。 

   ボランティアガイドの養成、今からやっておかないと、いろんな形で間に合わない

と思います、これも。私、前にも一般質問で言っています。いろんな観光も含めて、

これから期待されるところであれば、今から村のボランティアの養成をしてほしいと

思っています。 

   もう一つ、いぐねの再生、これ残念ながら今回除染でかなりいぐね切られた。私の

ほうの地区もかなりあります。フォレストパークの話ですと、いぐねの何かイベント

やって、去年だか大玉村は何かあったのかな。いずれにしても、それらの連携も含め

て、やはり今何かを植えておけばまだ再生するので、それらをしっかりと村は捉えて、

せっかくいぐねの景観がすばらしいことで認定受けたわけですから、５年後にイエロ
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ーカードもらわないように、１０年後に間違ってもレッドカードにならないように、

今からいろんな手だてをしてほしいという形で申しましたので、村長、感想あればお

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。 

   美しい村連合については、理念的なものではなくて実利を伴ったものと。理念も当

然これはありますが、そういうことですので、村の行政のあらゆるものがこの美しい

村にかかわってくると。高齢者福祉も住民のコミュニケーションづくりも、全て住ん

でいい、住みやすい、住みたくなる村、美しい村をつくっていく上での不可欠なもの

だというふうに考えておりますので、当然にいぐね再生まで踏み込めるか、切らない

ように保全に努める、ＰＲに努めるということも含めて、総合的に村づくりの核とし

てテーマとして進めていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   せっかくあった財産を、今、消滅、これは自分たちのせいではなくて、結果的には

原発事故の除染という形で失われた部分ですから、やはりやる気になれば、長い年月

かけて再生できますので、いろんな関係機関と協力して積極的に進める努力はしてい

ってほしいなというようなことで、よろしくお願いします。 

   さて、続きまして、高齢化社会における生きがい対策はという形で、特にこのシル

バー人材センターの活性化対策ということでお伺いしたいと思います。 

   私、議員なりたてのころ、シルバー人材必要だという形で、ここで一般質問させて

いただきました。 

   ある職員の方から、自分の仕事少なくなってしまうんじゃないのなんて笑われまし

たけれども、それはそれとして、私は言わなくたって、シルバー人材どこにでも今あ

って、頑張ってやっています。当然、うちのほうの村も頑張っているのかと思いまし

た。 

   平成１９年に、私ここで一般質問して、その当時、売り上げ４，５００万円前後、

最近ちょっと切りました。それは後で説明してくれるはずですけれども、かなりじり

貧しているという形で、非常に残念でした。 

   なぜそのシルバー人材がそうなったかということは、私、きっかけはあの新聞見て、

そこのところの飯坂で、東北のそういう指導者の研修があったということで、そこで

関心持って、その延長線でやる方から今聞いて、本宮、二本松、全部調べました。二

本松約２億、本宮約９，０００万、大玉村、後から言うはずですから、金額の問題で

はないと思います。 

   やはりそこに、なぜこんな質問するかというと、行政の支援ももっと必要であると

いう観点からしましたので、まず、その活性化対策についてお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 
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○福祉環境部長（武田孝一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   シルバー人材センターの現在の売り上げ等々についての、今お話しありましたが、

本宮、二本松の例、紹介されましたけれども、一人当たりの受注料では、本宮は

４４万９，０００円というのが、これが平成２５年度です。大玉村は５０万超えてい

ます。そういう点からいくと、決して総額の問題ではなくて、参加している方々から

とってみれば、遜色ないというふうに印象を持っています。 

   ただ、かつて４，５００万、５，０００万近い売り上げがあった点からすれば、か

なりダウンしていると、４割程度ダウンしているという現状は理解しています。 

   この活性化の問題に関して言えば、やっぱり派遣労働法等の改正等々が大きく影響

して、就労の機会、法律上抵触するような就労ができないというような状況の広がり

の中で起きてきているというふうに感じていますから、それらをどうしていくのか、

つまり法人化の問題と、高齢者の雇用の安定に関する法律に基づいて、いわゆる派遣

事業の実施事業所としての登録をしていく等々のことがなければ、今後も同じような

状況になるのではないかと。 

   そういった点からすれば、法人化に向けての課題というのはございますので、その

課題を踏まえながら、シルバー人材センターの活動と役割というものを十分、今、村

長もさまざまな面で高齢者の活用というようなお話しもありました。そういうことを

踏まえて、今後支援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） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   一人頭に比較されて出てくると予想していませんので、金額言ってくれないので金

額言いますと、２，６００万前後かな。いずれにしましてもダウンしているというこ

との原因はいろいろあるようです。それはそれとして、その実態を踏まえて、やはり

そういう積極的に行政の支援を求めるわけですけれども、村長さん、その考え方、お

願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   内容については、今部長の述べたとおりでございます。 

   金額的な面、一人当たりの金額と、それから登録人数の少なさというのは、やはり

本宮・二本松の市部と、こういう田舎の生活のあり方なりの違いもかなり大きいと思

います。ですから、単純にそういう金額で比較はできないだろうと。大玉村民の場合

には、自分でできる分野が多いということも、かなり影響があるのではないかという

ふうにも考えております。 

   しからば、どの分野が不足しているのかということについても、やはり分析する必

要があるだろうというふうに考えますし、今、まず現状を把握して、どういう助成が

できるか、支援ができるかは十分検討してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 
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○６番（佐々木市夫） 先ほど福祉環境部長のほうから法人化という言葉の前向きな発言

ありましたけれども、いずれにしましても法人化するのにはいろんな課題があると思

います。 

   まず、私が考えるには、やっぱりこの専任の事務局員、この設置は一番大事かなと

思っています。現在も頑張って、いろいろ苦労なさっているようですから、それも一

遍にこうやめられたのでは次のつながりできませんので、やはりその養成も含めて事

務局員の設置、ほかは結構役場の職員から卒業した人が行っていることも多いようで

すけれども、それらも含めていろいろと検討なさって、そういう体制に向けてしっか

りと進んでいってほしいなというようなことで要望しておきます。 

   次に、村民プールの活用策というような形で、老人の健康寿命の増進という観点か

ら、今現在、何か方策あってほしいんですけれども、何かありますでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ６番議員さんにお答えいたします。 

   教育委員会のほうを申し上げます。 

   まず、利活用策であります。より利用しやすい料金設定とするため、ことしの４月

から使用料金の引き下げを行いました。特に６０歳以上の方について、１回利用券を

４００円から３００円、あと年間利用につきましては１万２，０００円から１万円、

回数券の引き下げも行ったところであります。 

   なお、村民プール、有効に活用していただくために、スポーツクラブでは、毎週水

曜日に水中運動の教室を開催しているところであります。 

   また、利用者数だけ申し上げますが、４月から１１月までの対前年比の比較といた

しまして、利用料金の引き下げの効果だと思いますが、一般利用で、村内で

５，６７０名、５２８名の増加となっております。うち６０歳以上でありますが、

２，６４０、約４７％が利用されております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 質問、大変ありがたいんですけれども、冒頭に申したとおり、こ

の質問の主題は、高齢化社会における生きがい対策という形での健康増進を願ったプ

ールの活用ですから、基本的にはやっぱり老人クラブ等を巻き込んでいろんな施策、

そういう水泳の技術の健康のためのそれは、技術者を置くとかサポート員を置くとか、

そのような観点で言っていましたので、村長、何かそれに対してコメントがあればお

願いします。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） 大変失礼いたしました。 

   健康増進維持管理のための施策、また、水泳技術指導員と保健推進サポート員の設

置ということであります。 

   水泳指導等につきましては、スポーツクラブにおいて成人を対象とした水泳教室の

実施を検討しているところであります。また、健康推進サポートの配置でありますが、
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これにつきましては、利用者の要望等をお聞きしながら保健担当部署と協議をしてま

いりたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分とい

たします。 

（午前１１時５９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 午前中に引き続き、６番佐々木市夫君の一般質問を許します。 

   ６番。 

○６番（佐々木市夫） それでは、続けさせていただきます。 

   先ほどの最後の質問、ちょっと残っていましたので、交通手段の利便性の考えはと

いう形で質問させていただきます。 

   先に、特に老人のほうの交通の利便性という形で、デマンド交通などという言葉も

出ていますけれども、現在どのようなことで検討しておるのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ６番議員さんにお答えします。 

   公共交通につきましては、福祉バス、それから広域交通の生活バス、こういった運

行がございますが、高齢者の足の確保といった観点から、今お話しありましたデマン

ド交通、こういった手法も含めまして、現在、ふくしま自治研修センターとの協働事

業によりまして調査研究を進めておるところでございます。 

   中身につきまして、まず、住民の意向調査ということで、公共交通アンケート調査

を実施いたしました。これらのアンケート調査の分析、さらには広域生活バスに実際

に乗車しての利用者意向調査、こういったものを踏まえまして、調査研究結果が出さ

れますので、平成２６年度事業でありますので、その結果を受けて、本村にとってど

のような形態がふさわしいか、高齢化に向けたその高齢者の足の確保も含めて総合的

に検討していく予定でございます。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 今、検討の途中かなと思っております。 

   隣の本宮市では既に、２００９年ですから約７年前くらいから、イクタン交通なん

て市のシステムでやっているようですから、そちらの情報もちょっと確認したり、い

ろいろ意見交換しながら、本宮は商工会が主体でやっているような感じです。よりよ

い足の利便性、特に身障者の場合なんかは、職員の皆さんが時々交通手段を考えてや

ってくれているようですけれども、新たなこの交通システムという形で、より一層検

討して前に進むように、予算化できるような形でお願いしたいと思います。 
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   ３番目、持続的な農業の確立、持続的なというところがこれ問題だと思います。ま

さに今、持続できなくて、もうやめるかなという農家が多くなってきている現況です。 

   きのうの一般質問でもいろいろ出たので詳しくは触れませんけれども、今こそやっ

ぱり行動で示さなければならないなと思っております。 

   その行動とは何ぞや。いろんな意味でやっぱり考えられると思いますけれども、ま

ず、担い手の育成策についての何か、きのう来、余りいい意見は出なかったようです

けれども、改めてお聞きしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。 

   担い手の育成策でございますが、２６年産米の米価の下落ということで、これ、

１俵当たり７，２００円という概算額で申し上げますと、やはり中小規模の農家では

なかなか、当然生産ベースにも合わないし、大型機械を導入してということで、作業

を今まで受委託していた方々が、いわゆる担い手となる得る大規模農家に農地を貸し

付けるというのが、今後ますますいわゆる加速するということで予想しておりますの

で、受け皿となる担い手、いわゆる家族経営的な担い手ではなくて法人、組織をして

ということで、現在でも村内で１組織が法人化に向けた動きが出ておりますが、今後

そういう形で、いわゆる個人経営から法人経営に移行して、いわゆる中小規模の農地

の担い手となり得るよう対策を進めてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 基本的には集約して大型化、そして俗に言う法人化という形が通

説のように感じます。 

   我々も昭和５９年に大山南部ライスセンターという形で、７人から今現在４人でや

っていますけれども、いろいろな問題が出ていまして、いろんな角度から検討しなけ

ればならない時期なんだなと考えています。いずれにしましても、国・県・村独自の

施策をいろんな角度からお願いできればと思っております。 

   村長、１カ月前くらいだと思うんですけれども、そんなような中核の農家と何か懇

談会というか話し合い、ちょっと個人的といいますか、わかりませんけれども、した

ようですけれども、その辺の感想をお聞かせいただければと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   米価の概算払いの金額が発表された直後に、専業農家と、それから親子協定結んで

いる専業農家と、それから認定農業者に通知を出して皆さんと話し合いをしたと。 

   その時点では、困った、困ったと。これからどうなるのかなという先行き不安が先

に立ちまして、具体的にこういうものを村に求めたいとか、こういうことが政策とし

て必要なんだというような具体的な話には至りませんでした。少し早過ぎたのかなと

いう感じがしました。また年明けてから懇談会を開催したいという考えでいます。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 
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○６番（佐々木市夫） 時期的な問題もあるでしょうけれども、今まさにいろいろ考えて、

誰かがリーダーシップをとってやらなければ動かないかもしれないと思っています。 

   つい最近、うちのほうの部落で忘年会あったんですけれども、うちのほうに若手の

経営者がいまして、何か最近、ついこれから先に、以前私ちょっとそういう懇談会を、

前村長と、あるそういう中核農家１０人くらいで懇談会したことあるんですけれども、

いずれにしてもまた同じようなことを再三やりたいんだという話ししていました。い

ろんな意味で、積極的に自分のほうから意見言うべきだよねという話しはしましたけ

れども、それらを踏まえて、また村との協議ができればありがたいなと。あるいはま

た、我々議会としても、積極的にやっぱりこの際、いろんな角度から、実際生の村民

の声、農家の声を聞きながら、いろんな対処策が検討できればいいなとも考えていま

すので、その辺も含めてよろしくお願いしたいと思います。 

   ２番目、特産品の開発、コラッセふくしまに行くと、あそこのところのお土産のと

ころに、大玉村のは残念ながらありません。私の米ちょっとあったんですけれども、

今はゼロ。本宮烏骨鶏と、あとは和田さんの麹、そのくらいしかありません。残念で

なりませんけれども。 

   さて、今いろんな角度から特産品の開発考えていればお示しいただきたいと思いま

す。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。 

   特産品の開発でございますが、農業の六次産業化ということで、いわゆる直売施設

の拡充とあわせて、検討委員会並びに準備協議会で、いわゆる大玉村の特産品、加工

品としてどのようなものがいいかということで協議を重ねてきた経過はございますが、

協議の中では、いわゆるこれを特産品にしようということでは、具体的な品名までは

挙がりませんでしたが、今後、整備・拡充される加工場、いわゆる整備・拡充される

直売所の整備とあわせて、どのような特産品、加工品がいいのかも含めて、引き続き

検討してまいりたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） それぞれ考えてはいるんでしょうけれども、なかなかこれといっ

た、そばなんかは焼酎までつくったりして、いろいろなり得るのかなと。チェリート

マトもそうだななんて形の人もいますけれども、本当に村のホームページ見ても寂し

い限りですので、この際本気になって、最も美しい村、安心・安全というのか、逆に

言えば、今もう安心・安全というのは余りはやらなくて、最も美しい村だよなという

形の売り出し方、あるいは最もうまい米だよなという形の売り出し方、いろんな角度

から特産品をつくっていく。 

   その中で提案があります。何年も前から私は一般質問も含めて、大玉村のお米、お

いしいのに何でみちのく安達はそういう形で売ってくれないのかなという話をしてい

ます。 

   私と同じくらいの年代の課長クラスが、私がやめたときには何とかなるんじゃない
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のと言っていましたけれども、今まさに農協、ご存じのとおり、合併に向かっていま

す。これからほとんど見通しはありません。だとすると、恐らく今の村内の若手も考

えていますけれども、農協に対抗ではないんですけれども、自分たちの組織つくって

自分たちの大玉村の米を売っていきたいと、そういうふうに盛り上がっています。行

政として何か考えあるでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんに、ブランド化の中で、いわゆる大玉村の米につ

いては、ＪＡ系統ですとみちのく安達の米ということで、二本松、本宮も含めたみち

のく安達の米ということで、ＪＡ系統については販売されております。 

   また、そのほかの民間で直に販売される方については、いろいろな名称もついてお

りますが、残念ながら大玉村のブランドという形ではございませんが、今ほど６番議

員さんからも話しあったように、今後ＪＡがこの地域のついては浜通り、相馬のほう

まで一つになるということで、そういった中で、なかなか大玉村の米を特色あるブラ

ンドとしてＪＡ系統で販売するのは、今後なかなか難しい面もございますが、ここの

ブランド化については、整備・拡充される直売所の中で、いわゆる大玉村については

米どころ、いわゆるうまい米の産地であるという、その辺もＰＲしながら直売所の整

備・拡充後の、いわゆるブランド化に向けて検討してまいりたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） なかなか農協との関係もあって難しい問題ですけれども、食管法

が変わって、つくる自由、売る自由となってから久しいんですけれども、いずれにし

ましてもこの辺が大きなキーワードの一つになり得る。ただ、問題は多いということ

であれば、村長のそのようなことについての現在考えている何かあれば、お示しいた

だきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   回答的には部長と同じというふうになります。農協については、やはり農協の販売

の方法がありますので立ち入ることはできません。村のブランドとなりますと、農協

以外の自主的に販売をするという中で、ブランドを育成していくということだと思い

ますが、これについては、役場がブランド米をつくるというよりは、農業者がこうい

うブランドをつくるんだ、つくりたいんだと。それに対して、行政としてどういう支

援ができるかということのほうが現実的だというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） まさに村長さんの言うとおりだと思います。役場が主導というこ

とは難しいので、村民で、もしそういうふうな意識があって立ち上がるようなことで

あれば、積極的な支援策を検討してほしいというのが落としどころだと思っています

ので、よろしくお願いします。 

   次に、行政の支援策については、きのうからいろいろ出ていましたので、これは省
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きます。 

   産業センターの充実策というような形で、今まさに西側、ああいう形で土地が造成

されて、いろいろと検討した経過がありますけれども、それらについても、いろいろ

きのうからるる当局の説明もありましたので、私のほうからはカットしたいんですけ

れども、いずれにしましても、今回間もなく立てるであろう案が示されてまいります

ので、それらをしっかりと確認させていただきながら、いろいろ検討を加えたいなと

思っていますので、よろしくお願いします。 

   ４番目、公設・民営化の方策と進捗状況についてお伺いします。 

   村長さんの公約でもあります公設・民営化、長年検討した結果、なかなか前に進め

なかったことを、いよいよ新村長は前に進めるんだなという認識でいます。 

   手法としてはいろいろ難しいと思いますけれども、まさに今そういう転換期かなと

思っていますので、改めて、その方式の種類、いろいろあるんですね。きのうから村

民出資の株式会社もありますけれども、どれにしろ、その導入するに大きな課題があ

るはずです。それを今どのようなことで苦慮なさっているか、どういうふうな角度か

ら検討なさっているか、コンサルなど交えているのか、大学と研究しているのか、民

間とのあるところと研究しているのか、その辺も含めてお知ら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） 再度お答え申し上げます。 

   株式会社の道筋、公設・民営の道筋については、大分お話をさせていただきました。 

   苦慮しているところ、問題点ということですが、これはあくまでも役場の自立の道

を歩むためには、財政的基盤、それから行政の基盤がどうしても必要だということに

なりますので、収益事業等については、やはり官が直接携わるよりも、民のほうがノ

ウハウも持っていますし、サービスを後退させないで収益を改善できる方法であろう

というふうに考えておりますし、今、地方自治法上は収益事業、アットホームのよう

な事業は立ち上げてはいけない、好ましくないというふうに既に言われておりますの

で、行政はやはり行政サービスに特化すべきだということが、これは国の流れ、全国

的な流れでございますので、直売所を直営でやっているところも、私が知る限りでは、

この近隣ではございません。成功しているところは全て民の活力でやっていると、Ｊ

Ａがかかわってやっているとか、そういう運営形態ですので、行政サービスの上で、

収益事業については民営化を図りたいというのが一つの方向でございます。 

   ただし、公設・民営というふうにやる場合に、じゃ、何度も申しますが、どこがそ

れを請け負うんだということになりますので、村内を見渡すと、請け負ってくれると

ころがないと。あるのであれば、株式会社等を立ち上げる必要はありません。二本松

の公社については、二本松はＪＡとか農協とか金融機関が金を出し合って、それから

二本松市役所が金を出して公社をつくってやっています。これ、明らかなる第三セク

ターということで実施をしております。 

   大玉村の場合には、完全株式会社、村民から出資したものだけにするのか、２５％
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を下回れば役場のほうで、ある程度出資をして、２５％いかないように、いけばこれ、

第三セクターになりますので、ある程度発言権を持った上で、信用問題もありますの

で、役場が出すとか商工会が若干出すとかというような手法もあろうと思います。 

   村民からいただく場合も、一世帯から幾らいただくのかとか、いろんな手法があろ

うと思いますが、まずは公設・民営の道筋をつけないうちは、受け皿を一生懸命つく

るということは不可能でございますので、まず、公設・民営に向けての環境整備、改

修等について、まず取り組んでいきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） きのうから全く同じ答弁ですから、難しい問題ですけれども、た

だ一つ、どこと言いません。臨時職員でしょうね、委託職員かな、非常に心配してい

ます。民営化するんだと、首切られるんでないかなんて、勝手に思っています。私は、

民営化とは何ぞやと。私の公設・民営化はそんなことのためにやるとは思っていませ

んので、そういう問題、なぜ起きるかということは、担当課からよく説明行っていな

いと思います。ですから、もっと前向きにやるんだという形の、村長、メッセージを

出してやって、もっとよくなるんだよ、給料も上がるかもしれないぞと、そういうこ

とも含めて、やっぱりもっと知らせてやらないと、現場は混乱しているかもしれませ

んので、実際混乱しています。ですので、その辺はよく留意しながら検討を進めてい

っていただければと思っていますので、よろしくお願いします。 

   次に、スマートインター設置と誘致に向けて。 

   前の一般質問でも、前村長、なかなかこの問題は、金かかるからという形で大体無

視されてきました。でも、やっと今度の村長、口に出してくれました。 

   さて、新聞情報ですと、今現在、国では積極的につくっていくんだということの追

い風もあります。 

   さて、現時点で、じゃ、どのような手法でこれを設置しようと。どういうことから

スタートしていくのか。現時点で考えていること、既に手をつけて進んでいること、

それを説明願えればと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   国の施策関係ということでございますが、今、新聞報道でもあるとおり、国土交通

省では、既存の高速道路、それらの有効活用や地域の経済の活性化、それらを推進す

るために建設管理コストの安いスマートインターチェンジの導入を推進していますと

いうことで、ホームページのほうにも記載されております。 

   県内の現状につきましては、現在４カ所が開通しております。内訳が、サービスエ

リア、パーキングの接続型が３カ所、それから本線直結型が１カ所ということでござ

います。また、事業実施中のスマートインターチェンジ、工事中のものも含めまして、

新たに４カ所ということで、サービスエリア、パーキング接続型が２カ所、直結型が

２カ所ということで、少し詳しく言いますと、既に開通されているスマートインター
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につきましては、東北自動車道で３カ所、福島松川スマートインター、それから白河

中央スマートインター、それから鏡石スマートインターが東北道、それから磐越道で

新鶴スマートインターということで、既に営業を開始されております。 

   現在取り組み中の場所につきましては、東北道で１カ所、郡山中央スマートインタ

ー、それから磐越道で１カ所、田村中央スマートインター、常磐道で２カ所、鹿島ス

マートインターとならはスマートインターということで、それぞれ今後８カ所ができ

るというような状況になってございます。 

   インターチェンジの工事につきましては、東日本道路株式会社が実施すると。それ

らにアクセスする市町村道につきましては、全てその受益の市町村等が整備するとい

うことになってございます。 

   それらに関しての補助金等は、今現在調査中でございますので、ここまでが情報と

なっております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） まさに今、追い風と言いましたけれども、そういう時期に来たん

だなということで積極的に、場所的には、うちのほうの地区の前バスストップがあっ

た、あの辺が有力だと思っています。ただ、あの辺は皆さんが住宅候補地として早く

売りたくて、今います。ですので、もしそういうことであれば早目に作成をきちっと

してもらわないと、後で道路通すのに困ったということのないように、村長、ぜひそ

れも含めて検討なさっていただきたいと思います。 

   あそこですと、高速道路から須賀川でおりて空港に行くよりは早いです。まっすぐ

ドリームライン通って、約４０分かかりません。ですので、基本的には誘致運動は岳

温泉、さらには郡山市、本宮市と、こう向こうにも出られるのだね。石筵、あっちの

ほうにね。ですから、それらを踏まえて積極的にやっぱり誘致運動をして、早期にこ

れを完成できるように、みんな待っていますので、バスストップもあわせて復活でき

るような施策も含めて検討していただきたいと思いますけれども、村長の考えをお願

いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   検討に入るというふうには申し上げましたが、早急にできるとは思っておりません。

これ、かなりの財政負担がありますので、それからあとスーパーマーケット、医療機

関、観光地等々で考えて、プラント５から枡病院、岳温泉、これだけの資源で国が金

を出すかどうかというのは、非常に不確実な部分がありますので、ただ、今まで出さ

なかった国の助成を出す方向で進んでいるということですので、そういう国のかかわ

り方も踏まえて調査に入ると。例えば白河のスマートインターについては、厚生病院

に非常に近いということで、それが１つのきっかけでつくられたので、そういうとこ

ろでどの程度のお金がかかったり、一日どのぐらいの乗降客が必要なのかということ

とか、その辺の調査から入っていきたい。ですから、すぐに取り組んで、すぐに開通
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するという期待は、まずそう簡単に４年、５年でできることではないというふうに考

えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 現実はそうかもしれませんけれども、言葉が出るとみんな期待し

ていますので、期待を損なわないように、ぜひ任期中にちゃんとあれするとか、また

再選してもらって。いずれにしましても、頑張っていただきたいと思います。 

   次に移ります。 

   ６番、再生可能エネルギーの開発促進策の現況はということです。 

   大玉村では、「再生可能エネルギー利用推進の村」と大々的に宣言をいたしました。

今、現況は、なかなか小水力発電にしろいろいろとこう、経費の問題も含めて当局苦

労しているとお伺いしますけれども、さて、現時点では、どのような形で今進めよう

としているか。さらにまた、何か別なほうの考えも含めて推進策があるのかどうか。 

   まず、第一としては、その意義をどのように感じているのか、宣言をしたその意義

とは何ぞや。そこを含めて、村長、お願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再生可能エネルギーの導入状況については、担当部長のほうから答

弁をさせますが、その意義についてということは、もう既に原発事故で、原発が非常

に危険なものであるということが実証されておりますので、原発に頼らないエネルギ

ーの代替エネルギーというのは、これはもう不可欠だということですので、大玉村、

今後も再生可能エネルギーについては進めていきたいというふうに考えています。 

   ただ、水力発電については２億近くかかるということで、やはり借り入れをしてと

いうふうになりますと、直売所とかアットホームの改修、それから子育て支援施設と

いう投資の優先順位を考えると、少し休止するということですので、やめるというこ

とではございませんので、その間、地方創生事業の中で、そういう再生可能エネルギ

ーに対して国の補助等があれば、またすぐに取り組めるであろうということで、少し

情勢を見たいということでございます。 

   それ以外のバイオマスについては、大玉村一村で立ち上げるのは非常に負担が大き

いし難しいということですので、範囲から言えば県北エリアぐらいで、今会津にある

ようなバイオマス発電発熱施設ということが現実的かなというふうに考えております。 

   あと、太陽光の関係等については、担当のほうから説明を申し上げます。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   意義等については、ただいま村長から話しがございました。 

   これまで民間というか住宅用の太陽光発電の普及、それから緊急時の避難場所のエ

ネルギーをきちっと確保するということで、公共施設用の太陽光発電設備の導入、こ

れらを行ってまいりました。 

   特に公共施設においては、この意義といいますか、結局発電するというだけをこの
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再生可能エネルギー利用推進の村の中心課題として据えているのではなくて、やっぱ

りエネルギーそのものに対する関心、そしてやっぱり省エネというものも十分に期待

する効果として考えているということでございます。 

   そこで、震災前から太陽光設備に対する補助制度はございましたが、平成２２年度

からスタートしまして、今月１１月末までで１５３件、総出力で７１８キロワット・

アワー、これ出力でございます。それから、薪ストーブについても補助対象にしまし

て１１件ということでございます。水力・風力については、補助の中ではございませ

ん。 

   これが今どのくらいの段階まで来ているということで、昨日も若干申しましたが、

公共施設全体で１１０キロありますから、合わせると約１，０００程度のものになろ

うかと思いますけれども、一般住宅の発電量に関しては、きのうも稼働率が０．１１、

１１％程度と申しました。７１８で２４時間、０．１１という数字を掛けると約

１，８９５キロの発電量と。太陽光が占める割合については、一般住宅だけをとれば、

およそ平均１０キロ程度なので、２，５００世帯とすれば２万５，０００キロワット

でございますから、それらを見れば約８％ぐらいの充足率になっているのではないか

と。 

   ただ、こういう役場施設であるとか、工場その他大規模なものもありますので、大

玉村全体の消費電力としては約５万近くあると。そこからすれば四、五％の水準だと

いうふうになりますけれども、プラント５等々においても発電はしています。それか

ら民間の大規模な発電につきましては、築館地区に３５０キロワット程度のものがあ

ります。 

   これは全て売電でありますけれども、そういったものを含めれば、太陽光の比率、

自然エネルギーの比率というのは１割近くなっているのかなというような印象を持っ

ています。 

   今後とも、村も今年度から補助率を上げました。ただ、太陽光については国の補助

が撤退になっていると。そういう兼ね合いで、どの程度普及するかわかりませんけれ

ども、引き続き、村としては太陽光を当面の再生可能エネルギーの柱としてやってい

くと。 

   協議会の中、今中断していますけれども、先ほど村長からもあったように、さまざ

まな小水力発電の問題、それからバイオマスは、山林汚染の問題でなかなか方向性出

せないでいますが、その協議会で、最終的に基本的な計画を定めようというふうにな

っています。そういう中で、どういうベーストニクスを考えるべきかというのを今後

内部でも検討しながら計画をやっぱり策定して、それに基づいてやっぱり進んでいく

というような方向性で進めてまいりたいと、このように思います。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   大玉村、非常にこの資源豊かな、特に水とか木材も含めて、山林が広くありますし、

そういうことも踏まえていろいろな角度から、ただ、これだけの宣言した村ですから、
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今話聞くと、いろんな意味で我々わからないところまで出てきますね、別に省エネも

含めるとか、やっぱりこれはもう少しその辺ＰＲして、村民参加でやっぱりもう少し

薪ストーブふやすとかも含めて、省エネで余り電気を使ってもらっては困りますよと

か、小学校なんか、今度の補正予算で出てきますけれども、随分電気料が高くなって

いるんだね。ですから、いろんな意味でやっぱりこれは啓蒙してほしいと思っていま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

   最後になります。快適な生活のための道路網整備の進捗状況はというような形です。 

   幹線道路については、きのういろいろ説明ありましたので省きます。直接的に私ど

もの影響ある、まず、宮下・高久線の拡幅状況、いずれにしましてもプラントのは岳

街道まではああいう広い村道になっていますけれども、急に細くなって、もういろん

な苦慮しながらみんな通勤から何から、農作業も含めて歩いています。ですので、何

とかしてほしいんですけれども、村には村のいろんな考え方、事情があるんでしょう

けれども、現時点で、あの道路はどのように認識して、どんな考えでいるのかについ

て、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   村道宮下・高久線につきましては、プラント５の西側につきましては、センターラ

インの入ったすばらしい道路になってございます。 

   当初、あの４号線沿線を、工業地帯ということでどんどんバブル期には企業が張り

ついてくるんではないかというような予想もございまして、企業の力によって道路改

良もやってもらうということで考えておりましたが、情勢が大分変わりまして、余り

急激な進展は望めないというような状況になってございます。 

   村のほうとしましても、あそこを利用する本宮のソニー関係に通勤される方等、ま

た、プラントを利用される方、大分朝晩の交通量も多いということは認識してござい

ますので、今後、振興計画と十分照らし合わせながら拡幅改良の計画を立ててまいり

たいというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 事故が起こってからでは遅いと思いますので、いろんな意味で積

極的な展開を望むとしておきます。 

   もう一つあります。陳情案件で、ちょっと私が関与して、前村長のところに一緒に

陳情に行った件があります。 

   三ツ森地区のほうの関連で、川原・三ツ森線、それらの陳情上がっていますけれど

も、三ツ森地区というのはご存じのように、もうどっ窪になっちゃっていて、何か災

害あったら、もう行き場がないような、一級河川など橋が壊れちゃったら。現実にこ

の路線も壊れていますから、いろんな意味で、やっぱりそういう不幸な地域をつくっ

てならないと思いますので、あそこは自然豊かなところで、私も蛍の里と言いながら、

あそこからフクロヤスメの森に種を持っていった経過がありますし、つい最近、ちょ
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っとあそこをずっと歩いてみました。非常に風光明媚で、ある浪江の避難者なんか、

畑借りたりして、四季折々桜もこんな太いの植えたり、あと細いのを今植えたりして

いますし、さらに、フキとかフキノトウとかそういうようなものも豊かなところです

ので、それらも踏まえて、あの辺の地域を、道路ばかりではなくて、堆肥センターも

あそこにあるわけですから、いろんな角度から検討していただければと思いますけれ

ども、当局の考え、お伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   今お話しの路線につきましては、村道川原・三ツ森線の陳情ということで、平成

８年８月に村当局に陳情がなされ、同じ平成８年９月に定例議会において採択されて

おります。 

   村では、さまざまな社会変化がございました。ご存じのとおり平成１２年に、中央

道の笹子トンネルの天井崩落事故等がありまして、そういった部分もあって、橋梁の

長寿命化計画とか、道路ストック会議であるということが現在頻繁に行われて、とに

かく古くて危険な部分を重点的に改修して安全を図りなさいというような、今、そう

いう状況がかなり強い状況になってございます。 

   ご要望のとおり三ツ森地区は、村道の１路線と二本松に抜ける林道が１路線あるの

みですので、災害等に見舞われた場合は孤立する可能性があるということで、陳情の

道路を早くつくりたいという考えもございますが、あそこの三ツ森、杉田川につきま

しては、ご存じのとおり一級河川でございますので、これに橋をかけるということに

なると一級河川の協議が必要になってくる。かなりの膨大な予算、それから協議時間

等を要してしまう。今ほど言いました大切な自然も残しながら進めていかなくてはい

けないというような状況もございますので、大分陳情から時間は過ぎておりますが、

できるだけその陳情者の意思に沿ったような形で、自然を残しながら検討していきた

いというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 力強いといいますか、平成８年というのは私も存じていますけれ

ども、そういうところですし、非常に、ある意味では交通の便で恵まれているところ

ですので、よろしくお願いします。 

   また、一方では、堆肥センターに行くのにかなり狭いんですね。ですので、その辺

も含めて総合的に検討していただければなと思っていますので、よろしくお願いしま

す。 

   最後の最後になります。まだ時間ちょっとありますので、和食の大切さというよう

なことで、和食と日本人の心、１０月２７日午後２時半から、場所、福島民報会館で

小泉武夫さんの講演、私聞いてきました。これ造園協会の緑の作文の表彰式終わって

から、これやったんですけれども、いずれにしましても、ご存じのとおり、今、和食

の大切さというのは非常に大事だと思います。世界的にこれ、無形世界遺産ですね。
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これ、初めて日本の和食というのが。子どもたちがなぜキレるか、なぜあの沖縄が今

非常に寿命が短いか。 

○議長（佐藤 悟） ６番さん、これ通告にありませんので、議長、受けつけません。 

○６番（佐々木市夫） 最も美しい村と関係あるからやっているんです。許してください。 

   そういうことですので、これからの子どもたちの将来も含め大変大事なことなので、

いずれにしましても、今言ったとおり、子どもがなぜキレるか、なぜ沖縄が寿命が短

くなっているか、全て食にあると、和食の大切さが大事だと。 

   ということであれば、最後に、申しわけありませんけれども、教育長、教育の観点

で、この和食というのをどう捉えようと考えておるか所見があればお願いしたいと思

います。それで最後にします。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 私も和食をこよなく愛している一人といたしまして、学校では食

育というようなことの大切さが強調されております。 

   そういった中で、線量の問題等々あって、学校給食の中でもいろいろとその件につ

いて検討してきましたけれども、伝統文化ですね、和食も。そんなことで、どういう

形で子どもたちにそれを普及していくかというようなことについて、今、妙案はない

んですけれども、心していきたいと、そんなふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 時間、有効に使わせてもらってありがとうございました。 

   大事な食育というのは、伝統文化も含めて大事な面ですから関係あるんです。それ

だけは認識していただきたいと思います。 

   以上です。終わります。 

○議長（佐藤 悟） これは、通告にあるのは幹線道路についてで、前には戻りません。 

○６番（佐々木市夫） 最後の最後に附則してやったんだからいいんじゃないですか。 

○議長（佐藤 悟） 議運委員長だって、何委員長だって、決まりは決まりだから。 

   以上で６番佐々木市夫君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで暫時休議いたします。再開は午後２時２５分といたします。 

（午後２時１０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後２時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第７６号「平成２６年度大玉村一般会計補正予算の

専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 初めて新村長にお伺いしますけれども、多分、新村長、総務課長の

ときに電子投票を取り入れていたと思うんですけれども、この電子投票について、ど

のような考えを持っているのか伺いたいと思います。 
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○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。 

   政府の覚悟が足りなかったというふうに感じております。今既に韓国もブラジルも

南アフリカでしたか、アメリカも、全て先進国のみならず後進国というか、新興国も

電子投票を実施しているような状況の中で、電子立国を政府が宣言をしました。 

   もう５年も前に、世界でトップクラスの電子国家をつくるという宣言をしたにもか

かわらず、これがまだできていないと、かるた取りをやっているということですから、

政府の覚悟が足りないということで、大変残念だというふうに思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 大変理解のある発言、どうもありがとうございます。 

   今後、国や県にどのような提言をしていくのかだけお聞きかせください。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   当時の電子投票をやった自治体で、今も国に対して電子投票をさらに実施するよう、

進めるように要望等は実施しております。 

   一旦、自民党が電子投票を議決をして、参議院に送付して、民主党政権のときにそ

れを否決したという経過がございます。 

   ですから、できる寸前まで行ってだめになって、そのままになっているという状況

ですので、それ以来、ずっと陳情を続けて要望を続けているという状況でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第３、議案第７７号「大玉村ふるさと応援基金条例の制定につ
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いて」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） いい制度だと思っておりますけれども、この基金の中で、特に繰替

運用、第７条で出てきますけれども、この繰替運用をする場合のその条件はどのよう

なときなのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ７番議員さんにお答えします。 

   この７条関係は、ほかの基金でもこういった条項は設けてございますが、他会計で

歳計現金が必要だ、一般会計が必要だという場合に、この基金から一時立てかえて、

ここで繰替運用をするという内容でございます。 

○議長（佐藤 悟） その他ございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） ふるさと納税という観点から、この「ふるさと」という文言を使う

のかとは思いますが、ただ、私が気になるのは、大玉村人会、これ、発足した当時で

ありました。要するに我々が東京に行ったときに村人会の中で言われたことは、お前

ら、我々にあれ買ってくれ、これ買ってくれなんていうことになるのかと、こういう

ふうなことを言われたことがあるんです。 

   私はそのとき、村長はどういうふうに思っているか知らないけれども、俺はそうじ

ゃないと。要するに、大玉村を外から見て、大玉村に対してアドバイス、言いたいこ

といっぱいあると思いますので、そういう情報を私はいただきたいと、そういう関係

で、この村人会の集まりに私は参加したんですというふうなことを説明したことがあ

ります。 

   だから、その「ふるさと」というのは、この納税の名前そのものがふるさと納税と

言われるような、いわゆる「ふるさと」という文言を使うかもしれませんが、本村に

おいては、要するに、全国誰でも応援してくださいと、そういう寄附金なんですよと

いうことで、この「ふるさと」という文言が入ることによって、本当にそのふるさと

の人が応援する、そして、我々はそれを期待するというように感じて、非常にやむを

得ない、その「ふるさと」を使うのかもしれませんが、私としては、全国ふるさとと

思ったって、思わなくたって応援したいんだという人に寄附を募るんだというように

考えれば、このふるさとを何とかできないかなというふうに思っているんですが、ど

うでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   ふるさと納税制度という名称がありますので、今度つくられた基金については、そ

のふるさと納税、ふるさと寄附金、これをもとにしてつくる基金だということがはっ

きりとわかるように、これは符牒としてのふるさとと。そして、ここにありますよう

に、ふるさととしてというふうに、都会、これ中心的なのは、村内の方が村に寄附す

るということは前提にありません。実際寄附していただいていますが、実際は村の方

が村に寄附して、税金介して半分お返しすると、村としてはちょっと赤字になるとい
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うこともありまして、村外の方、特に都会の方が大玉村をふるさとと見て寄附して応

援するんだという趣旨ですので、ここにあるように、「大玉村をふるさととして」と

いう趣旨ですので、その趣旨を生かすために基金条例の名称にふるさとが入っている

ということでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第７８号「大玉村長期避難者生活拠点形成等基金条

例の制定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） この第１条の条文の中で、「特別措置法第３６条第１項に規定す

る」いうふうに書いてありますが、これは未施行部分の条文なのかどうか、確認した

いと思います。 

   それから、この基金に繰り入れる交付金、これ毎年入ってくるというような見込み

なのか、現在あるものを、ただ一般会計で処理するということなのか、それについて

伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。 

   まず、第１条特別措置法第３６条第１項の関係でございますが、私の手元にある中

では、現行でありまして、当該生活拠点形成事業計画を内閣総理大臣に提出しなけれ

ばならないと。これらの復興計画を提出することによって、これらの事業ができると

いうふうに理解をしております。 

   それから、基金の額でございますが、今年度については、事業にありますように

２１億５，０００万を基金に積み立てるという内容でございます。 



 

- 145 - 

 

○議長（佐藤 悟） そのほかございませんか。７番。 

○７番（佐藤誠一） これ、すなわち復興住宅でございますので、この基金については時

限立法的なものなのかを伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） 時限立法というよりも、この公営住宅、これの建設完了した時

点で終了ということになります。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第７９号「大玉村特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） ２０ページの施行期日でありますが、これ、法の施行の日から施行

するということでありますが、期日はいつになりますか、お答えください。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。 

   この子ども・子育て支援法の施行期日は、平成２７年４月１日でございます。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） この子ども・子育て支援制度、きょうの新聞にも出ていたんですけ

れども、財源確保について見通しがつかないというような新聞記事がございました。 

   そういったことにどう対応されるのか、その財政措置について伺っておきます。 

○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いたします。 

   財源の確保については、国が責任を持つというふうになっております。 

   この法新制度の実施のために消費税が１０％になった際の増収分から、国は毎年

７，０００億円程度が充てられるということで、この法律の施行がされる予定になっ

ておりますが、おっしゃるとおり、消費税は２８年４月１日以降まで、私は責任を持

てませんというか、村は、いずれにしても、これは具体的なことがさまざまあると思

いますけれども、財源の手だてについては国が責任を持っていただくと、これ以外に

ないというふうに思います。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 
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○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第８０号「大玉村家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） ちょっと疑問に思って、地方自治体ということは、村は大体公設的

な保育所を持っておりますけれども、この８ページの第３章で、これ上、下分けられ

るんですけれども、小規模保育事業については、いろいろな村長の認可となると、民

間保育というふうに捉えていいんですか、これは。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   そのとおりでございます。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 村には、今そういった申請またはこれから計画、今まであったのか、

この点伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） 現在のところございません。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８０号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 



 

- 147 - 

 

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第８１号「大玉村放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の制定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） ３ページの保育士の資格と社会福祉士の資格を有する者となってお

りますけれども、こういう場合は、今までは保育士だけの資格を持った人で当然よか

ったわけですけれども、なぜこの社会福祉士の資格を有する者が必要になったのか伺

っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   今までにつきましては、運営基準を村単独で定めておりました。今度のこの子ど

も・子育て支援法の中で、放課後児童クラブの基準というものも定められまして、従

来から国の運営基準というか、どういう形が望ましいかという通知には、ここの第

１０条の関係の放課後児童支援員、これについては同じような規定だったのです。た

だ、今回法律で明確にし、なおかつ、市町村の条例で先生方の基準を定めなさいとい

うところに、新たに社会福祉士とかという名称が入ってきたということでございます。 

   新しいことではないんですけれども、今までこういったこと市町村の条例では明確

になっていませんでしたが、今度の法施行に伴って、条例で一つ、これも民間が放課

後児童クラブをやる場合はにはこういう基準で職員の配置をしなさいということでご

ざいます。 

   なお、この児童支援員、保育士の資格を有する者であっても、社会福祉士の資格を

有する者であっても、この１０条の第３項に規定されていますように、都道府県知事

が行う研修を終了していなければならないということなので、ただ単に社会福祉士の

資格を持っているから、直ちに指導員になれるというものではございません。ただ、

５年間の猶予期間が定められております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第８２号「大玉村立幼稚園保育料条例の制定につい

て」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） 第２条の中で、「内閣総理大臣が定める基準額」について、基準額

は幾らなのか。それで、本村における現在の最高額は幾らになっているのか伺いたい
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と思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ８番議員さんにお答えいたします。 

   「内閣総理大臣が定める基準額を上限とし」となっておりますけれども、内閣総理

大臣が定める基準額というのは、幼稚園の保育料につきましては２万５，７００円で

あります。大玉村については４，０００円です。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） 今、部長が答弁したように、２万５，７００円、そして大玉村、

４，０００円ということでありますが、この金額の変更は考えていませんかどうか伺

います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ４，０００円の額につきましては、当面は考えておりません。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） ４条関係なんでございますが、滞納がある場合で必要と認めたとき

は、出席の停止または退園させることができるとありますが、現実的にこれはどうな

んでしょうか。その場合の対応、それらについてお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ５番議員さんにお答えいたします。 

   条例上、これ載せなければならない中身だというふうに考えております。現実的に

は、教育的配慮等を考えながら適切に運用していきたいと、このように考えておりま

す。 

○議長（佐藤 悟） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第９、議案第８３号「大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） この附則関係でお伺いします。 

   これ、とにかく改定しますと、それはわかります。でも、何で特例措置をするのか

なと。しかも、実質的には来年の６月の数字、年末の数字、要するに６月にも今の改
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正額、パーセントが今特例で支給しますと、こういうことだね、中身結局。だから、

何でこういうことをやるのかなと思うんですね。だから、この手法がやっぱり、この

行政独特の手法なんだか。今改正しているんだから、本来だったら来年の６月とか、

来年度の話でいいのかなと思うのに、ことしの１２月に支給改正の額で支給しますと。

しかも、６月分を足して、特例として支給しますなんていうのは、どうも理解できな

い。これ、行政の体質なのかな。理解できないんですが、それ理解できるように説明

いただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えします。 

   まず、県の人事院勧告、それらに基づいて、まず職員が今回期末勤勉の中の勤勉手

当で０．１５掛け率、１００分の１５を今回なると。それにあわせて議員の皆さん方

にも提案ということでございます。 

   端的に言いますと、この改正については民間との差、それらが今回こういう形にな

ったと。それの適用については、ことしの４月１日から基準で適用になるということ

になってございますので、そういうことで、今回１００分の１５を６月と１２月にそ

れぞれ１００分の７．５ずつ改正するということで、なお、特例措置については、

６月支給はもう終わってございますので、今回１２月の手当の段階で合わせて

１００分の１５を改正プラスして支給されるということで、あくまでも４月１日適用

という関係が一番の基本かと思ってございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第８４号「村長等の給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１１、議案第８５号「教育長の給与・勤務時間その他の勤務

条件に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１２、議案第８６号「職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） １０ページごらんになってください。 

   ここに左に、再任用職員等は前ページと比べると相当、１０万くらい給料安い。こ

の再任用職員とはどういう人を呼ぶのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ７番議員さんにお答えします。 

   再任用職員でございますが、これについては条例上も明記はしてございますが、今

現在はそういう職員はございませんけれども、職員を退職された方とかを中心に、そ

れらの経験を生かして、また、給与的には若干下がりますが、それらの経験を生かし

ていただくという意味での採用を、再任用職員という掲示でございます。したがいま

して、給与的には少なくなってございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１３、議案第８７号「大玉村税特別措置条例の一部を改正す

る条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。２番。 

○２番（押山義則） この課税免除、２年間延長された理由、お示しください。 
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○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。 

   企業立地促進法の延長でございますけれども、いまだ今後の認定が見込まれるとい

うようなこともございまして、２年間延長するものでございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１４、議案第８８号「大玉村立幼稚園条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１５、議案第８９号「大玉村放課後児童健全育成事業費用徴

収条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１６、議案第９０号「大玉村国民健康保険条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 
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（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１７、議案９１号「平成２６年度大玉村一般会計補正予算に

ついて」を議題といたします。 

   質疑を許します。３番。 

○３番（武田悦子） １９ページ、中段にあります災害対策本部に要する経費、ここで復

興の集いの経費が計上されておりますが、来年行われる復興の集い、３月１５日予定

というふうに伺いましたが、内容的にはどのようなものを予定しているのか伺います。 

   続きまして、３１ページ、商工費の中の観光の振興に要する経費、観光物産ＰＲ実

行委員会委託料であるとか、観光物産ＰＲ実行委員会の事業補助金ということで、こ

の特産品の創出販売事業というふうに伺いました。これらの具体的な中身についてお

伺いをいたします。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えします。 

   １９ページの災害対策本部に要する経費、内容につきましては、復興の集いでござ

います。 

   その中身でございますが、今まだ概要的なものでございますが、基本的には、ここ

の報償費にもありますように講演会、講演を一つ予定をしております。その講演を中

心に、それ以外に何か団体等も含めた、例えば演奏とか発表とか、そういったものも

網羅して復興にふさわしい、そういった内容で実施をしたいと考えてございます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ３番議員さんに、３１ページ、観光の振興に要する経費の内容

でございますが、まず、１３委託料につきましては、観光物産ＰＲ事業ということで

首都圏を中心に行ってきましたが、また新たに「美しい村」連合に加盟しまして、

１月に東北地区の加盟の市町村で埼玉県でＰＲイベントをするということで、これら

の事業費等を計上した２００万円でございます。 

   続きまして、その下の実行委員会の補助金でございますが、これらにつきましては、

全員協議会でもお話ししましたが、２２年まで醸造しておりました田植えおどりを今

般復活させるということで、２６年３月上旬には田植えおどりが醸造されてくる予定

でございますが、数量については１，８００本でございますが、これら醸造に関する

経費を物産ＰＲ実行委員会を通して補助するという内容でございます。 
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   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。 

○７番（佐藤誠一） まず、予算関係の１１ページ、今後懸念されるであろうふるさと納

税のこの寄附金について、これは村長に伺いたいと思います。 

   今年は２，３００万ほどで、今回これに５００万補正するわけでございますが、こ

の額がぐっと上がって、宝くじでも当たって、２億や３億寄附するとなると、半分こ

れ余計補正組まなくてはならない場合が出てくると、私想像するんです。そういうよ

うなときの対応策か、この基金等も今度制定されますので、そういった場合の対応は

どのようにしていくのか、まず伺いたいと思います。 

   あとは、全体的なんですけれども、今回相当これ電気料が計上されておりまして、

ここ計算してみるとわかるんでしょうが、電気料どのくらいこれ、もう何千万円単位

で、１，０００万円単位くらいまで上がったものですから、この電気料について当局

に伺いたいと思います。 

   あと、３１ページ、今度は有害駆除のほう、これイノシシの捕獲なんですけれども、

１３２万ほど。すごい被害が出ているということでございますけれども、このイノシ

シの繁殖状況と捕獲状況について、どのようになっているのか伺いたいと思います。 

   あとは３３ページ、今回の、きのうもらったんですけれども、この除雪なんですね。

除雪について、このようなチラシ、各戸に回ってきたんですけれども、これ道路等に

ついては、もちろん業者さんが頼まれてやるということでございますけれども、歩道

の除雪は町内の皆さんで協力体制を整えて行っていただきますようお願いします。ま

た、消火栓や防火水槽の除雪は町内の皆さんの協力で行ってくださいということです

けれども、この体制ですね。やはり今は小型の機械もどんどんコマーシャルなどであ

りますので、歩道あたり、やっぱり雪を投げるような小さな機械でこれやっていくの

が当然だと思う。しかしながら、消火栓については場所も狭いしそういうスコップな

どでやるべきだと私は思うんですけれども、この歩道関係の除雪についてこういうチ

ラシが回ってきておりますので、当局に伺っておきます。 

   以上、この点よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   １１ページのふるさと納税でございますが、とりあえず当初５００万が

１，０００万になり、２，０００万になり、今回２，５００万ということですので、

これは歳入に対して半分をお返しするということですから、今回２５０万歳出を準備

をしましたが、これがもし宝くじ当たって１，０００万、２，０００万一遍にいただ

いた場合はどうするのかということになりますと、その時点でやはり５割をお返しす

ると。例えば１，０００万寄附いただいて５００万返さなければならないということ

になれば、時間があれば議会開催いただきますし、そうでなければ、ルールに基づい

ていますので専決で出させていただくと。金額の多寡にかかわらず５割はお返しする。

５割以内ですので、相手が、私は１割でいいですという場合は１割でも可能性として
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はございます。また、そういう事例もございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ７番議員さんにお答えします。 

   電気料の関係でございますが、今回、一般会計合わせますと４１９万２，０００円

程度。それからアットホームを含めますと５３０万の今回補正計上になってございま

す。昨年の料金の改定によるものでございますが、それぞれ職員についてもできるだ

け節減を図りながらやってございますので、そのようなことで補正計上になってござ

います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんの３１ページの有害鳥獣の捕獲の報償の関係でご

ざいますが、これはイノシシの報償ということで、当初２０頭を予定しまして捕獲報

償を支出しておりましたが、現時点で捕獲が３１頭ということで、当初分に不足にな

る部分と、あと、今後４０頭程度捕獲するであろうということで、今回１３２万円ほ

ど補正増した内容でございます。 

   捕獲頭数については今ほどの頭数でございますが、繁殖については多産系でという

ことで、１回当たり五、六頭、それを年２回程度出産するのではないかということで、

いわゆる大玉村にどのぐらいの野生のイノシシがいるかというのは、実数は残念なが

ら把握しておりませんで、年々、近年特に中山間を中心にイノシシの被害が発生して

いるということで、有害鳥獣の捕獲とあわせて電気の木柵による、いわゆる農作物の

未然の防止策ということで対策を進めてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ７番議員さんに、除雪の関係でございます。 

   ３３ページに委託料が計上されてございますが、今回、チラシにつきましては、こ

としの２月の大雪の反省を踏まえまして、やはり村でお願いしている建設業者の機械

だけでは当然掃き切れないということが、もう２月の段階で明らかになったというこ

とで、それでも大玉村については他市町村よりはかなり早い段階で除雪が完了してい

たということでございますので、それに引き続き、ことしも今後の降雪に対応したい

というふうには考えてございますが、やはり細かい部分につきましては、どうしても

手が回らない部分がございます。あと地元のほうでは、私のうちの後ろなんかもそう

なんですが、風が吹くと歩道が吹きだまりになるというようなことで、ある程度その

場所が特定できれば、そういった部分のみでも結構でございますので、協力して除雪

のほうをしていただければと思います。 

   消火栓につきましては、消防団のほうでも対応していただくようにお願いはしてご

ざいますが、なかなか消防団のほうも今大変な状況でございますので、できれば地区

の方に協力していただければ、消火活動等についても円滑にできるのかなというふう

に考えてございますので、ぜひご協力のほう、よろしくお願いしたいと思います。 
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   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） ご答弁ありがとうございます。 

   村長に２つほど伺います。このふるさと納税についてでございます。 

   これ、２，０００円という割合が非常に多いということに、私びっくりしたんです

けれども、ある人に聞くと、２，０００円ずつ毎月やると米買わなくて済むんだとい

うような話も聞いておりますし、やっぱりある程度、その都度補正していくというこ

とは、非常に財政豊かな市町村だったらいいですけれども、私は議員になって今

２３年目ですけれども、当時３０億弱だった。というのは、大体３０億くらいで十二、

三年行って、今これ、原発絡みで今年度は８４億くらいになりますけれども、やっぱ

り財政規模は原発、復興関係戻れば４０億そこそこでこの一般会計済むと思うので、

その辺についての幾らかやっぱり比率というものを考えておく必要が私はあると思う

んですけれども、それについて伺います。 

   あと、除雪ですけれども、二本松の新しい去年あたり決まった市長が、やっぱりこ

としの大雪で東和・岩代等にすごく迷惑をかけたということで小型除雪機を入れたの

が新聞に報道されておりますけれども、そういった考えは、緊急ではありますけれど

も、そういう歩道線も、あと、やっぱり岩代・東和になりますと、自分の木戸道が非

常に長いわけで、そういったものに利用してもらいたいということで５台ほど入れた

そうですけれども、そのような考えを持っているのか、この２点について伺いたいと

思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   ２，０００円については全額返すということで、年１回だけのお試しですので２回

目以降はお断りしているということですので、ただ、これが４割、５割近く占めてい

るということですので、１，０００万いただいても２，０００円分は全額返していま

すので、比率から言えば６割か７割ぐらいお返しすることになってしまいますので、

来年以降、プロジェクトチームのほうには、この２，０００円を、お試し期間は終わ

ったということで引き上げることはできないかという検討を指示をしましたので、こ

の２，０００円はことしだけで終わるかもしれません。これはまだ検討を委ねており

ますので。 

   それから、当初は１，０００万年間行けばいいというふうに思っておりましたが、

うれしい誤算で、最終的には３，０００万近く行くのかなということですが、やはり

歳入の確保がないうちにというものがありますので、その都度補正をさせていただい

て、これを二、三年やると大体どの辺の金額になるかということはわかりますので、

当初予算で、ある程度の金額は計上できるだろうというふうに考えています。 

   それから、小型除雪車、二本松が五十数台実際入れております、歩道を掃くように

ということで。２月の場合も歩道が非常に掃けなくて苦労しましたので、ただ、除雪

車は品薄になってしまいまして、来年の冬に向けて、半年から１年ぐらい前に申し込
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んでおかないと間に合わないのだそうです。今申し込んでもことしの冬には間に合わ

ないということですので、やはり学校とか幼稚園とか、そういうところにも１台ぐら

いずつ配備してもいいのかなというふうに考えていますので、来年の冬に向けて検討

させていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 先ほど来話の出た電気料関係なんですけれども、これ、予算とい

うのはあらかじめ立てるから予算だと。足りなかったら補正するんだと前に聞いたよ

うな記憶があるんですけれども、それにしては、この金額、余りにも違うのかなとい

うのが１点。 

   それからもう一つは、中学校についてだけですけれども、この前私伺ったとき、電

気料がいっぱい食うから今度食わないものを入れるからこのときはかかるんだという

お話でしたので、概略でいいです、何円どうだとか言わないから、その効果はどうな

ったかということと、何でこの３桁にもなる金額に多くなったか。原発動かないから

電気料上がったということはないんだばい。ひとつその点、２点についてお尋ねしま

す。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） まず、最初の中学校の前の質問の、電気料の総体的な予算編成

の考え方になろうかでございます。 

   まず、先ほどの補正については、改定があったことと消費税関係も当然入ってござ

いますが、全体的な予算としては、まず、当初ではいろいろ要望・希望、予算が上が

って、見積もりが上がってございますが、ある程度、どうしても当初については歳入

があっての歳出でございますので、基本的にその支出が多い場合は、ちょっと圧縮を

せざるを得ない部分が当然ございます。それで執行しまして、どうしても足りないと

いう場合には補正という考えでございますので、予算編成の考え方はそういうことで

あるということでご理解いただければと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） １０番議員さんにお答えいたします。 

   中学校の電気料関係であります。 

   ７月にデマンドシステムを導入いたしました。そのときに料金が安くなるというこ

とでありました。 

   デマンドシステムの導入につきましては、基本料金が一度上がった場合には、それ

が夏場の少ししか使わない時期であっても、基本料金が１５０キロワットで請求され

ておりました。それを下げることによって基本料金を下げることができるということ

で、その導入でありました。導入するときには、もう１５５キロワットになっていま

した。それを１３０キロワットに下げていただきました。それはデマンドシステムを

導入するという条件でありました。 

   それの効果につきましては、１カ月当たり２万６，０００円を引き下げることがで
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きるというものであります、それはあくまでも基本料。電気料金は基本料金と使用料

の合計で請求されております。 

   今回、そのデマンドシステムを導入しました結果、現在までで１３０キロに設定い

たしましたので、１３０を超えないために１２５に設定して、そこの近くになればブ

ザーが鳴るということに設定いたしました。ブザーが鳴れば、電気の余分なところを

消して下げると。そのようなことによって、１３０キロを超えない方法をとっており

ます。 

   現在、今までで導入以降、１１７キロが最高の数値になっております。ただ、これ

から冬場を迎えエアコンを使いますので、それをどこまで維持できるかというのもあ

りますので、ただ、学校については、そういうことをやっている。 

   電気料につきまして、対前年比では、４月以降１１月分までで１万２，０００キロ

の使用量が減、ただ電気料につきましては８万５，０００円の増額になっております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） いろいろ努力されているようでありますが、なかなか効果はまだ

出てきていないのかな。 

   今ほど総務部長からもお話しありましたように、一生懸命努力して、削られるもの

は削る、そういう努力をした結果だと。それはそれとして必要なことですけれども、

少なくても電気代にこれだけの金額になるというのは、後で紛らわしくなって、逆に

問題だと思う。やっぱり経常経費というのはそういう意味での経常経費だろうから、

そこら辺はある程度実態に即した上げ方をするべきではないかと。これ、たしか５％

で計算したからか、それだけ消費税というのが大変な重荷になってきているというこ

との中身なのか、その点については。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） １０番議員さんに、再度お答えいたします。 

   今、１０番議員さんおっしゃられたような消費税、これも当然この改定の中には含

まれております。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 大体議案調査で理解しているんですが、２点だけ。３１ページの先

ほども質問ございました大玉村観光物産ＰＲ実行委員会の委託料、これ、浅草につい

ては既に行われて、村長行ってきたようなのでありますが、この感想といいますか、

それを１点伺って、効果ですか、それをどういうふうに認識されておられるか伺いま

す。 

   それから、もう１点、４３ページの三ツ森ため池の負担金、これは復旧が完成した

と伺ったんですが、これまでの工事金額のそれによる負担額の合計、幾らかかったの

か、これだけお示し願います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんに、浅草の物販についてですが、１泊２日で２日間や
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ったうちの、私、１日目の午前中だけ立ち会わせていただいたので、具体的に売り上

げ等がどうのこうのということは把握はしておりませんが、物すごい人です、本当に

お祭り以上の人で。ただし、日本人よりも中国人なり外国人のほうが多いという現実

を見てまいりましたので、重い野菜を持って国に帰るはずもないしということで、抽

せん会がありました。大玉村の抽せん会は米とかの野菜セットですが、抽選に当たっ

ても、いや、いいです、要りませんという方も出られるような状況で、やはり戦略的

に少し考えなければいけないかなというふうには考えましたが、あれだけ多くの方た

ちに安達管内がＰＲできたということは、大きな成果だったというふうに考えており

ます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   三ツ森ため池に関しましては、今年度、県のほうで最終的な予算調整がありまして、

今回、当初１，２２５万７，０００円の事業費でございましたが、１２月補正に

４，０６９万７，０００円補正されまして、今回の予算につきましては５，２９５万

４，０００円に対する３０万９，０００円の負担となります。本宮も負担するような

形、本宮は０．１３８の割合で、それから大玉村が０．８６２で、今回３０万計上し

ております。 

   総体的な事業費につきましては、８億５，８４７万８，０００円ということでござ

います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐々木市夫） ２点ほどお願いします。 

   ３９ページ、１５番の工事請負費、玉井幼稚園防犯灯設置工事費、駐車場が何か暗

くて、先生が帰るころには非常に危険というようなことでの設置らしいですけれども、

いずれにしましても、村内にそういうふうな箇所がこのほかにもあるかもしれません。

そういうふうなチェックは、現場から声が上がらないとチェックできないのか、ある

いはまた、職員が巡回とかしながらチェックしているのか、当初予算も含めて、その

辺のことをお知らせいただきたいと思います。 

   ４３ページ、先ほど来出ましたけれども、こちらは今度プールとテニスコートの関

係の電気料が、かなりまた補正予算組んでおります。芝生を張りかえたから、非常に

今までよりは使う頻度、利用者が多いのかなということも考えられますけれども、主

たる原因等をお知らせいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ６番議員さんにお答えいたします。 

   ３９ページ、幼稚園の防犯灯設置工事であります。 

   先生方が駐車場、幼稚園の南側になる駐車場であります。そこが上り口に鉄塔が建

ててあるものですから、そこに設置できればということで、それを利用しながら設置
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するものであります。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   各施設等の街路灯等については各施設での管理、または不足していれば、そういう

部分について設置するというようなことになりますが、村全体での街路灯、防犯灯関

係につきましては、各地区の要望等をいただきながら、担当のほうで調査をした中で

設置をしていくというようなことで対応をしております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ６番議員さんにお答えいたします。 

   ４３ページ、プール・テニスコート電気料及び水道料の件であります。 

   電気料につきましては、先ほども総務部長等おっしゃったとおりであります。もち

ろん利用者増もありますけれども、電気料の値上がりが最大の原因と考えております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） ２９ページの堆肥センター関連でございますが、施設修繕料という

ことで１６０万、または業務委託料１０４万入っておりますが、堆肥センターについ

ては、かなり老朽化が進んでいるというふうにお聞きしております。あれは、前、大

山堆肥センターというものを引き継ぎながら、新たにまた施設を継ぎ足したという経

過でございまして、築３５年、または２０年というふうに聞いております。 

   そういう中で、この老朽化、今後もかなり進むなというふうに考えておりますが、

ただ、畜産の振興、また、良質米生産という観点からは、なくてはならないのかなと

いうふうに考えは持っておりますが、何せ運営面においては大変なのかなというふう

に考えております。 

   本宮の例を出しますと、かつて畜産農家の民間がやっておった施設をＪＡのほうに

もう全面的にお願いしたという経過は聞いておりますから、今後何らかの施策を考え

ていくべきかな、そういう時期かなというように考えております。ＪＡが受けるか受

けないかはともかくとして、今後検討する余地はあるのかな、または民営化すべきか

なというふうに考えておりますが、その辺の考え方をお尋ねします。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ５番議員さんに、２９ページの堆肥センターのまず修繕料でご

ざいますが、１６０万計上については、攪拌機の駆動軸等の修繕に要する経費という

ことで、攪拌機については平成７年から８年に設置しました機械・装置でございます

が、２年に一度点検を行いまして、修繕が必要な箇所等についてはその都度修繕して

いるということで、その点検の際に、いわゆる部品等が大分経年劣化しているという

関係で、これらの攪拌機の駆動軸の修繕に要する経費でございます。 

   あと、今ほど運営面というお話がありましたが、ご承知のように原発事故の影響に

よりまして、一時期基準値を超えたという部分もございますが、その後、いわゆる原

発事故の影響によって、循環型の農業のいわゆる堆肥の売りさばきという面において
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は、いわゆる以前のような利用がなされていないという現状がございますが、お隣の

本宮市の堆肥センターについては、いわゆる本宮市直轄からＪＡに数年間委託になり

ましたが、その後、ＪＡでも引き受け、このまま継続できないということで、現在は

任意組合で運営しているという状況にあります。 

   これらについては、運営面について現在検討がなされている、いわゆる公設民営化

の部分で、今後各施設の状況等も絡みますが、総合的に検討してまいりたいと思いま

す。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。４番。 

○４番（菊地利勝） １つだけお願いします。４１ページから４３ページにかかると思う

んですけれども、ふるさとホールの管理費の中で、下段の委託料と図書館情報システ

ム・データ整備委託料で補正三角になって、１８番の備品購入関係で出ておりますけ

れども、システム導入とか、あるいは本の整理と伺っておりますけれども、これどの

ように使いやすいとか利用しやすい方向に変えるのか、その内容をちょっとお聞きし

たいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ４番議員さんにお答えいたします。 

   図書館情報システムデータ整備事業業務委託料での５０万円の減額、備品購入費等

に６６万円ということであります。予算の組み替えを行ったところであります。 

   今回導入いたしますものは、学校図書館システムということで、今回、大山公民館

とふるさとホールにパソコン２台とりあえず導入をいたしまして、それのパソコンの

導入とシステムの入力業務の、今回補正であります。来年度につきましては、各学校

にパソコンを入れまして、それを一体として検索できるようにするものであります。 

   今回導入するものは、各学校でＰＯＳシステム、要するにバーコードで管理できる。

各項目ごとに検索できるというような内容のものに構築されるものと思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ４番。 

○４番（菊地利勝） 大体わかりましたけれども、それじゃ、村民が本を借りるとき利用

しやすくすると思うんですけれども、具体的に村内に本何冊あるかとか、あるいはど

ういう本があるかとか、そういうことを借りやすくすると思うんですけれども、具体

的にどういうような方向でやろうとしているか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ４番議員さんにお答えいたします。 

   村民の方が利用される場合は、大山公民館もしくはふるさとホールに行っていただ

いて、そこでパソコンをのぞいて検索という形になるかと思います。それを小学校も

中学校も含め閲覧できるようになるわけです。自分の借りたい分野を検索し、それか

ら必要な本を見ていただくと。それをクリックするような形で申し込みという形をと

るようになるかと思います。本人がふるさとホールでお借りしたいということであれ
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ば、ふるさとホールのほうにその本が届くというような形になるかと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） ３１ページでありますが、農林振興費の中で、イノシシに対する

捕獲ということでちょっとお尋ねしたいんですが、先ほども７番議員が質問いたしま

したが。 

   実はいろいろと先ほどお答えしたようでありますが、頭数とか、しかしどこに生息

しているかとか、例えば必ず生きていく上についてはすまいというんですか、それは

全く移動するのか、それともきちっとした穴とか何かにいて、自分のうちを持って活

動しているのか、それを把握しない限り、これ、全く後追いなんですね。それらも含

めて、どれほどこれに対して認識されているか。要するに、その生息範囲というのは

わかっているのかを、もしわかっていれば、その点も含めてお聞きしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ９番議員さんに、３１ページの関係で、イノシシのいわゆる生

息でございますが、これ、特に近年の山を整備しないという部分にも結びつきますが、

我々が農作物の被害があったということで現地に赴きますと、山岸のいわゆる田・畑

が荒らされていると。近くを見ると、山に入った、そのけもの道ですか、イノシシが

入ったような何かある。見てみると、いわゆる里山が手入れされていない、整備され

ていないという部分で、そういうところに生息している。当然移動の距離も相当ある

そうでございますが、そういういわゆる農地の近隣の山を生息地として、そういうと

ころが整備されない、いわゆる下刈り等もされないので、イノシシ等がすみやすくな

っているというのが現状かと思われます。 

○議長（佐藤 悟） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） 言わんとすることわかるんだけれども、要するに山荒れているの

は今始まったことではないね、当然ながら。しかし、やっぱり住まいといったほうが

はっきりしているんだけれども、必ずこれはそこに定着して子どもを産むのか、ちゃ

んと場所を、生き物というのは自分の安全確保のために必ずしておるのだと私思って

いるんです。そういうことから行けば、やっぱりそういう調査をして、そしてやっぱ

りそういった捕獲を完全にすると。 

   あのイノシシは自由、全く何作物とか選ばないで、がちゃがちゃにしちゃうんです

ね、現実は。そういう中で、これほど今、そういう各地区で、山合いの里が荒らされ

ているのが現状であります。それは一生懸命捕獲してやっている方も、わなかけたり

いろいろやって努力されていることは認めるんですが、ただ、要するに数頭、どれぐ

らいいるかという把握もできない、そういう状況というのはおかしいです。大体でい

いですから、推定ですからね、何でもそうなんですが、そしてどこに棲みやすいねぐ

らを持っているのか、そういうのを、やっぱり今後調査して、即やっぱり頭数を減ら

すということでないと、もちろん来年、当然、これ、また被害こうむるわけですから、

だから今のうちにそういった、こういう携わっている方がおるわけなんで、そういう
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人たちをやっぱりグループを持って、そしてそういうすみかをきちっと把握するとい

うことが、やはり一番解決の原点かなと、こう思っているので、それらも含めて今後

そういう対応をするのかしないのか。予算足りなかったら、また補正を組めばいいわ

けですから、これは。そういうことでひとつお答えを願いたいと存じます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ９番議員さんに、イノシシのいわゆる生息という面で言うと、

大玉村につきましては、いわゆる山林周辺部についてはほとんど生息しております。

南は小姓内から本宮境からずっと矢沢のほうに行って、二本松境まで、周囲それぞれ

山林周辺の農地についてはイノシシの被害の報告がされて、担当のほうで調査をした

ということで、先ほどもお話ししましたが、いわゆる生息地と思われるその近隣の山

林からイノシシが出入りするような道については、駆除隊等々の応援をいただきなが

ら、いわゆるわなを仕掛けたり、そういう捕獲に努めている現状でございますが、な

かなか用心深くて、わなをきょう設置したからあす捕獲されるというものでもござい

ません。 

   そういった中で、今後の対策としましては、そういう捕獲事業とあわせて、いわゆ

る電気柵によって事前に周辺の農地などを囲んで、イノシシが入らないような対策、

これを捕獲とあわせて今後実施してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第９１号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここでお諮りいたします。 

   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） 
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○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   会議時間を延長することにいたします。 

   ここで暫時休議いたします。再開は３時５０分といたします。 

                               （午後３時３９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

 （午後３時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１８、議案第９２号「平成２６年度大玉村国民健康保険特別

会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） これ、きのうからも問題になっておりますけれども、私もなんです

けれども、これ、国民健康保険料最高限度額８１万なんですね。７月から１０万、

１０万と払うわけでございますけれども、この米の下落に対してのそういった減免措

置などはとる必要があると思うんですけれども、当局はどのように思っているかお願

いします。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   国民健康保険税については所得によって軽減措置がございますので、所得が減れば、

それだけ軽減措置は受けられるというようなことにはなると思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１９、議案第９３号「平成２６年度アットホームおおたま特

別会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２０、議案第９４号「平成２６年度大玉村農業集落排水事業

特別会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２１、議案第９５号「平成２６年度大玉村介護保険特別会計

補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２２、議案第９６号「平成２６年度大玉村水道事業会計補正

予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２３、議案第９７号「大玉村教育委員会委員の任命につい

て」を議題といたします。 
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   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 当然、今回のこの教育委員会の今後の国の施策として、教育委員会

の制度を改革するということでございますと、この適用の任期になると、４年という

ことはちょっとならないわけでございますけれども、そのときで、その措置をとると

いうふうに解釈していいんですか。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   教育委員会の制度改革につきましては、施行日が２７年４月１日からになります。

ただ、特例措置というか、経過措置がございまして、現教育長の残任期間までは現行

制度で行ってよいというただし書きがありますので、それが適用になるのかと、そん

なふうに思っております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第９７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２４、今定例会の新規事件であります請願第５号並びに陳情

第７号を一括議題といたします。 

   これより、付託した常任委員会の委員長から審査結果の報告を求めます。 

   総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。２番。 

○総務文教常任委員長（押山義則） 総務文教常任委員会報告書。 

   議長の命によりまして、総務文教常任委員会の審査結果を報告いたします。 

   去る１２月４日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました請願第

５号「集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、立法化しないことを求める意見書

の提出について」及び陳情第７号「国に対し「東日本大震災の被災者に対する援助の

ための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」の有効期限を延長する立法

措置を求める意見書の提出を求める陳情」を審議するため、１２月４日午前１１時
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３０分より大玉村役場第２委員会室において委員全員が出席し、さらに参考意見の聴

取のため、総務部長兼総務課長、福祉環境部長兼健康福祉課長に出席を求め、委員会

を開催いたしました。 

   初めに、請願第５号「集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、立法化しないこ

とを求める意見書の提出について」を慎重審議の上、採決を行った結果、この請願を

継続審査すべきものと決定いたしました。 

   次に、陳情第７号「国に対し「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司

法支援センターの業務の特例に関する法律」の有効期限を延長する立法措置を求める

意見書の提出を求める陳情」について慎重審議した結果、全員一致をもって採択とし、

関係機関に対し意見書を提出することと決定いたしました。 

   以上のとおり、総務文教常任委員会に付託されました請願及び陳情についての審査

結果を報告いたします。 

    平成２６年１２月９日 

                   総務文教常任委員会委員長 押 山 義 則 

   大玉村議会議長 佐 藤   悟 殿 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 総務文教常任委員会委員長の報告が終わりました。 

   委員長に対する質疑を許します。３番。 

○３番（武田悦子） 請願第５号について、継続審査という報告をいただきました。 

   委員会の中で、どのような議論が交わされ継続という経過になったのかお聞かせを

いただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○総務文教常任委員長（押山義則） ３番議員さんにお答えいたします。 

   継続審査とした理由でありますが、この請願、我が国の外交と安保に関するテーマ

であり、国論も賛否両論、意見の分かれているところであります。 

   委員会においても同様、採択、継続審査と意見が分かれたところでありますが、採

決により継続審査となった次第であります。 

   今後、国民の審判である選挙の結果とか国民の評価などを踏まえまして、次期議会

報告前に改めて委員会として慎重審議を図り、報告申し上げる予定であります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   請願第５号「集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、立法化しないことを求め

る意見書の提出について」を採決いたします。 

   本請願に対する委員長の報告は継続審査です。 

   お諮りいたします。 

   本請願について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 
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   よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第７号「国に対し「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援

センターの業務の特例に関する法律」の有効期限を延長する立法措置を求める意見書

の提出を求める陳情」を採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２５、委員会研修報告を行います。 

   総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会及び議会運営委員会の各委員長並びに広

報編集特別委員会委員長より、順に報告を求めます。 

   総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。２番。 

○総務文教常任委員長（押山義則） 大玉村議会総務文教常任委員会視察研修報告書。 

   議長の命によりまして、去る１０月９日、１０日の両日に実施いたしました総務文

教常任委員会の視察研修について報告いたします。 

   前議会において、閉会中の継続審査の申し出をしておりました、地域の歴史文化の

継承・保存に関する取り組みについて、岩手県金ケ崎町を研修地として決定し、全委

員出席のもと、視察研修を実施いたしました。 

   金ケ崎町では、平成２３年度より第９次総合振興計画及び教育振興基本計画のもと、

金ケ崎歴史文化基本構想を策定し、１０カ年計画で金ケ崎町の豊かな歴史文化遺産の

保存並びに活用、また、地域のその歴史や文化の特徴をテーマとした保存はもとより、

歴史文化遺産を住民の財産と位置づけ、地域づくり、活性化、観光に結びつける事業

を推進しており、４年目を迎える今年度は、さらなる充実した事業展開を進めており

ます。 

   金ケ崎町には、旧石器時代から近代までの全国に誇るべき多くの文化遺産が残され

ており、地域住民との連携を図りながら、文化遺産保存整備事業検討委員会を中心と

した地域づくり計画とあわせて、保存、情報発信、観光計画、文化財関連事業の４部

門を、年次別に着実な事業展開を進めているものと感じました。 

   さらに、大玉村とは伝承する文化遺産の質・内容が異なるものの、地域の特質を生

かした文化遺産を継承していくとともに、歴史的価値を認識し、その魅力を発信、ま

た、文化財の時間的空間と物理的空間を結ぶことにより、特徴的なまちづくりに取り

組んでいる姿勢に共感いたしました。 

   また、１１月２１日、研修結果を踏まえ、本村における歴史文化の継承・保存に関

する取り組みをテーマとして、村文化財調査保護審議委員の参加をいただき、教育委

員会生涯学習課との懇談会を実施いたしました。 
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   会議では、大玉村ふるさと文化の振興についてそれぞれの取り組み状況、また、大

玉村歴史文化基本構想策定計画の提示を受け、今後の事業展開、整備に向けて意見の

交換を行いました。 

   今後、「日本で最も美しい村」連合加盟を果たした自治体として、その理念のもと、

着実な地域づくり計画とあわせて、大玉村ふるさと文化の振興を実現されることを願

い、総務文教常任委員会の報告といたします。 

    平成２６年１２月９日 

                   総務文教常任委員会委員長 押 山 義 則 

   大玉村議会議長 佐 藤   悟 殿 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 次に、産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。１０番。 

○産業厚生常任委員長（須藤軍蔵） 去る９月定例会において、閉会中の継続審査の申し

出を行った直売所の運営方法の調査結果についてご報告いたします。 

   現地調査は、平成２６年９月１８日から１９日の日程で、全委員出席のもと、山形

県鶴岡市の株式会社産直あぐりを訪ね、研修を実施いたしました。 

   櫛引観光協会長、産直あぐり代表取締役を兼ねております澤川さんという方より概

要説明をいただきました。 

   産直あぐりは、米の生産調整による稲作収入の減少、あるいは農業従事者等の高齢

化、後継者不足等の諸課題から、国庫の山村振興資金等を農村・漁村特別対策事業等

を活用し、産直あぐり、加工あぐり、レストラン食彩あぐり、ふれあいの広場あぐり、

ジュース・米粉パン加工販売あぐりジャパンと設備を拡大整備をしてきたとのことで

あります。 

   建物については、市所有のため、平成１８年から指定管理者制だったものを、現在

は無償譲渡されているとのことであります。 

   売り上げにつきましては、平成２５年度実績で３億７，０００万、手数料は農産物

が１４％、業者持ち込み、あるいはお土産品については２５％から３０％、品質管理

については、生産者が主体で、役員及び従業員が販売不適と判断したものは返却棚へ

の対処をさせ、クレーム等対応は役員が対応した上で、生産者がわび状と一緒に倍返

しをし、送料の負担をする。また、米は特別栽培のみ。売れ残りについては原則搬入

当日閉店までに引き取り、さらには価格については最低価格を設定し、会員同士の値

下げ競争をなくした。あるいは、毎月の販売状況は、全会員にメールでの周知を行い、

レストランでは地域食材を活用したバイキング料理及び加工によるうどん、アイスク

リーム等の販売。 

   特徴的な活動としては、交流イベント等を開催し、６次化の実践に取り組み、安

全・安心対策として、平成１８年からトレーサビリティシステムの導入を図り、お客

様カードの発行、ホームページ開設等を実施し、グリーンツーリズムによる都市部の

小学校との交流、修学旅行の受け入れなど、売り上げ増に向けた取り組みを実践して

いるとのことでありました。 
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   株式会社産直あぐり設立については、平成２０年５月１日設立、従業員１３名、パ

ート７名、会員数８９名、責任の所在を明確にすることにより、自立性の高い経営体

の進展を図ることを課題として取り組んでいるとのことでありました。 

   現在、３０代の女性が店長であり、女性の会の力がなければ今のあぐりはなかった。

売り上げが出てくると、他のパートをやめて事業専業で農業に取り組むようになって

きてくれているというようなことで、あぐりを中心として専業農家がふえ、あるいは

若い後継者が出てくる。女性が元気であり、会員で８０歳代７名についても、あぐり

があるからリタイアしない。加工施設は設備の更新が早く、なかなか黒字にならない。

レストランについても、弁当、夜の宴会を行わないと赤字になると問題も多々あるが、

本当の自立に向けての取り組みを今後も進めていくとのことでありました。 

   各委員より、我が大玉村についても施設、設備だけではなく、組織を含めた直売所

の積極的整備促進及び専門性の高いスタッフ配置など、十分に体制の強化を図るべき

との意見が出されました。 

   最後に、基幹産業である農業の中心的役割を果たす直売所の必要性、整備方向につ

いての理解を深めたところであります。 

   以上のとおり報告をいたします。 

    平成２６年１２月９日 

                   産業厚生常任委員会委員長 須 藤 軍 蔵 

   大玉村議会議長 佐 藤   悟 殿 

   以上であります。 

○議長（佐藤 悟） 産業厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 

   次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○議会運営委員長（佐々木市夫） 議長の命によりまして、去る１０月１４日に実施いた

しました議会運営委員会調査研修について報告いたします。 

   今回は、平成２４年度に全国町村議会議長会の町村議会特別表彰を受賞した岩手県

西和賀町議会において、議会活性化の取り組みについてをテーマとして、議会基本条

例の策定、定義、政策研究会の取り組み、財政白書づくり、住民の声を聞く会、議会

広報の取り組み、議会日程の事前広報の取り組みについて、西和賀町議会議長、議会

運営副委員長、議会事務局長の出席を得て研修をいたしました。 

   西和賀町は、平成１７年１１月に旧湯田町と旧沢内村が合併して誕生した町であり、

総面積が５９０．７８平方キロメートル、その約８割が山林・原野という町でありま

す。 

   西和賀町議会では、平成２０年５月に議会改革推進委員会を設置し、議員定数削減

の協議を皮切りに、議員定数を１２人に、また、議会基本条例の検討に着手いたしま

した。 

   議会基本条例については、西和賀町まちづくり基本条例の制定にあわせて、平成

２３年１１月より施行されております。また、条例の施行に伴い、西和賀町政策研究

会を開催し、以来、定期的に町政に関する重要課題の協議などを行っております。 
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   西和賀町の目指す議会の姿は、１つ、住民の声に耳を傾ける議会、２つ、切磋琢磨

しつつ緊張感のある町当局との関係の中で、二元代表制の一翼を担う議会、３つ、議

論を通してお互いを高め合う議会に集約されますが、議員間の自主的な研究組織であ

る町政調査会が中心となり、町当局、議会、住民による三者連合で町政に関する勉強

会を行うなど、積極的な議会活動を実践しております。 

   政策研究会は定期的に開催され、町政の各種計画の作成段階から町当局に説明を求

め、議会として政策提言を行っております。 

   政策提言をするに当たっては、町政調査会が主体となり、各行政区や各種団体とも

懇談し、住民の声を聞く会を開催しております。 

   議会の様子は議会だよりでお知らせしていることから、聞く会では、町民からの要

望を聞くことに徹し、町への要望の提出と各団体の回答報告をしているということで

あります。 

   また、町政調査会が中心となり、一般町民の参加を得て財政勉強会を開催し、議員

が主体となって西和賀財政白書を作成いたしました。 

   勉強会の中で、平成９年から平成２２年までの決算を分析し、財政の取り組みやお

金の使い道、町の預金などについて町民とともに学び、町財政への監視機能を高める

など、斬新で積極的な議会活動を実践しております。 

   大玉村とは自然環境の違いや過疎深刻化の問題など、社会的な条件や環境が異なる

点が多々ありますが、西和賀町議会の取り組みは、誰のために議会があるのか、町民

のために議会があるという自治体運営への姿勢に学ぶことが多く、大変有意義な研修

であったことを申し上げ、報告といたします。 

    平成２６年１２月９日 

                 大玉村議会運営委員会委員長 佐 々 木 市 夫 

   大玉村議会議長 佐 藤   悟 殿 

   以上であります。 

○議長（佐藤 悟） 議会運営委員会委員長の報告が終わりました。 

   次に、広報編集特別委員会委員長の報告を求めます。３番。 

○広報編集特別委員長（武田悦子） 議会広報編集特別委員会視察研修報告を申し上げま

す。 

   １１月１２、１３日、山形県北村山郡大石田町にて、議会広報編集全般についてを

研修テーマとし、２６年度の視察研修を行いました。 

   大石田町は、山形県のほぼ中央に位置しており、面積約８０平方キロメートル、人

口約８，０００人と、大玉村と同規模であります。 

   議会は、議員定数１０名、総務文教常任委員会、厚生産経常任委員会、広報常任委

員会、議会運営委員会で構成されています。 

   研修には、副議長、広報常任委員長、副委員長、委員２名、事務局職員が出席し、

説明を受けました。 

   議会だよりは、年間４回、現在１４２号まで発行されており、平成２５年度の議会
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広報全国コンクールにおいて、編集・デザイン部門で奨励賞を受賞した広報紙です。

定例会の前には号外を発行し、定例会の日程や一般質問の内容などを周知していると

のことでもありました。 

   議会広報常任委員は５名で構成され、ページごとに担当する委員を決めて編集作業

を行っており、毎回違うコーナーを担当するようになっているとのことでした。 

   レイアウトには、事務局からもアイデアを出しながら、まず、町民に開いてもらう、

見てもらう、読んでもらうことを念頭に置きながら、特に時間を割いて作成している

とのことでした。 

   町民は、自分が１票入れた議員が何をやってくれているか興味があるとの理由から、

記事の全ての発言には、どの議員の発言かわかるよう名前を入れている。また、各議

員の発言は必ず紙面に載せているとのことでした。また、１ページに最低２枚の写真

を入れることや、担当者の責任において、提出された原稿からどんどん文言を切って

いくなど、読む人が読みやすく、わかりやすくするために気をつけていることなどに

ついて説明をいただきました。 

   大石田町議会では、県や国の議長会で毎年開催されている広報クリニックに必ず参

加しており、紙面についてどんどん指摘していただくことが、よりよい広報をつくる

ために必要であるとの考えと伺いました。 

   今回の研修は、広報を読んでもらえるよう住民の目線で再度見直してみることが必

要であると再確認することができ、目標を持って編集作業に携わることの大切さを感

じた大変有意義なものでありました。 

   今回の研修を今後の広報編集に生かし、村民の方々に親しまれ、読みやすい紙面づ

くり、議会の活動状況を村民に知らせる手段としての広報編集に努めていきたいと思

います。 

   以上、議会広報編集特別委員会の調査報告といたします。 

    平成２６年１２月９日 

                 議会広報編集特別委員会委員長 武 田 悦 子 

   大玉村議会議長 佐 藤   悟 殿 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 以上で、各委員会研修報告が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２６、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

   議会運営委員会委員長から、会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたし

ました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

   議会運営委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

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。 
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   よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程 配付） 

   配付漏れございませんか。（なし） 

   ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議員発議第１１号「国に対し「東日本

大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法

律」の有効期限を延長する立法措置を求める意見書について」、総務文教常任委員会

委員長から、閉会中の継続審査申出が提出されました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第１１号及び総務文教常任委員会委員長からの「閉会中の継続審査申出に

ついて」をそれぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１及び追加日程第２として議題

にしたいと思います。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、議員発議第１１号及び総務文教常任委員会委員長からの「閉会中の継続審査

申出について」、それぞれ順番に日程に追加し、追加日程第１及び追加日程第２とし

て議題とすることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 追加日程第１、議員発議第１１号「国に対し「東日本大震災の被災

者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」の有効期

限を延長する立法措置を求める意見書について」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。２番。 

○２番（押山義則） 議員発議第１１号「国に対し「東日本大震災の被災者に対する援助

のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」の有効期限を延長する立

法措置を求める意見書について」、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出す

るため、別紙意見書案を会議規則第１４条第１項の規定により提出します。 

   平成２６年１２月９日 

    大玉村議会議長 佐藤 悟 殿 

                    提出者 大玉村議会議員 押 山 義 則 

                    賛成者 大玉村議会議員 佐 藤 誠 一 

   提出先 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、復興大臣、法務大臣 

   本意見書（案）でありますが、大変長いもので、要約した内容で説明申し上げます

ので、よろしくお願い申し上げます。 

   本意見書（案）は、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援セ

ンターの業務の特例に関する法律」の有効期限を延長する立法措置を求めるものであ

ります。 

   本意見書（案）において、第１で、復興途上であることの状況、第２に、当該法律
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成立の経緯、第３に、本特例法の有益性、第４に、本特例法に基づく法律相談援助な

どの需要の大きさを説明しており、第５で、本特例法の有効期限の延長の必要性をま

とめております。 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 議員発議第１１号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 次に、追加日程第２、閉会中の継続調査申出についてを議題といた

します。 

   お手元に配付いたしましたとおり、総務文教常任委員会委員長から審査中の事件に

ついて、会議規則第７５条の規定に基づき、お手元に配付いたしました申出書のとお

り、閉会中の継続審査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

   委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすること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、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたし

ました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 以上で、今期定例会に付議されました議案の審査は全部終了いたし

ました。 

   これをもって本日の会議を閉じ、平成２６年第７回大玉村議会定例会を閉会といた

します。ご苦労さまでした。 

（午後４時２８分） 


