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平成２７年第１０回大玉村議会定例会会議録 

 

第３日  平成２７年１２月１０日（木曜日） 

 

 １．応招（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．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 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 教育総務課長 武 田 幸 子 

生涯学習課長 菅 野 昭 裕   

 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。定足数に達してお

りますので、本日の会議を開きます。 

   本日、傍聴に大山小学校６年生児童３４名、教員２名、計３６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。 

   なお、事務局においての写真撮影を許可しましたので、ご承知願います。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○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。 

   ３番本多保夫君より通告ありました「環太平洋連携協定（ＴＰＰ）の対応策につい

て」ほか２件の質問を許します。３番。 

○３番（本多保夫） ３番本多保夫です。 

   議長の許可を得ましたので、通告しました件につきまして質問をさせていただきま

すが、先に、このたびのマチュピチュとの友好都市締結、村長をはじめ議長さんには

大変ご苦労さまでございました。一村民として喜びにたえないところでありますが、

これからの村としての基盤産業、いわゆる農業と観光産業等への取り組みをしっかり

と考え、美しい村として恥じないような政策の取り組みをお願い申し上げ、質問に入

らさせていただきます。 

   まず、１番としまして、環太平洋連携協定、いわゆるＴＰＰ問題でありますが、日

本時間で言いますと１０月５日、アトランタで開催された閣僚会議で大筋合意と発表

されたところであり、発効後１３年目には、米国、オーストラリア産米を無関税で輸

入する枠を新設して計７万８，４００トンに広げると言っているわけであり、これが

実施されれば、本村にも多大なる影響があると思いますが、現時点では国会の承認を

得ておりませんが、村長は今後、村の基盤産業である農業をどのような政策を持って

取り組んでいく考えか、お聞きしたいと思います。 

○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いたします。 

   ＴＰＰ、いわゆる１２カ国が加盟をして、このたび大筋合意ということで、あくま

でも大筋合意ですので、ニュージーランド、カナダ等については国会承認がなかなか、

アメリカも含めてすんなりいきそうにないという部分もございますので、いつ発効す

るかという部分もございますが、これについては、今、国が強力に対応策を考えてい

るということで、米についても、畜産にしても影響を緩和するための対策を考えてお

りますので、まず、それに期待をしたいというふうに考えております。 

   ですから、当面、発効してからの当分の間は、長期間ではないと思いますが、そう

いう対策が、効果が出るだろうという期待をしているわけですが、ただし、これは、
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１０年、１５年後、長期に考えますと関税がどんどん下がっていく、もしくは撤廃さ

れるということですので、短時間の問題ではなくて、将来、１０年、１５年後の農業

をどう守るかという視点でこれから対策をしていかなければならないというふうに考

えております。 

   詳細について、現実の、現在のＴＰＰの影響、どの程度あるかというご質問ですの

で、それについては、詳細は担当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） ３番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   ＴＰＰの関係でございますが、現在、３カ国合意内容とも多岐にわたっておりまし

て、ＴＰＰ交渉が大筋合意に至ったということでございますけれども、協定が発効し

た場合の影響について農林水産省が公表した内容、また自民党のＴＰＰ対策方針を見

ますと、米に関しては国別枠によって輸入米の数量が拡大するということで、国内の

米の流通量、その分増加するということになれば、当然、国産米の全体の価格水準が

下落することが懸念されております。 

   また、牛肉に関して、特に乳用牛を中心とした、アメリカとかオーストラリア産と

の競合、また、豚肉については低価格部位の輸入、これらを背景に国産の価格が下が

る可能性があると指摘されております。牛とか豚肉に関しては、関税が大幅に下げら

れると、そういうことで大きな影響があるとされてございます。 

   また、野菜についてでございますが、野菜につきましては、季節的なもの、あと気

候的なもの、こういったものにすみ分けされておりまして、また、輸入については加

工品が多いということで、本村においては影響は限定的であるのではなかろうかとい

うふうに考えております。 

   米に関してですが、これについては、国内産米の作況、あとは在庫米の量、消費者

の米離れ、こういったものがどのくらい進むか、あとは外食産業の需要、こういった

米価が左右される要素は多岐にわたっております。 

   そういう意味では、このＴＰＰに関しての影響については今のところ不透明であり

ますけれども、先ほど村長が申し上げたとおり、長期にわたるため、将来的には必ず

影響があるだろうというふうには推測しているところでございます。 

   まだ協定が発効されていない状況の中で、今申し上げたような自民党のＴＰＰ対策、

これが案の状況である現時点では、影響がどの程度になるかという部分につきまして

は不明瞭な部分が多いため、今後注視していくとともに、これらの対策について考え

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。 

   １１月１９日の首脳会談の席上で、オバマ大統領は、ＴＰＰ合意後、家畜農家の保

護政策の見直しを働きかけてきているわけです。安倍首相は、これに対して明確な返

答はしていないと。翌２０日には、米農務長官も森山農相に同じ要求を突きつけたわ
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けでございますが、これに対して森山農相は拒否していると、このように報道されて

いますが、本来の道筋からいけば、安倍首相と森山農相は拒否したというべきではな

いのかなと思っております。 

   いずれにしろ、家畜農家への保護策も森山農相は見直しはしないと言っているわけ

であり、今後、国の農業政策については目まぐるしく変わっていくことと思いますが、

村独自の経営安定策、体質強化策を考えていかなければ耕作放棄地がますますふえ、

鳥獣のための楽園地になってしまう、こういった可能性が強いと思いますので、強い

意思を持って、農家を守る政策を村長には打ち出していただきたいとお願いして、次

の質問に入らさせていただきます。 

   ２番としまして、遊休農地解消対策についてでありますが、現在の農業委員１５名

だけによる農地パトロールだけでなく、農業委員会協力委員、すなわち推進委員であ

りますが、これを配置してきめ細かな状況把握、利用調整を図っていく考えを持つべ

きと私は考えておるところでありますが、村長はどのように思っているか、この辺を

村長にお伺いしたいと思います。 

○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いたします。 

   農業委員会法の改正に伴い、農地利用最適化推進委員が新設されます。農業委員会

は農地の利用の最適化の推進に取り組み、体制を強化するため、農地利用最適化推進

委員を委嘱しなければなりません。 

   参考までに、大玉村農業委員会は、平成２９年７月１９日で任期満了を迎えるため、

農地利用最適化推進委員は改選後の農業委員会で委嘱されるため、平成２９年７月以

降の予定です。 

   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。 

   地域に精通した人材を推進委員として置くことにより、耕作の促進を図るようにし

たり、または貸し出しを進めたりできるわけでございますから、ぜひ実現に向けた取

り組みをお願いしたいと、このように思っております。 

   次に、２番といたしまして、遊休農地に対しての利用促進策はあるのか、これをお

伺いしたいと思います。 

   例えば、新規就農者を募集するとか、認定農業者に呼びかけをするとか、こういっ

た取り組みを実施することによって利用促進を図っていくことができるんではないか

と、このように考えておるところでございます。ちなみに、今現在、新規就農者とし

て村には何名の方が従事しているのか、また、年間１５０万円の補助金を利用した従

事者は何名ほどいるのか、これ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番議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 

   新規就農者でございますが、現在２名でございます。１５０万円という金額をいた
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だいている方につきましても２名でございますが、その２名は夫婦の方でございまし

て、１名に関しては半額という内容でございます。 

   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。 

   農業をやりたくてもできない方々も大勢いるかと思いますが、なぜできないかとい

うと、現在の下限面積、大玉においては３０アールでありますから、より多くの新規

就農者を呼び込むためにも下限面積をぜひ下げるべきではないかと考えておりますが、

今現在、村長としては、下限面積を下げるという考えはお持ちかどうかお聞きしたい

です。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   ５反歩から３反歩に下がりました。５反歩から３反歩に下がって、農業参入がしや

すくなったということですが、今、国の方策自体が農地集約の方向に向かっていると、

それをさらにまた下げるということは相反する政策にもなりかねませんので、その辺

については十分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） ３番。 

○３番（本多保夫） ありがとうございます。 

   農地法の権限移譲を大玉村は受けているわけですから、これを最大限に利用してい

ただいて、遊休農地、耕作放棄地の解消を図っていただきたいと、このように考えて

おります。 

   次に、３番目といたしまして防犯対策でございますが、防犯灯の設置基準はあるの

かというところでございます。 

   山間部などを歩いてみますと、防犯灯がかなり少なく、今の時期でございますと、

学生が帰るころには暗くなっていると。特に、中学生、高校生の自転車等による通学

は、山間部ほど大変なものであると思っておるところでございます。それで、事故、

事件等が発生しないように、予算的には大変でございましょうが、この防犯灯の設置

基準、これは村にはあるのかどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（鈴木健一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   現在のところ、防犯灯の設置基準はございません。設置希望のある箇所は、区長さ

んを通じて要望書の提出をお願いしております。 

   なお、要望書の形式は特に指定はしてございません。要望書が提出されましたら、

現地調査を行いまして、予算を検討しながら設置順番を選定しております。 

   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。 
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   町場のほうですか、歩いてみますと、電柱１本１本に防犯灯がついていると。山間

部に行きますと、何百メーターか先に行かないとないと。町場ですと、住宅が密集し

ているわけですから、防犯灯が若干少なくてもいいのかなと、そのように思っておる

ところですが、これからも山間部のほうに対しても、もう少し気を配っていただけれ

ばありがたいなと。 

   また、近年は、村内にも住宅が大分ふえてきておるわけですが、状況によっては防

犯灯の設置義務を行うというような考えを持っていくべきではないかと。村で分譲し

たところもございますが、また民間、そういったところには、何軒建つところには

１基設置しなさいと、そういったものを条例化していくと、そういう考えがあっても

いいのではないかと、このように考えております。そういったことによって、安心・

安全に暮らせる環境づくりこそが美しい村ではないでしょうか。 

   そういったことをお願いいたしまして、以上で私の一般質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

○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。 

   ５番押山義則君より通告ありました「大玉村、まち・ひと・しごと創生総合戦略に

ついて」の質問を許します。５番。 

○５番（押山義則） ５番押山義則であります。平成２７年１２月議会一般質問、議長に

許可をいただきまして、通告に従いまして質問申し上げます。 

   先ごろ、大玉村まち・ひと・しごと総合戦略の素案が大玉村人口ビジョンとともに

提示されたところでございます。人口減少社会に向けて、日本創成会議、また人口減

少問題検討分科会第１次増田レポートによる２０１４年１１月のまち・ひと・しごと

創生法の成立、そして１５年６月３０日、まち・ひと・しごと基本方針２０１５、こ

のことが閣議決定されまして、総合戦略の策定がそれぞれ自治体に課せられまして、

大変忙しい、目まぐるしい政策展開、大玉村としてはいち早く対応されまして、素案

の発表と頑張っておられまして、努力に改めて評価と敬意を申し上げたいと思います。 

   大玉村、１０年前、平成の大合併の際、自立を選択した大玉村ということで、そん

な中にありまして、多くの自治体が人口減少、過疎に悩む中、住宅誘導政策の充実も

ありまして、現人口を維持している姿は内外に評価されているところでありまして、

この総合戦略の策定に対しても大いに期待しているところであります。 

   しかしながら、この人口ビジョンの素案でも示されたように、国立社会保障・人口

問題研究所の将来推計では、大玉村も大変厳しい状況が予測されまして、このたびの

総合戦略の策定が大玉村の総合振興計画の見直しを含めて、それにあわせまして、大

玉村の将来を左右する重要な位置を占める策定と捉えております。 

   国の方針とか本気度にもよると考えておりますが、国策の成功に期待するとともに、

交付金絡みの政府方針、これをやや、私としては不安を感じているところでもありま

す。そんな状況でありますが、改めて大玉村としての政策目標、それぞれの戦略内容

について伺ってまいります。 

   まず、策定については、これまでもるる説明ございましたが、改めて、策定の手法
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と経過について、まず伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） それでは、５番議員さんにお答えいたします。 

   ご質問の経過と手法でございますが、経過につきましては、総合戦略の上位法であ

ります総合振興計画の改定が同時期にかぶってございました。同時並行的に進めつつ、

まずは総合戦略という形での素案の提示ということになってございます。これに関し

ては、本部、いわゆる役場職員中心に本部を組織いたしまして、その下にワーキング

チーム、いわゆる各部課係の係長相当職を中心に組織しまして、内容を検討いたしま

した。それで、現在のところ、総合戦略のほうにつきましては、推進委員会を今後開

催して内容を精査するという形になってございます。 

   経過については以上ですが、手法についても今ほどの説明となります。今後になり

ますが、総合戦略と振興計画、同時的に再度もんでいく形になろうかと思います。 

   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。 

   改めて伺いたいんでありますが、提示されておりますのはあくまでも素案というこ

とでありますが、事業として、国の交付金関係のことでスタートしているような状況

でありますが、この素案のもとに進行していくと考えて、捉えてよろしいんでしょう

か。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） 再度お答えいたします。 

   ご質問のとおりであります。現在の戦略をベースに進めるという考えでございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） それでは、この素案の中身について伺ってまいります。 

   まず、地方創生の方向性、これ、目指す人口目標の設定について伺いたいと思いま

す。 

   平成３１年度に人口８，９００人といった目標を掲げておられます。３１年という

と、四、五年後でございますね、この人口４００人の増、約２００世帯の定住促進計

画、これ、定住環境の充実を求められております。このことについては、これまでも

いろんな形で施策を進めておられますが、特別な施策、改めて考えておられるのか、

具体的な土地利用計画も含めた施策の方向性、改めて伺います。 

○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いたします。 

   この戦略の人口ビジョンの中で、８，９００ということで、その翌年度、３２年度

には９，０００人と。これは、振興計画で、１０年間の振興計画で目標としている数

字でございますので、それとの整合性も当然図らなければならないと。この総合戦略

計画と振興計画はリンクしています。総合振興計画の一部、まち・ひと・しごとの部

分を抜き出した、そして国のほうに出してそれで助成等をいただくと、村づくりを進
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めるということですので、その整合性がとれないと、これは計画としては不十分とな

りますので、８，９００という数字につきましては、そういうことも含めての数字と。 

   ただ、人口ビジョンの中で、これ、皆さんに渡っているな、渡っていないんだっけ

……（不規則発言あり）渡っているね。ここの最後にあります。３つの推計パターン

ということの中の部分についてそれぞれ可能性があるということで、３１年に

８，９００人を目指すということですので、これは低いものを目指すのではなくて、

やはり村づくりは高いものを目指すというのが当然でございますので、８，９００に

向けて政策を進めていきたいというふうに考えております。 

   具体的な土地利用計画といいますのは、もう既に国土利用計画ができておりまして、

国道沿い、国道４号線沿いについては村の発展のための開発すべき地域というふうに

もう数十年前から位置づけをしておりますが、ただ、位置づけだけで農振地域が依然

として指定されているということで、４号線沿いは開発すべきと言いながら、農業の

振興する地域という相矛盾した法律で縛られていると。国道、県道の沿道サービス、

道路、国道とか県道を利用する人たちのための施設、スーパーマーケットとか、それ

から運送業とか、レストランとか、そういうものはその農振地域にかかわりなく、県

道、国道にはできるということですので、村が求める工場、企業については今のとこ

ろ誘致できないということですので、ここについては、都市計画のマスタープラン、

できれば準工業地帯の指定をして、土地利用計画を変更したいというふうに考えてお

ります。 

   それから、役場、大山小学校、それからあと役場近郊については、住宅の連檐する

部分については、村の人口増を図るための定住化政策、住宅をつくっていくというこ

とを積極的に進めていきたいというふうに考えています。 

   それから、一団の土地、一団の農地については、やはり大玉村の農業を守る、景観

を守るという意味合いからも、そのまま一団の農地として守っていくということでご

ざいます。これも土地利用計画上、そのように位置づけをされていると。 

   それから、山麓部については、水資源、大切な農業関係もそうですし、生活用水に

しても大切な水資源の保全のため、そして自然環境、景観のため山麓部については保

全をして、開発を避けるということで土地利用計画はできておりますので、それにつ

いては、また継続していくというふうに考えております。 

   それから、施策の方向性、人口をふやすための政策というのは、やはり４号線沿い

の開発に伴う人口増というのは当然入りますし、日中人口の増加も勤め人がふえます

ので、ふえてくるだろうというふうにも考えていますし、従来の子育て支援、定住化

政策については、これ、後で説明があろうと思いますが、少し変更を加えながら強力

に進めていきたいというふうに考えております。 

   それによって、あと、美しい村とかマチュピチュ関係等々で交流人口をふやすと、

村を知っていただいて、内外の交流人口をふやし、そして新規就農をこれからふやし

ていくと。そのためには、新規就農のための受け入れ態勢、研修とかの受け入れ態勢

をこれから整備していかなければならないというふうに考えています。 
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   主なものは以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 大変わかりやすい丁寧な説明、ありがとうございました。 

   私のかつての一般質問で、村長から農振地区、区域指定の見直しも含めた、新たな

土地利用計画も視野に入れた定住環境の充実を考えているというとの答えもありまし

た。大変そういった考え、心強い限りでありますが、私は特に、大玉村にあります地

域のバランスのとれた振興計画の充実を願っております。ただ、人口増、これに急ぐ

余りに核家族化が進む現代であります、行き過ぎた住宅化、ともすれば、現在、福島

にあるような蓬莱団地のような都市過疎化といいますか、そういうことも心配されま

す。大玉村ならではの、住みやすい自然環境を生かした定住促進計画を願いたいんで

あります。 

   いささか、今、現状を見ますと手おくれかもしれませんが、緑をあわせ持つ住宅化

を進めるとか、先ほど村長申し上げましたが、日本で最も美しい村、それに特化した

ような誘導政策を考えていただきたいと思います。村長に、そのあたりもちょっと

１点、改めて伺っておきます。 

○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、５番議員さんの言われたとおりだというのはあれですが、答弁になりませんが、

大玉村、いぐねのある風景ということで、これが１つ、大玉の大変大きなイメージだ

ということですので、１軒１軒に緑があれば非常にいいということになりますが、ど

うしても開発関係は１坪幾らで開発してしまいますので、なかなか緑を伴った、いぐ

ねを伴ったような住宅というのは現実的にはちょっと厳しいなということは感じてお

りますが、伊達のほうに、そういう緑を生かした分譲地というのも現実的にはありま

すので、ただ、民間業者でそれを求めるのは少し難しいかもしれませんが、その辺も

ちょっと内部で検討させていただいて。ただ、７０坪とか８０坪のところに、こう、

立木が立つというのは、日陰をつくってしまって、逆に住環境を悪くするということ

もありますので、その辺はちょっと検討課題かなと。 

   それから、大規模な住宅地、２００軒、３００軒というふうになりますと、かなり

１０年、２０年後にいろんな学校の、子どもがふえて教室をふやしたら、今度みんな

卒業したら教室が逆に余ってしまってという事例はたくさん見られておりますが、今、

大玉が行っている民間の開発は小規模な開発、１０棟、２０棟が中心ですので、そう

いう面ではバランスのとれた住宅が今つくられているなというふうに感じています。 

   それからもう一つ、先ほどあった核家族の問題については、確かに、息子さん、お

孫さんが住宅地に家をつくって家から離れるということですが、それでも、村内に居

住していただければ大変ありがたいというふうに考えております。できるだけ村内に

住んでいただくという方策は必要かなというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 
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○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   次に、素案の中でちょっと取り上げておりますが、復興住宅住民の受け入れについ

て、１点伺っておきます。 

   まだ治外法権が続いているんでありますが、今後の取り扱い、それからあわせて、

目標の中でどのような位置づけをされておられるのか、これは担当の方に伺っておき

ます。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） それでは、５番議員さんにお答えしたいと思います。 

   復興住宅関係、現在２０戸が引き渡しになってお住まいでございます。残りを合わ

せますと５９戸の予定で現在建築中でございますが、自治関係につきましては、従来

ありました安達太良応急仮設住宅自治会のほうの組織をそのまま引き継ぎたいという

意向が住民側のほうからございます。これにつきましては、今後残る方、それから復

興住宅として場所を変えて残る方、それから、まだ仮設住宅がそのままの状態がしば

らく続きますのでそのままの方、それから、新たに家屋を別なところに求めて移られ

る、現に移られている方もいらっしゃいます。そういった３つの方向で分かれつつご

ざいますが、現時点としては、お住まいの方々は今のコミュニティー、いわゆる自治

会を継続したいということでございます。 

   また、今後について変更がございましたならば、これは富岡町の生活支援課のほう

と逐次連絡をとるようにしてございますので、そのときに対応するということになろ

うかとは思います。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ちょっと具体的な中身で伺いたいんです。 

   私、先ほど治外法権という言葉を使いましたが、そういう中身についてはいつまで

続く、３１年度あたりに８，９００人と言っている中で、その辺まで長引くのか。今

の復興ということを考える中で、しばらくの間続くと考えているのか。ただ、村とし

てどのように取り組んでいくのか、その姿勢を伺いたいんですが。 

○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。 

   浜通りの富岡町から来られている皆さんが入っている仮設住宅、仮設住宅の下に復

興住宅を５９戸、村営住宅として建設をして、そこに仮設のほうから移って、一部の

方が移っていただくということになるわけですが、集落的には横堀平かな、あそこの

地区は、そこの地区に組として入るということで、そちらのほうの組のほうもそれを

了解をしていると。大変珍しいというか、福島県内でも地元と復興住宅、トラブルも

なく大変スムーズに仲良く交流をしているということですので、復興住宅についても

そのまま組として、先ほど言ったように、仮設と一緒になって組のほうで活動してい

くということになります。 

   それから、将来的にということと、治外法権というお話ですが、富岡町は、今、現

時点ではですよ、２年間についてはきっちりと富岡の専用の住宅として埋めますとい
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う約束をしていただいています。ただ、あきがあった場合、その家賃も払ってくれる

かどうかまではまだ詰め切っていないところですが、ただ、富岡で責任を持って、そ

のかわり医者も定期的に置きますし、えびすこのお店も置きたいと。これは、その人

たちが出ると言えばそれで終わりですけれども、町の方針としては続けていきたいと。

それは、大玉村としては最低２年というふうに考えていますが、行政サービスについ

ては、２年、３年後にどういうふうにするのか、出張所等についてはまだこれから詰

めていくと。 

   ですから、仮設があるうちは、富岡町にきっちりと行政サービスをやっていただく

というお願いはし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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。理解いたしました。 

   次に、産業面での戦略策定について伺ってまいります。 

   まず、農業でございますが、大玉村、地道な営農活動の継続に活路を見出す、そう

いう方向性としてはやむを得ない農業環境かなと思っております。しかしながら、国

策に伴い、変革期ではあるなと思っております。農業委員会とか農地制度の変革、そ

れから農協も変革します。また、農業就農年齢の高齢化も伴います。先ほどの質問者

からもございましたが、農地の集約化、それから農業の法人化、企業化と、認定農業

者とか農業法人の支援、充実は不可欠なのかなと考えております。 

   大玉村としては、村単独での農家支援、これ、講じられてございます。それぞれの

整備事業、大変有効な施策だと思ってございますが、これ、担当に伺っておきたいん

でありますが、この直接的な目的と、大きくはこの事業の中で、大玉村の農業として

何を目指してこの施策の充実を図っておられるのか、その辺をまず伺っておきます。 

○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。 

   農業振興面でございますが、ご承知のとおり、村の基幹産業は稲作を中心とした農

業であります。担い手の育成以前に、まず担い手の確保、これが重要になってきてい

る現状であるなというふうに認識してございます。 

   今のところ、人・農地プランの策定に向けまして事務手続を進めております。意欲

的な農家や農業団体への農地の集積、あとは国の所得補償制度を利用しながら持続的

に営農、いわゆる農業としてなりわいが成り立つような体制づくりを推進していけれ

ば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） ありがとうございます。 

   もうちょっと詳しく伺いたいんであります。今回、２８年度に向けまして、農業施

設等整備事業の要望に対しての文書が村内に回っております。それぞれ、幾つかの整

備事業が提示されておるんでありますが、この整備事業の中身というか、要するに、
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例えば２つ目の園芸施設など整備事業とか何か、前の施策とは大分変わってきたと思

うんでありますが、この辺を村としてどのように考えて、この整備事業について提示

されているのか伺いたいんであります。 

○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。 

   園芸施設整備事業につきましては、今までもありまして、いわゆるビニールハウス

等の補助でございます。 

   以上でございます。 

○５番（押山義則） わかりました。余りやっていると時間なくなってきますんで。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 私としては、今回の整備事業のそれぞれの内容、金額の根拠とか何

か伺いたかったんでありますが、これはまた改めて詳しく。難しい、長くなる答弁で

ありますんで、改めてそちらのほうで伺います。 

   農業、確かに今後の支援とか、そういうのは本当難しいものと考えております。た

だ、最近の農業を取り巻く環境、地球温暖化による農業の影響など、具体的に問題視

されております。稲作、そしてハウス園芸に活路を見出すという、この村の姿勢は大

変感じておりますが、大玉村ならではの特化した生産体系とかそういうものを、この

地球温暖化とか何かを的確に捉えた、そういうものの施策充実に向けて方向性は示す

ことはできないものでしょうか。村長、よかったら答弁願います。 

○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。 

   当然、毎年１度近い気温が上がっておりますので、作物についてもだんだん変わっ

てくるということは考えられるというふうになりますが、今、村として、将来、５年、

１０年後に２度、３度上がったときにどういうものに取り組んでいくかというのは、

今現在はそういう議論はしておりませんので、その辺も念頭に入れながら、今後の農

政については検討してまいりたいと思います。 

   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。ぜひ、そういうものを先取りした農業施

策の充実を図っていただきたいと思います。 

   次に、あわせて産業振興センター、これは直売所でありますが、素案の中で機能充

実が掲げられております。それに伴いまして、農産物、特産品の豊富化とか早急に求

められているんでありますが、生産農家とか、大変な高齢化も考えられる中、生産農

家の組織化とか、先ほどからも話出ていますが、施設園芸導入の緊急性が必要と考え

ております。 

   直売所のこのたびの機能充実に合わせて、何度かこれまでも申し上げておりますが、

生産計画とか出荷計画、これは特産品の課題が山積しておると思っております。 

   私は、これまでも、そのための指導者とかリーダーの必要性を求めてまいりました
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が、この際、ぜひとも今回の機能充実に合わせて指導体制の強化、充実、これを願っ

ておきたいんであります。改めて、今回の直売所の運営に関して、具体的な方向性、

それから指導体制の充実、どのように考えておられるのか伺っておきます。 

○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。 

   指導者とかリーダーの確保、あとは必要性、指導体制の強化、こういった運営方針

につきましては、本村の農産物のＰＲとか地産地消、あと耕作放棄地の解消とか高齢

者の生きがい対策、あとは観光等のＰＲ、情報発信、こういった産業振興センターの

当初の設置目的を踏まえまして、安全なものを安心して購入できる体制づくりを念頭

としまして、販売の年間計画、これらをつくって、会員さんに生産出荷計画をつくっ

ていただきながら需給バランスを図っていきたいと。 

   あとは、品質の管理に関しまして、栽培履歴とか使用農薬の管理を徹底しまして、

安全を確保していくと。あとは、これらを管理、運営、指導する、現在店長を設置し

ていますが、専任店長を設置してこれらを管理させていきたいと。こういったものを

図りながら、販売額の増加、あと生産者所得の向上を図っていきたいというふうに考

えてございます。 

   また、産業振興センターの振興を目的としまして、現在、直売所、直接的なものと、

あとは民間の団体の方、有志の方が、月に１回程度イベントを開催しまして、話題性

を発信しまして、来客の増加につながるような運営を図っている、これを推進してい

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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   現直売所、スタッフの積極性が大変評判よろしいようで、今までにない意気込みと

か、活気が見られます。今の盛り上がり、大変期待しているところでございます。そ

ういう形で進んでいただければ、ああ、いい方向に向かっているのかなと思っており

ます。 

   改めて、１点伺いたいんでありますが、村内にも企業として特産品の開発などに努

力しておられる会社がございます。経営方針の検討など課題もあるでしょうが、村民

株式会社、そういうなるものの進行状況とあわせまして、そういった類いと共同経営

とか経営参加など視野にあるのか否かを伺っておきます。 

   また、テナントの受け入れなどは、ここの直売所構築に向けてどのように考えてお

られるのか伺っておきます。これは村長にお願いしたいです。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   村内企業については、向山製作所が大変、世界的に売り出しをしているということ

で、向山製作所については、今回増設する直売所の隣に工場とレストランをつくると

いう計画で間もなく動き出すということで、つくることについては内部的には決定を
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したような話を聞いておりますので、そこと、社長のほうでも、直売所を大玉村が新

しくするということなので、お互いに助け合う、競合しないように、もしくは補完し

合うようなことでこれから話し合いをしましょうというふうにお互い言っていますの

で、その辺についてはコラボしながら進めていきたいというふうに考えております。 

   それから、テナントについては、テナントが入る場所というのはないので、あると

すると農家レストランだけになりますが、それについては、これからどういう運営を

していくかということは今後の検討課題ということですので。 

   それから、あと、直売所の中にテナントを入れるということは、少しスペース的に

難しいのかなというふうに考えております。それについても検討課題としておかせて

いただきたいと思います。 

   それから、法人関係につきましては、９月の補正で法人化に向けての検討委員会、

検討の委託の予算をとらせていただきました。今、なかなか事務多忙で、着手はまだ

なっておりませんが、これは福大の先生とか、そういう方たちを含めて委託をして、

大玉村にどういう法人、村民だけの株式会社なのか、第三セクターなのか、組合なの

か、それも含めて受け皿をどのようにつくるべきかということについては諮問をして、

諮問というか委託をして、それについて結論を出していきたいと。当然、議会の皆さ

んとも協議をしたいというふうに考えております。 

   これによって、直売所が、端境期の品物がないときに棚を埋めることができますし、

それから、加工品とか、大玉村にないもの、生鮮食料品等、魚介類についてももし必

要があれば購入できますし、役場の一般会計で伝票を切って、支出、収入、それで何

か買うときには支出伝票を切って物買って並べると。 

   それから、売れ残った場合はどうするんだと、それは欠損金で落とすのかとかと、

そういう一般会計の直営で運営することはもうこれ、不可能ですので、多分、全国に

もそういう事例はないだろうというふうに考えていますので、法人化、ただ直売所だ

けで法人化をした場合に、やっぱり運営上の総金額の問題がありますので、組織を動

かすためにはやはりある程度の事業量がないと動かないだろうということで、公設民

営化、これは総合振興計画でもう既に、５年前に公設民営をうたっております。指定

管理を２カ所から９カ所にふやすんだというような目的、そういうことも既にもう

５年前の振興計画でうたっておりますので、公設民営は、逆に言えば指定管理をやる

ということですので、指定管理の受け皿がないのであれば受け皿をつくりましょうと。

そして、直売所については、指定管理ではなくて運営権を移譲すると。貸すという手

法が適当なのかなというふうに考えていますが、それも含めて今後検討してまいりた

いと思います。これは、できれば直売所のオープンに合わせて立ち上げをしたいとい

うふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   確かに、直売所の運営、成功するか否かによって、大分、村の農業そのものにもか
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かわってまいります。しっかり捉えていただきたいんであります。 

   ちょっと、話それますが、あちこちの直売所を見て感じたんでありますが、ある直

売所、農家レストラン、やっぱりあわせて経営しているんでありますが、１人の有名

な、日本一のようなシェフを雇っただけで、報酬は年３，０００万ぐらい払うんだそ

うです。それでも、半年ぐらいで元、取れたんだそうです。場所もいいところであり

ます。そういうものに特化した、そういうものの考えもあわせた農家レストランの充

実も図ったような直売所運営、それぞれスタッフが一生懸命やっておられますが、し

っかり考慮に入れて運営を図っていただきたいと思います。 

   次に、観光について伺ってまいります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ここで暫時休議いたします。再開は１１時１０分といたします。 

（午前１０時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時１０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 休憩前に引き続き、５番押山義則君の質問を許します。 

○５番（押山義則） 改めまして、素案の中から観光について伺ってまいります。 

   大玉村、安達太良山以外に、とりわけてこれといった観光資源は乏しい、これは現

実であります。考えられるのは、アットホームのさらなる魅力向上とか、フォレスト

パークや県民の森を活用したレジャーとか環境の充実、また、考えられるのは、広大

な国有地の土地利用を図った自然との共存を狙った健康志向のための施設や企画の充

実かなと思っております。 

   また、日本で最も美しい村、この連合への参加、村長の努力で連合への加盟承認が

なされたと承知しております。これからの村づくりの起爆剤として可能性のある施策

展開と思っております。 

   さらに、歴史と文化を生かした村づくりの推進とあわせて、大玉村独自の観光や地

域づくりがなされること、期待申し上げておきます。 

   大玉村歴史文化構想、これも村づくりの中で策定されるようになってございます。

それに合わせて展開されることと思っておりますが、ちょっと一例として申し上げた

いんでありますが、旧母成街道の整備を図って会津地方との接点を探るとか、歴史と

ロマンをあわせた、今、大変、新聞やニュースなどで徳一大師にかかわることが脚光

なされております。それを活用した前ケ岳登山道の整備とか、また、何度か職員にも

申し上げておりますが、小高倉の田代谷地の環境整備など、大玉村の隠された観光資

源の発掘、これ、取りかかっていただきたいと考えています。改めて、村長の感想を

伺っておきたいんですが。 

○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いたします。 
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   観光関係については、やはり大玉村、今まで観光入り込み数はほとんどが温泉とゴ

ルフ場と、それからフォレストパークというふうに限られておりました。なぜ、観光

を呼び込むのかということは、やはり交流人口をふやして、経済の活性化とかそうい

う、村を知っていただくということが、最終的には米とか物販にも結びついていくと

いうことになりますので、やはり、これから観光面どうするかというのは非常に大切

な分野だというように考えております。 

   入り込みをして、観光地で時間を過ごしていただくという施設、滞在型、これは温

泉がありますから何とかなりますが、どこかの施設で時間を過ごしていただくという

ことがやはり必要だろうと考えています。直売所で時間を過ごし、そして隣の向山の

ほうで時間を過ごしたり、そこで例えば２時間でも３時間でも過ごしていただいて、

物販で物を買っていただくというようなことも当然必要だろうと思っています。温泉

もありますし、それからあと稲作、今、稲作とか農業体験というのが非常に活発にな

ってきておりますので、今ある資源をどう生かしていくかということも重要なものだ

というふうに考えていますので、農業体験、交流等についても積極的にこれに取り組

むべきだろうというふうに考えています。 

   それから、場所的に母成街道、これは今、期成同盟会で県のほうに道路をつくって

くれということをお願いをしております。一部の話として、人が通れるようなもので

どうだというような、お茶を濁すような話もちょっと以前にありましたので、それは

困ると、きちっと車の走れる道路をつくってくれということでおりますので、とりあ

えず、県のほうとか営林署のほうの話もしなきゃいけない。県道をいじることになり

ますので、少し、今のところは遊歩道は難しいのかなと。やはり、あくまでも道路を

つくってくれと。郡山のほうも、受け皿のほうも、石筵川の土地改良事業の中で道路

をきちっと整備しますというふうに市長が約束してくれています。それから、あと、

国土調査もやっていないので、国土調査も実施しますということで、少しですが前進

をして、県のほうでもそれが進めば、時間はかかっても進めますという約束をいただ

いたんで、これについては動き出しましたので、そういう形でやっていきたいという

ように考えています。 

   それから、徳一関係について、それからあと前ケ岳、田代関係、これ、前から提案

をいただいております。相応寺の関係、徳一の足跡等についても、整備すればかなり

いい観光資源だというふうに考えております。それも含めて、総合的に検討したい。 

   それから、大玉村だけでは、やはり滞在型という具合にはつらいものがありますの

で、安達管内の首長で話をしていますのは、やはりお互いに観光客を管内で受け入れ

るような方策を考えましょうというようなことも話になっておりますので、そういう

点を含めて進めてまいりたいと思います。 

   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。 

   先ごろ、郡山市の住民あたりから、母成峠の戦場跡の、砲台跡とか何か、今保存を
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急がないと大変なことになるというような、そういう新聞記事も載っていましたので、

申し上げておきます。 

   それから、日本で最も美しい村のことでちょっと伺いたいんでありますが、先ほど

も話しましたいぐね、これは日本で最も美しい村連合参加への売り物のところかなと

思っております。景観条例とか、そういうものも含めまして、何らかの保存措置の必

要性、どのように考えておられるのか伺いたいんであります。 

   大変、いぐねをなくそうとするというような方もおられます。保存には保存のため

の経費の必要性もありますが、そのあたりどのように考えておられるか、伺っておき

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。 

   いぐねについては、教育委員会のほうで簡単ないぐね調査をやっているんですが、

郡山に住まわれている元大学の先生が、大玉村のいぐねを１軒１軒全部調査をします

という申し入れが去年ありまして、どういう木が植わって、どういうふうな年数がた

っているのかとか、１軒１軒全部調べるんだということで、大変、渡りに船でありが

たいなと思っていたんですが、その後音信が全然ないので、実際調査しているのかど

うかがちょっと不明なので、これは問い合わせをしたいと思っていますが、まず初め

はやはり調査をすることから始めなきゃいけないのかなというふうに考えております

ので、これは教育委員会のほうにお願いになりますが、いぐねの実態を調べるという

ことから始めなきゃいけないのかなというふうには考えて、内部的には話をしており

ました。 

   やはり、いぐねが、今の新しい家には必要はなかったり、日陰になるとかというこ

ととか、落ち葉が大変だとかということで、少し状況が変わってきておりますので、

いぐねを保存することが、やはりもしかすると切られてしまうというような状況もご

ざいますので、これはやはり保全に努め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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございます。 

   いぐねで有名だった宮城県の岩出山のあたり、最近いぐねがなくなって切られてし

まって、今、施策が手おくれだったというように伺っております。いぐねを売り物と

して捉えていくならば、その辺の保存もしっかり考えた施策をお願いしたいと思いま

す。 

   次の質問に入ります。 

   再生可能エネルギーについて伺います。 

   この中で、小水力発電について伺っていきます。このことは、これまでも可能性に

ついて議論、検討されてきたところであります。既に、横堀平地区では、設計の段階

まで進捗しながら、採算性などの検討課題で継続事業と言っておられますが、条件的

に難しい状況なのかなと私は判断しております。このたびは、杉田川砂防ダム活用で
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検討するとのこと、既に設計に踏み込む状況と伺っております。 

   私としては、十分に採算性や維持管理などの観点から、議会ともども議論をもっと

慎重に検討すべきと思っております。補助金や交付金の配分状況などをお考え、見て

進めておられると思われるんでございますが、また、再生可能エネルギー普及促進の

必要性から進展と考えておるんでありますが、この前の臨時議会で予算計上されたん

でありますが、私は十分に検討されてのこととはちょっと思えないんであります。 

   私個人の考えなんでありますが、議会への情報提供が十分でないと感じております。

着工に向けてのゴーサインがいつ出たのか、私なりにはちょっと理解しておらないん

であります。そのあたり、村長の存念を伺いたいんであります。 

   予算計上の承認がゴーサインならば、議論の検討の時間が足りないような気がして

なりませんが、そのあたり、再生可能エネルギーへの、ちょっと質問とはずれるんで

ありますが、そこをどういうふうに考えておられるか伺います。 

○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。 

   大玉村再生可能エネルギー活用推進の村ということで宣言をしておりますので、今

取り組んでいるわけですが、今、成果を上げているのは太陽光発電、各家庭のほうに

大分普及が進んでいると。 

   地域資源としては、やっぱり水の活用ということで、百日川のほう、取り組みまし

たが、採算性、それから災害に対する危惧等がございまして、詳細設計まで終わりま

したが、少し今、中止ではなくて保留という形でおります。これは県のほうも了解を

いただいていると。そのときに、その他の河川、その他の場所で可能性がないかとい

うことで簡単な調査をやっていただいた結果、砂防ダムを使うことが可能じゃないか

ということで、可能性調査ということで今、出しているところでございます。 

   あくまでも可能性調査ですので、調査の結果を受けて、それがやはりちょっとペイ

しないということであればそこでとめるということですが、補正予算を計上したのは、

可能性調査の報告が１２月いっぱいで出てくるということですので、１２月いっぱい

で可能性があると、進むべきだというふうになった場合に、改めて、またあそこで

１月とかに改めて補正で詳細設計をとるということになると、時間的にどんどん経過

してしまうということもございましたので、可能性調査の結果を受けて、ゴーサイン

が出れば補正した金額で詳細設計に入るという意味ですので、１１月の段階ではまだ

可能性調査中ですという説明を申し上げましたとおり、これがゴーサインではありま

せん。あくまでも村費ですので、ここで可能性調査として難しいということになれば、

１１月の補正したものについては３月で落とすという可能性はないわけではありませ

ん。 

   ですから、やると、それからとまると、再度別な場所を探すということについては、

議会の全員協議会で説明をして、その段階でゴーの場合には進みますよと。また改め

て検討し直しますという場合には、また改めて検討しますということについては議会

のほうにお伝えしたいと。できれば１２月の全員協議会で話ができればいいなという
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ことは、内部的には話をしているところでございます。まだ決まっておりません。 

   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。 

   横堀平地区のこともございましたんで、その懸念から質問申し上げました。ありが

とうございました。 

   次に、安心、安全な生活、そして地域づくり、子育て支援、教育の振興など、村の

創生、人の創生について伺ってまいります。 

   まず、高齢者対策、これ、人口ビジョンの報告から、人口ピラミッドで物語ってお

られるように、私どもの年齢の世代が、いわゆる団塊の世代と言われる年齢層が高齢

化の仲間入りとなります。アベノミクスの新三本の矢でも、安心につながる社会保障、

介護離職ゼロとか生涯現役社会の実現、一億総活躍プランという言葉の中でうたって

おられます。大玉村も核家族化が多少進んでおります。心配でありますが、都会とは

違った大玉村ならではの施策の可能性とか地域づくりができると私は考えております。

そんなような現状、地域によって高齢者の地域活動や社会奉仕活動、これ、差はあり

ますが、このことはそれぞれ、地域とか個人の考え方の次第に尽きると私は思ってお

ります。ある程度、行政がニーズを吸い上げて事業のマッチングに努力されていると

思っております。これで十分なのかなと考えております。 

   ただ、１点だけ申し上げておきたいのは、いまだふれあいセンターなどの施設環境

の整備がされていない地域の環境整備の拡充の必要性、そこを改めて訴えていきたい

と思います。そういうものも含めまして、村長の取り組み方を伺いたいんであります。 

○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。 

   安心、安全な生活環境、これは防災関係、消防関係も含めて、５番議員さんがいつ

もやっていただいている見守り隊、子どもの見守りなんかも含めて、総合的に安全、

安心な生活環境づくりということで、村を挙げて、いろんなボランティア団体とか関

係団体にやっていただいているところでございます。感謝を申し上げたいと思います。 

   具体的な問題として、ふれあいセンターの建設ということでございますが、過去の

議会の陳情に対するものについては、議決されているのは、名称をちょっと忘れまし

たが、山麓の９区のほうのふれあいセンターをつくると。それから、あと、南部のふ

れあいセンターということですが、山麓については、まだ確定ではございませんが、

仮設住宅の今の横堀平の集会所の後ろに富岡の福祉施設が２つほどあるわけですが、

片方はプレハブでもちませんが、片方は土台もしっかりした、きっちりとした建物に

なっておりますので、県の施設ですから、それについては県のほうから寄附をいただ

けないかということ、公園に建てた建物ですね、これがオーケーになれば、取り壊す

のは非常にもったいないですから、あそこの集会施設で使えないかという可能性につ

いては検討をしておりますし、県のほうにもそういう話をしております。 

   南部につきましては、今のところ改善センターの利用とかそういうこともありまし
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て、具体的に箱物を建てると、つくるというのには、やはり優先的に子育て支援セン

ターとか幼稚園とか、それ以外に緊急のものが、そこにもなかなか財源の問題で手を

つけられないでいる段階ですので、そういうものが全て完備した時点で整備になろう

というふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございます。 

   村長から、今ちょっと、防災という言葉、出ました。今回のこの素案の中に防災が

うたっていないのが、ちょっと私、疑問なんでありますが、その辺をどういうふうに

考えるか、これを１点、伺いたいんであります。 

   それから、ちょっと話変わりますが、３世代同居、この安心、地域づくりの中で、

子育て支援とか在宅介護などの観点からこれが望ましいと言われております。３世代

同居に何らかの援助とか支援、これを始めた自治体もあると伺っておりますが、大玉

村の現状、可能性は十分あるのかなと考えるんでありますが、積極的な推進のための

施策、検討は考えておられませんか。それも含めまして、それとあわせて伺います。 

○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。 

   防災関係については、担当のほうから答弁をさせますが、同居、３世代同居に対す

る助成金というのは、やっているところがあるということは聞いておりますが、まだ

検討までは至っておりませんので、その辺は、ほかの状況も調べて検討させていただ

きます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ５番議員さんにお答えいたします。 

   安心、安全の絡みで防災が入っていないというご質問でございます。これは、ま

ち・ひと・しごと創生ということで、まちづくり、人づくり、それから仕事づくりと

いう観点では防災がちょっと該当しないのではないかということで、現在のところは

ここから除いてあります。ただし、この上位計画であります総合振興計画、こちらの

ほうには、まだ素案でもんでいる段階でございますが、十分に入るものと考えてござ

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。 

   二、三日前での新聞で、地方創生に向けて、交付金の対象がソフト面からハード面

にも大分利用できるというようなニュースが載っておりましたんで、その辺の観点か

らやっぱり訴えていって、ぜひ取り組めるものなら取り組んでいただきたいと思うと

ころであります。 

   次の質問に入ります。 

   結婚、出産について伺います。 
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   人口対策に関連するテーマでありますが、行政が婚活する時代、村としてのこの本

気度を伺いたいんであります。実際何ができるのか、これは担当でも村長でも結構で

す、伺いたいと思います。 

   それから子育て支援、これまでの施策で、大玉村、子育て支援充実の村として評判

を得ております。戦略でも述べられておりますが、支え合い組織とかファミリーサポ

ートセンター、地域に根づいた組織になれるよう願うところであります。 

   ここのところも、今回も包括支援センターの再利用など考えておられまして、３年

保育などの施策充実なども含めた今後の対応、大変期待するところではありますが、

今後考えておられる具体的な方向性、ありましたら伺っておきたいんでありますが。

（不規則発言あり）改めて伺います。結局、３年保育とか何か、そういうものの進め

具合とか、実際、このまち・ひと・しごと創生の中で、直近の計画の中でどこまでや

られるお考えなのかをこの際伺っておきたいんであります。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ３年保育について、５番議員さんにお答えいたします。 

   ３年保育につきましては、９月議会でも６番議員さんからご質問がありました。施

設の改修というようなことがどうしても避けられないという状況がありますので、そ

の辺の状況を見きわめながら、前向きに今、検討している状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ５番議員さんにお答えします。 

   まず、結婚の支援ということで、婚活のご質問があったかと思いますけれども、現

在、私のほうでは、特に婚活についての事業等はやってはおりませんが、社会福祉協

議会のほうで、現在、婚活を目的とした事業に取り組んではおるところでございます。 

   あと、周産期、乳幼児のきめ細かな支援というような部分で、母子の関係ですけれ

ども、妊娠期の負担軽減というようなことで、商品券の交付、１万円ではありますけ

れども、母子手帳交付の際に支援をしております。 

   また、補正でも若干ありますけれども、単独でも今年度引き続きというふうなこと

で計画しているところでございます。 

   以上であります。 

○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。 

   ただ、この素案の中でも載っかっている部分でありますので、婚活についても積極

的に取り組んでいただきたいとお願いしておきます。 

   次に、国際交流について伺います。 

   このたびのマチュピチュとの交流、友好都市調印、大変ご苦労さまでございました。

国内外にしっかり大玉村をアピールできたこと、大きく評価申し上げます。そしてま

た、学校授業での取り上げなど、行政一体での取り組み、村長の本気度が伝わってま

いります。報告会からも、今後の取り組み、事業展開について伺いましたが、この際

ですので、改めて何点か伺っておきます。 
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   まず伺いたいこと。ペルー共和国の実情といいますか、国内事情、それから共和国

の形態、それから経済状況などどう捉えたのかということをちょっとお聞きしたいん

ですが。あわせて、日系人２世、３世の生活状況など、これ、村長の理解の中から伺

いたいんであります。 

   また、マチュピチュ村、ウルバンバ郡も含めた自治体としての運営状況など、でき

れば具体的に伺っておきたいんであります。 

   そして、最後でありますが、このたびの友好都市締結、大玉村として最大限生かせ

るメリット、これはどこにあるのか、将来像を含めてどう考えを進めるのか、端的な

答えで結構です。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   まず、ペルー共和国の国内情勢でございますが、今現在、少し混乱が始まっている

という状況でございます。フジモリ大統領が誕生する前までは、テロとか殺人等が日

常的に起きて、非常に経済も疲弊していたと。そこにフジモリ大統領が起きて、きち

っとした政策をやって、テロもなくなり、生活も安定し、非常に平和な国になったと

いうことで聞いております。これは、現地のほうからも聞いておりました。 

   今回、フジモリ大統領がやめて、今の大統領になって、また少し経済状態が悪くな

ってきていると。ただ、テロまではまだいっていないようですが、我々が行ったとき

にも公共交通のストライキがあったり、それが今度、労働者だけではなくて、市民が

それに加わって道路を封鎖するとかと。いわゆる、普通は２０分で行くようなホテル

に行くのに、ぐるっと道路を迂回していきましたので、１時間半もかかってホテルま

で行ったというのは、道路封鎖を避けて。道路封鎖しているところを通ると、住民か

ら石を投げられるというような状況ですから、確かにそういう状況。それを打破する

ために、今、フジモリ大統領の娘さんのケイコさんという方が大統領選に出馬をして、

今、トップランナーで当選する可能性が高いと。来年の１月に選挙があるようですが。

フジモリ大統領が失脚してから日本からの経済協力が激減したと、関心がペルーから

移ってしまったということも原因のようでございます。ケイコさんが大統領になった

場合には、また日本国の関心がペルーに向かうんじゃないかという期待が地元では大

きく言われておりました。 

   ただ、我々がリマで生活したり、マチュピチュへ行ったりした段階では、特別危険

を感じるようなことはありませんし、夜間、私は出ませんでしたが、夜間出た方につ

いても、別に恐怖を感じたことは１回もないというような状況で、治安はそれほど悪

くはなっていない。経済情勢はそういうことで、まだ第三国の経済情勢であろうとい

うふうに考えています。 

   それから、マチュピチュとの交流につきましては、メリットは、今回の日本国中に

大玉村の名前が載った、経済効果からすればどれだけのものになるかはかり知れない

ものがございますので、我々はマチュピチュ村というブランドを、世界で最も有名な

遺跡のブランド名をいただくというのが、非常にいろんな面で大玉村をアピールする、
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これがやはり流通関係、「ああ、あの大玉村ね」と知っていただければ、当然、それ

は経済的な効果も非常に大きいだろうというふうに考えていますし、大玉から出た方

が、やはり大玉ってどういうところだというのが非常に、今回、「ああ、おまえのと

ころ大したものだな」と言われたとかというお話が、住民の、村民の方に反応が来て

いると。それから、住民の方たちが、自分の住んでいる村がそういう村なんだという

ことで誇りを持っていただけるというものを含めて、有形無形の効果があると。これ

はもう、はかり知れないメリットがあるだろうと、それを目的としても今回の交流を

図ったということではございますが、ただ、マチュピチュ村自体は、自治体としては

議会もありますし、村長がおりますし、総務課長とか、そういう会計担当者とかとも

会談をしてまいりました。 

   ただ、華やかな村の様子と比較しても、やはり経済的には大変だというのは、これ

はわかっていたことですが、予算も、やっと最近数パーセント、入場者の入場料が地

元におりるようになったと。それまでは全額国のほうに行ってしまっていたというこ

とですので、それで少し来られるように、あっちから来られる可能性も出てきたとい

うことですが、やはり、我々としては、村として無理のない経済的な支援とか、あと

は、村としてはとても取り組めないものについては、国・県の協力を得ながら、やは

り我々が一方的にその名前をいただくだけではなくて、相互の利益のためにという形

になれば、経済協力というのは当然、これはやるべき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） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   今、世界はイスラム国、あんなのを初めとして、負の連鎖と言ったらいいのか、そ

れぞれの国の思惑が空回りしているというか、悪いほう、悪いほうへと向かっている

気がしてなりません。 

   そんな中にあっての、本当の意味の平和外交、村長の活躍、すばらしいことと評価

いたします。ここ大玉村から、そして福島から世界につながることをご期待申し上げ

まして、次の質問に入りたいと思います。 

   政府の方針、新三本の矢、２番目の目標に希望出生率１．８の実現を考えておられ

ます。大玉村としても、現状の１．４９から１．８５を数値目標にひとの創生を図っ

ておられますが、さまざまな角度からの施策の充実や蓄積が今の実現に向けての方策

と考えておりますが、改めて伺いたいのは、実現に向けての根拠といいますか、どの

ように捉えておられるのか。一番伺いたいことは、今後の自治体運営に向けての財政

力、そのことについて気になるところであります。 

   戦略の中では、財源に向けての記述は一言も述べていないんでありますが、産業の

活性化とか、特に農業の振興、継続が成長戦略のかなめと言っておられます。大きな

意味ではそうだと思いますが、このまち・ひと・しごと創生の総合戦略に向けて、財

源の確保とか、それから今後の税収とか交付金の状況とか何か、それから村債の処理
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とか何かもあわせまして、村の財政根拠ですか、それを執行部側としてどのように考

えておられるのか、難しい質問かもしれませんが、伺っておきたいんでありますが。 

○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。 

   国の消費税行政が、今、生鮮食料品とか、加工の区分で随分もめて、やっと決着を

したようですが、なかなか税制なり、そういうものがころころ変わって定まらないと。

ですから、国の税金に対する、そして地方に対してどういうふうにこれから地方をつ

くっていくのかということが本当に定まらないと。逆に言えば、これはとても危なっ

かしいと。 

   今回の地方創生の総合戦略についても、いきなり出てきて、１０月までに出せとい

うような、これ、国の根幹としての財政をどうするかと言っているときに、こんなふ

うに思いつきでやっているような、怒られるかもしれませんが、思いつきでやってい

るようなものに我々は非常に振り回されているんですね。今回のマイナンバーもそう

ですね。非常に財政負担が大きいです。ですから、国は、本当に地方の財政を考えな

がら、地方行政を考えながら政策をつくっているのかということに対しては、村政を

あずかるものとしては非常に疑問を感じているんですね、これは。 

   外形標準課税を今度強化すると、赤字企業でも給与総額に課税するとか、これ、今

でも大変な中小企業にそれをかけていって、そして大企業の法人税を下げますよとい

うようなことを言っているんです。それから、東京とか大阪の大都市の企業の法人税

が、今東京なら東京に全額出ているのを再配分したいということを言っていますね。

これは地方に向けるんだというふうに言っていますが、単なる選挙に対するリップサ

ービスでなければいいなというふうにも感じているところですが、そういうふうに税

制が定まらないのは、我々の地方交付税も定まらないということなんですよね。です

から、将来どういうふうに地方交付税がなっていくのかということは非常に危惧して

いるところです。 

   大枠はそういうことの中ですが、村としてもやっぱり財政的な自立に向けて進んで

いかなきゃいけないというふうに考えているので、自主的な財源の確保というのが不

可欠だろうというふうに考えております。 

   国道４号線のマスタープランを変えて、準工業地帯等に切りかえて企業誘致をする、

これ、もう至急やらないと、ですから予算化をして委託をすると。職員、なかなか大

変な事務量になりますので、外部の力をおかりして進めていきたいというふうに考え

て、これもそう悠長に構えていられるものではありませんので、自主財源の確保には

非常に大きいだろうと。 

   それから、ふるさと納税、去年３，３００万円、今年３，０００万円はいくだろう

と考えていますので、２年間で６，０００万円、これがずっと続くかどうかはわかり

ませんが、来年の４月から企業ふるさと納税をスタートさせると。これまた、いろん

な問題をはらんでいる。郡山のように５，０００社企業がありますなんていうところ

は、３分の２ぐらいは、本社は東京とかほかにあるでしょうから、支社とか営業所が
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あるところには、当然本社は企業納税をしますよね。縁もゆかりもない大玉村に企業

が納税してくれる可能性はないです、これは。そうすると、また落差が出てくる。で

すから、この企業のふるさと納税というのも非常に危惧しているところです。 

   これについても、村としてはどうするかと、メニュー・プログラム方式で、こちら

から逆に企業のほうに働きかけをしていくというようなことが非常に大切だろうとい

うように思っておりますが、そういうことで、ふるさと納税等で寄附金をいただくと

いうのも大玉にとっては非常に大きな財源になるというふうに考えています。 

   それから、やっぱり人口をふやして、先ほども話がありましたが、人口増で固定資

産税とか、それから税金を、住民税を支払っていただいて村の活性化に寄与していた

だくというようなこと。それから、直売所を強化するのも、今は持ち出しです、人を

充当すると、必ずその分が持ち出しになりますので、これを持ち出しのない、せめて

プラマイゼロ、できれば何年か後には使用料をいただくような形でできればいいなと

いうふうに考えておりますので、公設民営についても、これは財源的に寄与するだろ

うと。当初は少し支出オーバーになりますが、３年、５年後にはこれは改善するとい

うふうになるような方策をやっていきたいというふうに考えています。 

   それから、村内消費、お金の循環という、後で質問もありますが、お金を循環させ

るというのは、村から金を出さない方策をやはり考えて、たばこ税も何千万も入って

いるわけですから、たばこ吸ってくださいとは、今の時代はとても、言えるわけはな

いので、せめて村内で買っていただきたいと。昔、随分やりましたが、今こそ村内で

たばこを買っていただいたりということをやっていただくと。 

   温泉も、大玉の温泉に入っていただければ入湯税が入ると。それはやっぱり村民全

部がそういう意識を持って、村内で消費するということをやはりやっていただければ

というふうに考えていますし、あと、最後になりますが、各種事業をやる場合に必ず

補助金を見つけてくださいと。補助金、交付金、それから企業メセナで企業からお金

をいただくとか、そういうことをやりながらやっていくと。総合的にそういうものを

含めて、自主財源の確保というのが非常に大切にな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） ありがとうございました。 

   村長から、大変安心できる答弁いただきました。ただ、村民は、財政力指数などの

ことから、村は安心なんだというようなことを思っております。そういうものの期待

を裏切らないような施策の実現をお願いしたいと思います。 

   １点、公共事業の民主主義化ということで、今の財政力のことで伺いたいんであり

ますが、先ほど、再生エネルギーの小水力発電のことについても伺いました。このこ

とに対しては問題はないんですが、ただ、維持管理費とか、将来の負担とかになるよ

うな事業、このことについては１点、注意を払って事業を進めていただきたいなと思

っておるわけであります。よろしくお願いします。 

   今回、まち・ひと・しごと創生総合戦略のあらましについて伺いました。国の施策
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で、自治体間の競争のような状況、交付金絡みの早い者勝ちの状況というもの、決し

て正しいとは私も思っておりません。ただ、乗りおくれるよりは積極的な活動を評価、

これは活動されていることを評価したいと考えております。 

   先ほども申し上げましたが、今回の事業で当初言っていなかったハード面、ソフト

面からハード面も交付金の対象になるというようなこともニュースになっておりまし

た。企画力、積極的な実行力、そして判断力、都市部に劣らない、村長初め執行部の

姿勢にご期待申し上げまして、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） ここで昼食のため、暫時休議いたします。再開は午後１時３０分と

いたします。 

（午前１１時５２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） ６番武田悦子君より通告ありました「新たな子育て支援制度の中で、

保護者の安心と子どもたちの安全をどう確保するのか」ほか１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２件の一般質問を行います。 

   まず最初の質問は、子育て支援についてです。 

   これは、これまでの議会でもたびたび質問を繰り返してきましたが、子育て支援と

いうよりは、自治体の責務といいますか、大玉村においてはみずから子育て支援の村、

子育て支援日本一を目指して、村づくり、人口増加対策に取り組んできたわけですか

ら、支援というよりはみずからの計画を進める当然の責務と言えるものだと思います。

そういう基本的な大玉村の立場を踏まえて質問に入ります。 

   まず、平成２８年度の保育所と放課後児童クラブの申し込みが締め切られていると

思いますが、現時点での集約で希望者は何人になっているのか、年齢別、学年別にお

答えください。また、それぞれの定数もあわせてお答えください。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ６番議員さんにお答えします。 

   １０月中旬から１１月にかけて、２８年度の申し込み者の希望者数をとったところ

でございます。それで、まず、保育所のほうの関係から申し上げますと、まだ生まれ

ていない子どもも６名ほど入っておりますけれども、ゼロ歳児での申し込みが４２名、

あと、１歳児が３７名、２歳児が５１名、３歳児が５４名というような申し込み希望

の数でございます。それで、ゼロ歳児の中に、今申しましたようにまだ生まれていな
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いのが６名、あと、年度途中で中途の入所希望のゼロ歳児が２０名、あと、２歳児で

中途入所希望が５名、３歳児で中途入所希望が２名ということで、年度当初では

１５１名の申し込みの状況になっておるところでございます。 

   それで、受け入れ入所定員は、ご存じのように１４０名ですが、正確な入所判定等、

まだきめ細かい判定までは行っておりませんが、一応、入所予定としてはゼロ歳児が

２１名、１歳児が３６名、２歳児が４２名、３歳児が５１名と、保育所の職員等を鑑

みまして予定人員を決めましたが、一応、年度当初では、先ほど１５１名というよう

なことで、１名待機が出る可能性という状況でございます。 

   あと、次に、２８年度の放課後児童クラブの申し込み状況でございます。申し込み

者数につきましては、１年生から６年生まで、通常で１５７名、短期で１８名、合計

で１７５名というような希望でございます。 

   それで、学年別に申し上げます。１年生、通常での申し込みが５２名、短期での申

し込みが３名、合計で５５名。あとは、２年生でございます。通常の申し込みが

４０名、短期が２名でございます。合計で４２名。３年生が、通常２９名、短期で

５名、合計で３４名。あと、４年生が通常で２９名、短期で２名、合計で３１名。あ

と、５年生が通常で４名、短期で３名、合計で７名。６年生が通常で３名、あと短期

で３名、合計で６名という申し込みの状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   今、それぞれ数字を教えていただきました。保育所は、申し込み総数からすると

１８０人を超える数と。２８年度の申し込みでありますから、当初での希望はなくと

もこれだけの数があると。 

   また、学童でも１７５名の申し込みの希望がある。この、定員を大幅に上回る申し

込み者数、あるようでございますが、ここ数年、申し込み者数、伸びているというふ

うには聞いておりますが、特にこの２８年度、入所希望者数が多いように感じるわけ

でありますが、このような数になった特別な理由というのが何かございましたら。例

えば転入者がふえてきたとか、また、浪江町、富岡町の皆さん、保育所、学童等を利

用されるとか、このような特徴的なことがあればお答えいただきたいと思います。 

○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。 

   保育所につきましては、村内に住所を持つ方ということですので、避難されている

方の申し込み等はございません。急激に希望者がふえたという背景については、就業

したいというようなお母さん方がふえているというような状況にあろうかと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） さきの議会におきまして、保育所の待機児童解消策として、２８年

度においては入所判定を厳密に行う、この入所基準を満たしている乳幼児を受け入れ

る、そのようなお話も伺いました。 
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   そもそも、新たな子育て支援制度、２７年度から始まったわけですが、この２７年

度の入所においても、それらの基準で保育料、保育の時間、これが決められていたと

思いますが、この基準に照らしてみると、先ほど、まだ厳密に審査は行っていないと

いうお話、ございました。しかし、一体どれだけの人がこのような基準から照らして

はみ出すのか、基準に該当していないというふうに思われる方がいらっしゃるのか伺

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いたします。 

   入所に当たっては、現在就労はしていないけれども、今後就労したいというような

希望の中で入所申し込みをされている方、あるいは現在妊娠中で出産を控えているよ

うな方、それぞれ、今後の希望等により入所を申し込みしている方がいらっしゃるわ

けでございますけれども、１番に、入所の判定材料というか、判定基準というのがご

ざいますけれども、ひとり親家庭等、あるいはそういう逼迫しているようなそういう

家庭が最優先というような形にはなるわけですけれども、それから、両親とも既に就

労していると、それから、自宅に誰も見るような方がいないと、おじいちゃん、おば

あちゃんもいないというような方、それから、おじいちゃん、おばあちゃんの就労状

況、年齢あるいは病気等であるかどうか、そういった細かい材料を点数化することに

よって順番を決めざるを得ないと。そういう中で、優先度の高い方から入所の承諾を

行うというような形になります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 今お答えいただきました入所の判定基準は理解しているつもりです

が、それを踏まえて、現時点でどのぐらいの人がその基準を満たしていないのか、今

申し込まれている方は、その基準から照らして全て該当するというふうに考えられて

いるのか伺います。 

○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。 

   基本的には、保育を必要とする度合いということですので、申し込みされる方につ

いては基本的には基準を満たしている方が申し込みされているというふうな判断をし

ておりますので、ただ、必要とする度合いの違いというふうな捉え方をするしかない

のかなというふうに思っております。 

   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。 

   今、国の統計では、非正規雇用の労働者が４０％を超えると言われています。子育

て中の若いお父さん、お母さん方も共稼ぎ、非正規、ダブルワーク、このようにして

生活している方も少なくありません。そのような方々の入所優先順位が高くなると、

これは当然のことだと思います。今、部長からのお話にもありましたように、このよ
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うな皆さんは当然入所できると、そのように考えてよろしいということでございます

ね。 

   また、先ほど、それぞれ数字、出されておりました。保育所の入所希望者、現時点

で１８０人を超える。もちろん、当初では１５１人というお話ございましたが、また、

学童は１７０人を超える。この皆さん全員が入所できるという見込み、先ほどからの

お話では、当然優先度をつけなければならないと。そうしますと、やはり入所できな

い人が出てくるというお話に受け取られるわけでありますが、そのような理解でよろ

しいのか伺います。 

○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。 

   現在、入所判定については、まだ最終的な判断はいたしておりませんけれども、こ

れから保育士等不足しているというような中で、早目に保育士の募集を行いたいとい

うようなことでございますので、募集状況で、保育士の確保も含めて最終的な判断を

いたしたいというふうに考えておりますので、現段階ではなかなか未確定な部分が多

いということで、ただ、人数からすればかなり難しい、施設の面についても改修等を

行いながら対応はしてまいりたいというふうには思いますが、現状を鑑みますと、か

なり厳しいところがあるの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。 

   ２８年度、これまでの答弁でいろいろ伺いました。では、今後の見通し、いかがで

しょうか。 

   今、村内あちこちで宅地の造成が行われて、住宅の新築、あちこちで見られていま

す。また、アパートの建設も行われております。このような現実を踏まえ、今後、保

育所や放課後児童クラブの需要見込み、これはどのように推移すると考えておられる

のか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） 今あったように、年々児童数、ふえているような状況でご

ざいます。保育所並びに放課後児童クラブとも来年度の申し込みは今年度を大きく上

回っている数字になっているところでございます。現在も住宅や集合住宅等の建築が

進んでおり、定住人口については増加するものと予測されますけれども、それに伴い、

子どもの数も当然増加していくことが十分考えられます。受け皿となる施設の拡充と

あわせて、人的な補充も今後検討して対応していきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   今後、ますます希望者ふえていくだろうという予測の中でございますが、現在、保
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育所に勤めていらっしゃる保育士の中で、お産をするためにお休みをするという方、

いらっしゃると思います。その皆さん、お産の後保育所に復帰するためには、自分の

子どもは大玉の保育所に預けられないというお話も伺いました。親と一緒に同じ保育

所でというのは、子どもにとってかなり不都合な場合も出てくるかと思いますが、せ

っかく村に住んでいて、村の保育所に勤めていて、自分の子どもが入るから働けない、

反対に、じゃ、大玉の保育所に預けてほかの保育施設で働こうというような思いにも

なるのではないかというふうに思います。 

   せっかく、保育士足りない、足りないと言っている中で、保育士をほかに逃してし

まってはいかがなものかという思いもあるわけですが、この辺についてどのような考

えか伺います。 

○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。 

   今の６番議員さんがおっしゃられたように、基本的にはというか、親御さん、ある

いは子どもからすれば、同じところに親がいて、子どもがどう思うかというようなこ

とを考えると、基本的には余りいいことではないのかなというふうには思いますが、

それが必ずだめだということではなくて、ある程度柔軟に対応できる、施設もかなり

広いような状況ですので、直接担当でなければそれも可能かなというふうに柔軟な考

え方を検討しているところでございます。 

   また、あわせて、教育委員会等との預かり保育、こことの連携を図りながら、お互

いに保育所あるいは幼稚園の預かりを、そういった勤務の方法も考えられるのではな

いかなということで検討をしているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 貴重な人材でございますので、ぜひ、いろいろ工夫をしていただい

て、働けるような環境をつくっていただきたいというふうに思います。 

   この質問の冒頭でも申し上げましたが、保育所待機児童解消は、大玉村のほかの自

治体の子育て支援とは違った意味を持っていること、村づくりの中心であり、子育て

支援を定住人口増加対策のかなめに挙げてきたわけです。そういう点から言えば、こ

れまでの子育て支援政策は多くの方々に支持され、若い世代の転入、人口の微増につ

ながってきたわけでありますから、今さら、お金がないとか、保育士が見つからない、

このようなことで大量の待機者を出すことは、みずからの政策を放り投げることにな

ると思います。この点からも、利用者増に対する腹を据えた対策をとることが重要で

はないかと思います。 

   これも、これまで何度もお聞きし、答弁もいただいておりますが、幼稚園の３年保

育を早急に決断すべきときに来ていると思います。この点について、村長、教育長そ

れぞれからお答えをいただきたいと思います。 

○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。 
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   先ほど、５番議員さんからも質問あったんですけれども、３年保育の重要性につき

ましては、再度、何度もお答えしているとおりであります。教育的価値が非常に高い

というようなこと、そういったことで、３年保育のあり方について検討しております

けれども、一番の課題は、施設の面が今のままでは、いろいろと考えているんですけ

れども、非常に教育条件として劣悪な条件になってしまうんじゃないかというような

ことがありまして、施設の拡充ということが前提になるというようなことで、それを

考慮しながら前向きに検討していきたいと、そのように考えています。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 村長からもぜひ、一言お願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答え申し上げます。 

   まず、一番の解決策は３年保育ということに変わりはございません。小学校に５歳

児を入れる検討を行いましたが、大山小学校のほうの教室がどうしても１クラス足り

なくなるということで、今は１クラスしかない学年が２つありますので、今は教室が

あいているんですが、これが将来的に１年でも全部のクラスが２学級になった場合を

考えると、その時点で小学生の入る教室がなくなってくるということで、やはりリス

クが高いということがありまして、幼稚園の小学校での分園構想は少し難しいだろう

という結論に達しました。 

   今考えているのが、今の預かり保育室を３歳児の部屋にできないかと。これが、先

ほど教育長が言った劣悪な保育環境になりかねないということで、ちょっと今、それ

も含めて検討をいただいていると。遊戯室がありますので、遊戯室を預かり保育室に

使ったり、その辺の活用を常時考えてできないかどうか。 

   園舎をつくる場合には、あと２教室ずつ、４教室つくらなきゃいけないということ

で、これ、非常に補助率が低いということもありますので、今回の地方創生のほうで、

ハードのほうで非常にいい補助金があればそういうものに踏み出す、もしくは、子育

て支援センターとどちらにするかという検討にもなるわけですが、そういう状況を総

合的に判断しながら、できるだけ早い時期に決断をしたいと。 

   やはり、根本的に待機児童をなくすというのは、保育所をもう一つつくるか、これ

も厳しいです。それから、あと、一番願っているのは、私立認可保育所を誰かにつく

っていただくということです。行政ではなくて。先ほど言ったように、１つしかない

保育所というネックがやはりあります。巨大な保育所になってしまっていると。です

から、私立の認可保育所、少人数保育も今認められていますし、株式会社の参入も認

められておりますので、そういう形で保育所を新たにつくると。１０人、２０人規模

でも構いませんので、そういうものも一つの解決策だということで、期待はしている

ところですが、今のところちょっと話がないというような状況でございます。 

   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。 
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   この少子化が叫ばれ、人口減少社会への懸念、地方創生が高らかに言われている中

でも、国も一億総活躍社会を提唱し、介護離職者ゼロ、思い切った子育て支援など、

大きな看板を掲げています。しかし、看板とは裏腹の現象が起きております。子ども

を取り巻く状況の中では、大玉村でもそのとおりでありますように、保育所待機の増

加、貧困児童の増加、保育士確保の困難さなど、子どもをめぐる課題は大変なものが

あります。 

   そんな中、大玉村では、ほかでは少なくなっている子どもがふえている、保育所が

足りなくなる、これは、ある意味、国の政策のもっと先を行かなければ対応し切れな

いのではないでしょうか。村として、今後の子育て支援における最大の課題と、それ

に向けた具体的対策をどうとろうとしているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） 今、村長のほうから答弁がありましたように、一番は施設

が少ないというのが現状だろうと思います。村立の保育所１カ所で、確かに、これだ

けの、今度は人数が多くなればなるほど保育所のリスクも多くなってくるところでご

ざいます。そういう意味で、地域型の保育事業を含めて、利用者が事業所を選べるよ

うなそういう体制整備も今後は必要であるだろうと考えているところでございます。 

   また、放課後の健全児童事業においても、実施しているのは玉井地区１カ所という

ことで、大山地区は未整備の状態になっているような状況もございます。そういう中

で、先ほども申しましたように、インフラ整備事業や住宅適地の農地転用等に伴いま

して、人口等も増加傾向にあります。これらの事業と並行して、早急に施設の拡充、

整備に向けた検討を今後進めていかなければならないだろうと考えているところでご

ざいます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   定住人口増加対策のかなめとして、子育て支援という大きな看板を大玉村は掲げて

おりますが、待機児童の解消に早急に、そして本気で取り組まなければ、看板倒れど

ころか、信用の失墜になりかねません。せっかくマチュピチュとの友好都市や美しい

村連合への加盟で名を上げているわけですから、その名にふさわしい大玉村を追求し

ていかなければなりません。 

   小手先の技術的対応では限界だと思います。幼稚園の３年保育の実現にしても、学

童保育にしても、施設建設が必要なのは明らかです。ここに投資するお金をどう捻出

するのか、借金したら、村は本当にやっていけなくなるのか、腹を据えて早急に結論

を導き出すよう重ねて要望し、次の質問に移りたいと思います。 

   次に、高齢者支援について質問いたします。 

   安倍内閣は、一億総活躍社会の創出、介護離職者ゼロを打ち出しましたが、実態は

全く逆の話です。介護保険の改悪で小規模介護事業所が閉鎖に追い込まれたり、介護

人材の確保が困難なため、新たな施設の入所では定員数まで受け入れられないという
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ような実態になっています。 

   また、マイナンバー制度、始まりましたが、早速、その制度につけ込んだ詐欺的事

件も起きています。連日のように、高齢者が被害に遭ったという事件の報道が見られ

ます。高齢者の日常生活にとって大変厳しい状況が生まれていると思います。そこで、

オレオレ詐欺、振り込め詐欺などから高齢者を守る取り組みについて質問をいたしま

す。村が現在取り組んでいる対策にはどのようなものがあるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（鈴木健一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   幸いにも大玉村では最近発生しておりませんが、不審電話があったという情報もご

ざいます。県内の被害状況は、１１月末で１４３件、金額にして３億５，７６１万円

で、昨年同期より金額は減っておりますが、まだまだ安心はできません。 

   高齢者が犯罪に巻き込まれないためにも、各種会合時にお話をしたり、また、チラ

シの配布を行ったりしております。特に効果があるのが、防災行政無線によります広

報活動、こちらは、近隣町村であったという情報があったときには、即、広報を流し

て危険をお知らせしていることが功をなしているのかというふうに考えてございます。 

   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。 

   このような詐欺被害、高齢者個人の責任だとばかりは言えません。だます側はプロ

です。だまそうと思ってやっているわけですから、彼らをしのぐ対策が重要です。高

齢者に対してあらゆる機会を捉え、注意を喚起することも大切ですが、もっと具体的

な対策、例えば自動録音装置のついた電話機を貸し出す、このような事業、福島県警

で行われているとネットで見たところでありますが、このような情報は村民に周知さ

れているのでしょうか。 

   また、自治体や社会福祉協議会で高齢者向けにこのような電話機を貸し出している

ところもあるようですが、このような事業に取り組まれる考えはないのでしょうか。

伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（鈴木健一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   ただいまのお話にありました電話録音機能装置の貸し出しですが、本宮分庁舎管内

では２０台配備になっているそうです。こちらの貸し出しにつきましては、本宮分庁

舎生活安全係が窓口となりまして、これから各住民に貸し出しの要望をとって、その

状況によっては、この２０台配備されている台数をふやすとか、また、貸し出しに際

しましては、分庁舎のほうで独自に貸し付けの条件を考えているそうであります。例

えば、過去に被害状況に遭ったとか、また、不審電話が何度もかかっているとか、そ

ういうようなおのおのの条件をこれから整備をして、年内には統一を図って、各市町

村に貸し出し等のことをお知らせしたいということでありました。村としましても、

そういうものがある、決まりましたら即、皆様にお知らせをして実行していきたいと
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いうふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） これから条件を整備して貸し出すと、なかなか先が長いお話でござ

いますが、きょうにもあすにも被害に遭われる方が出るかもしれません。早急に、そ

のような施策、進めるとともに、また、村独自としてもこのような事業に取り組んで

いただきたいというふうに要望いたします。 

   また、このような事件、先ほども防災無線で知らせるというお話、ございました。

この、近隣で発生したケースを整理して、きちんと皆さんに知らせる、このことがと

ても大切ではあります。そしてまた、地域社会の中でも、お互いに注意し合えるよう

な取り組み、これも大切ではないかと思います。このような取り組みをぜひ進めてい

かれることを強く要望します。 

   次に、介護保険軽度者に対する介護サービスについてお尋ねをいたします。 

   介護保険の要支援に認定された方は、平成２９年度からデイサービス事業、さらに

は訪問介護事業などは原則市町村事業でサービスを受けることになりますが、この市

町村事業をどのように描いているのか、そして、サービス実施に至る具体的工程表を

どう描いているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） 新しい地域支援事業の実施関係ですが、介護予防給付、要

支援１、２の訪問介護につきましては、平成２８年３月より、新しい介護予防・日常

生活支援総合事業への移行を予定し、現在、１年前倒しで準備を進めているところで

ございます。 

   また、地域支援事業にて、新たに設けられました３つの事業がございますが、在宅

医療・介護連携事業、２つ目が生活支援体制整備事業、３つ目が認知症総合支援事業

でございます。これらの事業につきましては、平成２９年度末までの実施猶予ができ

るとされているところでございます。 

   まず、在宅医療・介護連携事業につきましては、平成２９年度末まで実施できるよ

う、現在、安達管内、二本松市、本宮市と協議をし、さらには安達医師会との連携、

推進が図られるよう、現在準備を進めているところでございます。 

   次に、２番目の生活支援体制整備事業関係につきましては、こちらも平成２９年度

末までに生活支援コーディネーターの配置や協議会の設置ができるよう、現在準備を

進めているところでございます。 

   ３番目の認知症総合支援事業関係でございますが、こちらにつきましては、認知症

初期集中支援チームというようなことで、今年１０月に東北病院のほうと委託契約を

結び、設置したところでございます。 

   さらに、認知症地域支援推進員につきましては、今年９月１日に１名配置したとこ

ろでございます。今後、認知症カフェ運営など、地域における認知症の人とその家族

を支える相談支援などの取り組みを開始したところでございます。 
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   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ありがとうございます。 

   これらのサービスを担う事業所の確保、人材の確保、それぞれ大変難しい問題がこ

れからもあろうかと思いますが、それをしっかりとクリアをしながら、在宅の高齢者

を支える仕組みをつくっていっていただきたいというふうに考えます。 

   また、この、誰でも自宅で自分らしく生活をし、人生を全うしたいと考えるのは当

然のことであります。しかし、思わぬ病気や、若い人たちが別に暮らし、１人になる、

あるいは高齢の夫婦だけになる、このようなこともよくあります。 

   村長は、地域での見守りの充実、これを事あるごとに話してまいりましたが、それ

だけでは解決しない問題もあります。掃除、洗濯、食事の準備、買い物、通院、病気

見舞いや葬儀など、社会的関係づくりなど、日常的生活にはさまざまなことがござい

ます。これらをいつまでもできればいいのですが、何かができなくなったときの手だ

ても必要ではないでしょうか。地域の中でこれらのことがしっかりとできていく仕組

みをつくっていく、これが今後必要なことだと思います。村では、これからどのよう

にそれらを、仕組みをつくっていくのか、つくっていく考えがあるのか、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） 介護保険サービスの充実という面、またいきいきおおたま

健康プラン２１に基づき、健康づくりの推進、介護予防、日常生活支援総合事業の推

進、さらには在宅福祉サービスの充実、高齢者の権利擁護の推進、認知症高齢者対策

の充実を今後図ってまいりたいと考えておるところでございます。 

   従来から実施しております見守りサービス、安否確認、緊急時の対応、配食サービ

ス等、さらには外出支援、介護支援などの充実をさらに図るため、地域での自助、互

助の取り組みができるよう、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人等と連

携し、支援体制の構築を協議してまいります。 

   また、高齢者の４人に１人が認知症またはその予備軍と推計され、高齢化の進展に

伴いまして、認知症の方はさらに増加するものと予測されます。認知症施策としまし

ては、地域住民が認知症を正しく理解していただくための普及啓発、地域での声かけ

や見守りネットワークの構築を図っていく所存でございます。さらには、関係機関と

の連携を図り、情報を共有し、総合的な対策を検討していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

   以上であります。 

（「議長。今の質疑応答に対して、何番と言わないとしようがねえ

べ。これ。きちっとして。議長、それ、２回とも誰と言ったけれど

も、何番に対してということは言ってもらわないと。そういうこと。

注意して」という声あり） 

○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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   オレオレ詐欺を未然に防止する、高齢でひとり暮らしになっても、近隣との交流も

できる、買い物も何とかなる、病院にも足の心配が要らない、地域の子どもたちとの

交流もある、このような地域社会を誰もが望んでいますが、若い人たちはそれなりに

忙しい、自分たちで精いっぱいというところもあります。そんな中で、誰もが望んで

いる地域社会をつくらないと、子どもの安心や高齢者の安心は生まれません。まさに、

地域社会づくりの重要性がここにあります。 

   先ほど、課長からの答弁でもありましたが、関係機関とのネットワーク、これも大

変重要なことです。今後ますます、役場職員や農協職員、郵便局の職員、地域の商店

街などは大切な存在になると思います。これらのネットワークを築くかなめに村職員

があると思います。知識もあり、経験やさまざまな情報もほかの人よりずっと持って

います。職員が自覚的に地域にどうかかわるかによって、子育ても高齢者の安心も変

わってくると思います。期待の大きい役場の職員にどう期待するのか、村長の考えを

お聞きします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答え申し上げます。 

   まず、行政支援員、各行政区に配置をしております。そのうちの一人は高齢者のほ

うの担当ということで決めておりますが、それ以外については、各行政区の要望に応

じてそれぞれ内容が異なるということになっておりますので、そういうことで、配置

をしてから間もなく１年になりますので、庁内では各行政区の責任者、４名、５名の

うち、部長もしくは課長が責任者になっておりますので、各横の連絡も含めて、こう

いう行政区ではこういう要望があったり、こういう活動をしましたよということの会

議、研修を庁内で行う予定でおります。そしてそれを持ち帰って、各行政区ごとの支

援員と話をして進めていくと。 

   それから、あと、要請に応じるだけではなくて、こちらからというお話です。これ

は、あくまでもボランティアということで、職員のボランティアでやっていただいて

いますので、強制することはできませんが、今言われたように、一般の村民の方たち

にボランティアなり地域づくりをお願いをしているわけですから、村民がそうやって

やっていただいているときに、役場職員がボランティアといいながらも、その立場か

ら積極的に各行政区にかかわったり、提言をしたり、取りまとめをしていくというこ

とは、これ、当然必要だろうというふうに考えておりますので、その視点も含めて、

庁内で会議なり研修会を開いて進めてまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 役場職員の働きに期待をするところ、大きいものがございます。大

きな期待を寄せて、私の一般質問を終わります。 

○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。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議長より申し上げます。 
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   答弁者は、質問者の番号を言って。お願いします。 

   ここで暫時休議いたします。再開は午後２時３５分といたします。 

（午後２時１６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長鈴木健一君より、公務出張のため退席する旨の届け出

がありましたので、報告いたします。 

   引き続き一般質問を行います。 

   １０番須藤軍蔵君より通告ありました「村振興計画、実態に即した見直しについ

て」ほか１件の質問を許します。 

○１０番（須藤軍蔵） 議長の許可を得ましたので、通告いたしております質問を行いま

す。 

   村の総合振興計画についてでありますが、現在、村には国土利用計画なりあるいは

復興計画なり、まち・ひと・しごと総合戦略なり、人口ビジョンなり等々、さまざま

な計画なりがあるわけでありますが、いずれもこれは村の振興計画に基づいた、それ

ぞれの分野の具体化したものだというふうに思います。したがって、私の質問も、そ

っちに飛んだりこっちに飛んだりしますが、それは全て振興計画に基づくものだと、

その質問はなかったということではなくて、通告の中に入っているというふうに、ま

ずきちっとお答えをいただきたいと思います。 

   初めに、定住人口増加にかかわる質問でありまして、近年、微増という中で、さら

にまた、特に昨今は、ご存じのとおり、他の、国や県と若干違って、大玉村での定住

人口の一種違うような形での増加というものが進んでおります。住宅増、戸数等々に

ついては、９月議会でも同僚議員がお尋ねしましたが、答弁の中では、答弁の声は大

きかったけれども、中身は余りよくわかっていなかったというように私は思っており

ますので。 

   例えば、農地の転用にしても、さまざまな形で二通り、三通りあるようであります

が、農振がかぶっているところだったら農振の除外なり、あるいはかぶってないとこ

ろだったら農業委員会なり、それぞれに手続とればそれで進むわけだから、おおよそ

の数字は、戸数なり増加、つかめるはずでありますから、これまでの、ここ１年間の

おおよその、ここの面ではつかめない部分もあると思うんですけれども、増加した戸

数なり、それから人数も、それらについてどのような推移になっているか、まず最初、

そこからお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   現在、住宅、宅地造成等行われている、着手しているものについては約６０戸から

７０戸着手しております。主に大山小学校の近辺、また役場の北側ということで、
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６０戸から７０戸、現在着手しているところでございます。 

   人口でございますが、これは、分譲地が、住宅が建てられてすぐ居住するというこ

とではございませんが、１戸当たり３名から４名居住しますと、人口面で考えますと

約１８０名から２５０名程度の人口増が図られると見込んでおるところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういうことで、見てのとおりの状況で、きのうあたりも日がい

いかったのか何だか建前とかあったようでありますが、住宅のゾーニングといいます

か、一定程度線引きしてあるんですね。それとのかかわりでどういうふうになってい

るか、もうどんどん民間先行で、一昔前と違ってどんどんできて、実際は、行政はた

だそれにくっついていっているだけという状況にはなっていないかということでござ

いますが、そのゾーニングとの関係ではどのようになっているか、お尋ねいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） １０番議員さんにお答えします。 

   住宅のゾーニングでございますが、都市計画マスタープランの中で、役場を中心と

した玉井地区と大山地区まで接続しておりますが、大山小学校の北側まで都市機能集

落エリアということで位置づけされておりまして、現在、宅地造成等について行われ

ていることについてはほぼこの中に位置しているということで、一部エリア外になっ

ている部分もございますが、それらは農家住宅の新築とか、いわゆる次、三男を分家

に出すとか、そういうエリア外の部分が若干見られるというような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） おおむねエリア内だという認識だということでございますが、定

住の促進といいますか、人口をふやすというために、当初さまざまな手だてをとって

今日まで進んだわけでありまして、そして今の状況を迎えているわけでありますが、

このインフラ整備に向けた一定のネットワーク等々も含めて、これまでの大変、立ち

上げても実際は来なかったり、あるいは、今度できてからは、今度はそれわがらばか

りになってあった時期も正直あったものですね。 

   そういうことも含めて、今までのこの定住化促進に向けた取り組みの、あるいはネ

ットワーク等々の今日までの評価、今、一つの区切りになろうかという時期になって

いると思うんで、そこら辺について、当初から携わった副村長はどのように考えてい

るか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ネットワーク会によるインフラ整備、これは平成１９年度から始まっております。

昨年度までの実績でありますが、８年間で１４件ほどあります。宅地で言いますと

６１区画、それからアパート１０棟、４７室、こういうことを考えて、全体の、その

ほかにあっせんとか何かもありましたので、それらを含めると５００名近い人口増が

このネットワークのインフラ整備等によって図られたというふうな形で評価をしてお
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ります。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そうした評価だということで、その上に立って、１１月でしたか

の臨時議会でも、他の予算の審議の中で、今後については、そうした問題についても

っと別な形でということが答弁されました。それは議案の審議を通してのお話でした

ので、改めて、今後はこういう方向で、住宅のあるいは定住人口促進に向けた村とし

ての取り組みはこうなんだよという方向などについて、改めてお答えをいただきたい

と思います。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。 

   過日の臨時議会では、地方創生の先行型の定住人口の新たな補助金の交付要綱等に

ついてご説明申し上げました。それにあわせまして、今までのインフラ整備の要綱が

このままでいいのかどうなのか、もうちょっと定住人口増加対策は最大の重要施策で

ありますが、今後もさらに継続していくと、そういう面から考えて、財政負担等も考

慮しながら、今までのインフラ整備は、これでは少しやっぱり見直すことが必要だろ

うということで、過日、ネットワーク会議も開催し、新たな補助金の交付要綱の説明

とともに現行の見直しをさせていただきますというような形で申し上げたところであ

ります。現在、担当において、見直しの策定中でございます。年度末までには新たな、

そういうような、２８年度以降の定住人口増加対策についての施策をお示ししたいと

いうように考えております。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） いずれ、そうした、今ほど来お話ありました、この８年間でこう

いう実績だと。それから、先ほどの現在の戸数等々も含めれば、大玉村に住んでいた

だいたという意味では大変ありがたい中身でありまして、前々から、人は活力の源だ

というふうに言われておりまして、まさにそういうことが一定程度、他の地域とは違

う、人口ビジョンとか何かというのは、国で指し示しているあれというのは困ったと、

いなくて困ったということでの対策ですけれども、大玉村ではおかげさまでそういう

状況だということでは、そういう役割を果たしたということでありまして、当然のこ

とながら、他の、今まで住んでいた方とのいろんな形での摩擦等あるのは当たり前で

ありまして、それはどういうふうに折り合いをつけて進むかというのは、これは避け

て通れない、当然、これは当たり前で、それをきちっと進めていくということであり

ます。 

   あわせて、それに、今言ったようなことが、一定程度年数がたつと住宅も壊れるし、

さまざまなあれが出てきますので、やはり最後には地域の建設業なり、あるいは商工

会との関係での、一つの結びつきというのが必要になってくるであろうと。そういう

ことから考えれば、今は、言ってみれば民間先行で、いっぱい郡山なり福島の業者さ

んがどんどん入って、ずっとやられていますけれども、そういうものをやっぱり、い

ざアフターという状況になれば、これは村の業者さんということのおつき合いも当然、
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今後考えなくちゃならない。そういうことも含めた中でのこれからの進め方というも

のも当然構築していくべきであろうというふうに思います。 

   さて、先ほども、同僚議員からもお話がありましたように、そのように、大玉村に

住んでいただいた方がふえたということでありますからありがたいことではあります

が、同時に、住宅をつくれば人口もふえると。これまでも子育て日本一、あるいは住

民に一番身近い村政、こういうものを掲げられてきたわけでありますから、当然のこ

とながら、人数が多くなったから、建物がないから、人が不足だからなどということ

で、今までの話が、それはちょっととトーンダウンすることは、先ほどもお話があっ

たように、それは全く話が違うということでありますので、そういう意味から、今後

に向けての取り組みというのは重要でありまして、とりわけ、先ほど来お話ありまし

たように、また具体的なことで申し上げますと、放課後児童クラブで、どんどんおか

げさまで利用者がふえるということでありますから、いよいよ苦しくなったから、じ

っじ、ばっばいるところには勘弁してくれとかという話があるようなないようなこと

でありますが、全部入れるということも前提に立てば、じゃ、なじょしたらできるん

だ。用地は確保したけれども、銭がないからできない。それもわかる。 

   しかし、それでは、今あるやつでできないのかということを考えた場合、私は、例

えば、例えばよ、長期展望に事業を展開しているものについては、１年、２年先に我

慢してもらって延ばすような事業があって、その事業をとりあえず使って、お金を、

そして、例えば屋内ゲートボール場、あれを改装して、当然、やっている人と折り合

いをつけないとだめだよ、あれは。怒られるからね。年寄りに怒られると大変だから、

その人らと折り合いをつけながら、やっぱり子どもさんの、これ、こういうわけだか

ら、何とかここを使わしてくれないかというようなことでの取り組みというのも一つ

の方法である。あそこ、土地購入したところ、それつくれと言ったって、やっぱり銭

ないと言われればそれはそうだ。 

   じゃ、しからば、次善の策としてどうだと言った場合、そういうところをちょっと

改装して使えないかというようなことも、それでも無理なのはわかっているんですけ

れども、しかし、やるという立場でこれ、内外に宣言しているわけですから、先ほど

いろいろ、るる、今までの質問者もお話ししたような、そういう高らかに掲げたいろ

いろあるわけですから、アドバルーン、それに恥じないようになるのには、これをき

ちっとやり上げることが名実ともにこれ、しっかりしたものになるという考えであり

ますので、ぜひ、財政面での関係も含めて、それをやるんだということについての村

長の考えを承りたいと思います。 

○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申し上げます。 

   今、お話のあった児童クラブが、法律が変わりまして、４年生から６年生まで、鍵

っ子については預かりなさいと。猶予期間がありますので、今猶予期間中ですが、い

ずれ、近いうちに預からなければならないと。 

   子育て支援センターをつくる予定で用地を取得しましたが、これ、非常にやっぱり
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補助金が少ないと、持ち出しが多いということで、これも実は、地方創生の子育て支

援、もう少し政府が本腰入れて、そういう子育て支援施設にお金を投じるんだろうと

いう期待のもと、子育て支援センターの土地も取得しました。ただ、土地は先行取得

です。あそこ、すぐ隣接地、前も脇も全部埋まってしまっていますので、さくらの施

設、これから増設なり駐車場を確保するとしても、あそこを取得しないと、今後の長

期的な使用に支障が出るということで、子育て支援センターをつくることを前提にし

ましたが、先行取得ということで土地を押さえたという兼ね合いもございますが、将

来的に、そう遠くないうちにつくりたいということには変わりはございません。 

   ただ、屋内運動場をそういうふうに改修するということは思いつきませんでしたの

で、今初めてそういう提案を受けましたので、おもしろいなというのは、あの。ゲー

トボール場、今度は改善センターの脇に屋内運動場ができますので、そこにゲートボ

ール場、２面できます。高齢者の方に、ゲートボール協会の方にはそちらを使ってく

ださいというふうにお願いはしています。ただ、大山地区と玉井地区の真ん中につく

るという条件であそこにつくったのに、何だ、今度こっちかという大山の方の理解を

得る必要がありますが、そうなれば、あそこはさくらで、専用で使うことができるよ

うになりますので、屋内運動場としての利用価値と、もしくは改修をして、それをと

りあえずそういう形で使うということについてはきょう初めての提言でありますので、

可能性について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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 先ほど来お話がありましたように、全部の計算だと百七十何がし

の子どもさんということになれば、当然そういうことも必要かなと。当然、あそこが

できたときのいきさつは皆さんご存じのように、こっちでだめだ、あっちでだめだと

やって、あそこに落ちついた経過。 

   今考えれば、車でわずか１０分足らずのところでこう、できるんだけれども、そこ

がなかなか大変なんだね。そういうことであそこに落ちついた経過もあるし、当然、

ゲートボール場だってそう言われるから、相当ご理解をいただいていかないと、あの

野郎言ったなんて言われるからね。やっぱり、そういうふうに話をして、これ、大人

だから、大先輩方だから理解をいただくと。そして、そこをすぐはがせばまた別に元

になるような、そういうちょっとした工夫をして、ぜひともこれを検討も。検討を。

できることだと思うんで。 

   あと、放課後児童クラブの指導員の関係で言えば、保育所とか幼稚園の指導者とは

全く違う水準でお願い、かなり確保できるのかなというふうに思うので、それ、きの

うあたりのテレビ、新聞でも、郡山の施設のどうだこうだなんて、大変難しいものも

あるんですけれども、安易にはできないんですけれども、そういうふうな、ぜひ取り

組みを進めていただきたいということを申し上げたいと思います。 

   そのように、全体として、子育て支援もそういう施策も相対的な均衡ある発展とい

うものが当然求められるわけで、地形的にも国土利用計画なり企業立地の計画なり、
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４号線沿線のしかる、それから先ほどお話あった役場周辺の活用の仕方、そしてその

上の農業用地としてのつながりということは、そういうことで当然だなというふうに

思います。 

   今、農業の面では、いろんなさまざまな面で大変な状況で、これまた安易に、簡単

にはいかないなと思いますけれども、農業の面については、あそこと具体的にじっく

り時間をとって質問される方があるので、私はそこであえて触れませんが、その上の

ほうについて、相当、位置づけでは人の住んでいないところを西部地域と言っている

ようですが、あるいは、ものの本によっては里山だと言ってみたり、さまざま、自然

環境ゾーンと言ってみたりいろいろあるんですけれども、いずれにしても、位置づけ

は大体おのずからわかるんですけれども、そういう、今のゾーニングの言い方から言

って、私どもはいわゆる行政区で言うと６区から１０区及び大玉１４区あたりの上の

ほうが、この西部地区と言われるところとの隣接する地帯だというふうに思っており

まして、そういうもののところの地域の位置づけというものは何回か述べられており

ますけれども、まず、質問の前段としてどういう位置づけをされているか、改めてお

伺いをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   今ほどの５区から１０区、１４区関係ということで、おおむね里山ゾーンと言われ

ている地域が該当するかと思います。それと、もっと西、北西部に、安達太良山山頂

から含めた自然環境ゾーンという２つの話であったかと思いますが、里山ゾーンに関

しては、西部から南部にかけて取り囲む小高倉、吉丸、又兵衛、その山々と裾野とい

うことで構成されるゾーンというふうに定めてございます。牧草、果樹、田畑、多様

な土地利用が行われておりますので、四季折々の美しい農村景観がございます。これ

らにつきましては、自然環境と調和した暮らしづくりというような形での形成という

形での都市マスプランに記載されているとおりでございます。 

   なお、自然環境ゾーンにつきましては、村のシンボルである安達太良山から村西部

の豊かな自然環境を有する山岳部で構成されております。安達太良山一帯は国有林で

ございまして、なおかつ磐梯朝日国立公園の指定を受けておりまして、豊かな自然環

境が今も現存する地域でございます。 

   今後も、豊かな自然環境を、保全を基本としながらも県民の森とか、その辺の周辺

施設との融和を、調和を図りつつ、自然と触れ合う観光レクリエーションの場という

ことでの主な指定ということでなってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   いずれにしても、この地域については、程度の差こそあれ、歴史に翻弄されている

といいますか、非常に振り回された。つまり、食糧の増産なり、あるいは減反政策が

始まれば、優良農地での米づくりのこれを補完するためのそういう役割も果たした。
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今度は、米などで言えば、売る自由、つくる自由だと言って、いかにもつくれるよう

なことを話すけれども、じゃ、この地域でね、なじょしてつくって暮らしていくんだ

という話になると、それは困った話になっているわけでありまして、けさほど来も話

あったように、かまねで荒らしているところに、今度税金を取ろうなんていう話がち

らっと出てきているわけでありまして、一億総活躍だなんて言ったって、全くそれは

話のほかだなと改めて思っております。 

   さて、大玉村の土地利用計画の中では、そうした地域についてはどのように規定し

ているかというと、特に中山間地域の森林及び農用地については、生産条件の不利性

を補正するために必要な措置を講じると、こういうふうにうたっているんですけれど

も、端的に、必要な措置を講じているのは、どういうことを今やられているか、お尋

ねをします。 

○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。 

   いわゆる山間部に関して、生産効率の悪いところに対する措置ということでござい

ますけれども、今現在ですと、４期対策に平成２７年から突入しました中山間地域直

接支払制度があるかと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今言われたことだけであります。 

   今ですと、盛んにイノシシとかなんかがいっぱいふえて、かなり荒れてきている状

態で、このまま、それ何もしないでいくとなれば、かなり大変なことになるのかなと

いうふうに危惧をしているところでありまして、これに対するところの特段の、やっ

ぱり一つの均衡ある発展と言った場合、そういうことについても考える必要があるん

ではないかなと。 

   私そのものは、全く悲観的な見方をしているわけではありませんが、全体として、

あそこでの地域でも特性を生かした柿なり野菜なり花木なり、園芸等々で相当頑張っ

ておられます方もいるわけでありますから、何ら心配していないんですけれども、全

体としての底上げはやっぱり必要であろうというふうに思っておりまして、そういう

中で、今お話あったように、どういう必要な施策を講じてということをうたっている

とすれば幾つかあるのかなと思ったから、あえてお伺いしたわけですけれども、そう

いう中身だと。それは村に言っても、はっきり言って国がああいう状態ですから、村

に言うほうが大変なんだとは思いますが、つまり、ないに等しいということですね。 

   そこをやっぱりもう一回考えなくちゃならないし、我々も、村で何かやってもらえ

るかという、全ては思っていない人も最近ふえて、何とかみずからやらなくちゃなら

ないというようなことも出てきておりまして、それは、ただ単に経済行為に結びつか

ないこともありますけれども、先ほど課長が答弁したように、その地域をどう位置づ

けていくかということとの関係で、それを生かしてどうにかしなくちゃならないとい

う話が、今、声が出てきておりまして、そういう何とかしようという、今年中にもそ
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ういうグループを立ち上げたいという話も出てきておりまして、私としては、手は出

すけれども口は出さないということで、余計な口を出すとまとまるものもぶっ壊れる

ので、これは出さない。 

   しかし、それをするのにはやっぱり情報なり、あるいはさまざまなお手伝いという

のは当然必要であろうと、そういう地域を発展させるための取り組みという点では、

例えば、大変、除染の際はお世話になった行政区の支援員ですか、村の、職員さんの。

大変、除染で、私の地域では、すぐに道路も何も全部やって、それは支援員の皆さん

にお世話になったということが非常に大きかったわけである。数値の測定から仕上が

りから、そういう点ではこれ、皆さん方の力というものが大事でありまして、そうい

う支援員という方を、それは先ほどお話ありましたように、行政区単位なんですね。

それを横の連絡といいますか、ずっと行政区を超えたそういうお手伝いなり、あるい

は情報の提供なり、あるいはアドバイスなり、そういうことをしていただけるような、

そういうものにぜひしていただきたいなというふうに思っておるところでございまし

て、そういう、みずから何かしなくちゃならんという立ち上げをするところに対する

ところの、そうした人的な応援というものについてぜひ行うべきではないかというふ

うに思いますので、その点についての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。 

   先ほどの支援員の件については、今、各行政区ごとに動いているところです。責任

者に集まっていただいて、各情報の、どういうことをやっているかということをやり

ましょうという話を先ほどさせていただきました。その中で、今言われたように、例

えば９区、１０区の支援員が横のつながりを持ちながら、そのエリアを一緒に支援し

ていくということは当然これは可能だというふうに考えております。 

   あと、支援関係で、グループが立ち上がる可能性があるということでしたので、そ

ういうものについては、当然、村のほうでその内容をお聞きして、支援できる内容で

あればぜひこれは支援させていただきたい。 

   最近、ふれあい広場でブルースカイおおたまという任意団体ができまして、これ、

いずれＮＰＯにしたいという。我々が待ちに待ったのは、そういう地域おこしグルー

プが形づくられていくこと、そういうグループが生まれる村というのが非常に活力の

ある村だろうというふうに考えておりますので、中山間のほう、西部のほうでどうい

う形のグループかはまだ存じ上げませんが、期待するところですので。 

   この間も、ちょっと何かの機会に申し上げましたが、助成等については、薄く広く

という助成もさることながら、そうではなくて、これからはやっぱり各重点というん

ですか、皆さんが、農家をやっている方、自分が事業主であるということであります

ので、グループなり、個人なり、こういう事業を立ち上げたいんだと、こういうこと

をやりたいんだという個別案件に対して助成をする道を開いていきたいというふうに

も考えております。公平性、公平性という形で、それが本当に生きているかどうかと

いう面も含めながら、補助金のあり方も検討していきたいというふうに、これも当然、
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西部地区の中にそういう芽が出てくれば、そういう対象になるだろうというふうにも

考えております。 

   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。 

   今の、村長からもそういう助成の関係のお話もありましたが、私は、具体的に動き

出して実績を、ある程度こうだというものがないうちは、その話はしたくなかったの

で、あえて急がせませんでした。 

   次に、小高倉地域を中心とする生活環境改善対策についてを伺います。 

   大玉村でも、先ほど言われたようないろんなアドバルーン上げて、大いに知名度を

上げられたわけでありますから、そうしたものを、私がいつも言っている、お尋ねし

ていること等しっかりと受けとめてやることが、それは成功させる前提になるという

ことでございます。 

   これまで、長きにわたって住民等から苦情、要望が出されてきておりまして、さら

には村としては、これまでもそれに対応してさまざまな取り組みがなされると思いま

したが、それらを記録なり整理をして、村民の皆さんからどういうようになって、ど

こまでやってきたんだというようなことを教えてくれよと言われたとき、いつでも見

て、そして今後どうするべきかというようなことについての問い合わせに答えられる

べきではないかというふうに思いますので、そういうものが整理をされて、村民の皆

さんに、どうぞごらんになってくださいと言われるような状況になっているか、なっ

ていないか、まず最初に、そこのことからお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   これまでの話し合い、そしてそこで出た要望等については、記録として保存してご

ざいます。いつでも閲覧ということについては、役場で作成した文書は公文書という

ことになりますので、開示請求によるというのが一般的でございますけれども、小高

倉の環境問題に関しては、たびたびというか、これまでも懇談会等やってきました。

今後ともやっていく予定でございまして、それら整理した資料については、開示請求

等々の手続をとらずに、懇談会の経過として、資料としてお配りしていくことも検討

してまいりたいと、このように考えています。 

○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。 

   今の、開示請求なんて言ったから、そだーことでなって言うかと思ったら、その後、

そういうことにはしないでということでありますから、それは当たり前の話だという

ふうに思いますので、そのように理解をしました。 

   そこで、実はそういうことを通じて、昨年の１２月２１日かな、と今年の５月

３１日に一般村民の皆さんにも広くお知らせをして、あそこの仮設のえびすこのとこ

ろで集合して、どうぞ皆さん一緒にごらんくださいということでやりました。それぞ
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れの事業者のところにお邪魔をして、意見交換をしたり、改善要望をしたりというこ

とで、大変、そういったときはいつも低姿勢で対応していただいているんですが、そ

の後どうなっている。そういう、答えたときの、５月３１日ですから、ね、半年とい

うことですから、どうなっているのかということについて、まずお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） １０番さんにお答えいたします。 

   去年の１２月、そして今年の５月３１日に二度ほど地域の皆さん方、全村民にご案

内しながら地域の環境調査と称する現場調査を行ってまいりました。その際に、参加

された方から、施設の問題やこういう苦情があるとか、さまざまなご意見が出され、

その場で、これはどうなんだ、ああなんだというやりとりもありましたが、お互いの

やりとりじゃなしに、きっちりと文書で改善、方向を示してほしいということで、村

のほうから事業者に対して回答を求めるべく文書を出してきたところです。 

   ６月末、７月末と、それぞれ文書による通知を２回ほど出してきました。その後、

口頭でも面会して提出を求めてきたところでございましたが、それらについては、

１１月半ばまで回答が全くございませんでした。ところが、また、１１月２２日に、

河川での汚染水の問題、それから臭気の苦情が入りまして、直ちに調査をし、その発

生元が特定されたところから緊急に流出防止の対策を求め、あわせて、２４日に家畜

衛生保健所、それから県の県北振興局環境課と合同の立ち入り調査、ヒアリングを実

施しまして、さまざまな問題を指摘し、前回までの住民の方々との懇談を踏まえた、

この改善に対する事業者の考え方について文書での提出を改めて求めまして、とりあ

えず、１２月７日、今週の月曜日になりますが、その回答をいただいたところでござ

います。 

○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。 

   それ以降の、この前の話し合い以降にも、新たなそうしたものが出たということで

ありまして、あの辺は結構、いろんな意味での、ごく先日も、私も実際に川、ずっと、

もっと南のほうを歩いてきましたけれども、非常にさまざまな中身があるようであり

ますが、いずれにしても、そうしたことについて、今、業者に文書で回答を求めて

１２月７日にというお話、ありましたが、それらについても、住民の皆さんにも、あ

のときこういう中身でこうでしたというお話は、やはりきちっと住民の皆さんに村と

しても返していく必要があるんではないかというふうに思うんですけれども、その点

についての考え方なり、あるいはまた、今後、今後といっても、何回も今後と言って

いるんだからね、どういうふうに、かまねでおいていたんではこれ、大変なので、対

応として、どのように今後これを、村としてはこの見通しとして、どういうふうに決

着というかしていくようにしたいというのか、住民に対する説明あるいは今起きてい

る事象も含めて、その見通し、対応ということを伺っておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） １０番さんにお答えいたします。 
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   住民に返していくことにつきましては、今までの経緯も踏まえて、年度内には懇談

会を実施し、その中で報告し、さらには意見交換をしてまいりたいと思います。 

   今後の対応についてでございます。さまざま、臭気あるいは家畜排せつ物の問題、

河川汚濁の問題等々、あるいはカラスの問題等あります。当面、法律で対応できるも

の、それからそうでないものに区分けしながら対応していきたい。 

   臭気に関しては、なかなか環境基準を上回るということがないので、非常に難しい

と。今回については、水質汚濁防止法にもなかなかこれ、合致しないんですね。それ

で、産廃の適正処理、この観点で法律的な対応をとっていくということにしてまいり

たいと思っています。 

   今回、大量に河川に排せつ物が流出しました。その原因も明らかにしてきまして、

今回、それらを早急に解決する当面の手だてと、ふん尿等が河川に入らないための処

置、貯留槽等々ですね、これらについても建設の目標が示されておりますので、その

目標に照らして、我々も逐次立入調査をすると。その立ち入りの調査についても、事

業者から合意をいただいております。 

   それから、督促、河川に流出する危険のあるような家畜のふん尿等の適正な処理に

ついても、県の環境課がその事業に着手する際に立ち会うというところまできていま

すが、それらについては、年内に進める作業と、それから年度末までかかるものと二

通りになっておりますので、私たちとしては、随時立ち入りをしながらその実効性を

確保していきたいと、このように思っています。その実効性を確保するための取り組

みの状況について、地域の皆さんに報告かたがた懇談会を持っていきたいと、このよ

うに考えております。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ、行政としてのご努力には感謝を申し上げるところであ

りますが、ただ、今お話ありましたように、水質汚濁の関係なり、臭気については、

非常にそれをどういうふうに捉えるかというのは難しいんだというような今、お話で

ありまして、まさにその点が住民にとって一番問題になっているので、これは、引き

続き課題として、住民の皆さんともお話ししなければならない課題として残るのかな

というふうにも考えますが、いずれにしても、そうしたことについて、住民の皆さん

にもきちっと役場の取り組みなりをさらにわかりやすいように、報告なり対策を強く

講じられますようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。 

○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。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ここで暫時休議いたします。再開は午後３時３５分といたします。 

（午後３時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後３時３５分） 

◇          ◇          ◇ 
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○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、これにご異

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。 

   ２番遠藤勇雄君より通告ありました「第四次大玉村総合振興計画後期基本計画策定

について」ほか１件の質問を許します。２番。 

○２番（遠藤勇雄） 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２件について、これより一般質問を行います。 

   まず、今までの質問された方と一部重複することもあるかと思いますが、ご理解を

賜りたいと存じます。 

   １の第四次大玉村総合振興計画後期基本計画策定についてであります。 

   平成２３年３月に策定されました本計画の前期基本計画が平成２７年度、本年度で

終了して、新たに平成２８年度から５カ年の基本政策を具体化する施策を掲げる後期

基本計画が本年度に策定されます。策定当時とは、社会経済情勢が大きく変わってお

ります。今後５カ年の具体的施策を描く後期基本計画は、本村の将来を左右する、大

きな、大変重要な計画であるとの観点から質問をいたします。 

   まず、前期基本計画は本年度で終了しますが、村長として、その進捗状況をどのよ

うに捉えているか伺います。また、あわせてその評価についても伺います。 

○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。 

   前期基本計画、平成２７年、今年度の末で前期が終わるわけですが、平成２３年

４月１日から始まる計画でしたが、３月１１日の地震と原発事故という大災害が起き

まして、全般、かなりの時間をこれに割かれておりますので、通常の５年間と比べる

と、やはり少し、実施の未達成のものもあるなというふうには感じておりますが、た

だ、この５年間を振り返りますと、災害に対する対応と、それから基本計画で設定さ

れている、これ、数値目標がございますので、かなり職員の努力、そして村民の皆さ

んの協力を得て、達成度はこの事故後の５年間というものを勘案してもかなり高いも

のがあるというふうに感じております。 

   それぞれ、数値的にはまだ、２７年度、年度途中ですので、達成数値については確

定しておりませんので、達成度何％というような細かいことはできませんが、この状

況の中ではかなりの高い達成度であったというふうに評価をしております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   確かに、震災絡みがありますので、それにつけても職員の方々、いろいろな災害、

震災対策、大変ご苦労さまでございます。 

   次にいきます。 
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   後期基本計画策定の進捗状況、あわせて今後のスケジュールを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   後期基本計画、先ほども一部答弁の中に入っておりますが、現在、各課のヒアリン

グを経て、その内容をまとめている状況であります。今後は、取りまとめました案を

振興計画審議会のほうに諮問をいたしまして、答申を経て、議会に示すというような

予定でおります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   次にいきます。 

   村長に伺います。今後５年間の後期基本計画に必要とされます主な課題と重点施策

は何であるかひとつ伺います。 

○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。 

   今後５年間の後期基本計画課題でございますが、やはり一番肝心なのは、自立して、

これから５年、１０年と進んでいくための財政的な基盤をしっかりとつくるというこ

とが課題であろうというふうに感じます。 

   それぞれ民生とか、建築関係とか、産業関係に細かい課題はたくさんあります。米

価下落に対して農業をどうするかとか、商業も、非常に大型店、ＰＬＡＮＴ－５以来、

小さな商店はやはりだんだんなくなってきていると。ただし、高齢化に向けて、地域

の商店というのは逆にニーズが高まっているんですね。ですから、これから逆に、地

域に小さな商店をつくっていくという逆の発想も必要になってくるんじゃないかと。

インターネットを使ったり、宅配だけではやはりコミュニケーションも図られないし、

地域にそういう小さな店があれば、そこに集まってコミュニケーションができるとい

うこともありますので、そういうこともこれから必要になってくるのかなということ

も考えております。 

   商業、農業、それから国道４号線沿いに、今言いましたように企業の誘致とか、課

題はそれぞれありますが、結果的には財政的な自立というのが村の存立には一番の課

題かなというふうに感じております。 

   人口増加対策、これからも続けてまいりますが、全体的にやはり人の奪い合いとい

うんですか、二本松も本宮も住宅政策、補助金をどんどん出し始めました。これを続

けていきますと、お互いに財政的に疲弊をしますので、どこかの部分ではやはり考え

直す必要が出てくるだろうというふうには考えておりますが、そういうものも大きな

人口増対策においては課題かなと。逆に言うと、子育て支援とかソフト関係とか、そ

ういうものでほかに負けないような政策というのをこれからやっぱり本腰を入れて進

める必要があるなというように感じております。 

   それから、重点施策、これは何度か申し上げました。今と重複になりますが、１つ
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は財政的自立。そのため、先ほど５番議員さんにお答えしましたように、各種施策を

もって財政的自立を図ると、財源を確保する努力をこれから続けていきたいと考えて

おります。そのためには、農業の振興、商業の振興、全て財政的自立に人口増も絡ん

でくるというふうに考えています。 

   それから、子育て支援と少子高齢化対策、これも２番目として大きな施策というふ

うに考えています。少子、そして子どもをふやせばいいということじゃなくて、６番

議員さんの質問にありました、老後をきちっと大玉村で幸せに過ごすことができると

いう施策が、これ、やっぱり必要だというふうに考えていますので、オール体制の施

策を考えていきたいというふうに考えています。 

   それから、３つ目が、大玉村の資源を活用した再生可能エネルギーの活用と。これ

は、太陽光発電が中心になろうと思います。どんどん家庭のほうに、ほかの市町村は、

太陽光発電に対する助成をどんどん取りやめたり、減額しておりますが、大玉村は、

少なくとも、今、上限１０万円のものについては維持していきたいというふうに考え

ております。これ、到達すると、大変なエネルギーの利用になりますので。 

   あと、小水力については、ペイすれば取り組むと。明らかにもうかるというもので

ない限りは、やはり少し再検討の余地があるのかなというふうに考えています。 

   それから風力発電、三和製作所でハウス用の非常に機能性のある風力発電機を開発

したというふうに社長から聞いておりますので、これから、村としても、そういうも

のをハウスの中で、一番適しているのはイチゴだということで、既にもう実証で、ほ

かの市町村で取り入れているという話も聞いていますので、肝心な大玉村でも、そう

いうものについての取り組みもこれから考えていきたい。再生可能エネルギーを３番

目に考えて、この３つを柱として考えていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   今申し上げました３点を中心に、今後の５年間の後期計画にひとつ反映をさせてい

ただきたいというふうに考えます。 

   次の質問に入ります。 

   後期基本計画の中で検討し、盛り込むべき施策ということで、若干、次の件につい

て伺います。 

   まず、本村の基幹産業である農業でありますけれども、まだまだ続く風評被害、い

ろいろと、前にも質問がありましたＴＰＰ関係、米の下落、農業者の高齢化というこ

とで、農業を取り巻く状況は年々厳しさを増しております。今後５年間、農業のあり

方をどうするか、重要な年度と捉えております。特に、担い手育成、そして営農組織

の育成、こういったものが重要と考えてございます。 

   そこで、９月にも若干のご質問させていただきましたが、営農の担い手や営農組織

の育成に向けた具体的取り組み対策、これらについて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 
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○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。 

   今ほどお話ありましたとおり、農業に対する現存の状況は非常に厳しく、変動が激

しい状況になっております。今後５年間ということでの質問でございますが、いろん

な状況を踏まえますと、人・農地プラン等、今策定しておりまして、それらを活用し

た農地中間管理機構を利用し、担い手の規模の拡大、それから多面的機能支払交付金

等を活用した地域ぐるみでの営農参加、機械の共同利用による農作業経費の削減、省

力化、農作業の受委託の促進等、そういったものをメーンに進めていくと。 

   やはり、担い手を育成するのには、農業で生活できるような状況でないと非常に厳

しい状況にあると思いますので、そういった部分を十分考慮しながら進めていきたい。

さらには、集落営農等に取り組んで、今現在、法人化ですか、に入った地区が、組織

が１組織ありますので、今後はそういったものを手本として、やはり法人化をしてい

ただいて、それでいろんな面で農業収入を上げてもらうというのが重要ではないかと

いうことで、そういったものを今後の計画のほうに盛り込んで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） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） いま一度お聞きしましたが、今の中で、特に集落営農、１地区が立

ち上がったということでございます。そういった、立ち上がったところも一つの参考

にしながら、また、いろいろな面で難しいところもありますが、ひとつ支援をしてい

ただいて、それを計画に盛り込んでいただくというようなことで策定の中に入れてい

ただきたいというふうに考えます。 

   次に移ります。 

   次に、私たちが日々生活する上で大切なことは、何といっても健康でございます。

生活習慣病などの予防対策はもちろんでありますが、特に、多くの方々に各種検診を

受診していただくと、そして早期発見、早期治療、これも健康管理の上で重要な一つ

であると考えております。 

   早期発見、早期治療のためには、受診率を高めることが前提となってくるものと思

っています。例えば、受診率でいきますと、平成２６年度の執行成果報告書で、例え

ばがん検診の中の胃がんの受診率でありますが、平均で２３．１％で、働き盛りの、

例えば４０歳代ですと２９．２％、さらに５０歳代ですと２７．５％ということで、

３割を下回っている状況でございます。これらについては、執行成果に掲載されてい

るとおりでございますが、これら現状を踏まえて、各種検診の受診率を高めることが

必要であります。その具体的な対策について伺います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ２番議員さんにお答えします。 

   今、お話がありましたように、平成２６年度のがん検診の受診率、胃がん検診です

と２３．１％というような数字でございます。それで、２６年度で見ますと、肺がん

が平均して３５．９％、乳がん検診が１３．４％ということで、大変低い状況にござ
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います。がん検診で、平均的で言いますと２６．８％というような現状でございます。 

   国のがん対策推進基本計画の個別目標でありますがん検診の受診率は一応５０％と

いうような目標でございます。それに比べまして、今申したように、大変現状として

は低い状況でございます。 

   議員さんがおっしゃるとおり、早期発見、早期治療のための受診率向上が重要であ

りまして、特に若い世代の受診率向上のための施策が重要な課題になっているところ

でございます。 

   この受診率向上に関しましては、村の健康づくり推進協議会でも課題になっている

ところでございます。受診率向上対策としましては、今年度実施した内容について、

若干参考までに申し上げたいと思いますが、総合検診日程表の裏の面に、総合検診及

び健康受診者の中から把握しております本村のがん発見者数及びがんによる死亡者数、

過去５年間分ですが、それらを掲載し、全戸配布により検診受診の重要性について周

知したところでございます。 

   さらには、検診意向調査票におきましては、村の受診申し込みがなく、意向調査票

回答が、「忙しい」、「面倒」、「自分は健康だ」と回答した方や、意向調査票が未

記入、未提出の方へは受診勧奨、個別に通知を実施しているところでございます。 

   また、子宮がん、乳がん、大腸がん無料クーポン対象者で、検診の未受診者へは受

診勧奨を個別に通知するなど、未受診対策に取り組んでいるところでございます。 

   こういう状況ですので、今後も関係機関と十分協議し、受診率向上するための施策

等を計画に盛り込んでいきたいというふうに考えておるところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   目標は５０％ということで、いろいろな施策、いろいろな対応をされているところ

でございますが、今後とも、このような５年間の中でひとつまた対策をとっていただ

いて、５０％目標に向かってお願いしたいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   次に、医療費抑制対策についてであります。 

   疾病の予防対策と早期発見、早期治療によって医療費の抑制が図られ、また、税の

負担軽減にもつながるとの認識のもとで、予防を含めた施策をしっかりと取り組むべ

きとの観点から質問をいたします。 

   まず、前期基本計画の中で、各数値目標というのがありますが、まず、平成２１年

度から２６年度までの１人当たりの国保医療費の推移を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   各年度ごとの医療費ということでございますが、まず、これは国保連合会の国保統

計から抜粋しておりますけれども、２１年度につきましては、２７万７，８１３円。

２２年度につきましては、２９万２，９７３円。２３年度につきましては、２９万
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９７４円。２４年度、３１万５５７円。２５年度、３０万８，０５７円。２６年度、

３５万３，３１６円。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   この推移を見てみますと、当然、医療費、医療の技術の向上とか、いろいろありま

して、伸びているのは明確かと思います。 

   このような医療費の中で、特に高額でかかっている医療費の支払い、これの主な疾

病、どういったものがあるか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   高額医療費ということですが、主なものとして、高血圧性の疾患、脳疾患であると

か心疾患、動脈硬化、循環器関係の疾患というものが主となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） これらの疾病ですが、できるだけ未然に防ぐことが医療費の抑制に

つながるということは周知のとおりでございますが、これらの予防対策、今後どうす

るか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   重症化予防等も含めまして、検診、これは重要な役割を果たしておるわけでござい

ますが、各種検診を推奨すると、検診率を向上させるということが前提ということに

はなるわけですが、今年度につきましてデータヘルス計画、現在策定中でありますが、

この計画につきましては、それぞれ病院にかかられてレセプトが参りますけれども、

その病気の内容等、これを分析した中で、個別の指導、こういうものを行っていくと

いうような計画でございますけれども、全体として皆さんに注意を呼びかけなくては

ならないもの、あるいは特に病気等が懸念される場合には、そういったものの周知、

あるいは個人に、個々に注意していただかなくてはならないようなもの、そういった

ものを分類しながら指導並びにお願いをしていくというようなことで、現在計画を作

成しているところでございます。 

   また、これらにつきましては、健康福祉課と連携を図りながら進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   次に移ります。 

   これまで、本村は、定住人口増加対策の一環として、子育て支援を積極的に推進し

てまいりました。先ほども質問、答弁等ございましたが、今、重要な保育所なり児童
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クラブ、待機児童の対応が迫られているわけでございますが、特に今後５年間の中で、

新たな子育て支援、もしあるとすればお聞かせ願います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ２番議員さんにお答えします。 

   ６番議員さんも、前に質問いろいろ、子育て支援策等でご質問ありましたが、当面、

後期計画ということではありませんけれども、支援策として考えていることを若干申

し上げたいと思います。 

   子育て世帯、定住化人口対策におきまして、当然増加していることはご承知のとお

りでございます。それに伴いまして、受け皿となる施設整備に関しては、財政負担並

びにこれは期間を要するものであります。このために、適正入所審査によって村の保

育所では受け入れができなくて、当面、待機になった児童等に対しまして、村外での

保育所、例えば私立の保育所を利用した際に、それらの保育料の負担軽減のための補

助の制度を考えられないかということで検討しているところでございます。 

   なお、この助成制度につきましては、近隣の二本松市、本宮市でも既に実施してい

る制度でございますので、その辺を検討していきたいと考えているところでございま

す。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   次に入ります。 

   マチュピチュ村との友好都市協定締結を踏まえまして、今後、村の取り組み、施策、

どういったものが考えられるか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   今後の取り組みということで、交流という形で、まず今年度、マチュピチュのほう

に行ってまいりました。村長が報告会等でも申し上げてありますが、交流ですので、

あちらからも来ていただかないと相互理解が深まらないということで、マチュピチュ

村のほうに来ていただくように要請をしているところでございます。ですので、当面

はマチュピチュのほうから来ていただくということが一番の施策かなというふうに考

えてございます。 

   ただ、待っていて実現しないという可能性もなきにしもあらずでございますので、

村とマチュピチュのつながり、今までＰＲしておりますが、これらをまた継続して発

信して、特に国内のほうに発信していくということが挙げられると思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   一応、そういうことでわかりました。あと、いろいろ財政的な面もあろうかと思い

ますので、できるところから交流を図っていただければなというふうに考えてござい
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ます。 

   次に、大きな２番に移ります。直売所建設計画についてであります。 

   平成２８年度に建設計画の直売所について、現在までの経過を確認して、財政の面、

それから建設後の運営面から、具体的にどのような検討がなされているかをまず伺い

ます。若干ダブる点はあるかと思いますが、ご了解いただきたいと思います。 

   まず、直売所建設の意思決定に至るまでの経過について伺います。 

○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。 

   昨年、新あだたらの里準備協議会のほうから提言を受けまして、直売所会員の数、

あとは常時出荷されている方の数、あとは販売額の伸びと、いわゆる６次産業化推進

複合拠点としての位置づけ、こういったものなどを総合的に判断しまして、直売スペ

ースを約２倍とする直売所建設を決定したものでございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 建設の意思決定に当たって、当然でありますけれども、住民とか関

係団体などの考えは十分に考慮されたか、確認の意味も含めて。また、具体的にどの

ような内容があったか伺います。 

○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。 

   新あだたらの里準備協議会からの提言、さらに商工会、あだたらの里直売会、認定

農業者連絡協議会、畜産団体連絡協議会、あだたらそば生産組合、建設業組合、果樹

生産農家、あと安達農業普及所、あとは住民代表として、これまで長年直売所にかか

わった方やふれあい広場でのイベントを企画、運営されている方々を委員としました

あだたらの里直売所建設協議会、これに諮りまして、計画平面図作成段階でいろいろ

な考えを伺ってまいりました。 

   具体的にどのような内容だったかということでございますが、意見としましては、

まずはレイアウト、間取りに関する意見、あとは多目的スペースを設けたらどうかと

いう意見、あとは、建物が国道４号から安達太良山を眺望できるところでございます

ので、安達太良山とマッチした建物を希望すると。 

   あとは、これは具体的な中身になりますけれども、荷さばき室付近に下屋つきのプ

ラットホーム等が必要ですというような中身。あとは、最も大事なのはお客さんで、

買い物がしやすいのが重要だと。そのほかは、陳列棚の間につきましては、お年寄り

の買い物、もしくは大きなもの、大根とか白菜とか、そういったものを買い物する方

の利便性を考えて、手押しカートがすれ違えるくらいの空間が欲しいと。 

   あとは、建物の位置の特徴でありますが、風が強く、雪が降れば吹きだまりになっ

てしまうと、そういったものにも考慮しなくちゃならない。 

   あとは既存浄化槽、これについては悪臭の問題等があるので、やはりイメージ的に

よくないので改善してもらいたいと。あとは加工室、食堂、これを設置することとな

ると十分な検討が必要だよという内容。あとは既存直売所、これを農家レストランに
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するんであれば、市場調査によって何をすればよいか検討すべきであって、農家レス

トランというのは、響きはいいけれども、現実的には売り上げと集客を求めるのであ

れば別の形を検討してもよろしいんではないかと。あと、加工室を設置したときに、

誰がどのように利用するのか、そういったものが疑問であるので、よく検討すべきで

はないかと、そういった意見がございました。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 次の質問に移ります。 

   建設概算経費、前には２億円前後というふうにお聞きしましたが、ほぼ確定されて

いる財源と、それからまだ未確定要素の財源、それぞれの内訳について伺います。 

○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。 

   現時点での建設の概算経費でございます。詳細はまだやっていませんので、つかみ

としてご理解を賜りたいと思います。 

   直売所の建設経費に関しては、約１億９，０００万で、造成、環境整備、これも必

要ですので、これが、Ｕ字溝の入れかえとかそういったものも含めまして約

４，０００万。あとは、建物でございますので、当然、工事の監理として委託をした

場合、６００万程度かかるんではなかろうかと。建設の概要予算の経費合計としまし

て、２億３，６００万程度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。 

   財源の関係でございますが、未確定財源ではございますが、現在、東北農政局と協

議しておりますのは、農山漁村活性化プロジェクトの支援交付金、補助割合が２分の

１なんですが、これが該当にならないかということで、現在協議を進めているところ

でございます。 

   あとは、残りの財源に関しましては、復興交付金なり一般財源を充てる予定でござ

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） ありがとうございました。 

   この中で、いずれ補助関係、まだ未確定ということでございますが、一般財源、後

年度負担にならないようなことで、できるだけそのようなことで建設のほうの計画を

というふうに考えてございます。 

   次の質問に移ります。 

   直売所の運営についてでありますが、村長は、直営ではなく民営化とする考え方を

示されておりますが、今、公設民営化については調査をされているかと思いますが、

この法人設立時期についていつごろを予定されているのか、改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   法人設立時期でございますが、今、法人のあり方そのものが未検討、今後の検討課
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題ということで、先ほどの村長の答弁にもございましたが、いずれ、今後のことにな

ってございます。ただ、建設時期については、直売所建設とあわせてという形で進め

られればいいのかと現在思っているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 建設時期にあわせてということでございますが、前のお話ですと、

建設については秋ごろというようなお話でしたが、そうすると、秋ごろに法人設立も

考えているのか、もう一度お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答え申し上げます。 

   先ほどから申し上げていますように、財源の問題というのを最優先にして、農家の

野菜等の出口としてこれは一日も早くつくりたいというのがやまやまでございますが、

やはり、かけるものにはかけるというのはありますが、直売所についても財政的にで

きるだけ国の金、それから復興基金を充てたいと。この、先ほどの課長の答弁ですと、

一般財源、一銭もかからないで建ててしまうというふうになりますが、そうはいかな

いと思いますが、農水省のほうの申請を今年度中に、調査費がつけば平成２８年度に

２分の１、全部つけば９，５００万、国の補助がつくと。これ、農協が、こらんしょ

で国の助成がついたということで、それと同じ補助金でございますが、これについて、

今、計画書を作成して、来週にも東北農政局のほうに持ち込むということになってお

りますので。 

   この金が、平成２８年度中の早い時期にオーケーになるということを見越して、今、

進もうとしているわけですが、それが１年ずれるとか、後半になるというふうになっ

た場合は、建物を優先するのか。これは起債になります、起債で優先するのか、国の

金をいただくのかということの判断は迫られるというふうに思いますので、従来、秋

口までには何とか開けたいと。ただ、新米の時期にはちょっと間に合わないし、この

建築状況では。来年の冬にオープンしても、売るものの条件も厳しいので、内部的に

は来年の春先、来年、再来年の春にものができてからなのかなということも内部的に

は話をしておりますが、やはり、その財源の確保というものもあわせて検討課題にな

っていると。 

   それにあわせて、会社だけつくっても運営するものがないんでは困りますので、そ

の建築計画ともあわせて、公設民営の時期は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） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） わかりました。 

   それでは、最後になります。 

   若干、これも前に質問された方と重複になるかもしれませんが、この売り場面積拡

大によりますと、商品の種類、それから数量増加、年間を通した安定供給体制が必要

になってくるかと思いますが、今からそれらの準備も必要かと思います。これら体制
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をどう図るのか、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。 

   商品の種類、あと数量の増加に関しましては、販売の年間計画をつくらさせていた

だきまして、会員に生産出荷計画をつくらせ、需要と供給のバランスを図っていきた

いなというふうに考えております。 

   また、冬期間、葉物野菜が不足する形になります。この出荷を推進するために、昨

年からビニールハウス設置補助の活用を推進しまして、いわゆる直売所の会員に対し

て、露地葉物最盛期前の出荷を促していきたい。 

   あとは、当初の設置目的であります耕作放棄地の解消、あと、高齢者の生きがい対

策、これらを推進するために、会員でありながら出荷していない会員、この方たちの

呼びかけ、あとは移り変わりによる新規会員の募集、こういったものを行いながら、

商品の種類及び数量の確保、年間を通した安定供給体制をつくってまいりたいという

ふうに考えてございます。 

   また、公設民営化が実現すれば、仕入れ販売、こういったものが可能となります。

地元産の農産物が出ない時期には、仕入れ品を販売したり、県内産の売れ筋のお土産

品、こういったものなどを仕入れ販売するなど、道の駅とまではいかなくとも、常連

さん以外にも喜ばれるような運営ができるものと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、２番遠藤勇雄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。ご苦労さまでございました。 

（午後４時１７分） 

 


