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平成２７年第８回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  平成２７年９月９日（水曜日） 

 

 １．忚招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 松 本   昇   ２番 遠 藤 勇 雄   ３番 本 多 保 夫 

    ４番 鈴 木 康 広   ５番 押 山 義 則   ６番 武 田 悦 子 

    ７番 鈴 木 宇 一   ８番 佐々木 市 夫   ９番 佐 原 吉太郎 

   １０番 須 藤 軍 蔵  １１番 菊 地 利 勝  １２番 遠 藤 義 夫 

 ２．不忚招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 鈴 木 幸 一 

住民福祉部長 菊 地 平一郎 産業建設部長 舘 下 憲 一 

教 育 部 長 佐々木 正 信 総 務 課 長 押 山 正 弘 

政策推進課長 中 沢 武 志 税 務 課 長 熊 耳 倉 吉 

住民生活課長 鈴 木 健 一 健康福祉課長 遠 藤 高 志 

再生復興課長 武 田 孝 一 産 業 課 長 菊 地   健 

建 設 課 長 伊 藤 寿 夫 
会計管理者兼 
出 納 室 長 溝 井 久美子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 押 山 美奈子 生涯学習課長 菅 野 昭 裕 

代表監査委員 甲野藤 健 一   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

 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 矢崎由美、渡辺雅彦、佐藤雅俊 
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会 議 の 経 過 

 

○議長（遠藤義夫） おはようございます。ご苦労さまでございます。ただいまの出席議

員は１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） なお、教育総務課長武田幸子君から、家族介護のため欠席する旨の

届け出がありましたので、ご報告申し上げます。 

   本日、傍聴に伊藤善三さんほか２６名の方々がお見えになっておりますので、ご報

告申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、一般質問を行います。 

   ２番遠藤勇雄君より通告ありました「大玉村における農業経営の施策について」ほ

か２件の質問を許します。２番。 

○２番（遠藤勇雄） おはようございます。２番遠藤勇雄です。議長の許可を得ましたの

で、さきに通告してあります件について、これより一般質問を行います。 

   １の大玉村における農業経営の今後の施策についてでありますが、まず昨年度の米

価下落を初め、農業経営はますます厳しい状況下にあります。本村の基幹産業であり

ます農業、特に稲作農業を維持し守っていくことは、美しい自然環境の保全はもとよ

り、多くの役割を担っております。農業を維持し守っていくことが、本村の近々の重

要課題として取り組む必要があるとの認識から質問をいたします。 

   まず、本村の稲作経営に対して、村が単独で実施している具体的施策にはどのよう

なものがあるのか。また、その実績と効果はどうか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   本村の稲作に対する具体的施策、またその実績、効果というご質問でございますが、

具体的な事業施策としましては、水稲振興対策事業としまして低コスト・省力化米づ

くり推進事業がございます。中身としましては、水稲直播栽培の導入促進、これらを

図っていくための面積拡大、機械の導入等に対する助成を行っております。実績でご

ざいますが、２６年度としましては、３人に対しまして５万９，１４０円支出をして

ございます。効果でございますが、直播することによりまして、田植え時の経費、労

力の軽減が図られているというふうに認識をしてございます。 

   もう一つは、水稲共同施設整備利子補給事業でございます。中身につきましては、

水稲共同施設、いわゆるライスセンターの機械の更新や整備事業等に係る経費の利子

補給でございます。利子補給については支払い利子の２分の１、２６年度の実績につ

いては、１団体に対して４万７，９９９円の支出となってございます。効果につきま
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しては、導入資金に対する利子補給、これらを行うことによりまして、団体の経費負

担を抑えてもって水稲の振興対策の一助とするという内容でございます。 

   あとは、質問の冒頭のお話にもございましたが、平成２６年産の米価下落対策の一

環といたしまして、平成２６年産の米価下落対策交付金、この事業を行っております。

中身につきましては、水稲作付面積１０アール当たり２，０００円を助成するという

内容でございまして、２６年度の実績としましてといいましても、２７年の４月以降

に取りまとめて支払いを実施しておりますので、正確には２６年度の繰り越し事業と

いうことになりますが、該当農家６６９件のうち６４９件の申請に対して交付を行い

ました。交付につきましては、金額が１，８２１万２，０００円でございます。効果

につきましては、村単独事業分としては１０アール当たり２，０００円と金額は低い

んでございますが、このほかに国の経営安定所得対策としまして、ナラシ分で４１件、

収入補塡としまして６，３７５万７３１円がございました。また、移行の円滑化対策

ということで、４９５件の申請がありまして、４，０４３万２，９３２円の支払いが

ありました。こういった部分を含めますと、申請割が９７％というふうに高いもので

すから、十分とは言えないかもしれませんけれども、その他に実施した１０アール当

たり２，０００円につきましても、かなりそれなりの効果はあったものというふうに

考えてございます。 

   あと、農業機械等共同利用整備事業がございまして、これに対しましては、農業機

械等の共同利用のための購入費等に対する補助でございます。これも米価下落対策の

一環として実施したものでございまして、事業費の３分の１、上限がございますが、

事業費の３分の１ということで事業を実施しております。平成２６年度の実績でござ

います。これにつきましても、繰り越し事業として実施しておるものでございますが、

事業費の合計、いわゆる設備投資の合計で１億２２２万２，３３９円の事業に対して、

３分の１を補助しました。補助金額としては３，４０７万４，１１３円となってござ

います。取り組み団体につきましては１９団体ございまして、構成人員が延べ６９人

ございます。効果としましては、稲作農家の約１割が構成に加わっております。事業

の申請状況から判断しますと、相当の効果があったんではなかろうかというふうに考

えてございます。 

   そのほかにつきましては、農業後継者育成資金利子補給事業とか水稲防除対策交付

金、水稲防除対策交付金につきましては、平成２７年度から新規事業として実施して

おりまして、いわゆるカメムシの被害軽減ということで、それの防除に対して補助し

ております。今年度、２７年度につきましては、９２０ヘクタールに対しまして

４３８ヘクタールということで、水田の４７．６％が実施している状況でございます。

効果としましては、今のところまだ検査等を実施しておりませんけれども、２５年産

米と２６年産米の状況を見ますと、２６年産米につきましては農協単独で実施してお

りまして、カメムシ被害による斑点米、これの発生によりまして、平成２５年産の一

等米比率が９４．２％だったということに比しまして、２６年産は米価下落というの

はあったんですが、このカメムシ被害による斑点米がある程度抑えられた、気象的な
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こともあるかもしれませんけれども、一等米比率が１．６ポイント上昇したと、

９５．８％だったというようなこともありまして、一定の効果はあるのかなというこ

とで、２７年から新規事業として取り組んでいる状況でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 次に入ります。 

   稲作農業に対する今後の取り組みを、村としてどのように考えているか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   今後の取り組み、どのように考えているかということで、２６年度産の米の価格が

暴落しまして、いろいろ政策したわけですが、今後はやはり村単独で投資するという

ことは財政的にも非常に厳しいということも考えられますので、やはり国の制度等を

うまく利用しながら農業経営を考えていくことが必要ではないかというふうに考えて

おります。 

   経営所得安定対策を利用するには、認定農業者とか集落営農という部分に取り組ま

ないと、この対策に乗れないというようなことがございますので、兼業農家の方はな

かなか難しいという部分が出てくると思いますが、経営として成り立たせるためには、

やはり当座の規模の拡大とか農地の集積とかも必要になってくるということもござい

ますので、そういった地域のリーダーとなる方を中心としたり、そこに今後集積でき

るような方法で、最終的にはご質問のとおり、農業で生活できるような状況に持って

いければというような考えでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 今の回答にございましたが、次の３番ですけれども、本村の農業を

守るためには、担い手の育成、これをしっかりと村として取り組む必要があると思い

ますが、これらの考えを伺います。また、具体的な施策についても伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   担い手の育成ということ、これは本当に非常に大事なことだと思いますが、今のこ

ういった米の価格の現状を見ますと、なかなかそれで生活が本当にできるのかという

ふうな不安があって、その担い手、後継者にはかなり苦慮している部分があると思い

ます。そういった意味におきましても、規模拡大とか専業でやっている農業者の方も

頑張っている方もおります。 

   しかし、村の場合は、見てみますと、大半がまだまだ兼業農家が多いという部分が

ございます。そういったものをどうやっていくのか、例えば、今後退職して１０年ぐ

らいはできるというような方もあろうかと思います。ただし、じゃ、その１０年後は

どうするんだということを考えますと、やはり後継者がいないというようなことにな

る。その繰り返しを何とか避けるためにも、さまざまな国の施策とか、そういったも
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のを利用しながら、担い手の確保ということを進めていかなくちゃならないのかなと

いうふうに考えております。 

   なお、細かい部分については課長のほうに答弁させたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   担い手の育成という部分でございますが、担い手の育成の前に、確保等についても

大切になってくるというふうに考えております。稲作の現状としましては、先ほど部

長も触れたところでございますが、稲作の現状としましては、規模拡大を行いまして

専業等をやっている農業者も大変多くいると思いますけれども、大半の方につきまし

ては、勤めが休みの日にやっている兼業農家がほとんどではなかろうかというふうに

考えております。 

   そういう中で、いろいろ文献なんかを拝借しますと、将来的にはやはり地域の中心

となる経営体、これをつくっていく必要があるんではなかろうかというようなことも

言われております。今すぐに大玉村、そういったことができるかというと、なかなか

いかない現状もあるかと思いますけれども、地域の中心となる経営体をつくれるよう

な方策を講じていく必要があるのではなかろうかと。それをもって持続的な農業、農

村の仕組みづくりとしまして、稲作とか園芸とか、そういった複合経営をできる経営

によりまして、持続できる農業形態が生まれることが必要になのではなかろうかとい

うふうに考えております。 

   村としましては、今後、過日、９月の初めに人・農地プランの説明会を開催させて

いただいたところですけれども、人・農地プランを策定しまして、中身としましては、

今後の中心となる経営体、あとは将来の農業、農地利用のあり方、農地利用に向けて

の農地中間管理機構の活用方針、あとは近い将来の農地の出し手の状況、これらを計

画に盛り込みながら、農業をめぐる状況の変化に忚じました地域の農業の将来展望が

描けるようなものにしたいというふうに考えてございます。 

   いずれにしましても、今の段階では経営所得安定対策の対象事業者となります認定

農業者、これをふやす、改善計画を実現するための具体的な方策、こういったものを

見出しながら、実現できるような環境づくりを進めていくことが必要ではないのかな

というふうに考えてございます。具体的に相談等がなされれば、農業普及所、またＪ

Ａなどと協力をしながら、実現に向けた取り組みを支援していきたいなというふうに

考えてございます。 

   なお、現在、集落営農組織１組織でございますが、法人化の検討を進めている状況

にあります。これがきっかけとなりまして、やる気のある農業者の牽引役となっても

らえればありがたいなというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 次に移ります。 
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   大きな２番、健全財政の維持についてであります。 

   大玉村が合併をしないで自立の道を歩んで１０年が経過いたしました。大玉村が大

玉村として存続していくためには、何といっても健全な財政運営にあると認識してお

ります。この観点から質問をいたします。 

   まず、健全な財政運営を執行するために必要な基本的な考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ２番議員さんにお答えを申し上げます。 

   健全な財政関係でございますが、こういった健全な財政を維持していくためには、

本村の身の丈に合った財政運営に努め、自治体としての経営目標に向かって事務事業

等を進めていくと、そういった必要があると考えております。 

   今後におきましても、一層厳しい財政状況が見込まれる中、村総合振興計画など各

種計画に位置づけた、そういった政策を積極的に推進する必要がございますので、厳

しい財政状況の中で各種住民サービス、こういったものを行いながら、健全で安定し

た村づくりを目指して最小の経費で最大の効果を上げることに留意しなければならな

いというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 次です。 

   平成２６年度決算状況における健全化法に基づく各比率、財政力指数及び経常収支

比率を踏まえての評価を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ２番議員さんにお答えいたします。 

   まず、平成２６年度決算に基づきます健全化判断比率でございますけれども、１つ

目の実質赤字比率並びに連結実質赤字比率、これにつきましては赤字決算ではござい

ませんので、算出数値はございません。２つ目、実質公債費比率につきましては、早

期健全化基準が２５．０％に対しまして７．４％でございます。３つ目の将来負担比

率につきましては、早期健全化比率が３５０．０％に対しまして２２．７％となって

おります。前年度と比べますと、いずれも数値がそれぞれ減尐しておりまして、健全

化が保たれているというふうに判断はしております。 

   次の財政指標となる数値でございますけれども、財政力指数につきましては

０．３４３でございます。また、経常収支比率でございますが、８８．５％となって

おります。財政力指数はほぼ横ばいでございまして、経常収支比率につきましては前

年度比で３．６％増加となっております。この増加の主な要因としましては、まず歳

入面におきまして、国から交付となります普通交付税が減尐しております。さらに、

歳出面におきましては、復興関連職員等の採用によりまして職員人件費等が増加して

おります。さらに、消費税が５％から８％に増税されたことに伴いまして、歳出経費

の増加というふうな現象になっております。 

   これら経常収支比率が１００％に近ければ近いほど、財政の弾力化が失われていく



 

- 31 - 

 

と言われておりますけれども、これにつきましては近隣市町村も同様の傾向を示して

おりまして、地方自治体にとりましては共通の課題であるというふうに認識はしてお

ります。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 次の（３）に移ります。 

   平成２７年度以降で着工または計画されている施設の建設、いわゆる箱物、それか

ら改修などはどのようなものがあるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   平成２７年度以降で着工または計画されている施設ということのご質問でございま

す。いわゆる箱物ということでございます。これについては財政的なものもあります

ので、私のほうから答弁をさせていただきます。 

   まず、今現在工事に入っております屋内運動場について、来年の３月に竣工すると

いうことに計画されております。それから、直売所につきましては、設計を委託した

という状況で、来年の新米のできるころにはオープンを目指したいというふうに考え

ております。それから、箱物とも若干異なりますが、水力発電につきましては、今、

杉田川の上流にある砂防ダム、これはつくったときに小水力発電をつくることも目的

に、そういう設備が設置されておりますので、穴があいていますので、それを使って

小水力発電、売電目的になりますが、これについては今可能性調査を実施している状

況でございます。 

   それから、災害公営住宅、これは村営住宅になります。今県が委託で５９戸建設を

しておりますが、でき上がったところで村が県から買い上げるという予算措置をして

おりますので、これにつきましても現在建設中で、１２月までには全て完成して、

１月には全員が入居できるという状況にございます。これが、いわゆる今現在、

２７年度から２８年度にかけての確定をしている箱物というふうになります。 

   その後、予定として計画されているものにつきましては、可能性としてです、年度

は財源の確保ができた時点で検討し着工しますので、来年、再来年になるか３年後に

なるかは、これから財源の状態になりますが、まずふれあいセンター、南部と山麓部

のふれあいセンターは、議会のほうで議決を陳情に対して採択をしていただいており

ますが、財源の確保が難しいということで、現時点ではそういう要望はございますが、

年度等については確定をしていないと。ただ、住民の要望でございますので、財源等

について確保ができれば将来的にはという状況でございます。 

   それから、幼稚園の３年保育、これにつきましても財源が非常に厳しいということ

で、園舎の増築については尐し今現時点では厳しいということですので、年度を示す

ことができませんが、これは将来的には３年保育を実施しなければならないというふ

うになっておりますので、これについても将来、財源の問題をクリアできればという

ことでやっていきたいというふうに考えています。 
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   それから、子育て支援センターにつきましては、用地の確保ができておりますが、

これは地方創生計画絡みで、尐子化対策で有利な財源があればすぐにでも着工したい

ということですが、今のところ不透明ですので、これも財源の確保が見込まれた時点

で検討するということですので、着工時期については未定ということになります。 

   それから、改修関係、保育所が今満杯になっております。待機児童が出ております、

後で質問が出ていますが。ただ、施設の問題よりは保育所の問題で待機児童が出てい

るわけですが、ただ施設の準備だけはしておきたいということで、今ある包括支援セ

ンター、さくらカフェで使用しておりますが、あそこを保育所の分所として使えない

かということで今検討をしております。これについては早急に検討をして、改修が可

能である、そして分所として利用できるのであれば、待機児童解消の施設面での解消

になるのかなということで、これから検討です、これは。やるということには改修関

係の検討をしたいというふうに考えています。 

   それから、アットホームの改修については、既に庁内、それから諮問機関の中でも

検討を進めておりますが、なかなか鉄筋コンクリートでいじるとお金がかかるという

部分がございますので、これにつきましても検討は進めますが、いつやるかどの程度

やるかについては未定でございます。 

   以上が現時点での２７年度以降で計画されている箱物の状況でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 今の中で、直売所の建設計画で来年の新米の時期まではオープンと

いうお話でございますが、この直売所の建設の大体の金額は幾らぐらいか。それから、

直売所をつくる場合には検討はされているとは思いますが、その収支見通しはどうな

っているのか。それから建物の財源内訳、さらには村として後年度負担、どれぐらい

その建物等を建てた場合の村にどれだけの後年度に負担があるのか、それらもあわせ

てお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。 

   直売所の建設でございますが、現時点でつかんでいる概算経費としては２億前後ぐ

らいというふうに想定しております。２億を尐し出るかもしれませんが、大体その程

度の事業費の中でおさめたいというのが当局の考えであります。 

   その財源内訳でありますが、農水省の補助がございます。その農水省の補助、大変

採択基準が厳しいというふうに聞いておりますが、ぜひこの農水省の補助に手を挙げ

てエントリーをして、その採択をいただければ２分の１の助成が得られるというふう

に思っております。また、復興基金、現在２億ほどありますが、そのうちの１億

７，０００万程度、これについては直売所の建設、そして小水力発電ということで復

興基金を国・県のほうからいただいております。その復興基金を１億程度を活用して

建設していきたいというふうに思っております。 

   来年の秋あるいは冬ごろに物が完成するとすれば、通年ベースで現在の直売所が
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１億でございますので、収支の見通しとしては、いきなり直売所の面積が倍になるか

ら倍になるとは限りませんけれども、当初の目的としては５割増しぐらいの収支にな

れればというふうな目標として頑張っていきたいというふうに思っております。 

   後年度負担としては、補助金あるいは復興基金を使うということになれば、その中

の１５％なりが当然現時点での使用料というふうな形になりますので、その中である

程度は賄えるのではないかと。ただ、これも後段いろいろ話になりますけれども、公

設民営あるいは株式会社、そういう形での組織の運営を検討しておりますので、そう

いう形の中で、３年後あるいは５年後には株式会社として十分成り立つような、その

間に村としての収支見通しをきちんと押さえながら、そういう形で手渡せればいいな

というふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 次に入ります。 

   ちょっと前の質問と関連するところはありますが、質問します。 

   施設建設等に当たって、これらの維持管理経費、それから後年度負担などの財源確

保は十分であるか。また、財政計画を十分に検討して実施すべきと思いますが、どの

ように考えているか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ２番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   現時点におきましては、まず施設の建設規模、運営形態、そういったものが確定し

ておりませんので、どの程度の経費を要するのか判断材料がまずございません。いず

れにしましても、施設管理における経費の大半を占めますのは人件費と電気料という

ふうに認識をしております。 

   人件費につきましては、これは一つの例でございますが、来客数の多い日、尐ない

日、そういった状況に忚じまして出勤のシフトを調整するなど、現在も経費節減に努

めておるところでございます。２点目の電気料関係につきましては、今後も建設しま

す施設、こういったもののＬＥＤの照明の設置でございましたり、現在電気設備につ

きましても省電力化といった設備がございますので、そういったものを採用するなど、

経費の節減にまずは努めてまいりたいというふうに考えております。 

   なお、後年度負担ということでございますけれども、これは財源確保につきまして

は、村長の基本方針にもございます財政の自立、こういったものを進めるため現在取

り組んでおりますが、事務事業の全てにおきまして、国・県はもとより、団体であり

ますとか法人、こういったところの補助金等の掘り起こし、補助金等につきまして財

源の掘り起こしに努めておるところでございます。これらの取り組みによりまして、

新たな発生が見込まれます関係経緯費への予算の配分に努める一方、さらなる節約に

努めてまいりたいというふうに考えております。 

   また、財政計画につきましては、現在見直しに着手をしております。早ければ

２８年度当初予算以降、新たな財政計画に基づいた財政運営に取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 
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   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） それでは、次、３に入ります。 

   ３の人口増加に伴う対忚についてでございます。 

   定住人口増加対策の推進によりまして、本村の人口は増加の傾向にあり、極めて望

ましい状況下にあると考えます。しかしながら、その一方で新たな課題もあり、人口

増加に伴うその対忚が必要であると考えます。この観点から質問をいたします。 

   まず、村内各所に住宅や集合住宅の建設や建設計画がありますが、現時点において

どの程度の世帯数の増加が見込まれるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（伊藤寿夫） ２番議員さんにお答えいたします。 

   村内各所に住宅や集合住宅の建設計画があるが、現時点においてどの程度の世帯数

の増加が見込まれるかとの質問でございますが、まず村内建築確認申請の状況推移で

すが、平成２５年度７３件、平成２６年度６９件、平成２７年９月３日現在でござい

ますが、３５件となっております。近年、年間約７０件程度と推測されます。ほかに

今後といたしまして、村単インフラ整備事業により、三合内地内に９件、台地内４件、

計１３件、あと民間団地造成によりまして、谷地地内、建て売り分譲２３件、仲ノ内

地内、建て売り分譲２６件となっております。こちらのほうは民間の開発事業ですの

で、まだ確定ではございませんが、数字は上がってきております。 

   現時点においてどの程度の世帯数の増加が見込まれるかとのことですが、建築確認

申請で今後約３５件程度、あとインフラ事業関係、開発も含めまして６２件程度、合

計といたしまして９７件、約１００件程度と見込まれております。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 次です。 

   人口増加に今約１００件という回答でございますが、この人口増加に伴いまして、

主な課題はどういうところにあるか、何であるかと考えるか。また、その対忚策をど

のように考えているか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ２番議員さんの質問にお答えいたします。 

   約１００件ということでございますが、増加の程度１００件と見込みまして、それ

から要因、どういった世帯構成等ということでの要因もございますが、いずれにして

も各種インフラ整備、それから公的施設の整備は課題であるというふうに考えており

ます。また、その対策につきまして、増加した人口の年齢構成、その状況によりさま

ざまであると現時点では考えております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ふえた世帯の年齢構成によってという話でございますが、関連しま

す（３）ですが、その中には当然子育て世帯、そういった増も考えられると思います。



 

- 35 - 

 

そこで、村の保育所、幼稚園の入所、入園など、これらについては十分に対忚しなけ

ればならないと考えますが、その対忚について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ２番議員さんの質問にお答えします。 

   私のほうからは村の保育所の関係について答弁させていただきたいと思います。 

   現在、村の保育所の定員については１４０名ですが、現在入所されている方につい

ては１３８名ほどでございます。それで、今後１２月までに９名ほど入所の見込みが

ございます。それでなおかつ、待機児童関係ですが、現在１５名ほどおられます。 

   それで、先ほど村長のほうからもありましたけれども、既存施設で足りない部分に

ついては、緊急にそういう既存施設を利用して対処しながら受け入れ態勢を対策した

い。さらには、現在保育士が大変不足しておりまして、募集等で公募しているわけで

すけれども、近隣町村もやはり同じく保育士が足りていないというようなことで、大

変苦労しているようでございます。そういう関係で、既存施設の検討、さらには既存

の保育所で弾力的に受け入れができれば受け入れたいというような方向で考えており

ますので、よろしくお願いします。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） ２番議員さんにお答えいたします。 

   幼稚園の入所のことでございますが、幼稚園の入園児童数についてでありますが、

村内の幼稚園の定員はいずれも１２０名であります。現在の入園児童数は玉井幼稚園

が１０４名、大山幼稚園が７０名であります。過去５年間の出生数の推移を見ますと、

おおむね横ばいでありますが、今後の住宅戸数の増加によりましては入園児童の増加

が見込まれますが、受け入れ対忚は可能であると考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） それでは、最後の質問になります。 

   この中での転入された方々との地域コミュニティ、それから行政サービスのあり方

についてどのように考えているか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ２番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   転入者につきましては既存の行政区、それから、いわゆる組と言われている既存の

コミュニティに加入していただき、今までいらっしゃった方、もう昔から住民であっ

た方々と同じように活動していただくことが理想であると考えております。 

   行政サービスにつきましても、既に住んでおられる方々へのサービスと同じものを

提供することが理想であるというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 以上で質問を終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、２番遠藤勇雄君の一般質問を打ち切ります。 
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   次に、１０番須藤軍蔵君より通告ありました「通学路の安全確保とスクールバスの

運行について」ほか１件の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １０番須藤軍蔵でございます。議長の許可のもとに、さきに通告

いたしております質問を行います。 

   初めに、通学路の安全確保とスクールバスの運行について伺います。 

   初めに、２つの小学校及び大玉中の通学路について、それぞれの関係者等々におい

て、ここは要注意だというような場所、あるいは改善を要すべき箇所等々についての

話し合いがそういうことが行われたかどうかと、まずそこから、そういうことがある

かどうかお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（伊藤寿夫） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ３校の通学路について、それぞれの関係者等において要注意箇所、改善を要すべき

箇所等について話が出されているかとのご質問でございますが、最初に今年度、平成

２７年２月に建設課により大玉村通学路交通安全プログラムを策定しました。子ども

たちの安全・安心のためを目標とし、大玉村通学路安全推進協議会を設置し、メンバ

ーといたしましては郡山北警察署、玉井、大山各小学校、大玉村住民生活課生活安全

係、大玉村教育委員会、大玉村産業建設部建設課、福島県二本松土木事務所、大玉村

交通教育専門委員２名とし、関係者等において継続的に通学路の安全を確保するため、

学校、教育委員会、警察、道路管理者等が参加する合同点検実施をとり行う予定であ

ります。平成２７年度につきましては、１０月ごろを目安に第１回目の合同点検を実

施いたしまして、年１回こちらのほうは積雪時の危険箇所の把握も必要と考え、夏と

冬交互に行う予定であります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれそうしたそうそうたるメンバーで、この安全の対策はし

ているというお話であります。その割には１０月だ、２月に始まって１０月だなどと

いうのは、それに交互にでなくて、やはりそれは始まりとか新学期前とか、あるいは

積雪、そういう取り組みが、それだけのメンバーを集めているんですから、ひとつそ

ういう点は特にやっていただきたいと思います。 

   次に、そうした中で、そういうお話はあったけれども、そういう中において個々に

特別要望がなされたようなことがあるか。そしてまたあるとすれば、それらに対する、

それは話は聞いたと、わかったと。そうしたら、何もやらなかったのか改善したのか

どうか、そこら辺のことをお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（伊藤寿夫） １０番議員さんにお答えいたします。 

   個々別々に要望等がなされた経緯はありますか。あればその後の対忚はとのご質問

でありますが、平成２０年２月に谷地・戸ノ内線道路整備に関する請願書が大山

１２区、１３区長により下校時の児童の安全確保として提出があり、その後の対忚と
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いたしましては、交付金事業といたしまして、今年度用地買収、平成２９年度改良工

事完了に向けて推進しているところであります。 

   平成２７年２月に要望書といたしまして、大玉４、８、９、１０、１３、１４区長

により提出がありました４路線のうち、特に通学路等に位置する的場三合内線につい

ては、今年度一部測量を発注しております。 

   今後についても、台六社山線について同じく通学路の安全確保上から財源を確保す

るなど、創意工夫により早急な道路整備を努力、検討していきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ取り組みがなされているようでありますが、引き続き見

過ごすことのないようにしっかりした対忚を求めるものであります。 

   今後の数年間にわたる、先ほども若干話が出ましたが、児童・生徒数の推移、これ

はどのようなふうな状況になっておるかお尋ねいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） １０番議員さんにお答えいたします。 

   今後の児童推移でございますが、児童数の増減でございますが、大山地区ではデー

タをとりましたところ、約５カ年平均で１．１４倍の増減率になります。人数にしま

すと、幼稚園児を対象とした人数なんですが、３名から４名、年間ふえていくという

過去のデータがございます。玉井地区ですと１．０１倍ということで、人数にします

と１人からないしは２人ということで増加が見込まれるというふうに村は見ておりま

す。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今そういうようなお話でありまして、そう極端な増減には結びつ

かないのかなとは思いますが、そういう状況のもとで、さらには昨今の社会情勢等々

を含めてスクールバス、いろいろと利用をして登下校ということに結びついているわ

けでありますが、そうしたスクールバスの人的要員なり、さまざまな縛りもあるよう

でありますけれども、このスクールバスを利用するに当たっての距離ですか、ここか

らここまでという一つの決めがあるようでありますが、そういうものの弾力的な運用

等々の検討は、今後なされる余裕はあるかどうかお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） １０番議員さんにお答えいたします。 

   スクールバスの件でございますが、今後の児童・生徒数の推移でありますが、先ほ

ど申しましたとおり、出生数はほぼ横ばいもしくは微増でございます。今後、村内の

住宅戸数の増加による転入者の増加も見込まれます。 

   義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第４条では、小学校の

通学距離がおおむね４キロ以内が適正であると定められております。一般的には、こ

れを超える場合はスクールバスを適用するものと理解しております。しかし、大玉村
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では、スクールバス運行規程の利用基準は小学生がおおむね３キロ以上の通学距離と

しておりますことから、今後についても、基本的にはおおむね３キロ以上の基準で運

営していくという考えであります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   次に、直売所建設に向けての幾つかの点についてお伺いをいたします。 

   先ほど来、それぞれお話もありましたけれども、この直売所建設に向けて、去る

７月３１日に、さまざまな団体等で構成されておりますあだたらの里直売所建設協議

会というので、先進地の視察、研修が行われました。 

   そこは茨城県のつくば市のみずほ直売所というところで、平成２年に立ち上げて、

昨年の販売は６億２，０００万だというようなところであります。また、一昨年は直

売所甲子園というのが行われた中で、そこのみずほというところが優勝したというよ

うなお話もありました。 

   あだたらの里直売所と比べて、立地条件、交流人口等々、多くの面で違うところが

あるわけなので、一概にどうこう言うことは到底できないわけでありますけれども、

その中でも、率直に言ってそういう中身を感じ取られた点ということについてお尋ね

をすると同時に、大玉村の今の会員の皆さんとどこか違うなというような点があれば、

この２点についてお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） １０番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   つくばのみずほとどういった違いがあるか、その中で率直に感じた点という質問で

ございますが、最初、私がイメージしていたのは道の駅みたいな立派な建物かなとい

うふうに考えておったわけですけれども、施設について感じた点につきましては近代

的な建物ではなかったと。いわゆる一昔前の民家というような感じよりは農作業小屋

のような感じで、床は土間で、売っているものの陳列は自作の棚で、それに併設した

形でビニールハウス等がありまして、観葉植物とか苗木とか野菜の苗、こういった展

示販売スペース兼、何ていうか、栽培といいますか、そういうスペースがありまして、

全くイメージしていた直売所とは違っていたと。 

   あとは空調設備がなかったと。これについては湿度が若干あるように感じましたが、

床が土間で入り口や窓をあけているせいか、外の気温と比較すればちょっと暑い感じ

はしましたが、それほどではなかったと。あと空調設備、これはどうして入れないん

ですかというような質問をいたしましたところ、「夏の野菜は暑いところで育ってい

るんだから、そういう寒いのはいらないんだ」とそういったことも聞きまして、ああ

なるほどなというのも感じたところでございます。 

   また、この建物のつくり、今申し上げましたけれども、あとは外、土間とか陳列の

高さ、あと陳列の場所、観葉植物とか花木とか野菜の苗、こういったものは扉を閉め

ると、そのままビニールハウスになってしまうというような点が見られまして、全く
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合理的につくられている建物だなというふうな感じを受けました。 

   また、みずほのコンセプト、いろいろお聞きしてきたんですけれども、基本的には

やはり会社でやっているということで、生産者に対しましては農家の生活が豊かにな

ればいいんだというのが一つ、あとは生産者の立場に立つというのが一つ。生産者の

立場に立つという部分では、安売りの産直では行き詰まってしまうと、結果的に農家

の生活が苦しくなるので、基本的には原価計算に基づく価格の設定、これによって生

産者に利益が出るようにしなければならないというような考え方でございます。あと、

農作物は高い安いはないんだと。中身が違うので、自分が値段をつけられるようにす

るというのが生産者に対しての考え方でございました。 

   あと、消費者に対しましては、農業を理解したとき買ってくれればいいと。安い高

いではなくて、高いものにはそれなりのコストがかかっているし、いいものができて

いるというような考え方みたいでございます。 

   あと、経営コンセプトに関しましても、生産者が責任と自信を持った良質のもの、

こういったものを原価計算に基づいた価格で販売すると。いいと思った人にだけ買っ

てもらえばいいんだというような考え方でございました。こういった部分がなるほど

な、うちのほうでやっているところと違うんだなというふうに感じたところでござい

ますけれども、直売所会員の違う点、どう見たかというような質問でございます。 

   あだたらの里直売所の設置目的に関しましては、本村農産物のＰＲ、地産地消、あ

とは耕作放棄地の解消と高齢者の生きがい対策と、加えて観光等のＰＲ、いわゆる人

が集まってくれば情報発信もできるというような設置目的でございます。 

   今の現状、あだたらの里直売所の現状につきましては、設置目的の中でも生きがい

対策、これに類する性格が大変強いのではなかろうかというふうに考えてございます。

つくれるものをつくって、出せば売れると。そのために商品がだぶついて、夏場です

と、どこでもここでもつくっているような、生産のピーク時には同じものが山盛りの

状態になると。それでもある程度ははけてしまうという実態もございます。 

   一方、みずほの村市場では販売計画、これを立てまして、生産者には生産計画を出

させまして、作物の調整、あと出荷期間、こういったものを決めまして、計画にない

もの、例えば季節的に栽培してないんだろうと思いますが、言われていたのは桃とか、

そういったものについては他県から仕入れるなどをして、いわゆる店舗の品数を確保

していると、そういった対忚もしているというふうに言われておりました。これにつ

きましては、だぶつきによる生産過剰イコール売れないものをつくらないという経営

方針によるものと思っております。 

   あだたらの里直売所は高齢者の生きがい対策、収入補塡ともいいますか、生きがい

対策としてその目的をやっているわけでございますけれども、みずほの村市場では、

農業者が１次産業として成り立ってこそ１次産業という目的だと。今の１次産業は産

業ではないよというようなお話がございました。そもそも、その設置目的に違いがあ

るのではなかろうかというふうに考えております。 

   利益追求用の民間が設置したものと、公共の福祉を目的とする行政が設置したもの
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では、おのずと目標を置く場所が違うのはいたし方ないのかなというふうに感じた部

分でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 大変懇切丁寧にお話しいただきまして、質問するのに大変に役立

ったな。つまり、あらかたそういうことがあるんだということを前提に言ってほしい

んだという話になるわけで、大変よかったなと思いますが、今言われたように、大玉

村の直売所そもそもの成り立ちからいうと、そういう傾向が多いわけであります。長

い間のいわゆる店頭での取り組みなり、あるいはその後の自分の家で食べて余ったも

のを直売所だということでの生きがい対策という点での感覚が多い、そういう側面を

持った直売所であることは事実でありまして、それも大事な側面であります。 

   そういう中で、この安達の国道４号線の上下のいわゆる道の駅がいよいよ営業を充

実させている、あるいはＪＡみちのく安達でこの杉田のこらんしょ、これも具体的に

拡大が進められる。こういう中にあってのあだたらの直売所の、じゃ、これから今お

話あったようなものをつくっていくということになると、それでは我々のところの直

売所の立ち位置はどうするんだということを明らかにする必要があるであろうという

ふうに思っております。 

   今年の３月末に議会の産業厚生常任委員会のメンバーと直売所の会員さんとの懇談

会というのも持ちまして、多くの皆さんにもお集まりをいただいてご意見をいただき

ましたが、率直に言って、方向性が同じほうを向いているかというと、なかなかそう

ではなかったなと率直に思っておりますし、今後そういう意味で、じゃ今度新しい直

売所を、今、先ほどお話あったように、大きなお金をかけてやる場合、じゃどういう

方向でやるんだということは極めて私は大事だというふうに思います。 

   先ほどは新米ができるころまでにというお話がありましたが、いろいろ考えると、

年度末ぎりぎりくらいまでになんていうふうに私なりには判断しているんですけれど

も、希望的観測は新米ができるころが一番いいんでしょうけれども、いずれにしても

そういうふうに時期を見ているとすれば、もはや直売所づくりに対してのさまざまな、

いろんなお話あるんです。傍観的な、ああそうだね、こうだとか、あるいは評論家み

たいないっぱい話はあるんですけれども、もはやここに至っては、これは方向づけも

リスクも共有するというか、一緒に責任を負うというような形の中での進め方に、き

っちりやっぱり本気になってかからないと大変なことになるんではないかなというふ

うに思っております。 

   先ほど来もお話ありました、そのいわゆるコンセプトといいますか概念、ここの直

売所の売りはこうだと、先ほどお話あったみずほというところは、生産者の立場と消

費者ニーズを求めているというのが、一つのそういうセッティングの場所なんですよ

というような取り組みなんですけれども、それではこの大玉での直売所については、

どういう性格づけにするんだということが大事であろうと。そのことによって、生産

者とお客さんをどう結ぶかというものの状況が生まれてくるんであろうというふうに
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思いますので、そのことについてどのように今の時点で構想されているかお尋ねをい

たします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   後で具体的な目標、どういうものを目標として設置するのかということについては

担当課長のほうから答弁させますが、まずこの直売所、先ほど言われたように、安達

の道の駅上下線にできておりまして、そこにも直売所があると。それから、ベレッシ

ュが去年の新聞報道によりますと、本宮地区にも支店を出したいというような報道も

ございました。それから、ＪＡみちのく安達が合併前に今の宮脇書店のところかな、

あそこに大規模な直売所をつくりたいということですので、非常に直売所は過当競争

になってくると。 

   ですから、今度計画した時点ではそこまでは、そういう施設ができるということは

見越して大きくしたわけではありませんが、結果的には対忚できるような状態になっ

たと。競争に耐え得るような直売所でなければ、財政が逆にマイナスになってくると、

支出がふえてくるというような状況になりかねませんので、考え方としてはやはり大

玉村の農家、米作一辺倒から米作化の切りかえ、ハウス補助等も行っておりますので、

その野菜とそれから米もブランド化、そういうものの出口を確保するということで、

村内から金を出さないということがまず一つのコンセプト。財政的自立、これは外に

どんどん金が出ないような、直売所で買い物をしていただくと。そして、直売所に外

から来ていただいて金を落としていただくと。 

   そして、転換をした系統出荷のほかにきちっと出せる施設を確保するということで

すから、村として農家として稼げる施設というものを一つの考え方、それから農家の

自立の一助となる施設、それから当然当初目的の生きがい対策としての施設という、

この３つの考えのもとに進んでまいりたいというふうに考えております。 

   個々具体的な目標については担当課長のほうから答弁させます。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） １０番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   つくる直売所、あだたらの里直売所の目標でございますけれども、先ほどの答弁の

中でも申し上げましたとおり、当初の設置目的どおり、本村農産物のＰＲ、地産地消、

あとは耕作放棄地の解消、高齢者の生きがい対策、あとは観光等の情報発信ＰＲとい

うことで目的としてやっていきたいというふうに考えてございますし、現在の会員数

が２２５名くらいいらっしゃいます。そのうち毎月の売り上げ状況を見ますと、出荷

者が１４０から１５０名程度で、約６割強の会員しか現実的には利用していないとい

う現実を踏まえまして、直売所を拡幅したいという考えでございます。 

   まず、会員の皆さんには、これからやっていただきたいという部分に関しましては、

直売所の質問に関しましては、これまでも何度となく議会において質問されたかと思

いますけれども、販売年間計画をつくりまして、会員に生産、出荷計画をつくらせま

して需要と供給のバランスを図り、だぶつきなんかで無駄な部分を省いていきたいと
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いう部分が一つでございます。 

   あと、やはりそこで売るということでございますので、品質管理、あとは栽培履歴、

使用農薬の管理、これらを徹底して安全を確保していければというふうに考えてござ

います。 

   また、生活できる農業、これを育てると。幾らかでも足しになればという部分で今

までやってきています。それも一つの楽しみであります。生きがい対策としては重要

だというふうにも考えていますけれども、現実的に１００万の大台を販売額として確

保している方もいらっしゃいます。そういった部分では、十分にうまく使えば、そう

いったこともできるのかなという部分も考えてございますので、生活できる農業、農

業だけで、ここだけで営むというのは、ちょっとなかなか難しい部分もあるかもしれ

ませんけれども、そういった部分も総合的に考えた中での生活できる農業を育てると。 

   あともう一つは、新鮮で安くて安心な農作物の出荷に努めてまいると。 

   あとはもう一つは、これらを管理、運営する専任の指導者といいますか専任店長の

設置、こういった部分も考えてございます。 

   いずれにしましても、会員みんなが自分の直売所だという認識のもと、お客様を大

切に、自分の出すものに自信を持って提供できるような直売所にしていきたいという

ふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ具体的な方法についてお答えいただきましてありがとう

ございます。 

   いずれにしても、そうした考え方が会員さんの目標方向について、現時点において

は率直に言ってばらばらですね。私の口から言うのもいろいろあれなので言われませ

んけれども、とにかくばらばらですね。ここはやっぱりきちっとどういう、今言った

ような方向でどうするんだということの考え方というのを、会員さんの方向性をやっ

ぱりみんな同じ方向にということの、特段の今の時点での、自分の直売所だという今

お話あったようなことについての、行政でやるんならきっちりとそのことをやって進

むように、特に要望をお願い申し上げたいと思います。 

   次に、今の、先ほどお話ありました、一つの柱としては観光だというものの発信の

場にもしたいというお話ありますが、その観光のかかわりについてお尋ねをいたしま

す。 

   今、産業課商工観光係ですか、ここでこの大玉村の観光についてのアンケートご協

力のお願いというのがございますね。これはいつからいつまでとは書いてはいないん

ですけれども、今なされていると思いますけれども、幾つかの、これは全部で８問で

すか、いろいろ「大玉村に何人で来られましたか」とか、あるいは「村に来られた目

的はどうですか」とか、あるいは「村の施設をお使いになっての満足度はどうです

か」とか、いろいろありますけれども、あとはあれですか、「どちらからおいでです

か」とかといろいろ８つありますけれども、その中の幾つかでいいですから、今の時
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点で特徴的なものなりがあればお知らせをいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） １０番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   本調査につきましては、平成２６年度の繰り越し事業としまして、地域住民生活等

緊急支援交付金、これを財源としまして、大玉村観光振興計画を作成するためのアン

ケートということで実施しております。期間につきましては、８月１７日にそれぞれ

の施設にお配りをしてお願いをしておりまして、１２月末まで実施する予定でござい

ます。これを集計、分析し、計画に反映させたいというふうに考えてございます。ま

た、アンケートを依頼した施設につきましては、アットホームおおたま、金泉閣、フ

ォレストパーク、直売所、いわゆる村の中における観光宿泊施設という、あとはお客

さんが比較的出入りをする場所ということで４カ所に依頼をしてございます。 

   あとは、その中身がどういう内容だったかというような質問でございますが、現在

アンケート回収して間もないために６枚の回収にしか至っておりません。各個人宅に

郵送とかしまして何日までに提出してくださいということになれば、ある程度回収も

見込めると思うんですが、そこの施設を利用した方が自主的に答えるという方法をと

っているものですから６枚程度の回収となってございます。 

   来村の理由としましては買い物、温泉入浴、あと意見としましては、これはアンケ

ートに書いてあったものをそのまま読ませていただきますと、アットホームの感じと

しては満足、やや満足が１つくらいずつでした。あと、あだたらの里直売所の感じに

ついては、お一人だけ答えているんですが、満足と。あと、スポーツレジャー施設に

ついては、お二人の方が回答しているんですが、やや満足と。その他の商業施設は不

満といった内容でございました。 

   自由に記入する部分がありまして、その中で、これは本宮市から来られた親子の方

が記入されたものなんですが、ＰＬＡＮＴ－５につきまして、本宮には大きくて１カ

所で品物がそろわないところがないという考えのもとに、いろいろな品物がそろって

いて超楽だね。あと、アットホームにつきましては、シャワーの出る時間が短くなっ

た、前はもうちょっと長かった。あと、ボディーシャンプーのにおいがちょっときつ

い、こういった内容でございました。 

   アンケートにつきましては始まったばかりですので、今後秋を迎えまして、施設利

用者等による来村者もふえることと思われますので、本来の目的である観光資源の現

状、これをほかの目から見た状態で状況分析し、観光施設につながるような結果が出

ることを期待しているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） アンケートはいっぱい来ているのかなと、あるのかなという期待

でお尋ねしましたが、６枚をどうだこうだということはちょっと差し控えますが、い

ずれにしても、たくさん意見をいただくことによって改善点なり、ああそうかなとい

うことができるのかなというふうに思いますので、今後に期待をしたいと思います。 
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   いずれにしても、観光のかかわりでこの項目の最後でありますが、昨年、「日本で

最も美しい村」連合への加盟がなされて、また、この６月には北海道の美瑛町での世

界大会というところにも村も参加されました。さらには、今月の３日には我が村とゆ

かりのペルー国、マチュピチュとの友好都市締結に向けた記者会見というのも行われ

ました。いずれもこれは野内家のご協力はもちろんのこと、平成２４年に村長の信書

を携えて訪問された皆さん方の今日までのそうした努力がここに実を結んだのかなと

大いに敬意を表するものでありますが、これは大きくこの大玉村の内外に発信をした

わけですね、美しい村、それから世界遺産のマチュピチュとの関係。今後、産業、観

光はもちろん、村ごと交流、そういう意味でのさまざまな交流が広がるものと期待さ

れるところでありまして、村民のそれぞれの皆さんもそれぞれの立場でやっぱり大い

に積極的に受けとめて、それなりの立場でかかわりを持っていくということが、さら

に持続的に発展につながるのかなというふうに思うところであります。 

   あわせて、ここまで大玉村をぶち上げたわけですから、これは後戻りはできないん

ですね。そういう意味で、私は村長に特に申し上げますが、とりわけ水資源の問題と

畜産をめぐる対策、これをなおざりにしたままで美しい村はあり得ないと何回も言っ

ているけれども、これは今度そのままいくとすれば、見るべき改善が図られないとす

れば、この次の美しい村は私はないと思いますね。ここは住民もそうだと思うし、そ

れはそのままでいかないなというふうに、私はここまでこの世界の大玉村になってか

らは、それは認められないと思いますね。 

   そういう意味で、しっかりと地に足をつけた、そういう裏づけをもって、さらなる

この村を大いに宣伝なりアピールをしていただきたいということで、村長のその決意、

対忚を伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   今１０番議員さんが言われたとおり、大玉村の水資源、これは非常に地域資源とし

て貴重なものでございます。その水力発電も、その貴重な水資源を生かしてエネルギ

ーに転換をして村の収入を確保したいということで、事業計画を今進めております。

それから、田んぼに入る水、おいしい米もこの清廉な水があってのことですので、そ

の水を守る安達太良の高原、上部の自然保護、これは当然のこととして守っていかな

ければならないというふうに考えております。 

   水の関係につきましては、全国の水資源の保全についての機構にも加盟をさせてい

ただいていますし、水保全に対するものについては、やはり今まで以上に強力に進め

ていきたいというふうに考えています。大玉村の資源の中心であり、景観を形成して

いるのも、やはり基本的には水というものが非常に大切だというふうに考えておりま

す。 

   それから、畜産公害につきましては、今現時点でできる範囲内での対策は講じてお

ります。これは条例等で規定しますと、既存の村民がやっている畜産業にまでやはり

強い規制が及ぶということで、この兼ね合いが非常に難しい部分はございますが、こ
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れからやはり継続して、個別の名称は差し控えますが、その畜産公害が問題になって

いる畜産業者２業者については指導なり年間を通してお願いをしてやって、対策を講

じていきたいというふうに考えております。 

   これは都会から大玉の自然がいい、環境がいいということでわざわざ移り住んでい

ただいた方の話も何人かお聞きしております。いいと思って来たら大変なにおいだと

いうようなこともございますので、その辺のＩターンとか外部から人に来ていただく

ためにも、やはり改善しなきゃいけないというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 以上で終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、１０番須藤軍蔵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。再開は午前１１時３５分といたします。 

（午前１１時１９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ６番武田悦子君より通告ありました「保育所待機児童の解消と幼稚

園３年保育について」ほか２件の質問を許します。６番。 

○６番（武田悦子） ６番武田悦子です。議長の許可をいただきましたので、さきに通告

いたしました３件について、平成２７年９月議会一般質問を行います。 

   最初の質問です。 

   保育所待機児童の解消問題と幼稚園３年保育について伺います。 

   この問題については、私も含めて３名の方が今定例会の一般質問で取り上げており

ます。私は８月の選挙の際も、この問題を緊急の課題として訴えてきました。大玉村

のこれまでの村政においても、重要な政策の柱として取り組まれてきたと思いますし、

ある意味、村議選においても一つの争点になったのではないかと思います。そこで、

最新の数字として、保育所の待機児童について、先ほど１５名というお話がございま

したが、年齢別にはどのようになっているのかお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） それでは、６番議員さんの質問に対してお答えします。 

   ９月１日現在の数字で、先ほど待機児童の数１５名というようなことで申しました。

その内訳関係ですが、ゼロ歳児クラスが８名でございます。あと１歳児クラスが２人、

あと２歳児クラスが４人、３歳児クラスが１人となっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   それぞれの年齢別の人数をお答えいただきました。そこで、この待機児童について、
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対策をどのように進めていくのかについて伺います。 

   保育所が間に合わないほど子どもがいる、このことは大変喜ばしいことでもありま

す。まさに地方創生戦略のかなめのモデルだと思いますが、本村の場合、子育て支援

の充実が保育所待機児童の発生という問題を引き起こしているのではないかとも思い

ます。若い方々にとっては、大玉村なら大丈夫だと思って転入を決めたり、あるいは

もう一人子どもをもうけようということにつながっているのだとも思います。 

   このように考えた場合、その若い方々の大玉村に対する期待には、何をおいても忚

えていくというのが村の大きな責務ではないでしょうか。大玉村に住んでください、

子育ては日本一を目指しています。しかし、保育所は満杯です。これでは若い方々の

期待を裏切ることになるばかりか、子育て支援は看板だけと言われかねません。そう

いう意味でも、保育所の待機を解消することは喫緊の課題だと考えるわけですが、村

長の認識を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   大変喫緊の課題として、１５人という待機児童がふえていると。これは大玉村に限

らず全国的な状況と、都市部では何百人という方が待機児童で入れないでいると。幸

い大玉村は待機児童を出さないで、その都度増設をして対忚してまいりました。 

   ですから、今いる１５人を今の保育所に施設として受け入れることは可能なんです

ね。ですから、そして先ほど言いましたように、今の包括支援センターの１部屋を使

って、３歳児なり、何歳児にするかはこれからですが、対忚することは施設としては

可能でございます。ですから、施設の増設については当面必要ないんですが、保育士

が見つからないと。これは本宮、二本松、この管内で引っ張り合いをしているという

状況でございます。条件をよくして、また条件をよくして、また条件をよくしてと。

ですから、これを解消するためには保育士の確保以外に方法はないということですの

で、来年の４月からは条件をよくしたいというふうに考えています。 

   ただし、競争になってまいりますので、どこまでやっていくかということが非常に

難しいことと、保育士は役場職員ですので、例えば３名ふやせば、役場の中の職員が

今不足しております。非常にきゅうきゅうとした仕事をやっています。行政サービス

がやはり低下すると。痛しかゆし、保育士を正規の職員にすれば役場職員が採用でき

ないという、大変つらい部分がございますので、今保育士はほとんど契約で保育士を

やっていただいておると。大変身分の不安定な中でやっていただいているので、これ

は来年の４月から条件を尐しよくしたいというふうに考えています。 

   ただ、喫緊の課題としては、やはり今現在いる待機児童をどうするかということで

ございます。ゼロ歳児が８人います。これは３人に１人の保育士が必要になってきま

す。ですから、これをどうするかということです。一番やっていただきたいのは、企

業の育児休暇が１年もしくは２年、法律的に定められておりますので、できればゼロ

歳児については育児休暇をとっていただいて、そして親元で育てるということが法律

的にも可能になっております。ただ、この地域の企業、中小企業で１年間、２年間育
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児休業をとるということが現実的に難しい部分もあるというのもありますので、なか

なか難しいものだなというふうに考えています。 

   それ以外については、例えばゼロ歳児が４月１日にゼロ歳で入って、１カ月後に

１歳になっても、それは４月１日基準で、ずっと３人に保育士１人のゼロ歳児扱いで

今現実やっています。これを１歳になったら親の了解を得て、１歳のクラスに入って

いただくと。２歳になったら２歳のほうに入っていただくということは、年度途中で

クラスがえになります。小さな子どもにとってはかなり負担になります。ただ、解消

するためには、これもやむを得ないのかなと。親御さんの理解を得ながら、そうやっ

ていくと。 

   それから、後で別な議員さんの質問の中で答弁があろうと思いますが、やはり入所

条件の厳格化、大玉村は子育て支援の村だということで、かなり緩やかな基準で保育

に欠ける子どもを預かってきています。保育に欠けるというのは法律用語で、自宅で

は子どもを、そういうふうに勤務の関係等で自宅で育てることができないので、保育

所に預けないと勤めに出られないというような場合を保育に欠けるという言い方をし

ますが、保育に欠ける条件としてはもう尐し厳格に対忚をすれば、ある程度解消に結

びついていくと。ただ、今まで預かってくれたのに、今度からだめになったというこ

とが現実に起こりますので、これも来年からはそういうふうにしたいと、覚悟を持っ

てやるしかないという部分もございます。あとは保育所を探すと。 

   議員の皆様、あと傍聴におられる皆さんも、ここにそういう問題があるということ

を認識をいただいて、６０でも６５歳でも結構ですので、保育士の資格のある方をぜ

ひ郡山、福島でも通勤圏内ですので、１人でも２人でも紹介をいただいて、まず保育

士の確保にご協力いただければというふうに考えております。 

   これは本当に子育て支援は大玉村の柱となる政策ですので、できるだけ早く解決を

したいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   それぞれ待機解消についてお話をいただきました。そこで、保育士の確保、今も村

長からのお話にありましたが、大変難しい状況だという話ありました。大変難しい課

題でありますし、緊急の課題でもあります。そこで、有資格者ばかりを集めるという

のは大変難しいと思いますので、この資格がなくても補助者として配置をして、その

皆さんにきちんと資格を取っていただく、このような形をとりながら計画的に保育士

をふやしていく、こういうことも必要なのではないかなというふうに考えます。 

   そこで、まずそういう計画を立てる、そのことが大切なのではないかと思いますが、

その点に関して伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   保育士については、単位を取れば国家試験ですので、合格することができると。通
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常の場合には、短期大学もしくは４年制大学の保育・幼稚園等の課程で単位を取って

資格を取得するのが普通でございますが、勉強の通信教育等もありますので、それも

一つの方法だということで、実際は今回３名、１０月から１名ですから４名の保育士

の資格のない方を保育士補助員として採用をする予定でおります。３名はもう採用し

たんだな、９月から３名は採用しております。それで、幾らか何名かの解消を図るこ

とができたということで、あと１０月から１名の方にやっていただくと。そういう方

が、もし意欲があるんであれば、本当に通信教育で資格を取れば、これは学校に行っ

たと同じ資格ですので、何ら問題はございませんので、保育士の資格を取っていただ

いて保育士として勤務していただければいいと。 

   それから、あとそれ以外の村民の方で、本当にそういうのにチャレンジしていただ

ける方というものについては、若いママさんもいっぱい在宅のママさんもおられます

ので、その辺については担当のほうと協議をさせていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   この大玉村の保育所をどう考えていくべきなのか、長期的対策をどう考えているの

か、地方創生における計画では、人口ビジョンの策定が求められています。将来、

５年後、１０年後の子どもの人口がどう推移するのか、これらの見通しの上に立って

保育政策も考える必要があろうかと思いますし、多様な保育ニーズに対忚するために

幼児期の保育、子育てをどう組み立てようとしているのか、長期的視点に立った対策

について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   長期的な展望ということになりますと、毎年１００人程度入りましても、入った子

どもは必ず卒業します。ですから、いきなりゼロ歳児が今大体年間８０名ぐらいで推

移しております。玉井、大山も全部、大玉全体で８０名ですね。８０名前後というこ

とですので、これはまずほぼ変わらないだろうというふうに考えておりますので、今

回１００世帯ふえても、やはり人数的にはそれほど変わらないだろうと。毎年ずっと

何十世帯とふえても、ほとんど８０前後で推移しています。ですから、これについて

は変わらないと。 

   そうすると、施設については大体間に合うんだろうというふうに考えていますので、

保育所用地もちょっと不足しておりますが、あの保育所で、そしてもし臨時的にふえ

た場合には、先ほど言ったように包括支援センターを使うとか、既存の施設を一時的

に利用するということも可能だと思いますが、やはり長い年月の中では、幼児教育と

いう形で幼稚園の３年保育というものがやはり必要になるというふうに考えておりま

すので、３年保育の場合は３歳児が保育所から外れますので、当然定数が余るという

か、余裕が出ますので、その段階で３年保育が実現すれば保育所の待機児童は一斉に

解決すると。一時保育とか、それからあと病後保育、場合によってはナイト保育まで
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できるのかなと。これは大玉村の長期的な子育て支援については、他に勝る政策にな

るだろうと。ということは、幼稚園の３年保育をいかに実現するかということがキー

になってくるんだろうというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございました。 

   ただいま村長のほうからも幼稚園の３年保育実現についてお答えいただきました。

この見通しというのを改めて伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   幼稚園の３年保育につきましては、昨年度の９月議会でもその有効性について幾つ

かお話をさせていただきました。そういった観点から、その実現に向けてさまざまな

観点から検討してまいりました。 

   その実施に当たりましては、施設等の改修というようなことが前提になってきます。

先ほど２番議員さんのご質問に村長が答えましたように、その件につきまして、確た

る見通しが今持てないというような状況がありますので、２９年度からの実施という

ようなことについては、今現在見通せない現状にあるというようなことをお答えせざ

るを得ないというようなことについてご理解いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   今、教育長が言われたように、財源的な問題、大山については場所的な問題がちょ

っと、園庭がなくなってしまうとか脇のほうにつくると見通しが悪いとかという、そ

ういう位置的な問題がありますが、土地の問題はないと、確保されています。玉井地

区については一部土地を買収しなきゃならないと、これは買えばいいことですので。 

   ただ、建築費がかなり高くなるということですので、これについてはできるだけ早

い時期にいつごろという見通しを立てたいと。今、教育長が言ったように、何年に建

てますということについては、かなり財源的な問題もあるので、難しいところはあり

ますが、工夫、玉井と大山に４部屋、２教室ずつつくりますと４つの教室をつくるわ

け、この前、耐震改修のときに４つの教室と、それからあと預かり保育室をつくりま

したので、全部で６つの教室をつくりまして、それから類推して４つつくった場合は

どの程度かかるかということを類推しましたが、約２億かかるということでございま

す。 

   今、物すごい高騰していますので、その当時の１．５倍から、下手すると２倍近く

かかるということですので、工夫によっては、３歳児ですから大きな部屋を１部屋つ

くって、それを仕切りを入れられるようにすると。通常は大きくやったり、場合によ

っては半分に仕切るとかというようなコストを下げる方法、もしくはああいう工法で

はなくて、もっと地元産材を使ったコストを下げる方法とか、そういうものもこれか

ら検討をして、可能性、いつになったらつくれるかというある程度の目標年度につい
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ては、できるだけ早い時期に決めていきたいと。 

   当面、それまでの間、園舎をつくらないで、緊急避難的に既存の施設を使って３歳

児保育ができないかもあわせて検討していきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ただいま答弁をいただきました。２９年度という年度が提示されて

いたのが不透明になっていると。この財源の問題など、大変実現に向けての制約があ

ろうかと思いますが、本村の喫緊の課題、これが何かと考えた場合、最優先の政策と

して位置づけるべきだと思います。 

   さまざまな新たな政策、この間打ち出されておりますが、今回も名倉山登山道、直

売所の建設、マチュピチュ交流など、これらも決して不必要な政策ではないと思いま

すが、待機児童を解消していくことと比べたら、政策の優先度はどうなるのかという

こともございます。そういう政策の優先度の点からも、再度幼稚園の３年保育の早期

実現と、それに向けた村長の決意をお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   今お話ありました優先順位、最優先順位は子育て支援です。これは前から言ってい

ます。ただ、かかる財政的な財源の額が全然違うと。ですから、大玉村３５億、

４０億の予算からいうと、２億というお金は、やはり財源措置をするのにはかなり十

分に検討をして、それを下げる方法、もしくは既存施設を使う方法を考えると。 

   今、屋内運動場建設をしておりますが、これは全額国の負担です。それから、管理

室もなければ冷暖房もありません。ですから、屋根の上にもアクリル板を間に入れて

光をとるようにしていますので、下手をすると今の屋内運動場よりも金がかからない

可能性があると、同じぐらいだろうと。使う方が自分で鍵をあけて使って、掃除して

帰るということですので、これについては建築費も運営費もかからないということで

事業を進めたということ。 

   それから、直売所については、農家の米作化の転換として経済の自立、お金の循環、

農作物の出口としてはどうしてもやっぱり喫緊の課題だということで、これも国から

来た復興基金という、何に使ってもいいよという基金が来ています、何億も。１億

７，０００万ほど今持っていますが、何に使ってもいいよという割には、子育て支援

とか幼稚園に使っていいですかと言ったら、それはだめですということなんですよ。

使えないんですね。６次化と再生可能エネルギーにしか使えないんですよ。ですから、

その再生エネルギーは水力発電所に、２８年度中に工事をしないと国にそっくり１億

７，０００万お返ししなきゃで、たまたま金があるからやるんではなくて、直売所が

どうしても必要だということは協議会のほうから意見が出まして、土地も既に買って

あります。計画していたところに、６次化にはその金を使ってもいいよということで

すから、直売所の例えば、例えばですよ、２億できるうちの１億を充てて、残った

１億の半分は国の金をまたもらおうとして今しているわけですよ。山村振興地域とい
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うのも玉井地区ですが、大山につくっても玉井のものを売る場合には可能性があると

いうふうに過去に話がありますから、今財源を一生懸命探していますから、直売所に

ついても今つくらないと、２９年度以降につくった場合には、２億なら２億、

１，５００万なら１，５００万は全額村が借金しなきゃならない。ですから、今でな

いとだめなんですね。 

   それからあと、建物として子育て支援センターも幼稚園のあれと一緒なんですよ。

どっちが先かということですね。児童クラブを今預かっていますが、余り言いたくあ

りませんが、定数がかなりぎりぎりの状態で預かっていると。あとは４年生以上も今

度は預かりなさいという法律を国が勝手につくりましたので、預かる場所をつくらな

きゃならないですね。これは子育て支援センターをつくるために一忚土地を買ったと。 

   財源がない財源がないと私は言っていますが、職員には仕事をやる場合には財源を

探して来いと、金を見つけて事業をやりましょうというふうに共通のコンセプトを持

っておりますので、かなり努力をしてお金を見つけて事業を展開していただいている。 

   ただ、どうしても必要なものについては、金があろうがなかろうが投資をしなきゃ

いけないと。これは当然のことですので、保育所と子育て支援センターについては、

これは先行投資、子どもの将来についての投資ということでありますので、これにつ

いては投資をするつもりでおりますが、今財政を悪化させたくないと。今順調に健全

化していますので、一遍に金のかかることを２つも３つもやるのではなくて、２年に

１つぐらいずつかなというふうなものもあって、慎重に今やっているということです。 

   村の借金も４０億ありますが、そのうちの半分は国の肩がわりですから、借金も

２０億程度ですから非常に尐なくなっています、借金は、実質的には。ただ、今無理

をすると将来にツケを残すということなので、大変歯がゆい思いで見られていると思

いますが、そういうこともありますので、それは順調に前向きに検討させていただき

たいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 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。 

（午後０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 引き続き、６番武田悦子君の質問を許します。６番。 

○６番（武田悦子） 新たな子育て支援、高齢者支援について何点かお尋ねをいたします。 

   子育て支援が大玉村の政策の柱であり、今後とも充実に努めるということについて

は、先ほどの答弁でもいただきましたので、最初の質問は飛ばし、次の質問に移りた

いと思います。 

   子どもの貧困問題について質問をいたします。 
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   厚労省の最新の調査、２０１２年度の調査によりますと、貧困世帯と呼ばれる世帯

が全世帯の１６．３％を占め、ＯＥＣＤ加盟３４カ国中２位になったことが明らかに

なっています。また、ひとり親家庭に属する子どもの貧困は５０％を超えていると言

われています。 

   一体、貧困世帯とはどんな世帯をいうのか。総体的貧困率というのは、平たく言え

ば所得の中央値の半分以下の世帯ということですが、最近の数値で、この中央値は

２４０万円程度と言われていますから、貧困ラインは所得が１２０万円程度と言えま

す。１２０万円は月収に換算すると１０万円程度となります。このような世帯に属す

る子どもが１６．３％、つまり６人に１人、さらにひとり親家庭では５０％を超える

２人に１人が貧困世帯、月収１０万円程度の中で生活しているということになります。 

   このような状況に照らして考えた場合、大玉村においてはどのぐらいの数字になる

と考えられますか、まずは伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） ６番議員さんにお答えいたします。 

   本村では、子どもの貧困率は、税務で使用しております税務情報システムの中で、

所得や年収の状況を年代別に出力するプログラムがないため、統計上出すことはでき

ません。 

   しかし、就学援助申請、村独自の準要保護費から見ていますと、年々件数がふえて

いる状況にあります。貧困状態にある子どもが増加しているという認識で捉えており

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   大玉村でも増加しているというふうに捉えていらっしゃるようですが、この月

１０万円程度の生活、これはどのような生活か、これを考えたときに、アパートで子

ども２人で生活をする母子世帯を想定した場合、アパート代、食費、電気料、ガス代、

通勤のための費用など、それらを何を切り詰めれば生活が成り立つのか、想像しただ

けでもその大変さがわかると思います。このような環境で育つ子どもは決して尐なく

ないのだということを前提に、次の質問を行います。 

   埼玉県のどこかの自治体では、給食費未納世帯の子どもには給食を出さず、弁当持

参を求めたということが報道されていましたが、滞納にはさまざまな事情があります

し、また、滞納は子どもには関係のないことです。クラスで１人の子どもだけが弁当

を持参する、こんな差別的光景で学校生活を受けることなど断じてあってはなりませ

ん。 

   こうした状況に鑑みた場合、給食費の無料化は全ての子どもを公平に扱う上で必要

なことと思いますが、給食費の無料化についてどう考えられますか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 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。 
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   先ほど部長のほうでお答えしました貧困にかかわる準要保護の受給の状況なんです

けれども、増加の傾向にあるというふうにもお話ししましたけれども、２６年度が

１５名いてあったのに対しまして２７年度、これは８月末なんですけれども、３１名

に達しております。その中に、準要保護費の中に給食費を全額支給しております。そ

ういう状況に本村はあります。 

   そのことを踏まえまして、先ほどのご質問にお答えしたいと思いますが、給食費に

つきましては、基本的には受益者負担という考え方で、保護者に納めていただくこと

がいいのかなというふうに、そんなふうに考えております。 

   また、加えまして本村の場合、本宮市と共同に、本宮方部の学校給食センターによ

って給食をお願いしておりますことから、本村のみの無料化というようなことについ

ては難しいのかなというふうに捉えております。この本宮の給食センターに村で出し

ている負担金でありますけれども、２６年度の決算で４，０００万１，０００円とい

う、そういう金額になっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   受益者負担、その言葉もあちこちで聞いております。また、財政の問題、センター

方式の問題、いろいろわかっておりますが、母子家庭や先ほど示したように低所得者

層に対する給食費の減免、準要保護制度で救えるような学校現場での積極的な活用、

これらをもっと進めていくべきというふうに考えますが、その点についてはいかがで

しょうか。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   基本的には受益者負担というようなことで、ただ現状につきましては、先ほどお答

えしましたように、準要保護家庭等々もふえておりますので、そういった制度でカバ

ーしながらお願いしたいなというふうに考えております。 

   それから、父母負担の軽減につきましても、いろいろな状況を見ながら、いろいろ

と考慮をしていて、今後検討する課題だなというふうには捉えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   子どもの貧困については、しっかりとその実態を把握していただき、新年度予算編

成に向け努力していただくようお願いをし、次の質問に移ります。 

   次に、高齢者の貧困問題について質問をいたします。 

   高齢者の総体的貧困率は２２％という数字があります。５人に１人が貧困ライン以

下の収入で生活していると言われています。高齢者の支援に取り組むＮＰＯほっとプ

ラス代表理事で聖学院大学客員准教授の藤田孝典さんは、貧困高齢者を「下流老人」

としてその実態を著書で著しました。 
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   下流老人に至るにはさまざまな原因がありますが、総じて住宅ローンの問題や低年

金の問題が横たわっています。これも自治体として放置できない問題です。さまざま

な対策が必要ですが、まずは実態の把握が大切だと思います。大玉村の高齢者の実態

をどのように把握しておられるのかお尋ねいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   大玉村の高齢者の貧困の状況ということですが、数字的なものについては把握はし

ておりませんけれども、高齢者のひとり暮らし、あるいは老老世帯等の相談、地域包

括支援センターを中心に行っておりますけれども、そういった中での相談の内容、年

度別の内容等からすれば、そういった低年金による高齢者も大分いらっしゃるという

ふうには感じております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 大玉村に住んでいらっしゃる高齢者の多くは住宅を持っている方、

このような状況にあると思いますが、そのために個々の貧困が目立たないという状況

にもなっているのかとも思います。国民年金を満額受給しても７８万円ですから、病

気や介護状態になれば生活が立ち行かなくなるのは目に見えています。生活保護の現

場では半分以上が高齢世帯だということも聞いております。この現実を踏まえ、今後

の高齢者施策をどう進めていくのか、村の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、安心して暮らし続けるための総合的な地域づくりということで、いろいろな

サービスを行っておるところでございますけれども、まず貧困等についての部分につ

いては後ほどお話し申し上げたいと思いますが、現在行っております各種施策につい

て若干お話を申し上げたいと思います。 

   まず、地域包括ケアシステム、これらの地域支援事業、これについては在宅医療、

それから介護の連携、認知症施策の推進等、あるいは今後高齢者みずからの参加、

６０代あるいは７０代全般等に係る高齢者の参加等も今後呼びかけていきたいという

ふうな考え方でおります。 

   それから、地域支援、介護予防サービス等につきましては、全国の一律の基準、こ

れに基づくサービスから地域の実情に忚じたサービスを展開できるというような方向

に変わってきておりますので、高齢者の多様なニーズに対忚した施策を展開してまい

りたいというふうに考えております。 

   それから、認知症等の施策ということで、本年度から認知症の初期支援チームの設

置ということで、これは東北病院にお願いをしまして初期対忚、先生を中心とした専

門職による初期対忚チームをつくっていただいて、本宮市と大玉村で委託するという

ようなことで現在進めているところであります。 

   また、認知症の地域推進員ということで、認知症についての相談等に対忚する推進
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員さん、これの配置ということで、６番議員さんにもご協力をいただいているところ

でございますが、そういった推進員を今後増員していきたいというようなことで計画

をしております。 

   それから、安達管内、入所等の施設関係につきましては、管内で統一した取り扱い

をするということで、それらについても規定等を設けて現在進めているところでござ

います。 

   ひとり暮らしあるいは高齢者の貧困に対する対忚というようなことでございますけ

れども、現在身寄りがないというような方もございます。身寄りがあっても断絶の状

態、そういう方については中心に、地域包括等で相談に忚じる。また、生活保護等が

必要だという場合については、社会福祉係等の連携を図りながら生活保護相談を行う

というような対忚が現在もとられているわけでございますけれども、それらを強化し

ていくというようなことが高齢者の貧困に対する、当面できる対忚かなというふうに

考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   子どもの貧困、高齢者の貧困の問題を取り上げてきましたが、これを放置すること

はできません。村は一人一人の実態をしっかりと把握することから、その対策をとる

べきと考えます。 

   国は今後消費税を１０％に引き上げます。大企業や大資産家はお金の使い道がなく、

株や為替など行ったり来たりのマネーゲームに明け暮れています。税制の抜本的見直

しは当然ですが、このような国の逆立ち政治に対しても地方の実態をしっかりと伝え、

地方創生にふさわしい地域づくりを国に強く求めていってほしいと思います。 

   最後の質問に入ります。 

   安全保障法制に関して、村長の見解を伺いたいと思います。 

   安倍内閣は、多くの法学者、法曹関係者や国民の圧倒的反対の声を無視して、自衛

隊が世界のどこでも戦争行為を行うことができる集団的自衛権の行使を目指していま

す。８月３０日には国会周辺で学生や多くの国民が参加して、戦争法案廃止を求める

集会が行われました。 

   法学者などは、憲法改正を否定している人ばかりではありません。今、安倍内閣が

進めている集団的自衛権の行使を憲法解釈で容認することが憲法違反だと言っている

のです。また、学生たちも戦争に行きたくないなどと利己的立場で反対しているので

はありません。憲法に触れる法案を時の内閣の都合で勝手に決めるなと言っているの

です。これらの学者や学生、多くの国民の声や運動に対して、村長は共感や理解を示

すことができますか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんに安保法制関連についてお答えを申し上げます。 

   まず、最近、最高裁の元判事がこれは憲法違反だというようなことを言われたと。



 

- 56 - 

 

そして、今までですと、しらけ世代、それからゆとり世代、最近は若者はさとり世代

というんだそうですね、悟ってしまったと。昔は白けて選挙運動をしなかったんです

けれども、その後ゆとり世代は自分の生活に尐しゆとりを持って生活するのが優先だ

と、さとり世代というのは何を言ってもわからないんだし、もう悟ったような感じで

政治に無関心だというような若者世代がふえてきたこの昨今で、今回の若者たちの行

動というのと、それから政治に一番遠いところにいた女性層、こういう人たちが大き

な声を上げているということについては、やはり大変な危惧を国民が持っているんだ

なということを感じておりますので、そしてまた、多くの憲法学者が大変このことに

ついて危惧をしているということも踏まえながら、共感と理解は十分にしているつも

りでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 村長が共感、理解を示してくださると、非常に大切な答弁であると

思います。 

   安倍内閣はこの安全保障法案、いかにも国民の安全を守るような名前で法案を審議

しておりますが、つまるところは自衛隊を海外に無条件での派兵を可能にする戦争法

案です。 

   村長は、昨年９月議会での私の質問に対して、集団的自衛権行使容認の閣議決定に

明確な態度を示さない、そういう立場を表明いたしましたが、住民の安全・安心を守

るからこそ明確な態度をとるべきだと考えます。個人的にはけしからんが立場的には

言えないというのでは、ある意味理解する人もあるかもしれませんが、事は戦後の歩

みを全て否定するほど重要な事柄であります。地方自治体の首長といえども、政府に

物を申すことは地方自治法でも認められています。福島２区選出の国会議員はどうい

う立場に立っているのか、厳しく注文をしてもいいのではないでしょうか。 

   改めて、今日の国民の運動や国会の議論を踏まえ、村長の見解を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   公私という部分がございます。当然に今の若者たち、女性、国民の行動には理解も

共感もしております。できるなら、一緒に行動をしてもいいかなと、踏み込んでです

ね。それぐらいの感覚も私の面では持っておりますが、公の面ということになります

と、これについては国会で選良たる代議士たちが国の行く末についての法案を協議中、

審議中だということでございますので、これは今回にのみ、例えば自分の公の立場を

答弁するということではなくて、過去からも継続しておりますが、やはり公として、

村長の立場としては審議中のものについてはコメントを差し控えさせていただくとい

う立場に変わりはございません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 
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   戦争法案の行方は今週が山場です。私たち大人は、今どんな態度をとったのかを遠

くない将来、問われます。戦争できる未来を残すのか、憲法９条を世界の平和遺産と

して持ち続け、世界から名誉ある地位を占めるのかの岐路に立っています。 

   平和を願わない人はいないと思いますが、武力に頼ることは人の弱さのあらわれで

す。最後まで戦争法案の廃案のために力を尽くすことを申し上げ、私の一般質問を終

わります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、６番武田悦子君の一般質問を打ち切ります。 

   ３番、本多保夫君より通告ありました「農業政策への取り組みについて」ほか２件

の質問を許します。３番。 

○３番（本多保夫） 議長の許可を得ましたので、通告した件について質問をしてまいり

ます。 

   １番として、農業政策への取り組みということでございまして、これ２番議員さん

と若干ダブる部分がございますが、改めてお聞きしたいと思います。 

   本村の基幹産業である農業政策を今後どのように進めていくか。つまりはお米でご

ざいますが、また、農作物のブランド化、村独自のブランド化、独特の品物があって

もいいんではないかと考えておりますが、これについて何か考えがあれば、お伺いし

たいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ３番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   基幹産業である農業政策、今後どのように進めていくかという質問でございますが、

先ほども２番議員さんにお答えしたような内容になりますが、本村の農業、畜産とか

園芸、こういったものについて取り組んでいらっしゃる農家さんもありますけれども、

やっぱり基本となっているのは稲作であるというふうに思っております。また、昨年

の２６年産米の米の価格の下落関係につきましては米の直接支払交付金、こういった

ものも２６年産米から１０アール当たり７，５００円の半額に引き上げられていると。

また、今後この制度は今のところ２９年産をもって廃止になるというような見通しで

ございます。また、経営所得安定対策、国のほうでいろいろメニューを用意している

わけでございますが、これにつきましては認定農業者とか集落営農、こういったもの

が条件となってございます。 

   本村における農業の実態としましては、会社勤めをしながらある程度の農地を耕作

している方が、いわゆる定年になられて農業に従事する定年帰農者、こういうふうに

なったときに認定農業者になった人も高齢化、後継者の問題は解決しないものという

ふうに考えております。今現在におかれましても、農地を貸したり一部の作業を委託

したりの状況の中で営農となっている現状では、受け継いだ農地を荒らすまいとの思

いから維持しているのが精いっぱいの状況ではないかと推察をいたしているところで

ございます。 

   先ほども申し上げましたが、今すぐにとはいかないとは思いますけれども、将来的

には地域の中心となる経営体、これらをつくって地域のビジョンとして掲げまして、
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中心となる経営体に農地を集約していく、こういうところが必要ではなかろうかとい

うふうに考えてございます。 

   村としては、９月１日に人・農地プラン、この説明を開催いたしました。人・農地

プランといいますのは、今後中心となる経営体、あと将来の農地利用のあり方、農地

利用に向けての農地中間管理機構の活用方針、近い将来の農地の出し手の状況、こう

いったものを計画に盛り込みまして、農業をめぐる状況の変化に忚じた、地域農業の

将来展望が描けるようなものにしたいなというふうに考えてございます。 

   いずれにしましても、今の段階では経営所得安定対策の対象事業者となる認定農業

者、これをふやしながら経営改善を実現するための具体的な方策を見出し、実現でき

るような環境づくりを進めていくことが必要でなかろうかというふうに考えてござい

ます。具体的に相談等がなされれば、農業普及所、ＪＡなどと協力しながら実現に向

けた取り組みを支援していきたいというふうに考えてございます。 

   農作物のブランドの考えはというご質問でございますが、ブランド化を図るという

ことは、ある一定の基準を定めまして品質などを保証するものでありまして、ブラン

ド化するとなれば、当然販売での促進や価格方面での有利さが出てくるというふうに

思っております。 

   一方、定めたその基準をクリアするためには、生産技術とか生産履歴の管理、品質

の管理、出荷に際しての検査など、品質を一定にしなければならないといった課題が

あろうかと思います。野菜とか果物、こういったものにつきましては、共同選果場等

によって形や色のつき具合、また、光センサーによる選別、こういったものを行い、

検査に合格したものがそのブランドを名乗り出て市場に出ていく、そういったシステ

ムづくりをしなければならないというふうに思っております。また、ブランドを付し

た生産物を販売するといった、ルートの確立といった課題もあろうかと思っておりま

す。 

   米に関してお答えすれば、ＪＡさんのほうで食味計２台の導入を計画しているよう

でございます。みちのく安達管内で、平成２７年産米におきましては、食味のすぐれ

た２，０００俵の集荷を計画していまして、さらに５年後の計画では、５年後の

３１年度ではそれを４，０００俵に底上げを図る計画だというふうにお聞きをいたし

ております。 

   米作が基幹の大玉村におきまして、農産品のブランド化を確立するための村独自の

認証制度なんかをつくること等につきましては、ブランド化を図るその農産物、それ

を何にするか、基準をクリアできるものがあるかどうか、また、量的にどのくらい生

産ができるのか、検査体制をどういうふうにするかとか販売ルート、こういったいろ

んな課題があります。ブランド化が図れるようなものがあるのであれば、関係者と協

議、検討をいたしてまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 大変ありがとうございました。 
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   ②といたしまして、昨今、本村だけではなく、農業従事者の高齢化、または後継者

不足対策という問題が他市町村においても同じかと思います。これらに対する対策で

すか、そういったものを村はどのように考えているか、やっていこうとしているのか、

その辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ３番議員さんに再びお答えをさせていただきます。 

   先ほどの①と内容は重なってしまうんですけれども、先ほども定年帰農に触れさせ

ていただきましたが、後継者が現在会社勤めをしていまして、定年になれば自分の今

持っている機械を利用しまして５年とか１０年、１５年くらいはできるというような

中身にはなろうかと思いますけれども、中には後継者はいるんだと思っていながらも、

実際退職してみたらば農業はやらないといったことも考えられるのかなというふうに

思っております。 

   いずれ、やる気のある農業をされている方に集積するか、もしくは集落内で協力し

て営農するなどしていかなければ、いずれ耕作放棄地となってしまうことが懸念をさ

れております。今すぐにはいかないとは思われますけれども、いわゆる地域の中心と

なる経営体、これをこの地域のビジョンとしてつくるように掲げまして、経営体に農

地を集約していく、こういったことが必要ではないかと思っております。 

   そういった部分を現実のものとするためにも、人・農地プランを策定しまして、関

係者と協議を進めながら、後継者対策、高齢者対策、そういったものを進めてまいり

たいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   次の③も２番と、これは似通ったようなところがございますが、現在の若者の結婚

離れ、つまりは結婚をしなくても生活ができる、苦労したくない、自由な生活を送り

たいと考える人たちが多くなってきていると思うところでありますが、当村において

も同じような傾向にあるかと思いますが、兼業農家、専業農家の戸数及び、個人情報

等もあるかとは思いますが、できる範囲内の３０歳代、４０歳代の未婚者数をお示し

いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（押山美奈子） ３番議員さんにお答えさせていただきます。 

   農家の戸数ですが、独自の調査を行っておりませんので、直近の資料といたしまし

て、２０１０年の農林業センサスによれば、販売農家７００世帯、自給的農家数

１７２世帯、販売農家のうち兼業農家数が６２７、専業農家数が７３戸です。３０代

から４０代の未婚者ですが、こちらも平成２２年度の国勢調査の数字になりますが、

３０代で１，１３０人に対して２９．６％に当たる３３５人、４０代が９１５人に対

しまして１５．４％に当たる１４１人が未婚者数ということでございます。独自の調

査を行っておりませんので、最近の数字は把握しておりませんが、同じような推移を
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たどっているものと考えております。 

   今後の対策については、関係機関と連携し、対策につい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（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 今の農業委員会事務局長の答弁内容をお聞きになり、村長として、

今後どのような政策をもって対処することが望ましいと考えているか、もしあれば伺

いたい。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えを申し上げます。 

   今のお話ですと、農家の後継者というふうに限定されていますが、これは農家だけ

ではなくて、全ての分野、会社員も当然ですし、商業関係、工業関係、日本全体の後

継者の不足、それから結婚しないということがありますので、特に農家の後継者なり

の未婚率が高いんだというふうには、若干は高いかもしれませんが、特殊なものでは

ないというふうに考えております。 

   そこで、今、安達管内でも県北振興局のほうにお願いしているのは、広域での婚活

をやってくれないかと。大玉村だけ、二本松だけではやはりだめだということで、大

玉の人が二本松の方と結婚すると、人が１人減りますが、これは管内で考えましょう

と、もしくは県北単位で考えましょうということで、やはり狭い範囲の婚活というの

は実を上げることは難しいだろうということで、今婚活にこれから安達地方、県北と

して取り組んで強化していこうというような傾向があります。 

   農家の今言った未婚者についても、やはり同じような傾向があるのかなというふう

に考えております。完全にこれを解消するというために、昔のちょっと言葉は悪いで

すがやり手ばばあというのかね、仲人に入ってくっつけて歩くという、そういうのが

今嫌がられたりなんかして、最近いましたが、やはりそういうのも必要じゃないかと

いうようなことも、最近言われてきておりますので、やはり自分で見つけられなけれ

ば見つけてあげるという、そういう制度も必要かなというふうに考えております。 

   農業後継者というよりは、皆さん勤めておりますので、とりわけ農業だけという問

題ではなくて、全体的な問題だというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   次に、④といたしまして、これからの担い手、つまりは認定農業者等に対しての指

導をどのようにしていくのか。これには遊休農地の対策等々ございます。また、認定

農業者への集積を図っていかなければ、これからの農業はできなくなってくるのでは

ないだろうかと感じております。これらに対して、村から何らかの担い手に対しての

利点的なものを考えるべきではないかと私は思っておるところでございますが、村と

して政策的に何か考えをお持ちであるかどうかお伺いしたい。 
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○議長（遠藤義夫） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（押山美奈子） ３番議員さんにお答えさせていただきます。 

   認定農業者数は８月末現在で１０５件、うち認定農業者連絡協議会加入者は７９名

です。農業委員会事務局といたしましては、認定農業者連絡協議会の会員に対し、研

修等を通じ情報収集、情報交換の場など、さまざまな情報提供に努めていきたいとい

うふうに考えております。 

   平成２１年から平成２６年度までに、１０５．２ヘクタールの耕作放棄地を対象に

農地再生事業を実施してまいりました。その結果、４８．６ヘクタールの農地を再生

いたしました。このうち７３％に当たる３５．１ヘクタールについては、作物を栽培

したり耕うんをされており、農地として現在利用されている状況です。 

   ただ、最近政府が遊休農地の解消に向け、農地保有に係る課税の強化、軽減を検討

する方針を明らかにし、６月３０日に閣議決定いたしました日本再興戦略改訂

２０１５の規制改革実施計画にも、こういったことが盛り込まれております。 

   こういう状況を受け、再生した耕作放棄地や遊休農地の利活用についても意見交換

等を行い、関係機関と連携し、認定農業者が農地の利用、集積等をスムーズに行って

いけるよう、情報提供に努めていきたいというふうに考えております。 

   また、さらに認定農業者連絡協議会の活動についても広く皆さんに知っていただく

ため、村ホームページ等も活用していきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございます。 

   この問題については、これから真剣に取り組んでいかなければ、ますます遊休農地

が発生してくるだろうと。現在、田んぼ通りあたりを見ましても、減反の関係もござ

いますが、大分荒れてきているのが現状ではないかと。今いる担い手、もしくは認定

農業者、この人たちにお願いせざるを得ないというのが現状だと思います。また、こ

の問題については議会、村、ＪＡ、普及所等を巻き込んで、真剣に考えていかなけれ

ばならない問題かと思います。 

   次に、５番でございますが、昨今は鳥獣、とりわけイノシシの被害が増大してきて

おります。この被害対策として、現在村の施策は十分に生かされているのか。また、

今後この対策をどのようにしていく考えかをお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ３番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   鳥獣による被害対策の現状と今後の対策ということでございますけれども、まず被

害の状況等から申し上げたいと思います。 

   平成２７年度の鳥獣による被害の通報でございますが、今のところイノシシによる

ものと、あと熊によるもののみで、それ以外については恐らく被害に遭ってもこんな

ものかということで、多分役場のほうには連絡をよこさないというケースが多々ある

のかなと思っておりますけれども、今のところイノシシがかなりよこされております
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が、イノシシと熊、それ以外のものについては入ってきてございません。 

   鳥獣被害対策実施隊によるイノシシの捕獲状況を申し上げますと、平成２５年中、

２年前ですが、２頭だったものに対して、２６年度中は５７頭とかなりふえました。

２７年度、９月３日の時点ですと６頭捕獲しております。 

   被害対策といたしましては、鳥獣被害対策実施隊のわなによる捕獲、これを始めま

して、昨年度から被害に遭わない対策としまして、電気牧柵設置を希望する方にはそ

の資材の購入費の２分の１、限度額５万円ですが、の補助を行っているところでござ

います。この電気柵の購入事業の補助の実施状況を申し上げますと、平成２６年度に

つきましては１４件、３０万４，０００円ほど補助を出しております。平成２７年、

これも９月３日時点では倍近くふえまして、既に２４件ほど補助を行っております。

事業費につきましては１０５万３，０００円程度となってございます。また、農協と

か共済組合さんからの補助、こういったものもいただける場合があります。その場合

ですと、大体自己負担２割程度で設置されている方がほとんどであるというふうに見

ております。 

   また、今後の対策ということでございます。電気牧柵を設置した圃場につきまして

は、荒らされたなどの被害の報告は入っておりません。ただ、電気牧柵設置した圃場

の隣がやられたと。そういった、そこに入らなければ隣さ行くべと、そういった被害

も出ているのは実態でございます。こういった中身を見ますと、電気牧柵というのは

効果があるようでございますので、被害に遭わない対策としましては電気牧柵の設置

を希望する方には、その資材の購入費補助を行っていきたいというふうにも考えてご

ざいます。 

   また、あわせまして鳥獣被害対策実施隊のわなによる捕獲、これも引き続き実施し

まして、今後有効な方策等が示されれば、それらも導入するなど対策を講じていきた

いなというふうに思っております。 

   また、県の農林水産部のほうで発行している鳥獣被害対策技術情報というのがある

んですが、これによりますとあらかじめ圃場周辺のやぶの刈り払い、これを行うこと

によって見通しをよくし、農地の周辺にけものが住む場所をなくすることも必要であ

るというふうにも言われております。こういった部分につきましては、村の広報等を

通しながら周知をしていければ、尐しは被害または出没、そういったものも減らされ

る一つになるのかなというふうにも考えておりますので、こういったこともやってい

きたいというふうに思っております。 

   また、ここ数日前の新聞に載っていたものからすれば、白河市の農家の方がコンバ

インの結束ひもを田んぼの周りに回しまして、そこに空き缶を５メートル間隔でつる

したと、そうしたらばイノシシが入らなくなったと。やはり夜間、イノシシが行動す

るにおいて圃場に入りそうになったときに、そのひもに触れることによって缶の音が

出て入らなくなったというような中身なのかなというふうにも思っていますし、また

音の出る装置、こういったものもあるようでございます。これについては１万数千円

くらいで購入できるようなんですが、５分に１回くらい音が出るような装置だと。こ
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れは住宅密集地だとなかなか難しい部分もあるのかもしれませんけれども、こういっ

たものもあるということで、その効果のほどを情報が得られるようであれば、こうい

ったものも念頭に置いて引き続き対策を実施していければなというふうに考えており

ます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） この鳥獣問題については、大変な被害が発生している現状でござい

ます。また、捕獲隊の方に対しましては、大分努力をなさっていただいているところ

感謝申し上げたいと思います。また、今、課長のほうから答弁ありましたように、発

生率の低さ、実際はもっと発生しておるわけで、これは村のほうに報告してもその後

の対策がないということなので、諦めムードもあるのかなと、このように考えており

ます。また、山間部の方につきましては、個人的に鳥獣撃退花火、これはここだと会

津若松まで行かないと売っていないんです。それをわざわざ買いに行って、山間部の

方々は自己努力で毎日夜上げているのが現状でございます。 

   今ですと電気牧柵、つまり電柵でございますが、村も補助率２分の１、農協さん

６分の１、共済６分の１ですか、多分だと思いますが、あげているようでございます

が、財源も大変苦しいかとは思いますが、いま尐し補助率を上げてやって、また、こ

の２市１村広域で、やはり共同で撲滅をするような考えを持たないと、大玉村だけで

はこのイノシシ問題は解決しないんではないかと、このように考えます。 

   次に、大きな２番といたしまして、村振興センターの役割についてで３点ほどお聞

きします。 

   １番といたしまして、直売所の今後の役割をどのようにしていくのか、また、すべ

きかと、どのような考えをお持ちであるか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ３番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   先ほどの答弁とも若干重なる部分もございます。趣旨といたしましては同じかなと

思ってございますので、ダブる部分についてはご容赦いただきたいと思います。 

   現在、あだたらの里直売所の現状につきましては、先ほどもお答えしましたとおり、

生きがい対策に類する性格が強いなというふうに考えてございます。直売所会員の今

の現状を見ますと、村外の会員におかれましては直売所は一つの小売店といった性格

でありまして、農産物の生産販売を行っている農家についても販売手法の一つである

と考えてございます。大半の会員は、会員の現状ですね、農業者でなくその家族が会

員となっております。農業の主力生産物ではなく、稲作などの合間の畑作業でつくっ

た野菜などが中心に出荷をされているようでございます。 

   今後の役割といたしましても、農業の現状と農地の一体策としまして、生きがい対

策とともに米のブランド化とか米作からの転換、その出口としまして直売等で生活で

きる出荷者の育成が求められているのかなというふうに考えてございます。 

   今後の指導ということでございますけれども、目標としましては販売額の増額、こ



 

- 64 - 

 

れはもちろんであります。そのほかに物、数量等の販売の年間計画、これらをつくり

まして、会員にトレーサビリティ及び生産計画を作成していただきまして、需要と供

給のバランスをとるとともに種類の多様化を図っていきたいと。 

   あとは、ビニールハウスの補助なんかもしてございまして、やはり季節からちょっ

と外れたもの、こういったものをつくっていただくことによりまして、並べるものの

バラエティー化を図っていきたいと。 

   あとは、売る側としての安全、これを確保するためにも、品質管理、栽培履歴、使

用農薬の管理を徹底させるような方策を講じていきたいと考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございました。 

   次に、直売所を核として、農業生産物もしくは農家の経営上昇といったものを考え

た場合、何か施策をもってこれに当たる考えはあるかどうか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ３番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   直売所を核とした施策ということでございます。直売所のある場所はもうご承知だ

と思いますが、国道４号でいえば、本宮境と二本松境のちょうど真ん中くらいに位置

しております。国道４車線が２車線だったころ、国道の渋滞情報では有名になった玉

貫交差点の中にありまして、大きな大型ショッピングセンター、ＰＬＡＮＴ－５に隣

接しています。また、安達太良山の眺望もよく、白沢方面に行くにも岳温泉方面や土

湯温泉方面に行くにも目標になる場所の一つでありまして、大玉村においては一番よ

い立地条件であるのかなというふうに、位置的には考えてございます。 

   この立地とふれあい広場を生かすとすれば、やはり本村の情報発信の場として、観

光や本村農産物のＰＲ、これらを積極的に行っていければなというふうに考えてござ

います。状況を見ながら、常設の飲食施設とか需要があれば加工場設置、それに伴っ

てにぎわい、これらが生まれれば、土曜日とか日曜日、祝日における店外での飲食物

の販売、こういったものを行って、人が集まってくるような魅力を発信していければ

いいのかなというふうにも考えてございます。 

   遠くの方が直売所できょう何やっているか見に行くべ、あと何やっているんだかち

ょっと見て行くべとか、ついでに４００円を出してアットホームの湯に入っていかな

いかいと、こういうふうに言う人がふえれば、情報の発信のしがいもあるかなという

ふうに考えてございます。 

   また、ふるさと納税のさらなる増額のための新鮮で安価で安心な農作物、こういっ

た提供の施設として、また６次化産品の開発や販売拠点としての役割を担うものにし

ていきたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 最後に、平成２３年度原発事故後、直売所の売り上げは極端に落ち
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込んでおりましたが、平成２６年度につきましては、念願でありました１億円の売り

上げが達成できました。もちろん、これにはふるさと納税による返礼品による売り上

げがかなり影響していることも承知しているわけでありますが、今後の売り上げ増の

施策として、数多くの村独自のイベント開催等の考えはお持ちであるかどうかお伺い

します。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ３番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   売り上げ増の施策としてのイベント開催ということでございます。直売所におきま

しては、今年の６月から毎月１回、第１日曜日に感謝祭を実施しております。直売所

の購入客数につきましては、平日で約２００人から２５０人、日曜日になりますと

３５０人から４００人であります。感謝祭当日につきましては、６月７日に１回目の

感謝祭をやったんですけれども、５５９人、１カ月後の７月５日が６１８人、８月

２日につきましては大玉村の夏祭りと重なりましたが、イベントが外だったという関

係もありまして、入り込み客数は若干減ったんですが、５０８人と。イベントのない

日曜日と比較して、大体平均４０％増の購入客数となってございます。 

   ９月につきましては、去る６日、日曜日に開催したんですが、このときのイベント

の内容としましては出店が中心でして、イカ焼きとか玉コンとかジャガバター、イワ

ナ焼き、かき氷、こういったものをイベントとしてやりまして、合わせて購入

１，０００円以上の方にはＰＲ事業を利用させていただきまして、先着１００名に米

２合プレゼントとかジャガイモの詰め放題、こういったイベントを開催いたしました。

購入客数につきましては６２２人、イベントのない日曜日と比較すると平均５５％の

購入客数となってございます。 

   売り上げに関しましては、購入客数の増加に比例して増額となっているところでご

ざいますが、利用額単価、これを見ますと、普通平均の利用単価につきましては大体

１人につき１，１００円ほどあそこで買い物をしていただいておりますが、イベント

開催日に関しては、イベントでの集客ということもあろうかと思うんですけれども、

人数が多いんですが、平均利用単価が９４０円くらいと、大体１５％ほど低くなる傾

向にあります。ただ、人数が多いために売り上げは伸びているという内容でございま

す。 

   そういった状況にありまして、今後とも、年末にはそれなりのイベントも考えてご

ざいますけれども、月１回のイベント感謝祭、これは継続していきたいというふうに

考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございます。 

   農業政策、直売所の役割、そして６次化等の諸問題をいかに解決を図るかで、村そ

のものが変わってくるのではないでしょうか。また、直売所の前にある広場の利用等

によりましても、まだ集客が変わってくるのではないかと、もう尐し広場も利用しや
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すいような方法を考えていただければと感じております。 

   次に、３番目の生活道路の政策ということでお聞きしたいと思います。 

   数多い道路の拡張、改良、新設の陳情書等が出されていると思いますが、今後３年

間に計画しているものがあれば、村道の路線名、概要等について伺いたいと思います。

また、工事に関しての順位はあるのかないかもあわせてお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（伊藤寿夫） ３番議員さんにお答えいたします。 

   概要についてまず伺うでありますが、まず交付金、道路改良についてです。 

   南町・山口線については今年度、上流側に向かって左側に当たるＡ２橋脚下部工、

平成２８年度については、残る上流側に向かって右側に当たりますＰＡ１橋梁下部工、

平成２９年度、上部工及び道路改良によって完了予定であります。 

   続きまして、（仮称）大玉西部幹線横断道路についてですが、事業期間を平成

２４年度から平成３５年度に設定しております。今年度から２８年度までは用地測量、

平成２９、３０年度で用地買収の予定であります。 

   続きまして、谷地・戸ノ内線、谷地工区に当たりますが、今年度用地買収、平成

２８年度より改良工事に取り組み、平成２９年度に完了予定であります。 

   この全ての道路に関しましては、交付金事業に当たりますので、確定ではございま

せん。毎年、国からの予算により若干事業計画の変更になる場合がございます。 

   続きまして、村の単独事業でございますが、細田・大壇線については今年度、平成

２７年度完了を予定しております。 

   続きまして、町尻・馬場線については、今年度用地買収により平成２８年度を完了

予定としております。 

   最後になりますが、長井坂地内道路改良については、今年度道路詳細設計、平成

２８年度用地測量、平成２９年度用地買収、平成３０年度から改良工事に入りたいと

考えます。 

   以上、予定事業計画ではございますが、以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   現在進行している工事の中で、おくれているというものは特にございませんが、今

後天候等により工事がおくれ、繰り越しというようなことになれば、きちんと報告し

て、きちんとした手続をとって進めていきたいというふうに考えています。 

   今ほど課長が答弁しました整備の順番ということでございますが、まずは先ほど質

問にもありましたように、陳情道路が大分たくさん何十カ所もありますので、それら

はできるだけ要望の古い順といいますか、早い順から進めているわけでございます。 

   ただし、それも一つ一つ全部が順番に進めるという状況ではなく、かなり陳情の内

容によっては難しいもの、例えば１級河川に橋梁をかけてほしいとか、バイパスの道

路をつくってほしいとかといろいろ要望がございます。そういったものについては、

十分検討して進めていかなくてはいけませんので、早急にはなかなか取り組めない。 
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   それから、生活道路なんかに関しましては、そういった通学路の整備であったりと

か、そういう緊急を要するものをなるべく優先順位を前倒しして進めていると。 

   それから、政策道路というものもございますので、これにつきましては道路台帳に

載っているように、村道の１級路線、２級路線ということで設定してございます。そ

れは、それぞれの集落であったり学校であったり、隣接する市町村を結ぶ重要な路線

でございますので、そういったものも財政状況を鑑みながら進めている状況でござい

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 以上で一般質問を終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、３番本多保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２時５０分といたします。 

（午後２時３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １番松本昇君より通告ありました「保育所の充実強化について」ほ

か１件の質問を許します。１番。 

○１番（松本 昇） それでは、議長の許可を得ましたので、さきに通告ありました点に

ついて、これより一般質問を行います。 

   １番の松本でございます。初めての質問をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

   早速でございますが、第１点の質問をさせていただきます。 

   保育所の充実強化であります。 

   本村は、子育て支援関連事業に対して、県下でも誇れる村として通っております。

そこで、若い人たちが好んで住んでいただき、学校等の生徒数が確保され、県下でも

認められております。そこの実績があります。 

   最近聞くところによると、保育所の待機児童がふえていると聞いております。私も

子育てのしやすい村づくりを目指しております。午前中の質問の中にも似たような質

問がありますので、午後からも傍聴においでになっておられる方もおりますので、ダ

ブるとは思いますが、私なりに質問をさせていただきますので、よろしくお願いした

いと思います。 

   保育所の充実強化について、１、保育所の現時点における待機児童数についてを質

問、お伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） １番議員さんにお答えいたします。 

   さきにも質問された方おりますけれども、９月１日現在の待機児童数の数になりま
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す。全体で１５人でございます。その内訳としましては、ゼロ歳クラスが８人、１歳

児クラスが２人、２歳児クラスが４人、３歳児クラスが１人というような状況でござ

います。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 今そういう答弁がありました。先ほども聞いてわかっておるんです

が、どういうふうなあれで、こういう待機になっているんだか、そこらをもう一度お

伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   本年度につきましては、保育士、現在２名が産休で休みに入っております。今後、

１１月と１２月に同じく産休で休みに入ると。それとあと、長期病気休暇ということ

で、１名の方が既に休みに入っているというような関係で、５名の保育士さんが休み

に入っているような状況でございます。 

   年度当初については想定されなかったということで、急遽保育士さんの募集という

ような形で、職業安定所、あるいは広報おおたまで各戸にチラシを配布して、保育士

さんの募集を行ったという中で、なかなか資格を持った保育士さんの忚募がないとい

うような現状の中で、退職された保育士さん等々、それぞれ情報をいただいた中でお

願いをしたと。８時間の勤務は難しいというようなこともあったりして、短時間の勤

務でお願いするというような形で、現在それと合わせて、保育士の資格はない中でも

保育補助というような形で３名の方、１０月からもう１人の方がお願いできるという

ことで、緊急の対忚を行っているところでございます。 

   年度当初につきましては、定員１４０名に対しまして１４７名の承諾をしていると

いう関係で、これからも当初の承諾児童が入所してくるというような状況にございま

す。それらの対忚を含めますと、新たに入所希望があるわけですが、なかなか現状で

は対忚が難しいということで、現在入所申し込みはあるわけですが、対忚し切れてい

ないというのが現状でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） まず、産休とかいろいろあって、事情で休んでいるという答弁あり

ましたが、何ですか、入所できないというか、待機するあれには、とにかく専門のあ

れが尐ないということなんですよね。 

   それで、ほかの市町村から比べると、前はずっと進んでいたそうなんですが、そう

いう待機児童ができるということは、やっぱり給料とかそういうふうのがちょっとほ

かの市村ですかに务るんじゃないかというようなことを考えられるんですが、その辺

はどうなんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えいたします。 
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   待遇等の面ということでございますけれども、他市町村に比べて特に悪いというこ

とではないんですけれども、先ほど村長からもお話ありましたけれども、本宮市、二

本松市、それぞれ保育士の何ていいますか、争奪みたいな状況になっておりまして、

私のほうで上げれば、当然その近隣でもわずかでありますけれども、上げるというよ

うな現状もございます。 

   来年度に関しては、保育士さんの待遇についても検討していきたいというふうなこ

とでございますので、なかなか難しい問題であるかなというふうに感じているところ

でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） そういう事情ですので、できるだけこれを解消してもらって、待機

児童のできないような方策を講じていただきたいと思います。 

   次、３番ですが、その時期です。待機児童の解消対策について、また、その時期は

いつかということなんですが、先ほど申されましたように、新年度から解消したいと

いうようなことですので、これもあわせて確実に実行できるようお願いしたいと思い

ます。 

   次、幼稚園の預かり延長保育についてを質問いたします。 

   １番の幼稚園預かり延長保育待機児童数はということで、先ほども午前中に答弁あ

りましたが、改めて答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） １番議員さんにお答えいたします。 

   幼稚園では、通常預かり保育と臨時預かり保育で両幼稚園とも対忚しておりますの

で、今現在は、預かり保育の待機児童はおりません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 今は、そうするとないということですので、これは安心しました。 

   それで、２番の幼稚園の預かり延長保育の入所基準についてお伺いいたします。 

   今のところ、どれくらいの入所基準ですか、延長保育ですね。それの、何ですか、

どういうあれで、どういうふうになっているのをお聞きしたいんですが、例えば、幼

稚園に預けるのにお母さんがパートとか、あとあれしていますけれども、とてもうち

では仕事に出たいんですけれども出られないと、預けられなくて。そういう基準とい

うのは、何かあるんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） １番議員さんにお答えいたします。 

   入所基準ですが、村では、大玉村立幼稚園預かり保育条例というのを設定しており

まして、入所基準は、村立幼稚園に入園した園児で、共働きなど家庭での保育が困難

な幼稚園児及び家庭の事情で保育が困難と認められる幼稚園児について、幼稚園児の

教育時間以外の時間帯において実施することとしておりますという条例がございます。 

   さらに、２７年度より子育て支援の充実を図るため、一時的に保育に欠ける園児が
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いつでも利用できますよう、臨時預かり保育について条例改正を行い、新たな受け皿

を構築したところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） そういう条例ができたということはありがたいですが、これは例え

ば、じいちゃん、ばあちゃん、今、老人クラブとか何かに、これ行きたいというよう

なときに、幼稚園の迎えにお昼までに行かなきゃならないから出られないと、そうい

う声も聞くんですよね。そういうことをなくすような、朝７時から夕方６時までとか、

そういう預けることはどうなんでしょうかね。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） １番議員さんにお答えいたします。 

   今年の４月１日に条例改正をいたしまして、そのような要望が臨時に発生するとい

う場合の窓口をあけるために臨時預かり保育というものを設定して、体制を整えたと

いうことでございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ちょっと補説させていただきます。 

   従前から、預かり保育に関する条例はございました。ただ、今年度から子ども・子

育て制度が充実したというようなことで、部長が申し上げましたように、いつでも一

時的に子どもさんを預かることを優先するというようなことで、そういった体制を整

えるために、今までも臨時預かりという制度はあったんですけれども、それをさらに

充実させる、そういった要望に忚えるという意味で、条例を改正したという中身でご

ざいます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） じゃ、そういう条例を有効に使って、新年度からはそういうことの

ないようによろしくお願いしたいと思います。 

   続いて、３番の待機児童のできる要因は何なのかということでご質問いたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） １番議員さんにお答えいたします。 

   今現在、両幼稚園の在籍数でございますが、玉井は１０４名、大山が７０名であり

ます。預かり保育の定員は規則で定められておりまして、玉井幼稚園、大山幼稚園と

も定数が３５名であります。 

   今現在、通常保育でも定員を上回る人数を受け入れておりまして、さらに臨時預か

りの保育の人数も加わりますので、将来は、待機児童の預かり保育の発生も想定され

るというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） すると、今のお答えですが、将来も待機児童はふえるということで

すか。 
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○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） １番議員さんにお答えいたします。 

   答弁がちょっと不明確でございました。今現在は、待機児童による状態はございま

せん、先ほど申し上げましたとおり。 

   ただ、今現在、通常預かり保育が玉井ですと定員３５名に対して４６名、さらに大

山幼稚園ですと同じく３５名に対して４０名が通常預かり利用を利用しております。

さらに、日によって違いますが、臨時預かり保育が３名から７名ということで、両幼

稚園とも随時に利用したいという保護者がございまして、それを加味しますと、定数

をかなり上回っているという状態でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えをいたします。 

   預かり保育は、幼稚園の規定で預かっているというよりは、村の方針で預かってい

るということですので、保育所と若干預かり方が違うという部分がありますが、これ

についてもやはり教員の確保というものあれば、預かり保育の時間というのは、もう

通常子どもたちが全部帰った後になりますので、施設的にも何も問題もないので、こ

れについてもやはり同じように教員を確保して、将来的にも続けていきたいというふ

うに考えています。 

   それから１点、今、私、先ほどの来年の４月から保育所の待機がなくなるんだとい

うふうに答弁したようにとられておりますが、今のままだと厳しくゼロ歳児を、例え

ば半年以上とか年度途中で、１歳になったところで１歳のほうに組みかえるとか、今

までやっていないようなそういう方法をとるとか、それからじいちゃん、ばあちゃん

がうちにいるのに、農家が忙しいから預かってくれというのが現実にあるんです。そ

ういうものが保育に欠けるかどうかという部分を厳しく審査をして、お断りせざるを

得ない場合も出てくると。 

   ただ、どうしてもそれでも解消できない可能性は残っているということで、早急に

保育士を確保したいということですので、今の見通しとして、来年の４月にはゼロに

なりますよということは、なかなか言いがたいところがあるので、その辺については

ちょっと努力はしますが、可能性があるということなので、それをなくしたいと。 

   そのためには、先ほど６番議員さんからお話があったように、村内のお母さんたち

で、通信教育等で保育士の保母の資格を取りたいという方がおられれば、これは非常

に助かります。取ったらば、３年間とか５年間は勤めてくださいよとかということで、

それに対する助成措置、授業料を助成するとか、スクーリングがあればスクーリング

のときの旅費の一部を助成するとか、そういうこともこれは非常に、きょうそういう

提言をいただきましたので、前向きに検討をして、できれば来年の４月までにそうい

う募集をして、資格をとっていただければ保母として確保ができる、１人でも２人で

もそういう方がいればと。 

   そういう努力を積み重ねて何とか解消をしていきたいというふうに考えていますし、
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今の小学校とか幼稚園とか、それからあと包括支援センターとかそういう既存の施設

を使って、何とか解消できないかということについては、改めてできるだけ早い時期

に結論を出したいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございます。 

   そういうことで、来年の４月からできるだけそういうふうな待機児童のないように、

精いっぱい頑張っていただきたいと思います。 

   最後ですが、今言ったように、待機児童の解消対策、またその時期ということで、

今、村長さんからご答弁ありましたので、私の質問はこれにて終わりたいと思います。 

   最後ですが、大玉村は子育て支援において、ほか市町村より進んでおりますので、

新しい若い人たちが大玉村に来てよかったというような子育て支援に村当局も頑張っ

ていただくことを望んで、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、１番松本昇君の一般質問を打ち切ります。 

   次に、４番鈴木康広君より通告ありました「「まち・ひと・しごと創生法」につい

て」ほか２件の質問を許します。４番。 

○４番（鈴木康広） ４番鈴木康広でございます。 

   議長の許可を得ましたので、さきに通告しました、まち・ひと・しごと創生法につ

いてほか２件の質問をいたします。 

   まず初めに、地方活性化の方針、検討方法、組織などは、現在どこまで進んでいる

か質問したいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ４番議員さんにお答えいたします。 

   進捗状況でありますが、大玉村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部を設置い

たしまして、その補助機関として、現在ワーキングチームを開催したところでござい

ます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） 推進本部を設置、既にワーキンググループということなんですが、

この後、実際にその内容について検討、議論する組織、あとその検討方法等がという

か、今の時点でわかっているものがあれば質問したいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） 今後、素案が示される予定でございますが、それらをもと

にワーキングチームでの検討を重ね、推進本部会議での検討を経て、推進委員会とい

う組織、いわゆる諮問を受けて検討する機関でございますが、そちらへの諮問、推進

委員会での諮問を経て、再度推進本部への答申ということでの内容を予定しておりま

す。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 
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   実は、２番目の質問に、実際のところ、今までどのような検討内容があるかという

質問をしていたのですが、今答弁のあったように、推進本部並びに委員会については

今後検討されるということで、今現在は、実際に検討された内容等がこの場で出ると

いうのはないのかなというふうに今感じましたので、この質問については、ない形と

いうか、削除したいと思います。 

   大玉村については、交通手段等がどうしても何だかないという現状があると思いま

す。大玉村が今後発展するためには、当然、高齢者福祉、子育て支援などが非常に大

きな柱になるというふうに考えます。それが重要な課題ではないかと考えております。 

   高齢者福祉については健康寿命の延長、生きがいづくり、各イベントの参加など、

それから子育て支援については学校支援ボランティアのボランティア自体の確保とか、

あと子どもたちのスポーツ尐年団の参加などにしても、足がないことによってそうい

うものに参加できないとかという状況が今大玉村については、現状としてあるのでは

ないかというふうに危惧しております。 

   そういうことを踏まえまして、それに対しての対策、今考えているか。あと、以前

に庁内で検討されていたデマンド交通、自治研修センターとの共同研究が出てきてい

たと理解していますが、その件についても質問したいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ４番議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

   交通手段、ご存じのとおり、現在村の交通手段は自家用車がかなりの部分を占めて

ございます。それ以外の部分については広域バス等がございますが、現在、村で行え

る対策といいますのは、質問の中にありましたように、自治研修センターとの共同研

究で現在報告書が上がってございますが、村で行える対策、地域の皆さんで対忚でき

る対策、また、それ以外の対策や方法などを検討しているところというのが大きなと

ころでございます。 

   質問の後段にありました公益財団法人ふくしま自治研修センターと共同で行いまし

た、大玉村地域公共交通体系調査研究につきましては、広域生活バスの見直し、改善

についての報告がなされました。 

   大きな中身ですが、バスの台数の増数、それから現状のバス１台にデマンド型の乗

り合いタクシーを追加する案などが出されましたが、費用の面で、当然のことながら

増額となるというところで実現は尐し難しいのかと思われますが、報告の中では、ま

た事業者の協力、それから地域の関係者による協同などの提言もあり、今後の方向性

の一つが示されたものと考えております。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今、その報告書が庁内には上がってきたということで、それを見ることができるか

どうか、１点確認したいと思います。 

   あと、実際にそれを検討した費用面等でかなり難しいというふうな今現在認識が庁

内にあるということですが、先ほども申しましたとおり、今後大玉村が継続的に発展
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するためには、どうしても足を確保するということ、これがうまくいくことによって

全てが官がつくるというわけではなくて、官と民の間の公的な、要するに自助とか共

助という形でものを使って、尐しでも公的負担、あと個人負担も尐ない形で、システ

ムを何とかつくることができれば。もし、それが大玉村で最初にでき上がれば、大き

な大玉村のメリットとなると思いますので、それについて、１点はその資料を見るこ

とが可能かどうか、あとその内容について継続して検討していく形なるのかどうか、

伺いたいと。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   公共交通システムについては、２０２５年の超高齢化社会、今の団塊の世代が後期

高齢者になるころには、もう確実にそのシステムが稼働していないと、高齢者の足の

確保ができないということもありますので、そこに向かって徐々に広げていきましょ

うという考え方ですので、今現在広域バスが本宮と二本松と共同運行をしております

ので、これをどうするかということは、今度、本宮、二本松と協議をしきゃいけない

と。ですから、このバスを運行したまま新たな公共交通システムをつくるのかという

ことの問題もあります。二本松、本宮等については、デマンドタクシーを運行してい

るということもございますので、そういうことも参考にしながら。 

   ただ、先ほど課長言ったように、計算しますと、やはりかなりの額になるというこ

とですので、それぞれ箱物に金をかけたくてもなかなかかけられないとかというのは、

そういう住民サービスのほうにやはり回さなきゃいけないだろうという部分もありま

すので、とりあえず広域のバスの調整、それから外出支援ということで、ボランティ

アで今現在やっておりますので、それの拡大が図られないか。これはみんなで支え、

みんなでつくるということですので、それぞれ村民の皆さんが外出支援のほうに入っ

ていただければ、大変ありがたいという部分もございますので、いきなりデマンドタ

クシーで全ての広域、全村をカバーしますということは、これは現実的にできません

ので。 

   その次に来るのがやはりデマンドタクシーで、足のない高齢者に対しての送迎とい

うものに進んでいくんだろうというふうに考えていますが、これは先ほど言ったよう

に、段階的に拡大をしていくということになりますので、今庁内で具体的にどの程度

の経費がかかるのかというようなことを検討しておりますので、まず今は外出支援を

やっておりますので、その辺の拡充でできないかということ。それから、今度デマン

ドタクシーにした場合はどうなのかというようなことで、検討を進めてまいりたいと

いうふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今現在、大玉村にある特徴あるシステム、そういうふうな、それをうまく生かした

形で、それが今現在外部で行われているデマンドタクシーに近いものとかと融合する
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ことで、より効率的なプラン等ができ上がればいいと思いますので、それをぜひ進め

ていただきたいと思います。 

   あと、関連してなんですが、今回地方活性化のほうの方針等を今後つくっていく上

で、庁内の情報等が速やかに共有されること、それが十分に検討されることが必要か

と考えます。 

   先ほどの午前中の質問の中で人口の動態について質問がありまして、２番議員さん

の質問の中で建設課のほうの世帯数の増加について、約１００件くらいの世帯数増加

が見込まれるのではないかというふうな答弁があったと。あと、そのほか政策推進と

か住民生活、もしくは教育委員会等で、要するに人口については若干微増みたいな形

の、もしくはなかなか簡単には追加がないような形の答弁があったと思うんですが、

それぞれちょっとその内容、私の聞き間違いがあるとあれなので、可能であればその

数字と算出方法について、もう一度答弁いただければと思います。 

○議長（遠藤義夫） 通告外でございますので、省いてもらいたいと思います。 

○４番（鈴木康広） はい、わかりました。削除いたします。 

   村執行部としては、今現在十分な、今言うような大玉村自体の現状等を精査して情

報を十分に活用した上で、今後、本格的な議論が推進本部、もしくは委員会等に提出

されると思います。 

   そのために、大玉村としてどういうふうな方向性の議論を、もしくはその目的を持

っていくのかということを提示する予定があるかどうかを聞きたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） 現在、素案を作成中でございますが、これについては総合

戦略ということで１０月いっぱいの提出期限がございます。 

   それ以外にも、もっと上位計画になります総合振興計画もあわせて、今回見直しの

途中でございます。それらについても作成中でございますので、方向性を含めたもの

が提示されるものと考えてございます。無論、議会並びに総合振興計画については、

パブリックコメントでの提示ということも考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   大玉村がより小さい村であっても、継続して発展するがための重要な今時期に入っ

ていると思いますので、検討をよろしくお願いします。 

   続いて、大玉村のＰＲ用ＤＶＤについてに移りたいと思います。 

   今回、大玉村のＰＲビデオを制作いたしております。一部公開については、議員の

ほうについては先日配付がされておりました。そのＤＶＤを今現在どのように利用し

ていて、今後どういうふうに利用するかお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） 村ＰＲ用のＤＶＤでございますが、現在作成したものは

２００枚ということでなるべく近いところ、議員さんを含めてですが、配ってござい
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ます。 

   そのほか、今後予算で議論がなされると思うんですが、増刷、いわゆるコピーをし

まして、村内各世帯、事業所、大玉村出身者の会会員やふるさと納税を行っていただ

いた方々への配布、また村内外の各種行事等における放映などで利用する予定でござ

います。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   ＤＶＤについては、私も実際に見させていただきました。２８分のＤＶＤで、大玉

村の中の多くの方が参加し、大玉のすばらしい地域性とか自然とか、あと教育、文化

などを十二分に映像化されたすばらしいものと考えております。 

   実は、そのＤＶＤを東京のほうの中小企業診断士の会の方に見ていただく機会がご

ざいまして、ちょうどちょっと見ていただいたところ、資料として充実している、た

だ時間が２８分という時間については、なかなか資料として見切るのには、難しいの

ではないかというふうな率直な意見もいただきました。 

   今回、こういう全村配布、村内全軒配布となれば、当然多くの方の協力を得てでき

上がったＤＶＤですので、今制作されている全ての入った形、２８分のものを配付さ

せていただいて、皆さんに十分に見ていただくという形、これは大変いいことかなと

思うんですが、これを目的別に分けて各課で利用するために配布するとか、もしくは

何か特定の目的、要するに観光用に配布するとか、もしくは教育用に配布するとかに

ついての場合には、内容をもう尐し、要するに短くとか集中するとかという形のもの

を検討されてもいいのかなと思うんですが、その件について質問します。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ４番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   確かに、今回のＤＶＤ、２８分ということで、その気にならなければ、なかなか全

部見ることは難しいかなというふうに思います。 

   ですから、それなりの状況に対忚したようなものに再編集ということも含めて検討

していきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今回、大玉の一つの節目としてつくったＤＶＤですので、十分に活用されて、これ

が大玉のほうのいろいろなことの発展に寄与するようにしていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

   では、最後の質問。 

   農業政策の今後の方針についてということで、まず主要作物である稲作は、このま

までは今後どのようになる、このままというのは、要するに特別な施策等々が十分に

行われなかった場合とかも含めた形で、どういう危険性があるとかという内容も含め

た形の質問という形で説いていただこうと思うんですが、考えているかお伺いしたい

と思います。 
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○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ４番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   稲作、これを取り巻く環境につきましては、豊かになった食生活の影響で米の消費

量の減、また安い外米の輸入などによりまして、米価の下落傾向が以前からあったわ

けでございますけれども、生産目標等で米の生産調整がなされてきたところでござい

ます。 

   大きく変わりましたのは、平成２３年の福島第一原発事故による放射能問題がきっ

かけで売れる米が売れず、加えて米価も下がるといったような状況に陥ったことでご

ざいます。 

   その後、反転耕や放射性物質の吸収抑制対策、こういったものを行いながら、生産

される米の全量全袋検査を実施しまして、安全な米しか市場に出回らない対策を講じ

ているところでございます。こうした厳しい環境の中、平成２６年産米の大幅な価格

下落、こういったことが起こりまして、稲作農家に与えるショックはかなり大きいも

のだったろうと思っております。 

   農業従事者の高齢化、または後継者の問題、こういったものもございます。農作業

機械が壊れたら買い直さずに、作業を委託している農家も多いものというふうに認識

をしております。このままの状態では、よくて現状維持、なかなか厳しいものになる

のではなかろうかというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今、将来性については決して楽観できない、これは大玉だけに限るわけではないと

思うんですが、そういう内容が示されました。 

   今現在、実際に村として行っているいろいろな対策、今年については１０アール

２，０００円と、もしくは農業機械の共同購入の利用など、いろいろなその他利子補

給なども行われております。その中で、来年度も継続して今のところ実施予定である

もの、もしくは今年度単年度という形のもので、ある程度その方向性が決まっている

ものがあれば伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） 来年の米価下落、いわゆるそういった対策という内容でござい

ますが、米価下落の所得補償分、１０アール当たり２，０００円につきましては、

２６年産米の米価下落に対忚するものとして単年度で実施したものでございます。 

   ただ、農業機械の共同利用の補助、これにつきましては、さきの議会のほうでも答

弁させていただいたかと思いますが、現状の補助の制度のままで向こう３年間、あと

要綱的には５年間ということですので、３年間は同じような内容でやらせていただき

まして、財源もかなり必要になりますし、先ほどの質問者に対しても答弁をさせてい

ただいたとおり、村内の農家の約１割が今回申請にかかわっている部分もありますし、

来年度、再来年度どのくらい出てくるかということもちょっと心配な部分ではござい



 

- 78 - 

 

ますが、当面３年間、２７年度含めて３年間は、同じような内容でいきたいなという

ふうには考えてございます。 

   ただ、とんでもなく大幅に事業が膨らめば、その際には順位を決めるとか緊急性と

か、そういったものも考えさせていただく考えがまるっとないというわけではござい

ませんので、その辺はご了承いただきたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今現在、稲作を、要するに継続するために必要な実際に政策が行われ、それについ

て多くの方が、それによって農業機械等についてはちょっと買いかえ、入れかえがで

きたということは、すごくすばらしいことと思いますので、財源等の今補充もあると

は思うんですが、何とかそのまま維持できる形、それによって農業が生きていく形が

できればと思いますので、よろしく検討をお願いしたいと思います。 

   また、将来どのような将来像にしきゃならないかという質問に関連してなんですが、

午前中の質問で、人・農地プランとか認定農業者をふやす、あと法人化などの答弁が

ありました。人・農地プランであれば、平地であれば２０から３０ヘクタールとか、

山間であれば１０から２０ヘクタールとかというふうな規模とか、もしくはそのいろ

いろな条件等があると思います。 

   今、大玉村の農業と見た場合に、大規模化していく米の農業と、あと農業全体でい

うと、そのほかの野菜等については、直売所等で地域性の合ったものをとっていくと

かというふうな２つ方向性が考えられると思います。 

   これを法人化等をする場合に、基本的には人・農地プランに該当するような大きな

規模のみの法人化というふうに考えるのか、それとも、規模が小さい野菜等について

も法人化などの方向性を考えているのか、これを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ４番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   人・農地プラン、いわゆるその法人化とかそういった部分でございますけれども、

法人化といいましてもやるのはいわゆる民間でございます。 

   経営形態には、いろいろあるかと思います。米だけでやるという想定であれば、か

なり大規模にしまして、通年を通して精米とか直接販売とか、そういったいろんな方

法もあるかと思います。 

   また、収入の安定を確保するということであれば、ある程度の設備投資は必要にな

るかと思いますけれども、いわゆる蔬菜、野菜ですね。そういった複合経営も考えら

れるのではないかというふうに思います。 

   ただ、これは行政主導でやるといいましても、なかなかこれはできない部分であり

ますので、基本的にはやはり農業で生計を立てていくと、みんなでやっていこうと、

そういう機運が高まりまして法人化にして、農業後継者の問題もクリアできると。そ

このところで、それをなりわいとして勤める方も生まれると、そういった形態になる
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のは一番望ましいのではなかろうかというふうには思っております。 

   ただ、行政主導でこれ、つくるわけにいきませんので、その辺はやはり現在の農業

の置かれている状況を見ながら、あとは地域のこの風景、あとは田畑が別な機能とし

て持っている防災機能もあわせ持っています。そういったものにやはり賛同いただけ

る方、そういう有志の方が自主的につくっていただくのが一番よいことでありまして、

そういった部分にご相談等がなされれば、やはり農業普及所、ＪＡ等と協議をしなが

ら、実現できるような方策を見つけていければなというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   農業については、それを実際に経営として維持して伸ばしていくことは大変今難し

い現状にある。その中でも、今話があったように農業者自体が、これで生活を維持し

ていくというふうな気構えを持つ。あと、そのほかに直売所も含めた地域の販売とか

のほうのところとの連携、つながりをどういうふうに持っていくか。あと、当然農協

とか、もしくは県の農産物指導など等との関係もつなぐということについては、当然

行政がかかわってくる部分も多々あると思いますので、そういうものについても充実

した形を持って、農業の将来像が尐しでも皆さんの意欲を持てるような形になること

をお願いして、次の質問に移りたいと思います。 

   山間部では、イノシシなどの被害がふえているのが今現在あります。これは先ほど

３番議員さんのほうの質問にもあった内容でございます。その内容について、実際に

その発生数等について、あと電気柵についての説明等がありました。それについては

省かせていただきたいと思います。 

   電気柵についてなんですが、尐し前に電気柵のほうの基準を守らない設置によって

事故が起きて、安全管理についての問題が指摘された事故がありました。その後、村

のほうから実際に電気柵のほうの設置の農家について、いろいろご相談、指導とかが

あったということで、道路ののり面からの移動とかという形のものの安全対策が行わ

れたというふうにちょっと伺ったんですが、その実施した内容とか、あと当然電気柵

ですので、維持管理等が十分されていないと効果が認められない等もあると思います

ので、そこら辺の内容について、もしわかる部分があれば、先に伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ４番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   さきに静岡だかで事故があったということで、状況を新聞報道で見ますと、家庭用

電源を使っていて、安全装置をつけていなかったというような内容であったようでし

た。 

   県のほうから、その後、点検するようにという通知も来ていますけれども、私ども

静岡の事故報道を受けまして、補助をした関係上、大玉村の現状を把握しようという

ことで、県の通知に先立ちまして自主的に点検をしてまいりました。 

   その結果、まずはやっぱり電気柵につきましては、基本的には設置する高さとか、
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あとはその電圧関係とか、あとは遮断機関係ですか、そういったものがついているこ

と、加えて危険であるとの標示が、その４項目があるわけなんですが、４項目のうち

安全標示、危険という標示をしていなかった部分について５件ほどありました。それ

につきましては個別に通知をさせていただきまして、連絡をとって、その後設置を確

認してございます。 

   あと、被害関係でございますが、先日、電気牧柵を設置したにもかかわらず、田ん

ぼが荒らされたというような通報がございまして、担当が現場のほうを確認したとこ

ろ、まことに電気柵をきちっと回しておったんですが、電気柵の全然効果なく、田ん

ぼがごちゃごちゃにやられてしまったという状況を確認してまいりました。 

   原因は、太陽光を使った蓄電システムの電気柵だったんですが、要は電源を入れっ

放しになっていまして、日中発電しているときも、いわゆる通電している状態だった

と。電気をつくって通電しているんだけれども、今度夜、使う電気が蓄電されていな

かったというような状況で、さわってもびりっとも何ともならなかったということで、

それについては使用方法をよく読んでお使いくださいということで、お話をしてまい

ったというような状況でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   電気柵などのほうのものについて、より効率的というか、使用方法に合った形で使

うことによって効果が望まれるというか、効果が出てくるということで、これについ

ては設置、もしくはその設置後についても、行政の手がかかる分については指導いた

だくことで、より効果を持続できるようになればいいと思いますので、それについて

もあわせてお願します。 

   また、電気柵自体の耐用年数というか使用、どれくらいの期間使用できるのか。あ

と、当然それは何年かたてば、使用ができなくなる形になるかと思います。その場合

について、当然これが効果があるとなれば、将来も電気柵自体をその地域でどういう

方法で、全部個人なのか、それとも、また行政等がかけることができるのかというの

は、ちょっと先の話であるにしても、効果があるものについては継続できる形のもの

が望ましいかと思います。なので、もし電気柵等の耐用年数というか、要するに使え

る期間とかがもしわかれば、またもし電気柵がそういう期間が過ぎて使えなくなった

場合に、どういうふうな方法をとれば、より広域的に電気柵を維持できるか。 

   一つの考えとしては、１つの田んぼごとにやるよりも、ある程度まとまって電気柵

を回したほうが設置費用等は小さくなるのかなというのもちょっと思ったりしていま

す。あと、聞くところによると、田んぼ何枚かで、最近は電気柵を回しているところ

もあるとかという情報もちょっと聞いてきたので、そこら辺についてどういうような

検討をしているのか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ４番議員さんにお答えをさせていただきます。 
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   電気柵の耐用年数というご質問でございますが、電気柵自体は、いわゆるイノシシ

の発生時期に合わせて設置をし、冬期間は外すものというふうに認識をしております

し、そういった簡易的に設置するものであります。 

   一番問題なのは、いわゆる蓄電システムの部分だと思います、いわゆるバッテリー。

バッテリー自体の寿命がどのくらいもつかということになると思われますが、通常や

っぱり３年とか５年が限界なのかなというふうには考えてございます。 

   現在の要綱だと、そのバッテリーに対しての買いかえ費用とかというものは該当し

ません。あくまでも年に１回の補助であって、新しく電気柵を設置すると。あと、今

おっしゃったように、例えば電気柵がもう使えなくなっちゃって、あと買いかえとい

う部分に関しては、今後検討していきたと。 

   今の要綱も２年目ということでございますので、そういった部分まで今のところ想

定してございませんので、年に１回の補助で、限度額が１０万という内容でやらせて

いただいております。平成２６年度については、設置費の６分の１だったんですが、

イノシシの被害が余りにも多いということで、平成２７年度については２分の１、

５万円限度というようにさせていただいておりますので、そういったものを有効に活

用していただければというように思っております。 

   また、先ほどもお話をしましたが、音の出るもの、１万数千円で購入できるという

ものもあります。電気柵については、ほとんどが１０万前後、メーターによりますけ

れども、十五、六万かけて設置されている方もいらっしゃるようでございます。 

   効果はどのくらいあるのかというのはちょっとわかりませんけれども、あとは先ほ

ども申し上げたとおり、けものですから見えなところに潜んでいると。そこから圃場

に連続して草とか荒らしたりすると入りやすい、いわゆるけもの道ができてしまう。

ですので、周りが山のようなところに関してはやぶの刈り払いを行うとか、そういっ

たものも有効ですよというふうにも言われていますし、先ほどもお話ししたとおり、

今、白河ではコンバインのひも使って自作で、いわゆる牧柵をつくったと。缶からを

下げることによって、近づいてきたものに対して、その音で威嚇をして被害に遭わな

いようにしているというのもありますので、そういったものもいろいろ情報を収集し

ながら、自分たちでできるものがあるとすれば、そういったものでやっていければと

いうふうに思います。 

   やっぱり電気柵というのは、さわればびりっとくるということで、これは危ないと

いうことで逃げるんでしょうけれども、先ほども答弁させていただきましたが、電気

柵を回したはいいけれども、隣のところが被害に遭ったと、そういうこともあります

ので、イタチごっこの状況ではあるかもしれませんけれども、鳥獣駆除、こういった

ものも併用しながら、年々ふえ続けるイノシシ対策、有害鳥獣対策に取り組んでいき

たいというふうに考えておりますので、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 
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   農業に対して意欲を持つ農家が農業を維持するために、どうしてもやる気があるん

だけれども、実際にその収穫前に農作物だめになってしまった。それであれば、これ

は本当に憂慮する、悲しんでいるということですので、そういう形の意欲を持つ者に

対しては尐しでもその行政で電気柵、もしくはそのほかの方法も検討、研究していた

だいて、より効率がよく、また費用等についても余りかからないでできれば、今後も

農業維持にすごくプラスになると思いますので。 

   あと、先ほどあった蓄電池等の交換、今現在についての制度上は、蓄電池の交換に

ついては該当しないという話だと思います。これについても、実際にその時期が来て

維持する場合に、蓄電池だけ交換するんじゃなくて、みんな巻き直すと対象になるけ

れども、蓄電池だけでは対象にならないよ、じゃ、全部外すかみたいなというのは、

ちょっと非効率的というかということもあると思いますので、その内容については十

分検討いただいて、必要があればその制度等も検討いただければということをお願い

いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、４番鈴木康広君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ここで議長からお諮りいたします。 

   議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長したいと思いますが、これに異議

ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認め、会議時間を延長することにいたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ここで暫時休議いたします。再開は午後４時時５分といたします。 

（午後３時４９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後４時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ５番押山義則君より通告ありました「全国学力、学習状況調査につ

いて」ほか２件の質問を許します。５番。 

○５番（押山義則） ５番押山義則でございます。 

   議長の許可をいただきまして、通告した内容で、平成２７年度９月定例議会一般質

問を行います。 

   まず最初に、全国学力・学習状況調査についてということで伺います。 

   先ごろ、全国学力テストの結果が文科省より公表されました。本県の状況に基づき

まして県の教育委員会としては、前年と同様に、忚用して課題を解決する力の育成に

取り組む必要があるとの見解が示されました。 

   そこで、まず教育長、伺いたいんでございますが、文科省は昨年度から、それぞれ

の教育委員会に対して学校別成績の公表を認めておりますが、今回の結果を踏まえて、
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村教育委員会としてどのような形で検証される考えか、まず伺います。 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   去る４月２１日実施されました小学校６年生を対象とする国語、算数、それから新

たに理科が加わりました。それから中学３年生についても同様です。この結果につい

て結果をいただきました。 

   公表の問題なんですけれども、これまで議会でお答えしておりますように、各学校

の細かな正答率等については、文科省も言っていますように、今回の調査が学力の一

側面であるというようなこと、それからまた正答率で出されているわけですけれども、

その数値がひとり歩きするようなことに対する弊害等々を考えて、具体的な学校別の

数値については公表することは考えておりません。 

   ただ、大まかな傾向については昨年度も示しておりましたし、今年度もさらに詳し

くいろいろ分析しまして、この後広報紙等で広く村民の皆さんにお示ししたいと、そ

んなふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） これまで同様な取り扱いになるのは予想しておりますが、公表され

ない理由、それはもっともな理由と評価していいのか。公表して、今の状況を明確に

して問題点を追及していかれるのも、試行錯誤も必要ではないかと思うんであります

が、改めてその辺伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 再度お答えいたします。 

   細かな数値についての公表については、控えさせていただきたいというようなこと

でのお答えです。 

   ですから、今教育委員会といたしましても、それから各学校で、今回の結果につい

て詳細に今分析を行っています。それから、学力調査とあわせまして学習状況調査、

これは意識調査なんですけれども、これも多面的に行っております。これらとあわせ

ながらその成果や課題、そんなことについて分析してそれを示すことが、より今回の

テストに沿うものだというふうに捉えております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 今の学校の現場のお話も出ましたが、現場の先生方との意見交換は

十分されていると存じますが、統一見解といったらいいのか、現場の声としてはどの

ようなものが上がっているのか。また、教育委員会での見解、それは教育長の見解と

イコールを捉えてよろしいのか、その辺も伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   現場の声というのは、結果に、このテストに関してなんでしょうか。テストに関し

てはもう何年も行っていますので、これをテストを受けて、その結果を分析して自分

たちの指導に役立てたり、それから子どもたちのこれからのものに生かしていきたい
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という、そういう捉え方では我々と一致しております。 

   それから、教育委員会の結果というのは、当然私の考えもありますけれども、担当

等おりますので、私一人の考えではありません。ただ、最終的な責任は私にあります、

考察の結果についての最終的な。ただ、これは定例教育委員会等について詳細に示し

て、その結果についてご意見等をいただいておりますので、いわゆる教育委員会の考

えというふうに捉えていただければと、そのように思います。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   教育長に伺いたいんでありますが、結果の公表されている教育委員会というものは

どれぐらいあるか認識しておられますか。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 県内で学校別の公表を行っているところは、多分、今年度どうな

るかわかりませんけれども、限られているというように思っております。全国的にも

公表したところが、かえっていろいろと問題を起こしているところが多いと、そんな

ふうに捉えております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   文科省も公表を認めたのが昨年度からですから、それぞれの立場での紆余曲折は当

然だと思っております。 

   ただ、せっかくあの大金をかけて実施しているテストなんでありまして、有効に活

用されたいと思っての質問でございます。教育委員会とか学校側だけでなく、我々に

も知る権利があってもいいのかなと思っているところであります。大玉村ならではの

教育システムの確立などというのも、教育長、考えられないか、その辺から質問した

内容でございます。 

   学力テスト、８回目であります。取り組みの中で、変化、進歩が感じられる状況に

あるのか、その辺、８回目を通じて伺いたいんであります。目的は尐し違いますが、

コミュニティ・スクールの制度の導入で、画期的な教育システムの真価が問われる状

況にある大玉村教育委員会であります。その方向性、私どもとしては大変気にしてい

るところであります。 

   それで、改めて教育長の見解で結構なんですが、学年別とか各教科別の評価につい

てはどのように捉えて、どのように対処されていかれる考えが伺いたいと思います。

それから、先ほどもちょっと報告がありましたが、学習状況調査の状況とあわせて新

たな取り組みの必要性をどう捉えておられるか、感じておられるのか。また、都道府

県別の成績結果、それを踏まえまして秋田県などの取り組みも、それはどの辺、福井

県なども含めてでありますが、どのように評価されておられるのか。 

   大玉村だけが頑張って実現できるものではありませんが、県の教育委員会への、冒

頭に申し上げましたが、忚用力の育成が必要と、形として発表されております。村の

教育委員会として村のテストの結果から省みまして、さらに状況をよくする方法とか
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アップさせるシステムは考えておられるのか、その辺も含めまして、もう一度あわせ

て伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） お答えいたします。 

   結果の数値の細かなことについての公表は控えさせていただきたい。ただ、概要に

ついては、広く村民にお伝えしますというように先ほどお答えいたしましたけれども、

その趣旨をご理解いただきたいと思います。 

   概要で申し上げますと、小学校の国語、これは２つありまして、基礎的な内容と、

それを忚用した活用力といって、いわゆるＢ問題があります。それから、算数も同じ

くＡ問題、Ｂ問題、それから中学校も同じです。それに新たに今年から理科が加わり

ました。理科は１つです。ＡとＢは分かれていません。その概要につきましては、ほ

ぼ全国平均並みというようなことで大玉の実態、それはその辺については、広くお知

らせしたいというふうに思っております。 

   それから、秋田県とか、今、福井県のことについて出されましたけれども、いろん

な見聞きするところによりますと、やはり地域が非常しっかりしているというような

捉え方をされています。特効薬はないんだというようなお話もされています。 

   そのことは私どもも大事にしまして、今回も過日校長会を行ったんですけれども、

そこで結果に一喜一憂せず、もっと広い目で大玉が今取り組んでいる取り組みについ

てさらに推進していくような方向で、今後進めていきたいというようにお話ししたと

ころであります。 

   どういうことかといいますと、コミュニティ・スクール、２期目を迎えました。そ

れからおおたま学園というようなことで、幼小中の一貫教育を目指しております。コ

ミュニティ・スクールの目指すところは、学校だけじゃなくて、家庭、地域と一体と

なった教育の推進です。 

   今回の調査結果を見ましても、例えば意識調査の中でうちの人が、うちの人という

のは兄弟以外ですけれども、学校の行事や授業参観等によく来ますかという設問に対

して、全ての学校、これが全国平均を上回っている結果が出ています。そういったこ

とについて今回詳細にしまして、それからうちで勉強しますかということについても、

全ての学校で全国平均を上回っているという、そういう結果が出ます。 

   そういった結果と学力の相関度をクロスさせていきながら、一人一人を分析してい

って、それに忚えていくという教育を推進していきます。まず、コミュニティ・スク

ールのシステムを生かした横の広がり、学校だけじゃなくて、地域、家庭と一体とな

った教育の推進、これをさらに進めていきたいというようなこと。 

   それから、幼稚園、小学校、中学校といった縦のつながり、その縦軸と横軸をしっ

かりと機能させながら進めていくことが、これまで進めてきた大玉の教育であります

し、今回の結果からもそれらをもとにして細かなデータを収集しながら、そういった

ことについてまた先生方と一体となって取り組んでいきたいなと、そんなふうに考え

ております。 
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○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。 

   この全国学力・学習状況調査、８回目ということであります。全国的には６０億円

ものお金をかけるということであります。それの意義には、私自身は尐し疑問を持っ

ておりますが、数年前、秋田県の学習状況について調査研究もいたしました。あの秋

田県に行って、正答率を高くする努力には敬意も表してまいりました。ただ、同じ子

どもたちを見て、中学生の中で成績の芳しくない、沖縄の子どもたちの伸び伸びした

中学生にも大変魅力感じております。 

   確かに難しい問題でございますが、大玉村コミュニティ・スクール制度の独自性を

生かした教育システムが成就されるよう願いまして、次の質問に入りたいと思います。

ありがとうございました。 

   次に、名倉山登山道の整備について伺いたいと思います。 

   名倉山の登山道の事業計画が先ごろ発表されました。計画内容を伺って疑問点を数

点、担当に伺いたいと思います。 

   私は村長の話から名倉山への登山道、このたびの東日本大震災の犠牲者への鎮魂の

意味も込めて、また日本で最も美しい村としての大玉村の景観、観賞もできる散策の

道としての機能を備えた、登山道の整備を図りたいといった趣旨の説明から、玉井財

産区の基金も積極的に進め、対忚を見守ってまいりました。 

   疑問の第１点なんでありますが、大玉村独自の登山ルートにするべきでないのかな

ということであります。本宮市との共有するルート、これは新鮮味がなく、結論とし

て利用価値が薄れるのではないかと思っております。現実に、本宮町との合流点の手

前、車で本宮側から行けます。無線塔の駐車場から今度の合流点には、多分歩いて

５分ぐらいのところになると思っております。その辺が独自性がないというふうに感

じます。 

   それから、第２点として、現道として無理すれば車の通れるほどの道があるのに、

なぜ新道が必要なのか。今の道を散策道として改良したほうが有効ではないのかとい

うことが、これ２点目であります。 

   それから、３点目、名倉山の歴史を踏まえた古代の森としての神社や、例えば玉井

あたりで昔から知られています鶴塚とか鶴ぞねとかの、そういう故事に倣ったルート

開設は不可能なのか。 

   やっぱり、名倉山、大玉村の正面から登ってこそ、大玉村独自の登山道と捉えてい

たいんでありますが、どこかにとりあえずつくればいいといった姿勢がなかったのか、

それが大変気になるところであります。まず、担当の取り組み状況を伺いたいと思い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   名倉山登山道の整備、これの基本目標の再確認ということでございます。ご承知の

ことだと思いますけれども、大玉村の自然の美しさとそのすばらしさ、これについて
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気軽に見られる視点場へのアクセスというふうに私は考えております。 

   安達太良山の頂上から裾野にかけまして森林、あとは水田と屋敷林、いぐねが織り

なす四季折々の大玉村の風景を見ることができる場所としては、村内では名倉山の頂

上が一番のビューポイントであるというふうに思っております。誰しもが思っている

かとも思っております。 

   現在、名倉山の頂上に登る場合につきましては、先ほど質問の中にもありましたと

おり、本宮側の蛇ノ鼻林道からＮＴＴの鉄塔まで車で行きまして、そこから徒歩によ

って頂上に登るほかは、山の中を頂上を目がけて登る方法しかないのが現状でありま

す。 

   大玉村側から徒歩によって、約１時間程度で登ることのできるルートを整備するこ

とによって、誰でもというとちょっと語弊ありますが、ちょっと勾配が急なために、

気軽に名倉山頂上に登れまして、大玉村の美しい風景を認識いただきたいというふう

に思っている状況でございます。 

   あとは、今の本宮の既存の通路を使うということになると、独自性がないというご

指摘でございますが、いろいろ費用、あとは登山までの時間、ルート、そういったも

のを考えますと、やはり余り費用をかけずに、余り時間もかけずに、その景色を見ら

れるということであれば、今回、前回の全員定例議員会のほうでお示ししたルートが

一番いいのではなかろうかというふうに考えてございます。 

   また、今ある道を使うということであれば、新しいものは要らないんではなかろう

かというようなご指摘でございますが、今回の私どもで考えているルートに関しまし

ては、小姓内の集落から以前あった砕石場の事務所跡、いわゆる上の崩れているとこ

ろからずっと下のほうになるんですが、そこまでは車で、そんなに支障なく行ける場

所でございます。そこには駐車スペースもかなり広いスペースがございます。 

   そこから道路というよりも、砕石場を操業していた当時の場内の搬出路、それが名

倉山をこちらから見ると、左手のほうに続いているんですが、その通路を使いまして

上の、いわゆる裸山になっている広場まで上がります。裸山まで上がったところから、

その頂上まで上がるルートが現在ございません。１８５メーターの道、いわゆる幅

１．２メーター程度のものでございますが、それをつくりまして、今ＮＴＴの鉄塔の

ところから名倉山の頂上まで、当時の作業道的なもの、ちょっとブルでならしたよう

な道路があるんですが、そこまで突き上げまして、そこから既存のところを登ってい

くと。 

   私ども、まだ道路整備されていないうちに１度、２度、踏査しまして、最終的にこ

のルートでいこうということで決定させていただいたんですが、大体車をとめてから

頂上まで約４５分、整備がされていないところで、平均斜度が今２５度から２６度ぐ

らいあるものですから、かなり整備をしないと、足が滑って上がりづらいというよう

な状況でございます。 

   これを幅、山側を若干カットしまして、谷側に即製土のうで積み上げまして、工事

費をなるたけ抑えて搬出土も尐なく、場内で整理するようなやり方をやれば、工事費
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的にもそんなにかからないで済むだろうということで、このルートを決定させていた

だきました。 

   独自のルートといいますと、昨年計画していた今の放射性物質の仮置き場、そちら

からのルートということもできるかと思いますけれども、いわゆる道をつくるという

ことであれば、やはり重機等を入れる、あとはその工事の際に出た土砂、これの搬出

等々を考えれば相当な事業量になるだろうと、そういったこともありまして、また別

な需要があれば別でございますが、やはり今尐ない費用をかけて、この一番ビューポ

イントである名倉山の頂上を皆さんに気軽に見ていただく、そういったことを考えた

場合、今回のルートの決定にさせていただいた状況でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） もろもろ答弁ありがとうございました。 

   答弁の中に、ちょっと無理があるなと思っております。結局、本宮市の道路を利用

するのは大玉村の登山道じゃない、そういう考えも住民の中にはおります。 

   あの名倉山、もともと安達太良山の支峰としての性格から、安達太良信仰の影響の

強い山域であります。里とのつながりの深い里山であります。尐なからず、そのあた

りの状況を踏まえた登山道整備が図られないと、地域の理解というものは得られない

のかなと私は思っております。 

   どういう形でどういう意見が取り入れられて、現時点でのルート選択に至ったのか、

大分計画発表されてから時間がかかった割には、安易な選択としか私にはとれないの

でありますが、村長、当初の目的から反映してこれでいいのか、改めて伺いたいと思

います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えを申し上げます。 

   まず、３路線ほど検討させていただきました。右側の鎌研ぎ沢、先ほど言った仮置

き場ところから名倉山の頂上の右のほうから稜線を上がってくるルート、これだとキ

ャタピラー等のつきの車、木材を搬出するようなものだったら、お年寄りも乗せてい

けるんじゃないかというようなこともあって、ある程度、軽自動車が通れる、途中ま

で行けるような路線になるんじゃないこともありました。それから、我々が子どもの

ときに名倉山登山をした山口地区から登るルート、それから今のルートと、３ルート

検討させていただきました。これは尐し時間がかかりました。 

   ５番議員さんもうちの担当課長と、その右のほうのコースを歩いていただきました

が、途中でやはり急斜面があるということで、かなり工事費もかかるし、距離も長い

ということで、当面それに手をつけると、何千万というお金になるでしょうというよ

うなこともありまして、尐しそれについてはもう尐し検討しますよと。 

   それから、山口からについても、やはり道なき道を新たにつくるということ、これ

もなかなか大変だということで、今の道路については石切り場の左側を通って登って、

最短で登れるということでございます。 
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   先ほど課長が言ったところから登る４５分と、それから実際作業道、砂利道が上の

石切り場までいっていますので、植栽等をやった場合には車で上がっております。で

すから、高齢者とか目的によっては上まで、イベント等のときには本当に石切ったと

ころまで車で登れますので、そこから登る場合には、１５０メータープラス１００メ

ーターとかというレベルで頂上まで行けるということですので、年間何回かのイベン

トを実施していくのには、やはりそこが一番、当面取り組むのにはいいだろうと。 

   それから、本宮の道路を使うというお話ですが、あれは本宮と大玉の境になります

ので、半分は大玉の道路ですし、あるものを使わない手はありませんので、そこが一

番、当面登るのには楽だということであればその道路を使うと。本宮のほうの団体に

も了解を得て、一緒にやりましょうと。これからは一緒に刈り払いをしたり整備した

りということになります。蛇ノ鼻を通って村のイベントをやって登っていくのではな

くて、やはり大玉の村有地の正面から頂上に登るというところに大きな意義があるだ

というふうに考えております。 

   それからもう一つは、１０年ぐらいかかると思いますが、イベントを１年に二、三

回、登山のイベントをやって、区画をつくって花木を植えたいというふうに考えてお

ります。これはこれから皆さんと相談するようになりますが、今回はみんなでここを

登山して、そしてそこまで来たら、今度このエリアについて花木を植えましょうと。

あれだけ自然を壊してしまいましたので、それに対して、やはり我々はそういう形で

花木を植えて自然を取り戻すというようなこともありますので、多分１０区画ぐらい

になるんじゃないかというふうに概算で考えていますので、１０年がかりで名倉山を

花見山にしましょうと。壊した自然を逆に今度美しいもので復元させましょうと。 

   そして、できれば前にお話しした鎮魂の意味で、五百羅漢像を１０年がかりでも

１５年がかりでもいいですから１体ずつ設置していきたと。そのためには、やはり登

山道をまず整備するということが優先だろうということで、今回登山道の事業に着手

をさせていただくということでございます。ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 答弁ありがとうございました。 

   ただ、重ねて申し上げますが、既に無線塔まで車で悠々行けます。あそこから平ら

な道を登って名倉山の頂上に行けるのに、採石場から今度できる急斜面登る方は果た

していらっしゃるでしょうか。あと、その辺をすごく疑問に思っています。それをつ

くってみて、誰も通らない登山道できちゃったら、それこそ無駄な投資になります。

その辺も一番懸念しております。 

   かつて私が子どものころ、名倉山には山守と称される方おりました。歴史的には、

玉井財産区の役員もそのような存在であったんでありますが、私が特にこの質問で言

いたいのは、行政主導で登山道よりも、地域主導でルート選択を含めて、これはつく

るべきではないのかなと。 

   そこに村長先ほど申し上げました東日本大震災の犠牲者への鎮魂、これも１５年後

なんていったら遅いです。やっぱり、その思いが忘れられないうちに、直ちにそっち
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が先に取りかかっていただいて、名倉山の歴史とか景観を絡めたいろんな意味で価値

のある、意味のある登山道の整備を願いたいんであります。 

   工事費、設計含めて８５０万かかります。安い高いのかは別として、村民の理解の

得られる目的、目標を明確にして、事業を取り組んでいただきたいと要望を申し上げ

まして、やかましいことを申し上げましたが、この項目の質問終わります。 

   次の質問に入ります。 

   農業施策についてということで伺います。 

   これは、２番議員、３番議員、４番議員、それぞれ行いました。今年も間もなく秋

の収穫時期迎えます。２６年度は米価下落の波に押され、農家の皆さん、さまざまの

思いの中で農業に米づくりに取り組んでいる状況にあります。今年は作況指数も上々、

豊作が見込まれる状況と伺い安心しておりしたが、一転、このごろの天候による日照

不足で、農家の皆さんの一喜一憂が伝わってまいります。 

   さて、農業施策について何点か、実施結果と実施状況について伺ってまいります。 

   まず、２６年度３月補正で計上されました米価下落対策交付金について、これは交

付状況とか申請者数、割合などの詳細を伺うつもりでありましたが、今議会の初日の

行政報告の中で丁寧な報告がなされました。最終結果として、該当農家数６６９、申

請農家６４９、９７％の割合となったようでありますが、４月３日の申請期限が結論

として７月末まで延長といった報告内容に、いささか農家の皆さんの意気込みがどう

なのかなと思っているところであります。 

   今回の通告の中で、あわせて農業法人とか認定農家などへの国・県の支援制度のそ

れぞれの支援状況、それに伴う農家の収支状況、行政としてどう掌握されておられる

かと通告しておりますので、報告できる範囲で結構ですので、詳細が説明できれば伺

います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   農業法人、認定農業等への国の支援制度、また農家の収支状況というような状況で

ございますが、わかる範囲内で答弁をさせていただきたいというふうに思います。 

   まず、国の支援制度でございます。これは経営所得安定対策によるものでございま

すが、まず１つとして、米の直接支払交付金関係でございます。これは、対象として

ご承知だと思いますけれども、米の生産数量目標を守った販売農家、または集落営農

対象となっているものでございます。 

   以前１万５，０００円だった分ですが、平成２６年から激変緩和のため廃止となっ

たわけですけれども、激変緩和のための経過措置として７，５００円になった部分で

ございますが、対象者数が８６６件、そのうち加入申請者、交付者数ですが、

５９４件、これの内訳としては主食用米が８万３，３９２アール分で、金額として

５，８０７万２，５００円となっております。また、備蓄米関係については

５，９５７アールで、金額が４４６万２，５００円というふうになってございます。 

   また、水田活用の直接支払交付金関係でございますが、細かく説明しますと、かな
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り膨大な数字になりますので、かいつまんで申し上げますと、合計で３万

１，０９４アールに対しまして、１億８，７６１万７，１３０円となってございます。

ただ、これには産地交付金として、村指定作物分が１億４，０００万円ほど入ってご

ざいますので、なっているということをご理解いただきたいと思います。 

   次に、米・畑作物の収入減尐影響緩和対策、いわゆるナラシでございますが、これ

につきましては認定農業者、または集落営農で一定の経営規模を有することが条件と

なっておるものでございます。件数が４１件、金額が７，５４８万５４４円というふ

うになってございます。ただ、この中身につきましては、いわゆる補塡があった際に、

今までの積立金が返納されるという中身もございますので、純然たる減収の収入補塡

としましては、６，３７５万７３１円という状況でございます。 

   また、ナラシ以降のための円滑化対策、これは２６年産限りの制度でございますが、

これにつきましては４９５件で、金額が４，０４３万２，９３２円というような状況

になってございます。 

   次に、農家の収支状況等でございますが、農家の収支状況につきましては、いろい

ろな要素、収入とか経費とか減価償却費等があるかと思われますし、個々の農家の状

況につきましては、いわゆる所得税とか住民税の申告の内容を細かく分析しないとわ

からないことかと思っております。 

   そういったデータにつきましても、青色申告により税務署に申告した場合は、農業

所得の計算書は入手不可能なもののあります。産業課では把握いたしておりませんし、

個人情報の観点から見ても、農業所得に関して、私どもがデータを取得して分析する

のは難しいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。 

   ちょっと視点を変えて端的に伺いたいのでありますが、経営安定のほうとかナラシ

とか何か含めまして、最終的にキロ当たりで、６０キロ当たりで、例えば幾らの補塡

がなされたかというのをつかんでおりますか。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   数字的には計算すれば多分出るかと思うんですが、若干時間かかりますので。（不

規則発言あり）概算ですか、今ですか。かなり難しくなりますので、よろしいでしょ

うか。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   このような質問、やかましいことなんでありますが、今回１，８２１万

２，０００円ですか、米価下落対策として計上されました。９７％の方がいただいて

おられます。 

   その実効性、効果のほど、そのものを結局そのほかの収入補塡からあわせて、どう
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いうふうに検証をされておられるのかということを伺いたかったのがその目的であり

ます。村長、その辺どういうふうに考えておられますか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えします。 

   これは大変ショッキングな金額が出ましたので、農家の皆さんにとっては、本当に

耕作意欲が物すごい低下しました。ですから、この金の額にかかわらず、村がそうい

う形で補塡をしますと。頑張って農業を続けてくださいというような意味からいえば、

非常に大きな効果があったんだろうというふうに考えております。 

   これを２年度以降、続けることは財政的に難しいので、単年度でやらせていただき

ましたが、福島県内５９市町村の中でこういう形で補塡したのは、鮫川、それから湯

川、本宮は足並みをそろえたということでございますので、そういうことで農家の方

たちに対する、そういう大変ショックな状態の中で、ある程度生産意欲を継続すると

いう意味では、金額にかかわらず大きな効果があっただろうというふうに考えており

ます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ２，０００万円の投資で、効果、成果が十分上がったという村長の

答弁でございます。正直に素直に、そのように捉えておきたいと思います。 

   次に、農業機械など共同利用整備事業についても伺いたいのでありますが、行政報

告の中で、これは２０件、事業費で１億４，４９５万５，０００円、補助金

３，４９８万５，０００円の報告でありますが、先ほどの課長の答弁とはちょっと違

うようでありますが、私のほうで通告しております１件当たりの機種別の利用額と、

それから利用者の地域別、これは行政区単位で結構ですので、その内容掌握されてお

られましたら、お示し願います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   農業機械共同利用関係の機種別利用額の詳細ということでございます。細かく申し

ますが、値引き等ありますので、１つの機械ごとの金額についてはちょっと出してご

ざいませんが、１、農業集団、４８馬力トラクター、ドライブハロー、黒塗り機、ス

イングローバーで事業費が７４２万８，２４０円、３分の１の補助で２４７万

６，０８０円。 

   もう一つが３４馬力トラクター、大根洗浄機、ニンジン洗浄機、事業費が４２９万

５，１６０円、補助金が１４３万１，７２０円。 

   もう一つの団体が４７馬力コンバイン、事業費５６１万６，０００円ちょうど、補

助金が１８７万２，０００円でございます。 

   もう一つ、６条田植え機、事業費２９１万８，１６０円、補助金としては９７万

２，７２０円。 

   もう一つの団体でございますが、トラクター２６馬力、あとトラクター４５馬力そ

れぞれ１台、サイバーハローと黒塗り機で、事業費が９８９万２，０００円、補助金
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が３２９万７，３３３円。 

   もう一つの組合団体が２８馬力トラクター、黒塗り機、事業費が４６３万

３，２００円、補助金が１５４万４，４００円。 

   もう一つの団体が、４条刈りコンバイン、事業費で６２３万１，６００円、補助金

で２０７万７，２００円です。 

   もう一つの団体でございます。６条田植え機、除草剤散布機、事業費の合計が

２４２万３，５２０円、補助金額で８０万７，８４０円です。 

   もう一つの団体が６条田植え機、事業費が２２６万８，０００円、補助金で７５万

６，０００円です。 

   もう一つの組合、４１馬力トラクターで事業費が３７３万６，８００円、補助金で

１２４万５，６００円。 

   もう一つの団体でございますが、３条刈りコンバイン、事業費が４４７万円、補助

金が１４９万円でございます。 

   もう一つ、４条刈りコンバインとカンタンハンド、事業費が７８１万円、補助金が

２６０万３，３３３円。 

   もう一つの団体、４条刈りコンバイン、事業費５９９万４，０００円、補助金額が

１９９万８，０００円でございます。 

   もう一つの団体、同じく４条刈りコンバイン、事業費が６１５万９，６７２円、補

助金で２０５万３，２２４円でございます。 

   もう一つが５４馬力トラクター、事業費が５２５万６，３６０円、補助金で

１７５万２，１２０円。 

   もう一つの団体が６条田植え機、除草剤散布機、事業費として２３７万

６，０００円でございます。補助金が７９万２，０００円。 

   もう一つの団体が４４馬力トラクターとドライブハロー、黒塗り機、散水装置、ブ

ロードキャスター、合計しまして事業費が７６９万１，９８０円、補助金で２５６万

３，９９３円でございます。 

   もう一つが乾燥機、もみずり機、色彩選別機、附帯設備、ライスセンターといいま

すか、乾燥機を入れるための改修、あとはハロー、これが９５５万６４７円、補助金

が３１８万３，５４９円。 

   もう一つ、最後になりますが、田植え機８条、あと側条施肥として３４７万

１，０００円に対して、補助金が１１５万７，０００円でございます。 

   あと、行政区単位でということでございますが、１区が２団体、構成人員合計で

５人、４区が１団体で構成人員が３人、５区が２団体で構成人員が６人、６区が５団

体で構成人員の合計が２０人、９区が２団体で合計が４人、１２区が３団体で構成人

員のトータルが９人でございます。１３区が１団体で２人、１４区が１団体で２人、

１５区が１団体で９人、１６区が１団体で９人、合計１９団体、構成延べ人数が

６９人でございます。 

   以上でございます。 
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○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   大変な金額でございます。なぜこのような質問を申し上げるかといいますのは、今

回の補助制度、共同利用、それから認定農家と限定した補助対象となっていると伺っ

ております。 

   それから、この地域別のことも伺いました。地域間の格差とか、それから組織力の

違いとか、その地域性、それから偏ったことにならないかと、そういうものを尐し危

惧しておりました。 

   機種別、利用額別に伺ったのは、認定農家にしろ一般農家にしろ、米づくりには私

は差がないという思いと、１件で何百万円もの補助といった内容もあると伺っていま

すので、村単独の補助事業として、果たしていいのかな。いかに米価下落対策や集団

営農への誘導策とはいえ、限度額というのは必要ではなかったのかなと捉えておりま

す。１，０００万円程度の機種選定なら、やっぱり国・県の支援制度利用は図れなか

ったのかな。せっかくの支援制度であります。大変な勇断を持ってやった制度だと思

いますが、やっぱりある程度バランスの取れた公正公平な支援制度も、それが村民の

目にどういうふうに映ったのか。あと、これはさきほどの、けさほどの課長の答弁で

１割の農家ということでありました。あとの９割の農家も同じく米づくりをやってい

るのであります。 

   それと、もう一つ疑問が残って、私の耳などに届いたことでありますが、これ早い

者勝ちと、こうやって政策状況について尐し問題でないのかなと思っております。情

報をいち早く知ることのできる、そういう組織に対しての批判も私などの耳に届きま

す。審査機関もさまざまな形で設けられると思いますが、これは有効に活用されたの

か、働いたのか、その辺、担当としてどのように捉えておられるのか、伺いたいと思

います。厳しい質問でありますが、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   今、細部について担当のほうから説明を申しましたが、誤解がありますので、訂正

をさせていただきますが、これは認定農業者だけではなくて、面積要件を備えれば認

定農業者でなくても共同購入ができると。 

   目的は、米価下落に対するコスト削減でございます。共同で購入することによって

コストを削減するということと、やはり米作の意欲低下に対して助成を行うというこ

と。 

   特に兼業農家、今の機械が壊れたら農業をやめるんだと、米づくりをやめるんだと

いう声が大きく聞かれましたので、何人か集まって、ただ一人一人に助成を出すのは、

これは財政的に無理ですので、２人以上集まって、例えば、５ヘクタール以上耕作す

る場合は３分の１で上限幾らですよと。認定農業者の場合には３分の１で尐し上限高

いですよ、これは高い機械を買いますから。それから、あと３つ目は、法人とか集落

営農の場合は、これはまたもっと金がかかりますから、限度額を高くして補助します
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よということで、３段階で実施をしていると。ですから、全ての米づくり農家が該当

するということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   それから、限度額は設けてあります。それぞれ、例えば共同購入の場合は３分の

１で３００万とか、それから集落営農でやる場合はライスセンターとか何かもありま

すし、１，０００万円とか、それぞれの規模に忚じて出しているということですので

限度額はございます、ないわけではないと。 

   それから、国・県の補助金については、利用できるものについては利用していただ

いています。残ったものに対して村が助成しますよということは、上乗せ助成になり

ます。これは、非常にいい助成ですので、これをぜひ使った方もあったかな、今のと

ころないか。大きな事業の場合には、国・県を優先してやっていただいて、残ったも

のについて、この助成を上乗せしますよということですので。 

   それから、早い者勝ちということですが、ではありません。何月何日までに申し込

んでいただいた方については、今回全て出しています。ただ、１回、年何回もという

わけにいきませんので、１回の申請で何月何日まで出してください。 

   当初、予算１，０００万しかとっていませんでしたので、春先の作付に間に合うも

のを先、最低させていただいた。それから、６月で二千数百万の補正をしていただい

て、秋上げのときに必要なコンバイン等についてはやらせていただいて、ほぼ申請の

あったものについては出させていただいたと。これを３年間続けていくと。３年目に

見直しをして最長５年ということですが、来年が、例えば１億、２億の金になった場

合には、１回いただいた方はやめてくださいとか、もう尐し金額を小さくするとかと

いう見直しはさせていただきます。補助金の天井なしではございませんので、その辺

についてはご理解をいただきたいと。有効性については、当然これは大きな有効性が

あるというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） いろいろ説明ありがとうございました。 

   限度額とかその辺のもろもろについては、ある程度理解しております。それで、た

だ一つ何となく足りないのは、農家の人たちへの周知徹底がもう尐しされていなかっ

たのかな。私などの耳に、かなり専業農家でやっている方からも問題点いろいろ指摘

されて伺っております。その辺を反省を踏まえて、今後も継続される事業と伺ってお

りますので、その辺十分きちんとした周知徹底をされて、それで誰にでもわかりやす

く理解されるような、そういうシステムにしていただきたいと思います。 

   あわせまして、次の同様にビニールハウスの設置事業補助金の交付状況について伺

います。 

   結果として、成果についてどのように掌握されているのか。また、今後の展開につ

いてどうなされる考えか、あわせて伺いたいと思います。 

   これは、直売所運営の投資的効果が十分にあると私も認識はありますが、目的をど

う捉えて事業実施されておられるのか。また、今後に向けてどのように考えておられ
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るのか、あわせて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   ビニールハウス設置関係でございますけれども、目的につきましては、ご存知のこ

とかと思いますが、冬期間とかのあだたらの里直売所に出荷するものが尐なくなると

いったことで、葉物、青物、そういったものを通年できるだけ出すことができるよう

にということで、ビニールハウスの補助を設けてございます。２６年から実施して、

現在の補助要綱ですと、平成３０年度まで同じような中身で続けたいなというふうに

は考えてございます。 

   ２６年度の状況につきましては３件の申請がございまして、事業費が２２５万

４，５２０円に対して、７５万円の補助金を行ったところでございます。また、

２７年度につきましては、現在のところ４件ほど申請がございまして、事業費につき

ましては２３０万９，５８０円、補助金額として７７万３，８８０円の支出をしてお

るところでございます。 

   なお、補助率につきましては、総事業費の２分１以内ということにしておりますが、

資材費の上限として補助金ベースで２０万円、あと設置費がかかりますので、設置費

の上限として５万円ということで、いわゆる５０万円を超えれば２５万円の頭打ちの

補助金ということになってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   このことは、直売所の運営の投資的効果ということで、それを狙ってのことだと思

いますので、今後も会員のほうに全員に行き渡るように、今後も継続していっていた

だきたいと思います。 

   それから、次の質問に入ります。 

   水稲防除対策交付金、いわゆるカメムシ対策についてであります。 

   これは、どういった事業展開のもと、どのように検証されておられるのか、改めて

伺いたいと思います。 

   また、環境とか自然環境への影響についてどう捉えておられるのか。厳しい質問だ

とは思いますが、自然との共生もまた大事でありますので、その辺もあわせて伺いた

いと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   カメムシ対策につきましては、平成２７年度に新規として上げたものでございます。

２７年度の予算措置としましては、１０アール当たり３００円の単価補助としまして、

今のところといいますか、１，０００ヘクタール分計上したわけでございます。トー

タルで３００万の予算があったわけでございますけれども、このカメムシ対策につき

ましては、ＪＡが昨年、２６年から取り組みを始めたというか、始まったというか、
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以前、村が事業自主体となって、防空ヘリによる防除をしておったわけですけれども、

それがいろいろな環境への影響とか、そういった部分が問題になったかと思いますけ

れども、中断をしていました。 

   ただ、２５年産米につきましては、西部地区あたりを中心として、かなり二等米の

比率が多くなったというような農家がいたようでございました。それを受けて２６年

産米からＪＡみちのく安達管内で、いわゆるラジコンヘリによる航空防除、カメムシ

対策、これに取り組みまして、一等米比率で見ますと、先ほどもお話ししましたけれ

ども、１．６ポイントほど一等米比率が上がったと。そのカメムシによる斑点米の被

害に遭った年、２５年に比較して２６年産米は一等比率が１．６ポイント上昇したと。 

   そういった部分もありまして、二等米になるとかなり価格が低下すると。いわゆる

私も昨年、税務の申告で農家の実情を見ましたが、通帳を見てもらえば米の金額わか

るんだと言われても、米の金額が出てこないと。袋で何十本出したんだけれどもと言

うんだけれども、それなりの金額が出てこないと。そうしたらば、いろいろ話を聞い

ていたらば、何かくず米になっちゃったかもしれないという、そういうのも聞きまし

た。そういう実態も、昨年、２６年産米でもあったように記憶をしてございます。 

   こういったものを受けて、２７年産米について、村としてもカメムシ防除の対策は

やはり必要であろうという考えのもとに制度を設けたことでございます。効果がどう

かというのは、２７年産米についてはまだ収穫がまだで、これから検査ということに

なるので、具体的には今後その結果が出てくるのかなというふうには思っております

が、後段、環境への対策というご質問もございました。 

   確かに航空防除によって小さな生き物が死んでしまった、発生がしていない、そう

いったものは航空防除の影響によるもののありますし、いわゆる農薬、化学肥料等々、

今まで生産の拡大、多収を目標としてきた農家の方々では、やはり化学肥料を使った

り農薬を使ったりということで、生産性の向上を図ってきたかと思いますが、カメム

シの薬剤については、いろいろ有害だというのも聞いております。 

   これらについては、それぞれどういった影響が出たのか、そういったものまで検証

をしながら、この事業をＪＡとして取り組んで行くのか、村としてどういうふうに考

えていくのかというのは、やっぱり今後検証していく必要があるのかなというふうに

鑑みているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。 

   確かに厳しい状況だと思います。かといって、日本で最も美しい村、名乗っており

ます。自然との共生もまた大事であります。その辺のバランスを十分に捉えて、今後

の政策を展開していただきたいと思います。 

   最後の質問に入ります。 

   気になる２７年度の米価の基準価格といいますか、流通価格の予想をどのように予

測されておられるのか伺いたいんであります。行政として捉えておられる情報、それ
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を踏まえまして、今後の対策の必要性、今年度の米価に対する取り組みを伺っていき

たいと思います。 

   また、農業支援全般において、本日さまざまな意見もございましたが、改めて現在

考えておられる目玉というか施策、それもあわせて伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   農業支援全般とか米価の動きでございますが、新聞報道等によりますと、今年につ

きましては、今まで九州とか、最近ですと新潟あたりが発表されたところでございま

すが、いずれにつきましても、昨年の仮渡し金額よりはアップしているような状況だ

と。 

   加えて、全国規模で見ると、やはり生産調整関係ですか、この目標を達成している

と。いわゆるこれは米の産地である新潟、あとは秋田、その辺の深堀り対策がかなり

功を奏していると。その深堀り対策が功を奏した流れには、いわゆる国の経営所得安

定対策もありまして、飼料米のほうにＪＡとして本気になって取り組んでいったと。

そういう中身、いろいろ中身が要素があるかと思います。 

   今現在では、ちょっと私のほうではこの福島県の中通り、どういった状況になるか

というのはわかりませんけれども、国内の状況を見る限りでは、昨年よりは若干いい

のではなかろうかなというふうには考えておりますけれども、なお本県の状況につき

ましては、多分今週中に仮渡し金が発表になるというような報道もありますので、そ

ういったものも農家の皆さんが去年よりかはよかったなと、だけれども、なかなか容

易でないよなというような状況にはなるかなと思いますけれども、尐なくとも昨年よ

りは低いというようなことにならないようにだけお願いできればなというふうに考え

てございます。あと、いいですか。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） 大変申しわけございませんでした。答弁漏れがありました。 

   目玉ということでございますが、先ほど村長も申し上げたとおり、２６年産米の米

価下落がかなりショックが大きかったということで、米価下落対策として１０アール

当たり２，０００円の補助もやってございましたが、今年のその状況を見ながら、推

移を見ながら、支援が必要だということであれば、やはり関係機関と相談しながら、

やらざるを得ない部分も出てくるものかなというふうな感じも持っていますが、これ

自体は、やはりどういうふうな流れになるかというのは、それを見ないとわからない

というところが現状でございますし、あと、いわゆるナラシ等についても、過去５年

間の金額の中で、一番高いところと一番低いところを外した真ん中で、推移を見ると

いうようなことの中身でございますので、去年がかなり米価が下がっていますので、

いわゆるナラシ等については、今年も該当になるんではなかろうかというふうに思っ

ています。 

   ただ、円滑化対策につきましては、２６年産米に限っていますので、制度に掛け金
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を払って乗っかっていない人が大部分ですから、そういった意味では、どのくらい米

価が上がるかによっては、上がったからって農家の所得がふえるかというと、そうで

ない部分もあるかとは思います。そういう中で、ちょっとまとまりがないような答弁

でございますが、そういうようなことで終わりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 苦しい答弁になりまして、ありがとうございました。 

   改めて姿勢について村長、どういうふうに考えておられるか。厳しい質問でありま

すが、改めて農業政策に対する今後の姿勢、そういう細かいある程度の金額のことも、

助成についても含めまして、可能であればお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   今、産業課長の答弁に尽きるんですが、不確実要素が余りにも多いということで、

ＴＰＰについてもどういうふうになるのかという最終的な、あのまま頓挫していただ

ければ結構なんですが、まだ諦めていないようですので、その辺の状況、それから全

農が出してくる概算、仮払いの概算金額がどうなのかということもわかりませんし、

そういう総合的なものを受けて、やはり来年度以降についてどういう支援ができるか

ということは考えていきたいと思いますが、ただどこまで行政が支援できるかという

ことについては、今が限界だというふうに考えております。 

   農業にだけ支援をしていくと、米作にだけ支援をしていくというのもなかなかやっ

ぱり難しい、先ほど言った高齢者の政策としての公共交通システムに対する取り組み

とか子育て支援の関係、幼稚園の３歳保育、限りなく経常比率が１００％に近づいて

いくということになりますので、やはりその辺の財源的なものも考えながらやってい

かなければいけないと。商工業者に対するてこ入れも、局長が今おりませんので、そ

ういうことで、やはり局長はいてほしいの要望があったり、全方位的に行政に対して、

これしてほしい、あれしてほしいという、道路の問題もあります。そういうこともご

ざいますので、農業にだけ重点的にというのもかなり厳しいものがありますので、総

合的に判断をさせていただくと。 

   ただ、直売所で１億が１億５，０００、２億、私は３億ぐらい、やはり目標にしな

いと、倍の大きさにした意味がないだろうというふうに考えていますので、やはり会

社として法人として仕入れてないものを売っていくと。そして、売り上げを高めてい

って利潤を上げて経営が成り立つようにしないと、やはり人件費等で持ち出しになっ

てしまうということもございますので、直売所についても、そういう経営的な感覚で

やっていって、農業者の助けになればというふうに考えておりますし、それから農業

機械の関係に関しては、先ほど言いましたように、５年間は続けていきたいと、見直

しを途中やりますが。 

   それから、今年食味コンテスト、農協の機械を借りて食味をやって、その中で高い

人たちを世界大会に、食味コンテストに出していきたいと。自分たちの日本一おいし
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いと言っている米がどういう位置にあるのかということをまず知っていただくと。自

分たちのレベルを知っていただいてからブランド化に取り組んだりしていくというこ

とですので、まず食味コンテスト、天栄は７年連続で金賞ということで、１俵６万円

で米を売っているというような状況もございますので、まず大玉の米のレベルがどの

辺なのかということで、今年出品をしたいということで、村のほうでも考えておりま

す。 

   それから、ふるさと納税関係も、当然これは大体２年間、今年ちょっと尐ないので、

それでも５，０００万ぐらいは２年間で入ると思いますが、この５，０００万という

金は、例えば１億円の会社が来て、１億円の税金を納めてもらった場合は、

７，５００万は交付税減額されますので、２，５００万円しか残らないんです、実際

は。これは、５，０００万円いただくということは、２億円の効果があるんです、実

際は。これは交付税減額されませんので、ですからふるさと納税をもっともっとやは

り農産物とかアピールをしていくと。 

   ですから、マチュピチュだったり美しい村だったりというアピールは、当然そうい

うものに結びつけたいというもくろみもあって、随分大げさだなというふうに思われ

るかもしれませんが、やはり外に向かって大玉村という名前をアピールすると。それ

がそういう形で、言ったやつの何倍も返ってくる、ＤＶＤもやる、そういうふうにし

て努力をして、お金を集めていきたいなというふうに考えている、それが結局、農業

の保全にも結びついていくというふうに考えていますし。 

   ちょっとあと二、三で終わりますが、物販は今まで産業担当で商工でやってきまし

た。年間十何回、物すごい負担なんです、これ。ですから、駅前でやるようなものは

だんだんやめていきたいと思っています。通りがかりの東京の人はもらうだけもらっ

ていって、ふるさと納税のチラシをもらっても、多分次のくずかごにそれが入ってい

る可能性が大きいですね。ですから、ピンポイントで北沢法人会という東京の烏山で

物販をやっていただいています。その人たちが２年連続で大玉に来ます。その方、

５０万とか１０万とか、ふるさと納税していただいています。今度そういうところと

防災協定を結んで、困ったときにはうちのほうで米とか受け入れしますよと。そのか

わり大玉の農産物をその法人で買っていただけませんかというような、そういうある

程度ピンポイント、つながりを生かしたような方法で、物販を次年度以降は進めてい

きたいと。できるだけ通りがかりの物販はやめていきたいというふうにも考えており

ます。 

   そういうことで、いろいろと農業については、やはり第１次産業、村の主産業、景

観を守るためにも、この田んぼ、農業というのは産業を守るためにも非常に大切なも

のですので、これからも中心として政策としてやっていきたいというように考えてい

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 
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   私に対する答弁というより傍聴者への答弁のように感じました。 

   今回の一般質問、村政の現実的な諸問題について伺いましたが、苦しい中、立派な

施策、実施していると感じております。 

   いずれにしても、村民の理解が得られる施策の充実を願いまして、私の一般質問を

終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、５番押山義則君の一般質問を打ち切ります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ散会

いたします。ご苦労さまでした。 

（午後５時１７分） 

 


