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平成２７年第１０回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  平成２７年１２月１１日（金曜日） 

 

 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 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第８３号 大玉村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 

            用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定 

            について 

     議案第８４号 大玉村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改 

            正する条例について 

     議案第８５号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に 

            ついて 

     議案第８６号 大玉村税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 
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     議案第８７号 大玉村村営住宅条例の一部を改正する条例について 

     議案第８８号 大玉村社会体育施設に関する条例の一部を改正する条例につい 

            て 

     議案第８９号 平成２７年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第９０号 平成２７年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について 

     議案第９１号 平成２７年度アットホームおおたま特別会計補正予算について 

     議案第９２号 平成２７年度大玉村介護保険特別会計補正予算について 

    委員会付託事件（請願・陳情）の委員長審査報告 

     審査報告に対する質疑、討論、採決 

    委員会研修報告 

     （１）総務文教常任委員会委員長報告 

     （２）産業厚生常任委員会委員長報告 

     （３）議会運営委員会委員長報告 

     （４）議会広報編集特別委員会委員長報告 

    閉会中の継続調査申出について 

     （１）議会運営委員会 

    追加議案審議 

     議員発議第１０号 公立小学校の教職員数の充実・確保を求める意見書につい 

              て 

     議員発議第１１号 看護師等の労働環境改善による安全・安心の医療・介護を 

              求める意見書について 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 作田純一、書記 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。ただいまの出席議員は、１２名全員でござい

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。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日、傍聴に、渡邉●美男さんがお見えになっておりますので、ご

報告申し上げます。 

   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。 

   ４番鈴木康広君より通告ありました「マチュピチュ村との友好都市調印の意義を問

う」ほか１件の質問を許します。４番。 

○４番（鈴木康広） ４番鈴木康広です。 

  議長の許可を得ましたので、「マチュピチュ村との友好都市調印の意義を問う」ほか

１件の質問をいたします。 

   まず最初に、友好都市調印の意義について、いつ、誰が、どこでこの取り組みを始

めたかを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） それでは、４番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   年月日は定かではございませんが、オファー、いわゆるお誘いは相当以前からあっ

たと聞いており、当時の判断で、その態度は鮮明にしない状態がかなり続いておりま

したが、昨年４月にマチュピチュ村長から届きました友好都市の締結を希望する旨の

文書が確認できる公式な文書であります。 

   今回の調印に至った端緒といいますか、発端に近いものは、平成２４年６月に村内

外に有志２３名が行きましたマチュピチュ村訪問が最初で、端緒であったのではない

かという認識でおります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際には、その話については以前にもあったということですが、その動きのきっか

けになったのが、２４年６月のマチュピチュ村訪問ということをきっかけに実際その

物事が進んでいったと。 

   今回、先方のほうのマチュピチュ村からの友好都市締結の依頼の文書等も含めて、

大玉村自体がそれを進める内容については、何を目的としてそれを行ったのか。また、

経緯があればお願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） ４番議員さんにお答えいたします。 

   相互交流が目的でございまして、まずは先方からの訪問がよいと考え招待状を送っ
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たものの、諸事情による予算削減がございまして、あちらから大玉村に訪問が難しい

ということで、先に来ていただきたいという旨の文書が届いております。 

   それが２６年度の途中でありましたので、予算措置等々が難しいということで

２７年度の事業となったものであります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際に今回調印がなりまして、世界遺産を持っているマチュピチュという村と大玉

村のほうが友好都市を締結したと。これをどのような形で大玉村の村民に伝えていく

かということなのですが、私の思いとしては、今、最初の話にあったように、大玉村

と海外との人的な交流の中で、このマチュピチュ村、野内与吉さんという方が、実は

一番最初の村長であったと。それについてもなかなか最初のうちは情報が欠けていた。

その中で、良郎さんのほうがそれを調べた上で、実はこういうこと、大玉村自体に隠

された偉人というか、そういう方がいたということが知られるようになったというこ

とがこの中にあったと思います。 

   大玉村、世界遺産等はないのですが、世界遺産の村と大玉村が友好都市を結んだと

いう観点より、私としては、大玉村自体には今までに多くの人が村から海外に出てい

って、人材交流を行って、その中で大きないろいろな歴史的な内容が埋もれてはいる

があるのではないかと今考えています。 

   来年、マチュピチュ村長のご一行が来村するときに、当然村を挙げた歓迎の形をと

りたい。これは村長以下執行部、議員の皆さん思っていると思います。そのために今

何ができるか。村内の多くの人の関心、もしくはその心を一つにするためには、それ

を正確に伝える必要があるかと思います。 

   今現在は、この調印の意義として、どのようなことを村民に伝えたいと考えている

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） ４番議員さんにお答えいたします。 

   質問の中にもありましたように、孫の良郎さんが調べて、かなり近年でありますが

明確になった。最後の行政官を務めたり、それからマチュピチュ開村後に村長をやら

れたということが、あちら側にある公式文書で確認できたという、相当な苦労があっ

たかと思います。 

   そういったことも含めて、過日行われました玉井小学校における学習発表会での披

露であったり、１２月に行いました報告会であったりといったところで、大玉村出身

の方が、今回のこのケースに関しては、移民政策の成功例というわけではありません

が、結果的に成功した事例ということで、こういったこともあったということを村民

の皆さんにお伝えして、最初に議員さんが申し上げたように、来年度、可能であれば

マチュピチュ村から来ていただいたときに、歓迎をするための盛り上げる機運という

ものを醸成したいということを、今のところそんな形を、盛り上げるためにいろいろ

な今までの実績であったり中身をＰＲしていきたいというふうに考えております。 
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○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   同時期に大玉村からは海外に移住された方がたくさんいます。その人数とかその消

息は、現在把握されていますでしょうか。また、それらの人々が村内に実際に住んで

いる方への手紙のやりとりとか、もしくは何か記念のものを、要するに持っていると

かという形のものがあるとすれば、それを今展示収集、要するにそれを確認すること

が、今後そういうものを大玉村の大切な財産として守っていくために必要と思います。

そういうものを検討するかどうかを伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えを申し上げます。 

   明治３０年代から昭和にかけて海外に移住された方々の人数、それから渡航先につ

いては、以前に調査をしてございます。しかしながら、消息等については把握はして

ございません。 

   今後におきましてですが、資料の調査あるいは収集について、個人情報等に十分配

慮しながら検討してまいりたいというふうに考えてございます。また、ふるさとホー

ルにおける展示につきましても、あわせて検討してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   実際には、大玉村のほうの多くの家庭が今言ったような形で、自分の親戚などが海

外に行っているという現状があります。その内容をもう一度光を当てることによって、

より今回の事業、今回の内容が村民にとって身近に感じられ、その一つの、要するに

大きな形として、みんなが認識すべき形として、野内与吉さんのほうの成果があった

という形を知らせることが、大玉村と海外との交流事業、また、今後に向けた村内、

国内、海外に向けた交流事業、情報発信等をするための一番最初の一歩になるのでは

ないかと私は考えています。 

   その内容の情報発信等を、もしくは交流事業等を、どういうふうに今現在行う予定

でいるか、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） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   今回のマチュピチュ村、それから海外交流事業で言えば台湾は、いずれも縁があっ

ての事業となっております。 

   こういったちょっと大きな概略的な話になってしまいますが、そういった縁をきっ

かけ、つながりを大事にした交流事業といった形での進め方、それからあと、情報発

信については、ホームページはもちろんのことでありますが、フェイスブック等と言

われているソーシャルネットワークサービスといったもの、そういった通信手段も利

用しながら、それこそさまざまなという言い方になると思うんですが、形での情報発
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信を展開するというところが現在の考えでございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   さまざまなかたちの情報発信を今後検討を予定しているということなんですが、今

回、その友好都市締結によってマチュピチュというふうな大きな世界遺産を持ってい

る地域との縁ができたと。村内に何かマチュピチュを思わせる施設等もあればという

ふうな意見も見受けられています。ただ、箱物をつくるという形より、より今言った

人的交流、それが幅広くどういう形で行われたか、これをしっかり残しておくことの

ほうが、かえって大玉村の今後の海外交流とかについては欠かせないのではないかと

私はちょっと考えています。 

   大玉村でできること、または県とか国が得意とする分野、それぞれをうまく組み合

わせることによって、大玉村から県・国に働きかけるも含めて、どういう形がとれる

か、もしくはどういう形を今後とろうとしているか、これを村長に伺いたいと思いま

す。 

○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。 

   まず、マチュピチュを感じさせる施設等につきましては、今、とくそく考えている

のは、ＰＬＡＮＴ－５、先月、ＰＬＡＮＴ－５の本社、福井県のほうに行って、社長

と面談をさせていただいたときに、ＰＬＡＮＴ－５の中にそういう展示、あそこに大

玉村の紹介コーナーがありますので、あそこのＰＬＡＮＴ－５のコーナーにマチュピ

チュ村との友好関係のコーナーというか写真等について展示をさせてもらいたいとい

うことで、係のほうに指示してありますので、今、その展示するものをこれから準備

をすると。 

   それから、直売所のコーナーの一部にマチュピチュコーナーをつくりたいと。大き

なスペースをとることはできませんが、写真とか、それからマチュピチュ村の紹介と

か、できれば、これはこれからの問題ですが、物販がそこでできればいいと。物販が

難しければ、そういうものの展示ということも可能かなということで、現在、そうい

う施設関係では２カ所を考えております。 

   当然学校図書とか、そういうところにもそのマチュピチュ村に関する図書の購入は

ぜひお願いをしていきたいなと。子どもたちにも、やっぱり自分の村がマチュピチュ

村とそういう関係にあるんだということを理解をしていただくということも大切なこ

とですので、進めていきたいなというふうに考えております。 

   あとは、来ていただいて、相互にお互いを理解してから、本格的交流については進

め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） ４番。 

○４番（鈴木康広） 大玉村には宿泊施設としてアットホーム等もあると思います。そう

いうところで宿泊される方に映像等で見ていただくというようなことも、もし可能で
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あれば、それでより大玉村について関心を持っていただくということもできるかと思

います。それもあわせて提案してこの質問を終わりたいと思います。 

   続きまして、村の人口の変動を見越した子育て支援や高齢者福祉の充実を願うとい

う質問に入ります。 

   村の人口の増減について、アパートや住宅団地整備等により、世帯数や人口は５年

後、１０年後、どのように変化していると予測していますか。 

○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。 

   世帯数に関しての推計はございませんが、人口に関しては、出生率の向上と定住人

口増加策、また、それ以外のさまざまな施策を進めることにより推計した数値として、

５年後に８，９００人、１０年後には９，２００人という人口を目標としている数値

がございます。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   ５年後に８，９００人、１０年後に９，２００人ということで、実際には５年後ま

での間に今の策を考えますと年間１００人くらい。その５年後か１０年後については、

少し割合が落ちまして、６０人～７０人ぐらいの割合で人口がふえるというふうに今

のところは予想していると。 

   実は、きのうの質問の内容の中にあったアパート等の今の建築のほうの予定等細か

にあったのですが、１０番議員さんの質問の答弁にあった６０～７０戸とかという形

で１８０～２５０のキャパシティーがあると、全部入るかどうかは別としてという話

があったと思います。これ、この数からすると、かなり少なめな数字なのではないか

と私は思います。 

   簡単に言うと、今回、この１年の間につくられた施設等の半分以下、３分の１とか

半分弱くらいしか、入居すぐにはならないと。来年以降もどれくらいかあったりする

と思うんですが、その数が今言った形と予想した、その分析した理由と、あと

１００人、単純に１００人ふえるとした場合に、今後の世代別の割合の中で、特に子

ども世代、子育て世代、ゼロ歳から１４歳までの世代がどういう形でふえていくと予

測しているか、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） ４番議員さんにお答えいたします。 

   先ほどの答弁の数字を引用した答弁となりますが、５年後の８，９００人について

は、ゼロ歳から１４歳までの年少人口の割合が約１４％、１５歳から６４歳の生産年

齢人口の割合が約５８％、６５歳以上の老年人口の割合が約２８％という予測をして

おります。また、１０年後につきましては、年少人口の割合が約１４％、生産年齢人

口の割合が約５７％、老年人口の割合が約２９％という推計をしてございます。 

○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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   全国の人口比率で行きますと、大体ゼロから１４歳というのが、年少人口について

が１３から１４％に今現在なっているということを考えると、その１４％というのは

妥当な納得できる数字かと思います。 

   もし、年間１００人の人口がふえた場合については、ゼロから１４歳で１４％とす

れば１４人なので、１歳ごとに１人くらいずつ、単純計算ですけれども、ふえる、大

ざっぱに言うと。となると、子育て支援、要するに保育所とか幼稚園、保育所がもし

２年であれば、１学年に１人ずつであれば、年間１人。２年間保育であれば、幼稚園

としては年間２人ずつふえていくんです。小学校については、年間６人ずつふえてい

く形。大ざっぱに言うと、そのとおりになるかは別として、そういう形のものが見越

せるのか。 

   これについては、当然将来的にも５年、１０年、これに近いペースで人口がふえて

いくということは考えられるのかと思います。 

   保育所や幼稚園の児童数の変化、これが実際にどういう形で今分析しているか。そ

の変化に見合った施設や支援メニュー、将来にわたり何が必要と考えるか。特に保育

士の確保、これは今現在もう急務となっています。これも含めて、有資格者の確保の

具体策も含めて伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ４番議員さんの質問にお答えいたします。 

   きのうもご質問ありましたけれども、大玉村では、４次総合振興計画なり子ども・

子育て支援事業計画に基づき、総合的に現在子育てに取り組んでいるところでござい

ます。 

   過去には待機児童対策ということで、平成２０年、２２年には保育所を増築しまし

て定員の増加を図ってきたところでございますが、ご承知のように今後やはり需要が

増加することが予想されますことから、幼稚園の３年保育も含めて現在検討されてい

るところではございます。 

   保育所でも、受け入れの対応としては、生後６カ月程度の乳児から育児休業明けの

年度途中の入所に対しても、計画的に入所枠を確保し柔軟な対応でこれまできたとこ

ろでございます。 

   今後、多様なサービスの提供という観点から、保護者の就労形態の多様化によりま

して、今後として検討しているのは、病後児の保育、さらには夜間の保育、さらには

休日保育等も将来的には検討していかなければならないものだろうと考えております。 

   さらには、社会福祉協議会との連携を図りながら、保育グループやファミリーサポ

ートセンターなどの住民参加型の保育サービスの充実も考えていく必要があるだろう

と考えております。さらには、障害児の保育所での受け入れ等も今後考えていかなけ

ればならない問題だろうと考えております。 

   これらのためには、安心して子供が預けられるように、議員さんもおっしゃいまし

たが、職員の確保、並びに資質の向上、施設の整備が重要な今後の課題と考えられま

す。 
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   保育士の確保の対策としましては、現在、保育士の処遇の改善、例えば勤務年数に

応じて昇給させるとか、通勤手当を現在まだ支給しておりませんので、それらの支給

等の検討に向けて現在進めているところですが、年内には２８年度の委嘱職員の保育

士の募集をかけたいというふうに考えているところでございます。 

   また、保育士の確保という面では、現在、保育での補助者もおります。その方が将

来保育士資格の取得を希望する場合には、それらの支援策も現在検討しているところ

でございます。 

   賃金、通勤手当などについては、近隣の自治体との格差が生じないよう、村外から

の保育士の確保に努め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（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   今、保育士の確保としては、今現在補助者を有資格者にするためのその経過におい

て、村のほうの補助などの計画の検討もされている。これ、前回のほうの定例会の中

で、要するに提案があって、実際にそれを検討したいと、大変ありがたく思っていま

す。 

   あと、今後、その規模も大きくなってくれば、社協などとの連携もしかり住民参加

についても必要だというふうな今話があったので、それについても十分検討が必要な

のかなと思いました。 

   続きまして、次は高齢者のほうに目を向けまして、高齢者の数の変化に見合った介

護等の施設または支援メニューが、これ、どういう形のものが必要か。特に高齢者に

対する支援のボランティア等、これが今後必要になってくるかの観点から質問したい

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） ４番議員さんの質問にお答えしたいと思います。 

   高齢福祉対策についても、同様、村の総合振興計画なり、昨年出しました第７期高

齢者福祉計画、第６期介護保険事業計画に基づいて、いかに実効性を高めるかを課題

に諸政策に取り組んでいるところでございます。 

   今後、最大のテーマは、団塊の世代が７５歳以上の後期高齢となる２０２５年、平

成３７年問題です。高齢者が住みなれた地域で自分らしく生活できるようにするため

の地域包括支援システムづくりでございます。高齢者が住みなれた地域で自立した生

活ができるよう住民の理解や共感、支援を得ながら、互いに交流し触れ合い、理解し

合える環境整備が必要だろうと考えております。 

   住民参加型の福祉社会を形成するため、社会福祉協議会の体制強化、民生委員、保

健推進員、食生活改善推進員、介護相談員などの保健福祉の中心的役割を担う方等の

リーダーの育成、ひとり暮らしの高齢者のみの世帯への訪問活動や声かけ運動、地区

での介護予防活動、訪問指導・訪問看護を初めとする訪問サービスなど、多様な機会

を捉えて行政区、老人クラブや村商工会等、各種団体や近隣地の住民の方々、さらに
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はボランティアなどによる高齢者の見守り活動の支援体制の連携強化を図りたいとい

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（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   ますます重要になってくる高齢者のほうのいろいろな対応策として、今現在実施し

ている村のほうの職員による地区のほうの支援、そのほかにも老人クラブ、老人クラ

ブの中でもすごく元気で、そういうことをお願いすれば、そのクラブの中でもボラン

ティアというか、実際そういうものをできる方もいらっしゃいますし、サロンなどに

ついても、大玉村の中には地区によってはすごく充実して活動されているところがあ

ります。そういうものを巻き込んで、実際に、官のみでなくて、公の部分とか民間の

部分も含めて、そういうものの対応策を練ることが、実際にそういうものを充実して、

高負担にならない、自治体のその負担がふえない形も対応策として必要だと今思って

おります。 

   では、最後にちょっとあえて申し上げたいんですが、今、大玉村というのは、いろ

いろな面で大きく変化をする時期に来ているかと思います。 

   その中で、今回のアパートのほうの住宅整備等についても、一気に状況が進んでい

ると。そういうふうな変化自体、情報を共有化する、それを分析してその計画を変え

ていく。 

   当然、村のほうには長期の計画があるので、長期の計画については、毎回毎回変え

ることはできません。ただ、短期の計画とか情報収集については常時、各部と課が連

携して、その情報を共有し分析して計画していかないと、実際に思った計画が遅れて

しまっているとか、もしくは計画によって、実際必要な状況が、計画どおりにやった

んだけれども待機児童がふえてしまうとか、そういうのが起きてしまうかもしれませ

ん。 

   今、大玉村については、必要なその連携を強化するために、課の上に部を置いて、

課のほうの連携、あと部のほうの連携とかもとっていくというふうになっています。 

   ぜひ村長のほうには、部課長の部・課、新しい制度のほうも活用しまして、より情

報を共有し、より早い分析計画というものを立てていただきまして、今、大玉村が立

ち向かわなければならないこういう問題をいち早く対応していただくことをお願いし

まして、私の質問を終わります。 

○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。 

   ７番鈴木宇一君より通告ありました「ＴＰＰ大筋合意による本村への影響と今後の

対応策について」ほか２件の質問を許します。 

   ７番。 

○７番（鈴木宇一） ７番鈴木宇一であります。 

   ちょっと風邪を引いておりまして、聞き苦しい点はご了承願いたいと思います。 

   さきに通告しておりました一般質問につきまして、議長の許可を得て、これから質
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問に入りたいと思います。 

   まず、東日本大震災と原発事故から４年８カ月が過ぎ、いまだに避難者は１０万人

弱に至っております。また、県内の風評被害も以前と変わらず、いまだ農産物の低迷

は深刻であります。また、中間貯蔵施設のおくれから、本村の除染廃棄物の移送もま

まならず、残念ながら年を越す様相となっています。 

   問題が山積する中、先ほどＴＰＰ大筋合意の報道がテレビ・新聞等で大きく取り上

げられました。 

   この問題については、昨日の３番議員さんの質問もありましたが、基幹産業として

の本村農業の位置づけをどう構築していくか極めて重要でありますので、重複する箇

所もあろうかと思いますが、質問に入りたいと思います。 

   ＴＰＰは、ご承知のとおり、２１世紀のアジア・環太平洋を取り巻く各国の経済圏

を構築する膨大で挑戦的な試みだと言われております。実に世界ＧＤＰの４割を占め

るというふうに言われております。自動車、医薬品、または知的財産、投資サービス

と多岐にわたっておるところでございますが、一方、農畜産物の関税撤廃、一部下げ

にもよりますが、本村への打撃は計り知れないと私は感じておるところでございます

が、昨日の質問に対しての答弁をお聞きしますと、ちょっと危機管理意識が薄いのか

なというふうに感じられました。 

   本来はここで村長の答弁を求めるところでございますが、もう少し深く掘り下げて、

それから答弁をいただきたいなというふうに思っております。 

   まず、大玉村の米、牛肉、豚肉、そしてちょっとここへ入っておりますが、乳製品

ですね、酪農関係、果樹、野菜の下げ幅、減収益について、金額にしていかほどか、

概算で結構ですので、お示ししてほしいなと思っています。 

   また、その下もついでに行きますが、これらの救済策について、国はいろいろな施

策を出しておるところでございますが、県または大玉村の施策もあるのかどうか、こ

の辺についても一緒に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） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   減収益ということでございますが、参加国とか合意内容をともに多岐にわたる通商

協定でございまして、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

容を見させていただきますと、米に関しては、国別枠によって輸入米の数量が拡大す

ることによりまして、国内の米の流通量がその分増加するということになれば、国産

米全体の価格水準が下落するだろうとされております。 

   独自に村として算出はしてございませんが、過日、滋賀県が試算した米価の影響額、

これを参考にいたしますと、米国とオーストラリア向けに合計７万８，０００トンの

特別輸入枠が設けられると。そういうことから、在庫圧力が生じることによりまして、

価格が下落すると見込みまして、１万トンの過剰で６０キロ当たり８５円２０銭とい

うふうに想定されているようでございます。 

   これを本村に当てはめてみますと、みちのく安達大玉管内のお米の集荷数量、これ
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が約１０万袋、３，０００トンでありますので、１万トン過剰となった場合であれば、

影響額は概算で４２６万程度になるのではないかというふうに思っております。 

   また、牛肉、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、あ

とは豚肉は、低価格部位の輸入を背景にしまして国産価格が下がる可能性があると指

摘されております。牛とか豚肉については、関税を大幅に下げるため大きな影響があ

るとされております。 

   これも滋賀県のほうで試算した牛肉の影響額、これを参考にいたしますと、輸入牛

肉と競合するとされます乳用種、あとは交雑種、こういったもので、関税が

３８．５％から９％へ削減されるということで、価格が２２％下落すると試算してい

るようでございます。 

   輸入牛肉との品質格差がありますＡ４とかＡ５クラスの和牛につきましても、

１１％程度価格が下落すると仮定している中で、これを本村に当てはめてみますと、

１，８００万円から２，０００万円程度になるかと思われます。 

   豚肉についてですが、これにつきましては、資料がないので影響額については試算

はしていないようでございますが、本村の影響額、これについては１％程度価格が下

がることによりまして１００万程度の影響になるのではなかろうかというふうに見て

おります。 

   また、果樹・野菜についてですが、これにつきましては、季節的なもの、あと気候

的にすみ分けがされておりまして、また、輸入につきましては、加工品を除けば数量

も少ないということで、影響は限定的であるとされております。 

   本村における影響が全くないとは言えないという状況でございますが、間接的には

影響が出る可能性はあるかと思っております。 

   乳製品につきましては、ちょっと資料を持ってございませんので、今のところ答弁

はできないところでございますが、いずれ乳製品につきましても、バターとかチーズ

とか、いろいろな問題もございます。乳製品に関しましてもそれなりの影響が出てく

るのではなかろうかというふうに考えてございます。 

   また、これらの救済策に関してでございますが、農水省に関しましては、備蓄米の

保管量で調整するというようなことで、現在、備蓄米１００万トンということで、

５年間をサイクルに動かしているようでございます。これを３年程度に短縮しまして、

５年ですと年間２０万トンを放出するということでございますが、３年ということに

なりますと、３３．３万トン、この分の差、１３万トン程度で価格水準を抑えたいと

いうような考え方もあるようでございますが、これがサイクルでどんどん進んでいっ

たときに、結果的には市場に出るというような中身であれば、その時点でどうなのか

なという危惧はあると思っております。 

   あと、牛肉に関しましては、生産者の所得補填関係、これを恒久的に実施できるよ

うに国が法制化するというようになってございます。生産費が総収益を上回った際に、

現在、差額の８割を穴埋めしているということですが、これを９割に引き上げると。 

   さらに、豚に関しては、影響額が大きいということで、積立金の国庫負担割合を、
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現行２分の１のところを４分の３に引き上げるというふうに報道をされております。 

   県の対応に関しましては、情報が全く来ておりませんので、不明でございます。 

   村の対応ということでございますが、村としての対応は、ＴＰＰ問題は関税の見直

しから来る、いわゆる安い農産物の輸入量の増加、これに伴いまして、国内産の価格

の下落といった国的規模の課題でありまして、今すぐにこれを対策としてやりますと

いうのは、ちょっと時期的に早いのかなというふうに考えてございます。 

   いずれにしても、国内産の米とか在庫の量、これについては、ＴＰＰに関しまして

の影響について今のところ不透明でございますが、将来的には影響は必ずあると推測

しておりますし、本村の農業、稲作を中心としておりまして、畜産・園芸などの複合

経営の農業者もいらっしゃいます。状況等推移を見ながら、必要であれば対策を検討

していきたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 大変ありがとうございました。 

   今、課長の言われたようなことであると思います。 

   米の主食用米の輸入は７万８，４００トン、そこに加工米が２万トン入ってくるん

ですね。合計約１０万トンということだと思います。 

   そういう中で、対策ということでございますが、５年から３年に短縮、１００万ト

ン備蓄ということでございますが、この３年以降は放出するのかというと、何か今の

時点では餌米、家畜に回すのだと、市場には出さないということを言っておるようで

すが。 

   そういうことで、あとは先ほど言われたように、収入減は補填で賄えるのだという

ことですね。国が４分の３で農家は４分の１の基金を創生して、これについては過去

５年間の平均米価、これを基準にするのだということです。例えば５年間の平均が

９，０００円だとすれば、その差額、例えば当年産米価が６，０００円ということに

なれば、３，０００円に対してのいわゆる９０％、２，７００円を補償しますという

ことだと思うんです。合計８，７００円になるわけですね。そういうことが試算され

ておるわけです。 

   当然ながら、平均米価が下がれば、下げ幅が補填が少なくなることが仕組みになっ

ておるわけでございまして、本来ならこういう方式ではなくて、いわゆる生産コスト、

生産米価を中心にして、それは補償しながら、下がった分は保険で賄うというのが本

来のありようだと思うんですが、全く日本はそれをやらない。アメリカなんかは、い

わゆる生産者米価というのをきちっと労務費まで入れて算定しながら補償・保険に対

応しているというのが大きな違いだと思います。 

   ちなみに生産米価１万５，０００円ぐらいだろうと思うんですが、ここをしっかり

とやっていかないと、将来、大玉村の農業についても、米についても、耕作者が安心

して耕作できる状況ではないというふうに考えられますが、その辺についてのお考え

をお示し願いたいと思います。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答え申し上げます。 

   少し質問の趣旨が若干理解できないところがありますが、まず最初にお話しをして

おきたいのは、危機管理意識が薄いというふうに最初言われましたが、この管理とい

う言葉が、行政がその農業を管理しているわけでありませんので、危機意識というふ

うに受け取っておきますが、これは我々には納得できない言葉ですので。 

   まず、米価下落時点で、できるだけの財政出動をして、先駆けをして、結局ＴＰＰ

で米が下がることは、もう当然、将来的には予想ができますので、それも含めての米

作対策として大変な額を出したと、それも５年間継続してやりますよと。毎年見直し

をしますので、これについては、福島県内見渡しても大玉村のように単作で出したり、

機械助成をしてここまで出しているところはないというふうに考えております。これ

は、本宮、二本松と同様の制度にしたわけですが、金額がまるで違います。上限額も

非常に出す金額も大きいということですので、これについては、我々は大きな危機感

を持ってこの米価対策に向かって施策を行ったというふうに考えておりますので、よ

ろしくご理解をいただきたいと思います。 

   ハウスに対する切りかえとか、米作単作からの切りかえとか、ハウス助成等につい

ても、これは先を見越しての政策ということになろうと思います。 

   ただ、米を取り巻く状況については、政府が打ち出しておりますが、県のほうはま

だ、先ほど課長のほう言ったように、何も言っていないという中で、村がすぐにこう

いうふうにＴＰＰ対応を新たにしますというのは拙速になりかねないと。ですから、

国・県の固まった動向を見定めてからでも遅くないというふうに考えております。 

   ＴＰＰは何年後に発効するかは、今のところ不透明な部分がございますので、国も

揺れ動いておりますので、国が固まり、県が固まり、村は農家と一番近いところにい

ますので、議会の承認を得ればすぐ発動できますので、時間がなくても村のそういう

支援策というのは決めることができるというように考えておりますので、まだもう少

し、最終的にどういう支援を行うかということについては時間があるのかなというふ

うに考えております。 

   市場動向を十分に見きわめながら検討し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） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ありがとうございました。 

   危機管理の問題でございますが、受けとめ方だろうと思いますので、誤解を招いた

らお許し願いたいと思います。 

   今すぐではまだ国の動向も定まっていないので早いのだということでございますが、

しかし、今からでも心構えというのが必要ではないかなと。どういう事態があっても

ちゃんとやっていくと、そういう観点でお話しを申し上げたところでございます。 

   牛肉についてでございますが、先ほどお話ありましたように、現行が３８．５％の

関税、１５年でこれを段階的に下げて、９％まで下げるのだと。実に４分の１なので
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すね。１年目には２７．５％、１０年目で２０％、１５年目で９％、この１５年目で

約７２．６万トン超えるとセーフティガードが適用されるのだと、こういうことらし

いので。 

   ところが、日本の今現在の輸入量を５年間の平均で見ますと約５２万トンなんです。

とても７２．６万トンにはならない。なおかつ、今後日本の人口が減っていくという

中では、この７２．６万トンを超えるということはかなり難しい状況であろうかなと

いうふうに思っております。要するに、１５年目以降は、９％の安い関税で長期間に

わたって牛肉が入ってくるということになるんだと思います。 

   そこで、深刻な問題と私は捉えているんですが、対策としては、先ほど申しました

ように、所得補填としての赤字分の９割の補填、国が４分の３、生産者が４分の１。

これは、大事なのは小手先ですぐ終わってはだめなのだということです。これを永久

的に法制化するのだと、これはぜひともやってもらわないと、牛肉農家はもう潰れて

しまうということだろうと思うんです。 

   豚肉については、現行４．３％から１０年でゼロ％にするんです。最も被害をこう

むりやすいのは豚肉だろうというふうに思っております。 

   私も畜産、前ちょっとやっておりましたものですから、現行では５２４円の輸入豚

肉に対して４．３％の関税がかかっておるということでございますが、これが合計す

ると５４６円になるんですね。１０年後は、では幾らかというと、ゼロですから

２７９円プラス５０円というのがあります。これは３２９円になって、結局、

２１８円安くなるんですね、１０年後は。実に４０％低下、こういうことなんです。 

   キロ３２９円ということは、１００グラム３２円なんですね。３２円の肉というの

は鳥肉より安いのですよ。こういう値段が外国からどんどん入ってきた場合には、も

う日本の養豚はどうしようもないということにならざるを得ないと思うんです。 

   これらについても、対策としては、牛肉同様９割補填だということになっているよ

うでございます。そして、基金は国が現行の２分の１から４分の３に引き上げるのだ

と。これも法制化するというふうに言われております。 

   乳製品については、ニュージーランドとオーストラリアが世界一安いのですね。こ

れをどのぐらいで入るのかというと、キロ２０円なんですよ、キロ２０円。現在日本

の酪農家の販売は７０円から８０円ですから、これまともに入ったらどうしようもな

くなるんですね。 

   こういうことから危惧しましても、非常に憂えるところがいっぱいあるなというふ

うに感じているところでございます。 

   果樹・野菜については、ほぼもうすぐ関税ゼロなんですね。いわゆる重要５品目、

先ほど言った５品目以外はもう関税はないんだというふうに認識したほうがいいんだ

ろうというふうに思っております。 

   その対策はどうするんだというと、先ほどから言われておりますように、機械購入

の補助なんだと、大型機械と。そんなことが言われております。 

   先ほど米についても村長のほうから答えがありましたが、いろいろと機械導入、ま
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たは緊急援助の、昨年は２，０００円ということを出しておりましたが、これからも

そのような緊急対策金は２，０００円という考えはお持ちかどうかお尋ねしておきた

いと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   今回の場合は、緊急の２，０００円については米価下落対策ということでやらせて

いただきました。今後ＴＰＰのように恒常的な制度については、緊急的なものではな

くて、やるとすれば恒久的なものになろうというふうに考えております。 

   ただ、作柄によってはＴＰＰにかかわりなく天候等で不順があったりそういう場合

には、その時点でまた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） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ありがとうございます。 

   その点についてもよろしく恒久的にお願いしたいなと思います。 

   今回の日本経済への影響ということで、ちょっと資料を調べてみました。これは東

大のＴＰＰ研究機関というところが示したものなんですが、大筋合意によるいわゆる

影響というのはどのぐらいなんだというと、ＧＤＰ増加額が０．５兆円増加すると。

全面関税撤廃の暁にはどうなるんだというと、ＧＤＰでは１．３兆円に膨れ上がるの

だと、これＧＤＰですよ。それから自動車生産業はどうなのかというと、０．４兆円

のマイナスになるんだと、大筋合意の時点では。ただ、将来については、関税撤廃に

なると２．８兆円増なんですね、逆に。いかに自動車関連がいいかということが如実

にわかるかと思います。 

   それで、一方、農林水産物の増加額は幾らかというと、大筋合意ではマイナス１兆

円なんですね。これが将来にわたるとどうなのかというと、２．１兆円の減収なんだ

と、農林水産物、２．１兆円です。それから食品加工品についてはどうかというと、

マイナス１．５兆円、そして将来は２．１兆円の減産になる。いわゆる自動車関連の

しわ寄せが全部農産物にきているというのがここでわかるかと思うんですね。 

   こういうことでございますので、ＴＰＰの影響というのは放置できない。政府で言

っているように、軽微なものになるのだろうと言われておりますが、そんなことはな

いんだということがこの統計からみられるのではないかなというふうに思っています。 

   今回のアメリカ国との二国間協定もなされたわけですね、ＦＴＡというそうなんで

すが。これはＴＰＰ交渉参加の前提なんですね。前提としてＦＴＡが結ばれたと。 

   その中身はどういうことなのかというと、いわゆる軽自動車税の税金を１．５倍に

引き上げる。自由診療の拡大をするのだと。薬価の公定制度見直しもすると。それか

ら簡保生命のがん保険の非産入、簡保ではこれをやるなということですね。これは全

国２万人の郵便窓口にアフラック社、これは外資系の保険会社ですが、この販売をす

るのだと、こういうことですから。それからＤＳＡ、ポストハーベストの農薬の安全

基準の緩和なんですね。こういうことももうアメリカと結んでいるんですね。それは
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ＩＳＤＳ、ちょっと私もわからないのですが、国家紛争だとか条項とか言うみたいな

のですが、こういうことを日本はのんだのですね、ＴＰＰ交渉の前提として。これか

らしても、日本の今後の方向性というのは非常に危惧される、心配されるなというふ

うなのが私の考えでございます。 

   ＴＰＰについては、農業団体はもとより我々議会としても一貫して反対してきたわ

けでございますが、残念ながら国会審議が残っているとは言いつつも、大筋合意に至

ったわけでございます。基幹産業としての大玉村の農業を守るには、どのような施策

で臨むのか、再度村長の考え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、７番議員さんが言われたような理由で我々はＴＰＰに反対をしてきたというと

ころでございますが、大筋合意ということで、各１２カ国の国会承認がそろえば発効

するということになるわけですので、これからの対応は発効することが前提として対

応を考えていかなければならないということになりますので、昨日から言っておりま

すように、農業の体力を強めると。国は攻めの農業というふうに言っておりますが、

これは福島県はちょっと違うだろうと。攻めるには、その前に放射線の問題とか風評

の問題がありますので、まず、再三、国のほうに申し上げているように、福島県は農

政を別にしてくれということを機会あるごとにお話しはしています。ただ、国は福島

県も含めて全国一律の政策をやっていくと。ですから、非常にスタートラインが、ほ

かの県と違ってマイナスからのスタートということになります、今回の場合。ですか

ら、それだけエネルギーが多く量を必要とするわけですが。やはりどういう影響があ

るかということは、既に数字的にも可能性もわかってきておりますので、まず、農業

者が自分たちがその事業主として農業を事業としてどういうふうに将来進めていくの

かということをまず考えていかなければならないというふうに考えております。 

   結局、国が、県が、村が何をしてくれるんだということで、待ちの農業をしており

ますとなかなか厳しいのかなということですので、きのうから言っているように、法

人化とか集積とかコストを下げると。そのコストを下げる一部の補助は村でも考えて、

それから米単作からの切りかえについてはハウス等の補助、そして一番、きのうもお

話ししましたが、平均的に全部１，０００町歩田んぼをつくっている、それから畜産

をやっているというところに全て均等に助成を出すことは、まず難しいだろうと考え

ております、財政的にも、制度的にも。ですから、単一のそれぞれの事業なり、法人

がこういうことをやりたいというものについて、個別に十分な助成をして、それを持

続可能性のある農畜産業として続けていただくということ、これが非常に大切だなと

いうふうに考えております。 

   出すときには思い切って出すと、そして育成をしていくということで、それぞれ事

業者がみずからの事業を真剣にこれからどうするかを考えていただいて対応をしてい

ただくと。 

   あとは、新規就農者、Ｉターン、Ｕターン、Ｊターンありますが、そういう人たち
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の受け皿が今大玉村にはないので、その受け皿づくりをこれから進めていきたいとい

うことで、これは認定農業者とか法人とかに受け入れをお願いをするようになります

ので、会議とか懇談のときにはそういうお話をさせていただいて、ぜひそういうこと

も視野に入れて事業を、農畜産業を進めていただきたいというお話は、今それぞれ機

会あるごとにお話しをさせていただいていると。 

   全ていろんなものをお話ししますと、大変長時間になってしまいますので、そうい

うふうに多面的に大玉村の農畜産業を、やはり事実は事実として、現実は現実として

受け入れるということでスタート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） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 大変難しいなというふうには感じております。いわゆる一律交付と

いうのはなかなか大変だなというようなこともわからないわけではございません。営

農集落とか大型農家というものにやらざるを得ないのだということでございますが、

しかし、やはり大玉村の農業を守っているのは、依然としてやっぱり中核農家、また

は小農家がやっているわけでございまして、これが大型化になって本当に問題は起き

ないのかということも懸念されるわけです。 

   例えば、大型化になれば、５０町歩、１００町歩になれば、とてもじゃないども草

刈りはできないのですね。大量の農薬を使わざるを得ない、それから化学肥料を使わ

ざるを得ないと、こういう実態になると思うのです。これは企業が参入しても同じこ

とだと。 

   ですから、この美しい大玉村、景観を守るためにも、小さい農家というものもない

がしろにできないのだということをひとつ頭に入れていただきたいと思います。 

   長々と質問すると横にそれていくとなくなってしまいますので、それはまた後にし

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。 

   誤解があると困りますので答弁をさせていただきますが、小さい農家を切り捨てる

ということではございません。今、１，０００町歩のうちの受託農家が大型でやって

いるのは２００町歩ですので、あとの８００町歩は今言われたような中小農家が守っ

ていただいているということですので、法人とかそういうところが、例えば大きな事

業をやる場合には、村としても応分の、頑張って助成しますということでございます。

そして、小さな中小については、コストをまず削減しましょうということですので、

２軒以上で５反歩集まれば、共同で３分の１助成しますということで、今回も多くの

申請があって出てきておりますので、中小農家も、例えば１町歩しかつくっていない

のに何百万もするコンバインとか田植え機を買うのは、これからは米価が下がれば難

しいと。ですから２軒集まって、３軒集まって、生産のコストを下げていただいて、

それに対しては十分な３分の１という助成をしますと。それから、例えば３反歩しか

ないから、これ米つくるの大変だから、じゃ、ハウスをつくって今度野菜をつくるか、
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花卉をつくるかというところについても、ハウスの助成を、これは単独で助成をする

わけですので、そういうことで、含めて、決して中小の農家を切り捨てるんではなく

て、中小農家は継続して農業をやる意思のある方、意欲のある方については、村とし

ても応分の助成をしていくと。そして、最終的には農地集約、それから法人化に向か

っていく場合には、例えばライスセンターをつくりますと、国・県の補助をもらって、

自己負担の分の村の助成となれば、村でもそれについて、通常は国・県で終わりの助

成でも、村のほうでも助成は検討するというような方向でやっていきたいという意味

でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

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

（午前１１時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開します。 

（午前１１時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 引き続き、７番鈴木宇一君の質問を許します。 

   ７番。 

○７番（鈴木宇一） 次に、大型圃場の整備の考えについてお尋ねいたします。 

   政府のＴＰＰ対策として３，５００円の２０１５年の補正予算の検討中と言われて

おります。これらの大半は農地の大区画化への公共事業が多くを占めるだろうという

ふうに見通しが言われております。 

   そこで、大玉村としましては、この大型区画の圃場整備を考えられておるかどうか、

まずお尋ねしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ７番議員さんの質問にお答えをさせていただきます。 

   大規模圃場整備に関しましては、今回の国のほうの補正予算の中でも計上されたと

いうようなことが新聞に報道されているようでございます。 

   例えば、３反歩の田んぼ、大玉村の場合はほとんどが３反歩に区画されております

ので、これを１町歩にするということになれば、当然、３枚分と３分の１の田んぼを

合わせて１区画の田んぼをつくるというようなことでありまして、まず、所有権の問

題、こういったものが問題になるのではなかろうかと。現在も３反歩の田んぼの中に

割田となっているようなところがあります。いわゆる自主的な生産調整の中で、田ん

ぼ１枚耕作にならないで、小さい区画のところが残っているような、そういう状態も

見受けられます。集積によりまして造成するということも可能かとは思われますけれ

ども、賃貸借期間の関係、こういったものがネックとなりまして、例えば集積された

としても、大規模圃場として整備するには、いろいろな問題が生じる可能性があるの

ではなかろうかと。 

   現時点ではちょっと難しいのではなかろうかというふうに考えてございますが、今

後こういった機運が盛り上がりまして、集積が進むと同時に所有権の問題がクリアで
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きれば考え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） ７番。 

○７番（鈴木宇一） そうですね、確かにこの所有権の問題、また、割田の問題、いろい

ろな、今どきなぜ圃場整備なのだと、金もかかるんだろうと思われると思います。そ

して、お年寄りにとっては、自分の土地がどこへ行くんだかわからないようなことは

やりたくない、こういう考えもあろうかと思います。 

   しかし、これからの担い手、若者の農業を支えるということになれば、大型機械の

導入、入れる圃場というものも、これも避けて通れないというふうに考えております。 

   そこで、先日、山形県の大蔵村に視察研修に行ってきました。そこでは、１ヘクタ

ール以上の大型圃場が、現在最上川流域に非常に多くの圃場を整備しておられました。

しかもその中で、給水・排水、これはパイプラインでやると。非常に手の込んだ、金

のかかった圃場整備がなされておりました。 

   それで、質問したところ、１０アールはどのぐらいかかるのかと聞いたんですが、

ただですと言うんですね。ただですかと言ったら、ただですと。どういうことでただ

なんだということをお聞きしましたら、結局、残地の問題だと思うのですね。用水路

を２つあるのを１つにするとか、排水路を１つにするとか、また、農道が曲がってい

るのを真っすぐにして残地を取ると。その残地分を金に換算してやるということにな

ればただでできるんだと、こういう答えでした。 

   なるほどなと私は感心してきたところなんですが、こういう観点からしても、大玉

村の例えば４号線から西の平たん部、山間部は無理だと思いますが、可能性としては

考えられるのですね。 

   そういう観点から、可能性として村はどう考えているか、もう一度その辺について

お答え願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ７番議員さんに再度お答えをさせていただきます。 

   確かに１町歩の区画にするという手法としては平場、平らなところであればのり面

等でだめになるところは少ないし、大型の機械化できて省力化にもつながるというよ

うな内容であるかと思います。 

   ただこれは、やはり所有権という個人の財産でございますので、そういった部分が

ございます。今現在大規模区画をしてほしいというような声も私どもでは聞いてござ

いませんので、そういった機運が果たして盛り上がっているのかどうかという部分も

ございます。これらについては、先ほども申し上げましたとおり、機運が盛り上がれ

ば、あとはいわゆる集積もしくは貸借、こういったものがクリアできるのであれば、

村としても考えたいというふうには考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） わかりました。その辺にしておきたいと思います。 
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   次に、農産物の輸出の可能性は考えられるかどうか、この辺について質問したいと

思います。 

   政府は２０２０年までに輸出額を１兆円にふやすというような報道がなされていま

す。そこで、村の農産物として可能性はあるのかどうか、その辺についてお尋ねして

おきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   農産物の輸出関係でございますけれども、ＪＡとか企業がある程度そのまとまった

ものを輸出するといったことは可能かと思います。個人でやるといったものは、絶対

にできないとは言いませんけれども、なかなかコストの問題とか、マーケットをどう

するのか、そういった部分ではちょっと難しいのではなかろうかというふうに考えて

おります。 

   個人でやるということになりますと、外国に対して売り込み、また、買ってもらっ

て成り立つものでございますので、売り込みをどのようにしてかけるか、また、何を

売り込むのか、１つの事業主とか１つの小売店、飲食店を相手にするのか、それとも

マーケットを相手にするのかなどによっておのずとやり方や規模に違いが出てくるの

ではなかろうかというふうに思っております。品質がよければ高くとも売れるという

のは国内でも外国でも同じであると思いますので、よいものを国内にとどまらず、国

外のマーケットを開拓するといった視点に立てば必要性はあると思いますし、可能で

はないかとも思われる状況でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） そうですね、確かに個人単位というのは非常に難しいだろうと。県

単位ということにならざるを得ないかなというふうに思っています。また、ＪＡ関係

がそのような考えをお持ちなのかなと思っております。 

   先ほど、米については、青森のまっしぐらという品種があるそうなんですが、これ

が香港へ６０トン輸出したというような報道がなされておりました。また、和牛につ

いても、リンゴについても、桃についても、いろいろなところで取り組んでいる状況

だと思っています。 

   本村においては、やはり米なんだろうと思っていますが、しかし、徹底した差別化

を図っていかないと、国際の中で、いわゆる競争に打ち勝って、輸出できるというこ

とまでには大変な努力が必要だろうというふうに考えられます。 

   １つは食味の向上でございますが、大玉村の米を、いわゆる９０以上の食味ランク

にすると、どこの米もそうなんだというふうな、いわゆる肥培管理、こういうものに

も力を入れていかなくちゃならぬなというふうに考えています。いわゆるプレミアム

米というものを今後も推進していくということが必要なのなかというふうに思ってお

ります。 

   難しい点はあろうかと思いますが、これもＴＰＰ関係だと思いますが、私も安易に
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こういうことはできないんだということは重々承知しているところでございますが、

しかし、大玉村の米というものもやはりブランド化して、今後売って出ていくと。こ

れは世界じゃなくても国内に売って出ていくんだという心構えというものも必要じゃ

ないかと思っております。そういう観点から、ひとつ村長の考えもお尋ねしておきま

す。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   将来のというか、本当は今すぐでもやりたいものですが、まず、今言われたように、

ブランド化、マーケット開拓する手段ですね、そういうものも含めて、海外に打って

出るには、やはりそのマーケット調査とかをやる以前にブランド化をしないといけな

いと、差別化をしないといけないということになりますので、今、議員さん言われた

ように、米についてもブランド化をしなければいけない。 

   あともう１点は、量の問題があります。輸出ということになりますと、例えば何百

俵とか何十俵という単位でなくて、やはり輸送の問題等もございますので、量も確保

しなければいけないと。それから、産地ブランドというふうになると、やはりかなり

の面積のブランドの米を確保しなければいけないと。５町歩、１０町歩のブランド化

の米では、とても輸出には量的に耐えられないというのもありますので、村を挙げて

のやはりある程度の量的なブランド化というのは必要になるだろうというふうに考え

おります。 

   そういうことは、これから、今課題になっているブランド化をどうするかという中

でやはり検討していかなければいけないのかなと。 

   リンゴが中国とかアジアのほうに行きますと、１個５００円だと。大玉村で１個

１００円ぐらいで買っているリンゴが、輸出すると５００円になると。そのうちの輸

送コストがかなりかかりますけれども、今回浅草に行ったときに、リンゴが飛ぶよう

に売れたと、中国人とか何かですね。中国国内で買うと５００円のものが、我々の直

売のあそこの浅草で売っているのは１個１００円で売っていると。これは大玉村だけ

でなくて、二本松もやはりリンゴがすごく売れたというようなことのお話を聞いてお

りますので、需要はあるんだというふうに考えていますので、まず、自分たちのほう

の環境整備が必要になるのかなというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） よろしくお願いします。 

   次に、耕作放棄地の課税強化について質問したいと思います。 

   県内の耕作放棄地は２万２，３９４ヘクタールというふうに言われております。こ

れは全国で最も多い状況であろうかと思います。 

   そこで、大玉村の耕作放棄地の現状とその対策についてお尋ねいたします。 

○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） ７番議員さんのほうにお答えさせていただきます。 
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   今ほどお話のありました数字は、２０１５年の農林業センサスで、耕作放棄地面積

が福島県は全国一という結果に基づいてのお話だと思われます。 

   この調査は５年ごとに実施されておりまして、調査対象は、農作物の生産を行うか

委託を受けて農林業作業を行い、生産または作業にかかる面積、また、頭数ですね、

一定以上の農林業を行う方を対象に行われた調査のようです。 

   大玉村の耕作放棄地の状況なんですが、平成２１年度に農地再生事業を開始した時

点で１０５．２ヘクタールを対象に事業のほうを開始しまして、２６年度末で、未再

生地のほうが５６．６ヘクタールございます。 

   対策ということなんですが、なかなか農地所有者の方に、その耕作放棄地になりつ

つあるような場所を耕作のほうをお願いしても、例えば農地所有者の方の後継者不足、

それからそのほかの生産性が上がらない等、さまざまな要因でもって、なかなか耕作

に結びつかないという状況も現実的にはあります。一部では菜種等を栽培していただ

いて、利用していただいて耕作放棄地にならないようにという場所もございますが、

なかなか現実的には難しいという状態です。 

   このような状況で、最近のエゴマブーム等もあり、エゴマの栽培が盛んな田村のほ

うでは、かなりエゴマの栽培が盛んで、油にしたときに、かなり販売も進み、売れ行

きが好評で、エゴマ自体、新しいエゴマが出たときには予約販売をするような状況も

あるようだというのを伺ってまいりました。 

   このような状況で、農業委員会として耕作放棄地を利用して、来年度、エゴマの試

験栽培を実施したいというふうに考えております。その試験栽培の結果をもとに、エ

ゴマの効率的な栽培を進め、耕作放棄地の利用を図り、放棄地の解消に努めていけれ

ばというふうに現在は考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ありがとうございました。 

   いろいろとこの耕作放棄地の解消、難しいなと、いろいろ努力されているなという

ふうに感じておるところでございます。 

   エゴマのことも、これは今健康食品として騒がれておりますから、ぜひともそうい

う試験栽培というものも試みるということで、よいことだなと思っております。 

   しかし、きのうの質問者にもありました。依然として中山間地域の耕作放棄地は非

常に多いんだということがございます。大玉村一円、均衡ある発展という観点からし

ても、どうしても荒れた山村は放っておけないという状況だというふうに私も認識し

ているところでございます。今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

   次に、課税強化に対する村の考えについて質問したいと思います。 

   いわゆる耕作放棄地の田畑について、国は税の１．８倍を課税するのだと。倍近く

上げるのだということですね。 

   これは、毎年評価額の１．４％の固定資産に限度額としてかかっていたのですが、

これを倍にするんだということらしいんです。これも大変むちゃなことを言っている
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なと私は思っておるんです。と申しますのは、つくりたくてもつくれないのですね、

高齢者になっていると、担い手がいないと。それから山手のために圃場整備がなされ

ていないと、三角とかそういう田畑が多いと、または谷地、湿原、そういう関係から

してもつくれないんだと。片一方、貸そうと思っても、やはり今は借り手優先な状況

でございまして、土地を選ぶと、こういう状況なんですね。いいところしか借りない

んだということらしいですよ。とすれば、当然ながら荒れていくというようなことに

なろうかと思います。このような土地に、なぜこの税の課税強化をなすのかというこ

とでございます。 

   これについては、いろんな方面から異論が出ております。農地集約を図り、経営の

大規模化に資することを目的に耕作放棄地に対する課税強化は、これは農家の所有者

の実態を全く把握していないと、一部役人の考えることだということを言っています

ね。貸しても借り手がない現状の中で、税金を上げるから恐らく集まるのだろうと。

こんな簡単な問題じゃないんですよ。その辺について、ひとつお考えがありましたら

お答え願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ７番議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 

   私も全くそのとおりだというふうに思っております。 

   いわゆる課税強化といいますのは、国のほうの考えでは耕作放棄地、こういったも

のを中間管理機構に集約し、担い手などに集約することによって、いわゆる規模の拡

大、経営を安定させていくという考えのもとに、使われていない農地を中間管理機構

に貸せば、その分は安くしますよと、半額にしますよと言っていながら、逆に、それ

が進まない部分に関しては、いわゆる土地を資産としてしか考えていないような方に

ついては課税を強化しますよというのが中身であるというふうに考えております。 

   この課税強化に関しましては、すぐに農地に対して課税されるというものでもござ

いませんで、具体的には農業委員会のほうで利用の状況、あとは所有者の意向、もし

くは借り受けしている方の意向、こういったものを調査をしまして、みずから耕作し

たり貸し付けしたりする意思がないことを確認した上で、農地の固定資産税を軽減す

る特例措置の対象から外すというような内容であるようでございます。 

   遊休農地と見受けられる農地のうち、７番議員さんがおっしゃったように、生産条

件に問題がないと思われる農地もありますけれども、そのほとんどが背後地が山林、

あとは天水場、日陰、こういった生産不利益地だったり、また、小区画とか排水不良

によって機械が入れない、そういった生産条件とか効率の悪いところが、いわゆるそ

の減反政策によって耕作されずに放置されたままとなっている場合がほとんどではな

いかというふうに推測をいたしております。 

   また、畑についてですが、これはほとんどが兼業農家でございまして、十数年前ま

でには農閑期に出稼ぎをしていたころと違いまして、現在は正社員、または契約社員

やパートといった兼業スタイルになりまして、畑を耕作する時間が持てなくなってき

ていることのあらわれでありまして、また、畑につきましては、田んぼに向かない地
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形的条件のところに多く集中しているかと思います。担い手に集積するにしましても、

作業効率が悪かったり、また、搬入路がないといった状態のところもあります。国が

期待している集積の推進には結びつかないのが現状ではないかというふうに思ってお

ります。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 今、課長が申し上げたとおりだと思っています。いわゆる耕作した

くても耕作できない。売るにも売れない。中山間、誰か買ってくれと言っても誰も買

わないですね。そういう状況の中で、１．８倍に上げるぞと、これも変な話ですね。 

   それで、その固定資産税の課税改正のポイントというところで、新聞にこんなふう

に載っていました。 

   対象は農業委員会の勧告のうちに限定するんだということです。これは、農業委員

会に今度げたを預けて、農業委員会が判断しろということですね。これは大変なこと

になると思うんですが、農業委員会としてはどんなお考えをお持ちでしょうか。 

○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） ７番議員さんのほうにお答えさせていただきます。 

   今ほどの農業委員会のほうで勧告をするというお話ですが、農業委員会のほうでは

農地パトロールというのを実施いたしまして、その結果に基づきまして、農地を持っ

ている方、もしくはつくっていらっしゃる方に、例えば耕作していない、耕作できな

いような土地をどうされますかという利用状況調査を行います。それに基づいてから

になるかと思うんですが、今後その農地をどうしますか。例えば、もうつくらないで

すよというような方がいた場合、それから一応今は荒れているけれども、つくる意思

はあるといった場合、そういった意向調査を、今年度は、今、発送する準備を進めて

おります。その状況によりまして、こちらの課税を１．８倍に強化するという動きも

ございますので、そういった結果をもとに、課税部門の税務課のほうと情報提供を、

どのような形でするのか今内部で実際検討しているところでございます。 

   現在の状況はそういう状況です。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） この農業委員会が、これは本当に大変なことが任されたということ

でございますが、じゃ、耕作勧告しても、つくりますよ、つくれますと言っている分

には課税対象とはならない、こういうことになると思うんですね。 

   いや、認めますということになれば課税するということになると思うんですが、こ

の農業委員会が課税するわけではなくて、これは税務課だろうと思うんですが、その

辺の横の連絡を、これはやっていかないとなかなか難しいと思うんですが、その辺の

関係、これからどんなふうになっていくのかお尋ねします。 

○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） ７番議員さんのほうにお答えさせていただきます。 
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   今現在、調査をしまして、その結果をもとに、もちろん農業委員会で調査結果をも

とに、そのまま課税するという状況になるかどうかも今のところは内部で検討して調

整をしている段階ですので、今のところは状況的にはそういった状況です。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） わかりました。 

   この課税強化については、ＪＡ福島中央会でも、こんな安易な課税強化には反対す

ると、このように言われております。 

   いわゆる譲渡、貸し出し先が見つからないため、農地を所有をしているにもかかわ

らず、安易に課税しないように政府に求めたいというふうに言っております。 

   また、県農村振興課は、県内で耕作放棄地が生まれた背景にはさまざまな事情があ

るというのですね。そのとおりだと思う。一律に税率を上げるべきではないと、こう

いうふうに言っています。 

   そこで、村長の考えですが、どのようにお持ちでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えを申し上げます。 

   国のもくろみはそういうことですが、もともと農地の課税額というのは、非常に宅

地と比べても低い。ですから、１．８倍にしたとしても、これが土地を持っている方

が納付できないような金額にはならないと。ですから、やるべきことではないと思い

ますが、効果はないと思っています。これを強化する、これは都市部の路線課税をし

ているようなところは、農地といえども大玉村の例えば宅地並みぐらいの課税されて

いるところがあります。大玉村の場合のこういう地方の場合には、非常に農地の固定

資産税は安いです、何百円単位で。ですから、それが１．８倍になっても、それをも

って国が言っているような誘導には直接は結びつかないというふうに考えています。 

   路線価をとっていないのですね、大玉村の場合は。農地は、どこの農地も山間部の

農地も同じです、評価額が。そういう面から言うと、１．８倍と言っても、例えば

７番議員さんが農地に課税されている金額を考えたときに、それが１．８倍になった

場合はどのぐらいになるかというふうになると思います。 

   それから、もう１点は、耕作放棄地で全部課税されるわけではありませんので、農

業委員会が耕作放棄地を調べて、それが再生可能だと、ここはいい場所にあると。再

生可能で当然集積バンクのほうに、これは再生に向けて協議しなさいと。そして言っ

て勧告したにもかかわらず、協議をしないで放置した場合には課税しますよというこ

とですから、条件の悪いところ、それから農地バンクで集積やってもこれは無理だと

いうふうに農業委員会が判断した場合は課税対象から外れますので、中山間の場合は

余りないんじゃないかと。全面ではありませんので、この法律は。農業委員会の判断、

勧告がなければ課税強化はできないということですので、調査をしてみないと、どの

程度の割合の課税がされるかというのはわからないという状況であります。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 時間もなくなってきましたので。 

   しかしながら、いわゆる収入のない農地に課税するというのはいかがなものかとい

う観点もございます。特に中山間地は絶対、課税強化してはならんという考えは持っ

ております。 

   次に移ります。 

   大玉村の堆肥センターの今後の運営についてでございますが、平成７年ころからの、

いわゆる老朽化もあろうかと思いますが、まず初めに、畜産堆肥の搬入実績と販売量、

または引き取り量ということでお答えを願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   堆肥センター関係の近年の搬入実績・販売でございますが、２５年度で申し上げま

すと、混合原材料、あともみ殻、これを合わせまして２，８３９．５立方メートル。

これに対しまして、生産量が２，５５７．０立方、販売引取量につきましては

２，５４７．５立方メートル、余りが９．５立方メートルでございました。 

   平成２６年度について申し上げますと、搬入量につきましては２，８６３立方、生

産量については２，５６８．５立方、販売取引量については２，２２７．０立方で、

３４１．５立方メートルが売れ残りというふうになってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） そうですね、私もずっとこれ調べてみた結果、２１年から２７年ま

で、搬入量または販売実績等ありますが、平成２３年度、いわゆる原発発生の時期が

１，２００立米と極端に落ちているんですね。それで売れないということでしたね。

それから、２４年度、２５年度については、農地除染やりましたね。そこで地力増強

ということで、堆肥を投入したということで大量に消費されたということ。 

   しかしながら、依然として余ったということで、この引き取り量というのは、売れ

ないために農家の搬入者に割り当てて引き取ってもらっているということですね。そ

の金額は立米２，０００円だというふうに言われています。 

   これらについて、今後も引き取り量というものは継続せざるを得ないのかどうか伺

います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   現在売れ残りが生じていまして、これがやっぱり累積してきますと、どんどんやっ

ぱり売れ残りが生じてしまうというような状況になります。 

   置き場にも困るということで、やむなく引き取りを願っていると。いわゆる搬入量

に応じた引き取りをしていただいているというのが現状でございます。 

   これを改善するにはどうしたらいいかということになってくると思うんですが、田

んぼにどんどん入れますという方がいてくれればありがたいんですが、田んぼにはせ
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いぜい１反歩当たり１本、１トンですね、これが限度かと思います。一番いいのは畑、

これですと、通常野菜畑ですと、１反歩当たりだと４立米、４トンくらいですか。普

通の葉物野菜でしたら、倍程度入れてもそんなに影響はないのかなというふうにも思

っています。いわゆるその畑、先ほどの耕作放棄地とかの問題もあろうかと思います

けれども、やはり周りを見ますと、原発事故前までには耕作していた畑が、それ以降、

やはり家族が、自分のところの野菜は食べないというふうな方もいらっしゃるようで、

私の周りでも、大きくつくっていたところが全然つくらなくなってしまったというと

ころもございます。そういった流れで、やはり堆肥の販売量が減っているのではない

かというふうに考える状況でございまして、やはり売れ残りが生じますと置き場にも

困りますし、引き取っていただくのはやむを得ない措置なのかなというふうに考えて

ございます。 

   また、それが限界に達すというのも懸念されるところでございますが、その時点で、

やはり何かしらの対策は考えていかなくちゃならないというふうに思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 状況についてはよくわかりました。 

   次に、施設や機械の購入年度、償却による残存価格、これらの毎年の修繕費用につ

いてお尋ねいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） 再度、７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   機械の購入年度、償却の残存価格でございますが、今の堆肥センターにつきまして

は、平成７年度に、地域農業基盤確立農業構造改善事業によりましてつくったもので

ございます。また、平成８年から１０年度までは、農村２１バイタルプランの補助を

受けて今の建物設備になってございます。 

   購入の金額も申し上げたほうがよろしいでしょうか。金額もですね。 

   では、残存価格につきましては、機械の償却年数が７年から１７年でございますの

で、残存価格として残っておりますのは、平成２３年度に整備した、いわゆる流通で

きない堆肥の保管用パイプハウス、これ８００万で建設したんですが、これの残存価

格として３４２万９，０００円程度でございます。 

   毎年の修繕費用でございますが、詳細な数字はちょっとつかめないんですが、執行

成果の決算額から見ますと、平成１４年から平成２６年度まで、多い年度で５８０万、

少ない年度で７０万、１３年間で３，７１０万ほどかかっております。平均すると年

度当たり２６５万というふうになっています。 

   また、近年では、その攪拌機とかマニアスプレッダの修繕に費用がかさんでおりま

す。平成２０年から２６年までで申し上げますと、多い年度だと５８０万、少ない年

度でも１６０万かかっております。７年間で２，６００万、平均すると年度当たり

３７１万４，０００円かかっておりまして、機械の経年劣化による修繕費用が増加す

る傾向になってございます。 
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   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） かなり老朽化による修繕費用がかさんでいると。毎年平均２６５万

だというふうに言われております。 

   これらの更新時期、または更新する場合の総価格は幾らくらいになるかお尋ねして

おきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   平成７年度に整備いたしました自動堆肥発酵プラント、これが償却年数１７年でご

ざいますから、償却年数から見ると、パイプハウスを除きまして更新の時期は過ぎて

いるというふうに思っております。 

   更新の費用でございますが、１０年前に旧白沢村で堆肥センターを建設しましたが、

これを参考にしますと、新築建屋と攪拌機１基、いわゆる１レーンをつくるので、そ

の当時１億３，６００万ほどかかっているふうでございます。 

   ただ、うちのほうであのプラント建設したときのメーカーさんのほうに、隔年で点

検をしていただいておりますが、そちらのほうに確認をしたところ、いわゆる攪拌機

本体の更新ということであれば約４，０００万から４，５００万くらいはかかるだろ

う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） ７番。 

○７番（鈴木宇一） かなりの金額がかかると予想されます。これらについて、公設民営

化について、その後、どのように考えをお持ちかお尋ねしておきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ７番議員さんの質問にお答えをさせていただきます。 

   堆肥センターの収支の状況を見ますと、堆肥の販売とかそういった浮き沈み等もあ

る中で、機械設備の修繕費、これを除けば、経常的な収支を見ていけば数十万程度の

赤字であるというふうに思っております。 

   公設民営化につきましては、目下検討中でありまして、従来どおりの運営を行って

いくしか今のところはないのかというふうには考えていますが、受け皿ができてから

具体的に検討をしていきたいというふうに思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ありがとうございました。 

   いろいろと堆肥センター問題はこれから大変なことになるなというふうには考えて

おります。 

   マチュピチュ村友好都市協定、非常に反響が大きくてすばらしいなと、歴史的な瞬

間だなというふうに考えております。日本で最も美しい村連合についてもそのとおり

であります。押山村政、外交すばらしいなと、非常に私も感心しておるところでござ
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います。 

   そういう中で、内政としまして、やはり問題もないわけではありません。原発の廃

棄物の処理、保育所・児童クラブの問題、直売所の建設、公共交通、耕作放棄地の問

題、そしてＴＰＰの問題、これらの問題を最大限に努力されますことをお願いしまし

て、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７番鈴木宇一君の一般質問を打ち切ります。 

   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） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開します。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ８番佐々木市夫君より通告ありました「大玉村ブランド化推進協議

会立ち上げの考え」ほか３件の質問を許します。 

   ８番。 

○８番（佐々木市夫） 議長の許可を得ましたので、さきに通告しておきました４件につ

きまして一般質問を実施したいと存じます。 

   今議会最後の質問であります。同僚議員の質問ともかなり重複する部分もあります

が、私なりの見解から改めて質問してまいりますので、また、今議会は、ご案内のと

おり、来年度の予算編成も大きく影響する重要な議会であるとの認識から、積極的な

提言もあわせて質問してまいりますので、改めて当局の明快なる答弁を求めるもので

あります。 

   また、質問に対する答弁でありますが、質問要旨は括弧書きの下に何点かはちょぼ

書きで質問項目が羅列してあります。それぞれに答弁していただくのではかなりの時

間を要しますので、一括してその部分の内容を加味した答弁をお願いしたく存じます

ので、改めてその辺よろしくお願いしたいと思います。 

   それでは質問に入らせていただきます。 

   最初の質問であります。 

   大玉村ブランド化推進協議会立ち上げの考え方についてお伺いいたします。 

   去る１１月２６日には、ペルー共和国マチュピチュ村現地でマチュピチュ村との友

好都市締結、また、昨年の１０月２日には北塩原村で開催されました臨時総会におき

まして、日本で最も美しい村連合加盟の締結で、現在大玉村が一躍このメジャー有名

になり、どこそこで大玉村は大したもんだないということが私の耳にも聞こえてまい

ります。 

   大変うれしく私自身も誇りに感じるところでありますが、一方では、今後村発展に

つなげる各種の推進方策の重要性に鑑みまして、しっかりとした取り組みが期待され

るところでありますので、その辺を含めて質問をしてまいりたいと思います。 

   大玉村の魅力を再発見し、それを発信すべく総合的な見地から検討する意味合いか
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らも、村民や産学連携のもと、仮称「大玉村ブランド化推進協議会」を発足すべきと

考えます。当局の考えをまず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） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   日本で最も美しい村連合加盟、また、マチュピチュ村との友好都市締結、今、８番

議員さんがおっしゃるとおり、一躍注目されるようになりました。 

   私どもも、いばらきまつりとか、あと浅草寺での観光物産ＰＲの際にも、やはり来

場者からマチュピチュ村との友好都市を結んだところですかと声をかけられるような

場面がありました。 

   ご質問の大玉村ブランド化推進協議会、いわゆる大玉村ブランド、これにつきまし

ては、何をどういったものにするのか、どのようにするのか、また、ブランドとして

何を発信するのかなどを検討を要する課題がかなり多いと思われます。その機運が高

まれば検討したいというふうに思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   その機運が高まれば、高まればということでなくて、機運を盛り上げて今は行くべ

きだなという観点でございますので、大玉村の自立と活性化のため、今何が必要と考

えるか、あるいはまた、このブランド化を図る意義をどう考えるかについて、村長、

ご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答え申し上げます。 

   先ほど７番議員さんの質問にもお答えをしましたが、ブランドという場合のそのレ

ベルの問題、有機関係、先ほども堆肥センターの堆肥がさばけないというような状態

で、なかなか有機の里宣言をしても進まないということで、ブランドとして売るため

にはそれだけの量、質が必要になるということですので、まずは有機農業をふやすと

か、それからそのためには法人化とか、ある程度集積をした中で産物をつくっていく

と。今可能性があるのは、米以外には量的に難しいというふうに考えています。肥育

農家も３軒しかおりませんので、和牛のブランド化大玉牛と言っても、結局は最終的

には量的な問題がやっぱりあると。果樹も果樹農家、イチゴ等々にしても、１軒、

２軒、３軒のレベルのものですので、ブランドという形での量的なものと。質的なも

のはもう十分あるというふうに考えていますが、量的な部分についてはかなり難しい

のかなというふうに考えておりますので、そのブランドに向けて考えていくというこ

とがやはり必要だというふうに考えておりますが、今委員会を立ち上げて、すぐにこ

れをブランド化していこうというのは、まだ少し早いのかなと。その基盤、基礎的な

ものが少し足りないかなというふうに感じておるところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 
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○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   有機の里宣言、まさに前村長が、私、副会長だったのですけれども、一緒に行って

きましたけれども、宣言までは至りませんでした。宣言して看板立てたらなんていろ

いろ提言しましたけれども、残念ながら、ある一定の人たちしか今、そんなに取り組

んでいないし、いろいろな意味で、後から出てきますので、その話も一緒にさせても

らいますけれども、その方向性としてブランド化、そういう方法も一つだと思います。 

   私が言っているのは、別に農産物だけではありません。観光も含めて、この地域丸

ごと、いろんな種別ありますけれども、それがブランド化という形の観点ですので、

一遍にはあれですので、ここでは全ては申しませんが、そのことも含めていろいろ検

討していただければと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   次に、循環型地域づくりのため、ひと、もの、かねの地域循環を構築する手法はど

んなことを考えておりますかという観点です。 

   前回の質問にもありましたけれども、改めて今、最も美しい村連合、地域循環、い

ろんなテーマがあるわけですけれども、それらについての村長の考えをお伺いしたい

と思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度、お答え申し上げます。 

   ひと、もの、かね、全て循環をさせるということは、大玉村のお金をなるべく外に

出さないようにしたいということでございます。そして大玉村のものを外にどんどん

販売をし、もしくは外から金をいただくというのが理想だろうというふうに考えてお

ります。 

   ですから、商工業の発展についても、できる限り村内のそういう、不足はあるかも

しれませんが、ＰＬＡＮＴ－５も含めて村内企業ですので。あと、前申しましたよう

に、たばこも大変な、余り勧めることは健康上の問題でできませんが、実際の納税額

は非常に大きなものがあります。入湯税もそうです。それからあと、直売所が今でも

ありますので、できれば直売所を利用していただくとか、あとはいつも言っているよ

うに、各事業を起こすときに補助金等を探す、それから企業活動でいろんなスポーツ

文化とか、あらゆる面でそういう事業もございますので、そういうものを探し出すと

いうことで、それでかなりのものが村内に財政的にもとどまるだろうと。それから外

からも入ってくるだろうというふうに考えていますので、この面、この面というだけ

でなくて、あらゆる面においてそういう発想で考えていけばというふうに思っており

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   上杉鷹山が財政復興のためにいろいろ出した言葉の中に、有名な「入を量りて出を

制する」という言葉、全く同じ考えの一つの手法かなと思っております。 

   いずれにしましても、この大玉村を活性化するために、これだけでなくていろんな
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手法あるんでしょうけれども、その辺も含めて次の質問に入りたいと思います。 

   ブランド化を図る上で、特に私が村外との交流事業を促進し、地域を豊かにするた

めの視点から、観光資源と農村、農業資源などの認識と、それらの発掘時期の所見や、

それらと並行して、観光ボランティアガイドの養成などについて、改めてこの村外と

の交流事業と観光、その辺も含めてのご答弁をお願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） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   観光資源関係でございます。あと、農業資源関係でございますが、観光資源として

は、ご承知のとおり、遠藤ヶ滝とか相応寺のしだれ桜、遠藤ヶ滝不動尊の例大祭とか、

フォレストパークなどが村内の代表する観光資源であるというふうに認識をしており

ます。 

   今までにおいても、遠藤ヶ滝上流の四十八滝とか、そういったものを調査してきま

したが、新規、対外的に情報発信するまでには至っていない状況でございます。 

   日本で最も美しい村連合加盟を機に、いぐねのある村の風景、これらはホームペー

ジ上で情報を発信している状況でございます。 

   農村、農業資源、こういったものに関しましては、整然と整備されました圃場が季

節ごとに織りなすいぐねのある風景、あとは先代が農業用水を確保するために労力を

注いで建設しましたバカ堀とか、あとは三森ため池用水を均等に排水するための円形

分水、こういったものがどこからの情報かどうかわかりませんけれども、たまに質問

されるようなところもございます。 

   掘り出せばいろいろあるかとも思いますが、どのような組み合わせで観光資源とし

て利用するかは検討を要する部分ではあるのかなというふうに考えてございます。 

   また、観光ボランティアガイドの育成の考え方ですが、そういった問い合わせとか

必要性が今のところ感じられておりません。需要があるようであれば検討したいとい

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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 答弁ありがとうございました。 

   全くこの現状認識からすれば、恐らく観光ボランティアガイドも必要ないという認

識になってきますね。現状ではなかなかそういうふうな観光地も含めて、村が対外的

にＰＲしたり、いろいろ自慢するところを発信するその努力は今までも少ないし、そ

ういうことかなと思っております。 

   でも、またしかしですけれども、今がまさにそれをしないとならない、なぜか、ま

さに今、先ほど申したとおり、大玉村有名になりました、おかげさまで。ですので、

その先々を見据えて今から計画したり、そういうことを養成してやらないと、もう手

おくれになりますよと。検討、検討でいつまでも行ったのでは、検討で終わってしま

うのですよということを申し上げておきたいと思います。 

   さて、ブランド化を図る上で、特に私が強調したい、先ほど来、農産物が主流ブラ
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ンド化となっておるようですけれども、問題提供したい。 

   農産物のブランド化を図る方策についてお伺いいたします。 

   大玉村の地域風土に最も適した農産品、特産品の考えと、大玉村の農産物が消費者

により深い理解と信頼を得るため村独自の栽培基準を設定し、一方では、販売促進を

促す認証制度を設ける考えをまず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） ８番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   地域風土に合った特産品開発の考えということでございます。 

   先ほど村長のほうからも答弁いたしたとおり、地域風土に合った特産品、これは地

形的なものもあると思いますけれども、本村においては米ではないかと。基本的には

米が主となってございますので、米ではないかというふうに思っております。 

   もともと稲作中心で、圃場整備や機械化などによって省力化が図られまして、生活

の糧を外貨獲得のために勤めに出るといった流れの中で、畑作のほとんどは自家消費

野菜の生産にとどまっております。 

   伝統野菜ということで、近年注目を浴びているようなものでは、いわゆる京野菜と

か、あと加賀野菜とか、江戸・東京野菜、そういった古い時代にその地方に入りまし

て、そこでの栽培、採取を繰り返していく間に、その土地の自然条件や好みなどに適

合したものがあれば特産品として生産推奨ができるのではないかと考えてございます。 

   また、そういったものを生産流通させるには、生産者確保の問題があります。後継

者不足とか担い手の確保が容易ではない中、いかに商品としての価値の高いものを取

り入れるかなど、課題は大きい現実があるのではなかろうかというふうに思っており

ます。 

   また、認証制度に関してでございますが、ブランド化を図るということは、やはり

一定の基準を定めまして、品質などを保障するものでありまして、ブランド化につい

ては、販売の促進、あと価格面での有利さが出てくるかなというふうに認識をしてお

るところでございます。 

   また、一方、定めた基準、これをクリアするためには、生産技術とか生産履歴の管

理、品質管理、出荷に際しての検査など、品質を一定以上にしなければならないとい

った課題があると思っております。 

   野菜とか果物につきましては、共同選果場等で形や色つき具合、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市場に出

ていくシステムづくりをしなければならないと思っております。 

   また、ブランドを付した生産物、これを販売するルートの確立、こういったものも

課題となっておると思っております。 

   米につきましては、前にもお話ししたかと思うんですけれども、農協さんのほうで

食味計２台を導入しまして、みちのく安達管内で平成２７年産米で食味の優れた米

２，０００俵の集荷を計画してございました。 

   結果的にどうなったかというのは、まだ私把握してございませんけれども、さらに
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５年後の平成３１年度では、４，０００俵に底上げを図る計画であります。 

   これも基本的に、やはりそのブランドという冠を付して市場に有利な価格で相対取

引をやるという目的のものであるというふうに認識をしているところでございます。 

   稲作が基幹の本村におきましては、農産品のブランド化を拡充するための村独自の

認証制度、これをつくるということの意義でございますが、ブランド化を図る農産物

を何にするのか、基準をクリアできるものがあるのか、また、先ほども村長答弁した

とおり、量的に幾ら生産できるのか、あと検査体制をどういうふうにするか、販売ル

ートをどうするか、そういった課題がありますので、ブランド化、こういったものに

つきましては、要望があれば関係者と協議検討していきたいというふうに考えてござ

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） これは簡単なようで難しい。ブランド化を図るというのはほとん

ど長い時間をかけて、魚沼の米もそうですけれども、いろんな地方での成功例から見

ますとかなりの時間を要しています。ですから、ある意味ではもう、この村もいろん

な意味で取り組んでいるのは間違いないと思います。一方で、皆さんご存じのとおり、

棒立て米を寿司屋の札幌にやると、これはＪＡのほうの関係ですけれども。 

   いずれにしましても、先ほど村長答弁の中にあった量の問題を含めて、私が考える

のは、やっぱりＪＡとの関係が一番考えるその原点です。これをなくしてやっぱり、

いろんな私も地域おこし、そういうことをやってきましたけれども、農協との関係が

まず一番大事なところと、あるいはまた、もう一方で今一番改めて反省させられてい

るのは、消費者の視点ということだと思います。 

   我々生産者はやっぱり自信を持って生産するわけですけれども、いずれにしても買

ってくれるのはお客様、消費者ですから、この視点がやや欠けているなと、そういう

ことをうんと反省しております。最近その辺も含めて勉強させてもらっていますけれ

ども、まずそのブランド化、いろんな形を売る。もう少し行政主導ということで私は

考えてはいません。ですけれども、やっぱりそのきっかけづくりは行政はしていただ

かないと、我々が、村民が、そういうことを自主的に、待っている雰囲気もあるよう

ですけれども、それはそれとして一番大事なことですけれども、今この緊急事態、Ｔ

ＰＰも先ほどからありますけれども、そういう中で、やっぱり行政としてやるべきこ

と、やっぱり私自身は行政も議会も村民も一緒にもう行動を起こすべきだなという形

で今村民に訴えながらやっている一人ですから、そういう意味からすると、行政の役

割、議会の役割、村民の役割、それらをしっかりと認識しながら、こういうブランド

化に向けて早く組織づくりを、きっかけづくりをしていただきながら、いろんな勉強

をしながら、他の先進地の事例なども研究しながら、やっぱり一歩一歩前に、一歩前

進して三歩後退するようでは仕方がありませんので、しっかりとこっちへ、前に進む

努力をまずすべきかなと。そのことを、行政も我々も村民も心一つにしてやっぱり立

ち向かう時期だなと考えておりますので、改めてよろしくお願いしたいと思います。 
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   先ほど認証制度とか栽培技術ありました。前任者の質問にもありました堆肥センタ

ーの問題、まさにその辺がきっかけだと思いますよ。栽培技術のために、いかにその

堆肥で生かすか。大玉村は最も美しい村連合で評価された一つなのに、堆肥センター、

これは国分農場ですけれども、循環型農業が評価されているわけですから、まさにそ

のことを実証するためにも、国分農場もしかり、手前の大玉村堆肥センターの活用も

しかり、そのことにひとつ大きなキーワードがあるような気がしておりますので、そ

の辺も含めて、後からもいろいろお願いしますけれども、よろしくお願いしたいと思

います。 

   さて、大玉村の文化祭と共催し、食の文化祭並びに農産物品評会開催の考えについ

てお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えしたいと思います。 

   大玉村の文化祭の食の文化祭ということでございますが、本村でも過去に文化祭に

おいて農産物の品評会等を開催していたという経過があります。 

   それは好評であったと思うんですけれども、それと同時に商工祭りや畜産フェア等

が開催されるようになったと。今度、ふれあい広場のほうを整備されましたので、そ

ちらのほうでイベントを開催するということで、残念ながら、その文化祭のほうから

は少し離れた状況での開催という状況になっているのかなと。 

   あと、郷土料理の関係も、教育委員会のほうでは、高齢者の方にお世話になってだ

んご汁等を作成して、子どもたちと料理をして食べたりということで、そういったも

のの事業も大玉村でもちろん行っておりますので、少しＰＲが足りないとすれば、も

っと広報等でそういったことで子どもに郷土料理等を高齢者の方々の力をかりて事業

を行っていますというようなことをこれからも積極的にＰＲしたいというふうに考え

てございます。 

   それから、今現在イベントを行っておりますけれども、今後はそういったいばらき

まつりとか産業文化祭とかということで、ほかのところにも我々出張しておりますの

で、そういったものを参考にしながらよりよいものに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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   質問にも書きましたけれども、お隣の宮城県、旧宮崎町、現在では合併して加美町

になっております、ご存じでしょうか。 

   ここでは、平成３年度からこういうふうな食の文化祭を実施しており、商工会も女

性部とかいろんな方たち巻き込んでやっております。現在でも続いております。私も

過去三度ほど当地に出向いていきまして勉強させていただきました。 

   当時の宮城県浅野知事も、その取り組みを大いに評価しておりまして、会場にも実

際出向き、その企画と実行力に知事さんも称賛しておられたのを記憶しております。 
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   農産物の品評会も同時に開催して、まちの活性化はもとより、食文化の見直しやこ

どもたちへの食育にも大いに効果を発揮しているようであります。 

   現在まで続けているということの意義はやっぱり非常に大事なことかなと思ってお

ります。我々も昔からの伝統食の掘り起しとか、いろいろ今こちらで話したとおりで

す。 

   食生活改善グループなども、ここで名前言ってはどうかと思いますけれども、名前

言いませんけれども、村民のあるおばさんから、いろんなこの伝統料理を勉強して、

そのことを中学生に教えているとか、そういうふうな活動も行っております。 

   この際、いろんな形でそういう大事なものを、伝統的なものを掘り起こして、皆さ

んにやっぱり、理解し合って、さらには今はやりのそういう料理も含めて、最初は小

さくてもいいですけれども、比較しながら、ある意味ではさっきのブランド化につな

がる地域の大事な宝物を掘り起こすという形と視点で意見を申しましたので、ご検討

願えればと思います。 

   蛇足になりますけれども、今、私、伝統食の掘り起こし、いろんな生活改善部とか、

そういう方々にお願いして資料を集めながら、実は私はずっと前にお米麺を納めてお

ります華の湯の齋藤料理長と一緒にやりとりしていまして、ややそれらしきものはで

きましたようです。 

   大玉村では、昔からまぐわ丼、最近ではまぐわっこ、そういう料理があるようです。

それを彼が再現して、先日うちの家内と一緒に行って、最初から最後までずっと覚え

てきましたけれども、いつか料理長に来ていただいて、ぜひ村内の女性も含めた男性

方にご紹介しながら、実際体験してほしいなと思っておりますので、その節はまたお

知らせしますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

   ２番目の質問に入らせていただきます。 

   除染計画の進捗状況と森林、林業の再生の考えをお伺いします。 

   村内除染の実施状況と課題及び問題点について、何点かお尋ねします。 

   既に多くの、このことにつきましては、さきの今回の行政報告で示されております

が、傍聴者もおりますし、改めて一般家庭の除染、公共施設、道路関係、また、水田、

畑などの農地、雑地やため池、さらには里山、山林など、行政報告では示されていな

い部分についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

   また、汚染物質などの中間貯蔵施設への搬出予定、これも行政報告に示されており

ますけれども、及び村内各区ごとに計画されております仮置き場の設置状況、これら

についてもあわせて詳しくお願いできればと思います。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず、最初の除染の実施状況について申し上げます。 

   一般家庭につきましては、計画では２，５００戸ということでございます。現在発

注が２，３７９戸、完了は２，１９１戸、この差につきましては、やらないというよ

うな数も当初の発注には入っていましたが、それがその差になってございます。 
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   公共施設に関しては、計画１００カ所、発注が８７、完了が４８というふうになっ

ています。 

   道路につきましては、３３０キロの計画ですが、発注６キロ、完了６キロ。この道

路については、今やるべき路線、優先順位等々定めながら、計画の見直しを検討して

おります。 

   水田につきましては、９８．８ヘクタールで、発注が９８．８、完了９８．８。畑

につきましては、４２．４ヘクタール、発注が４２．４、完了が４２．４と。樹園

地・牧草地につきましては、２５４．３ヘクタールの計画、発注、完了とも計画どお

りでございます。 

   農業用水につきましては、受益面積換算で３００ヘクタール、発注３００ヘクター

ル、実施３００ヘクタールというふうになっています。 

   ため池につきましては、県のほうで基礎調査やってございまして、１５カ所ござい

ました。この中で、８，０００ベクレル超のため池について、現在、詳細調査９カ所

を考えておりまして、今後発注する予定にしております。 

   里山・山林の計画については、計画上はございません。 

   課題・問題点についてでございますけれども、住宅除染につきましては、ほぼ完了

というふうに考えています。１７区の調査も全て終了し、これについては、全体で平

均０．２３を超えるような箇所はないということで、居住者、それから所有者とただ

いま調整中でございます。 

   公共施設につきましても、現在、防火水槽の除染を発注しておりまして、これをも

って公共施設については完了だというふうに考えています。 

   道路除染に関しましては、年内に調査を実施いたしまして、２８年度事業で取り組

みたいというふうに考えています。この際、先ほど申し上げましたが、どのように優

先順位を決めて早くやるか、通学道路、生活道路を優先して進めていきたいというふ

うに考えています。 

   農用地に関しては、今後の除染実施については、今の段階では考えておりません。 

   森林に関してでございますが、住宅周辺につきましては、国のガイドラインに沿い

まして、住宅除染と同時にやってきましたが、それ以外につきましては、森林除染の

実施に関して、これまでも国に求めてまいりましたが、実施方針がまだ示されていな

いということもあって計画はございません。 

   ２点目の汚染物質の中間貯蔵施設への搬出の件でございます。 

   環境省の計画ですけれども、本年度パイロット輸送を１，０００立方程度実施する

ということについては行政報告でも申し上げております。 

   ２８年度以降については、双葉、大熊の保管場の状況、これを踏まえて、国が今ま

でこの汚染物質の輸送計画につきましては、本格輸送という言葉を使っておりました

が、この本格輸送というのは一体いつになるのだという議論がございまして、それは

双葉・大熊、高速のジャンクションの完成時期だというふうな言い方をしております

が、これは３１年というふうになっているんですね。そうすると、それまでやらない



 

- 107 - 

 

のかというような議論がございまして、つい最近の協議の場では、２８年度以降につ

いても、今年１市町村１，０００立米というのをパイロット輸送やるんですけれども、

２８年度以降についても、適時、保管場の状況を踏まえて、本年度を超す量を運んで

いきたいというような計画が示されておりまして、それに基づいて、本村においても、

中間貯蔵施設へ向けた村内からの運び出しについて計画を出していきたいと思います

が、輸送の本格化については、やはり３１年度以降というふうにならざるを得ないの

ではないかということが現時点での見通しでございます。したがいまして、本村の輸

送完了というのは、確実に３１年度以降になるというのが、現時点での見通しでござ

います。 

   続いて、最後の仮置き場の設置状況の関係でございます。 

   現在までに仮置き場につきましては、大玉１区から１０区までの仮置き場はほぼ確

保できたというふうに考えています。大玉１１区から１６区までについては、集約、

積み込み場ということで、現在、これまで玉井地区での仮置き場の選定の考え方、こ

ういったことも示させていただきながら、現在調整中で、早期に確保して、おのおの

のご家庭に仮保管させていただいているものを早期に解消したいと、このように考え

ているところでございます。 

   なお、現在、借地料等を払っている仮置き場につきましては、１２カ所ほど確保し

てございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 現況と進捗状況、課題などは今話したとおりでありまして、いず

れにしましても、他の市町村、本宮市、二本松市などから比較すると、この大玉村、

いち早く除染に取り組んで、公共施設も含めて一番早く進捗率が高く推移していると

いうことで、大変ご当局の皆さん方のご努力にも改めて感謝を申し上げる次第であり

ます。 

   今のお話にもありましたとおり、大玉村村内でも仮置き場のこの設置状況は、やや

玉井方面が先行して取得しておりますが、大山地区のほうはややおくれていて、いろ

んな問題抱えているんだなと。ただ、実際的には大山のほうが早く始まって、玉井方

面は後からということであれば早く、この大山の事情は私もある程度はわかってはい

ますけれども、現場の区長様ともよく連携しながら、いち早く仮置き場の設置が可能

になるようなご努力をあわせてお願いしたいと思います。 

   さて、次の質問でございます。 

   放射性物質の現状と森林・林業再生の方策について伺います。 

   面積とか何かはホームページでも十分記載しておりますので省きまして、それにつ

きましてもあえて村内の森林面積、大玉村はほぼ７０％、８０％になりますか、森林

が多い村でありますから、改めてその面積などの説明をお願いしたいと思います。 

   また、その放射性物質の現状と予測、難しい問題かと思います。国では全然この除

染の計画、示されておらない現状でありますから。それにつきましても、本題でもあ

りますこの森林・林業再生の道筋と村内での生産される木材の利活用推進策について
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の方策、関連いたしまして、バイオマス燃料のための木材を利活用したこのバイオマ

ス燃料を製造施設設置の可能性、村長さんも、フォレストパークの起工式にはお呼ば

れして行ったと思いますけれども、いずれにしましても、近くで実証例があります。

県の助成で施設も設置済みでありますけれども、その辺もあわせて、総合的にこの放

射性物質の現状と森林・林業再生の方策についてお伺いしたいと思います。 

   なぜこんな質問しようかといいますと、私、先月郡山の市役所で行いましたこうい

うふうな講習会、これを３部ずつ渡しておきましたけれども、課長にも行っていると

思いますけれども、行ってまいりました。そのときに驚きましたのは、大玉村で彼ら

が、これ環境省、農政省どちらでしょう、外郭団体ですけれども、現地の除染の調査

している。何回もこの中で大玉村の名前が出てきました、大玉村、川内村とか鮫川村

とか。大玉村の皆さん、どれほど職員の皆さん方これ認識しているのかなという問題

と、必要であればいつでもこの方の責任者、こういう方が大玉村に出向いて、いろい

ろな問題提起と話し合いなんかもしてくれますということまで名刺交換させていただ

きました。 

   そういうことも含めて、これが今、課のほうに２００冊ほどきているようですので、

ぜひ議員の方々にもお知らせいただければと思ってお願いします。 

   それも含めまして、今の質問についてお答えいただければと思います。よろしくお

願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんに、バイオマスの件について私のほうから、それ以外

については担当課長のほうから答弁をさせます。 

   バイオマスについて大玉村の名前が挙がりますのは、大信村のほうに民間がつくっ

たその木材を使ったバイオマスの工場が、大玉村の阿武隈川沿いにつくるという計画

がありまして、大玉村はそれについて受け入れを表明していたという経過がございま

すので、その延長線上で大玉村の名前が出てきているのかなというふうに考えており

ますが、塙の焼却場の反対運動が起きた時点で、その企業は大玉村での事業を断念し

たということで、その時点でもう大玉村でのバイオマス事業というのは消滅したとい

うふうに承知をしております。 

   県のほうで言っているのも含めて、大玉村の材木ではとても間に合いませんので、

県北全域の木材を集めてきて初めて成立するような事業となりますので、大玉村でと

いうよりは、広範囲に県のほうで主導してという話であれば、その話には乗りますが、

我々のほうから積極的に大玉村でということは、現時点では難しいのかなというふう

に考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） 村内の森林面積に関する質問でございます。 

   国有林が２，７４０ヘクタール、公有林が、これは大玉村で持っているやつとか財

産区でもってやるやつ、県で持っているやつとかでございますが、公有林として
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５１４ヘクタール、あとは私有林が１，９４２ヘクタール、合計５，１９６ヘクター

ルとなってございます。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   放射性物質の現状と予測ということでございます。 

   先ほど資料の紹介にもございました川内、大玉ということでございますが、森林内

の放射性物質の分布状況については、森林総合研究所が事故発生の２０１１年９月か

ら毎年調査を実施しております。 

   福島県内の３町村の試験地において、森林の土壌、それから落葉層、樹木の葉っぱ、

幹など放射性セシウムの濃度とその蓄積量を毎年調査しておりまして、本村の前ケ岳

地区内の国有林野も調査地点になってございます。 

   この調査結果によりますと、森林内の空間線量については、確実に低下しておりま

して、２０１１年には０．３１マイクロシーベルトであったものが、一番早い発表に

なっているのが２０１４年度調査でございまして、現在、１年前ですね、０．２マイ

クロシーベルト、空間線量率としては３５％低下していると。 

   また、放射性物質の濃度変化では、樹木の葉っぱとか枝、それから辺材、がわです

ね、それから心材、葉、枝、辺材、心材では、それぞれ多少の差はあるんですけれど

も、６５％から９５％の濃度が減少しております。落葉層でも８０％以上濃度低下が

見られますが、土壌、零から５センチですね、ここでは７５％程度濃度が上昇してい

ます。 

   これらは、調査結果から考えますと、全体的には放射線量は低下していますが、枝

とか葉っぱ、あるいは落葉からの離脱した放射性物質が表層部分に蓄積されていると

いうことが言われると思います。 

   全体的に割合を言うと、落葉層に２割で、土壌の５センチ付近に約８割がとどまっ

ているというふうに考えられています。 

   放射性物質は土壌、表層付近にとどまっていまして、地下への浸透は余り進んでい

ない、ほとんど進んでいないというのが森林総合研究所の調査結果になってございま

す。 

   国は、この森林除染については、現在も方針を示しておりません、先ほども申し上

げました。森林内の放射性物質の許度につきましては、森林生態系における放射性セ

シウムの循環をやっぱり解明していく必要があるし、木材の安全性の確認とか放射性

物質の除染、拡散防止対策をどう進めるか、これらについて非常に重要な調査でござ

いますので、今後とも継続した調査を国が責任を持って進めるということは当然でご

ざいまして、これらをもとにして本村の森林のさまざまな利用に即して、国は除染の

方針を示すべきだということは引き続き求めてまいりたいと、このように考えていま

す。 

   なお、木材等については、実際、心材については市場に出回って動いてございます。 

   以上でございます。 
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○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   森林・林業の道筋ということでございますが、山が手入れされていない現状におき

まして、現在、森林整備加速化林業再生事業、これが実施されてございます。山林に

間伐とあわせ作業道を入れるという事業に合わせて、山林に堆積した放射性物質が下

流に流出しないようにくい等で流出を防いでやるというような内容でございまして、

いわゆる森林を健全な状態に再生する事業でございます。 

   山林が手入れされず放置されている現状につきましては、安くて筋のよい外国産材

に押されまして、国内産材の需要が減少した、こういったことによって林業が衰退し

てしまった。また、個人個人の所有の山が手入れされなくなってしまったという経過

がありまして、山離れ、山林荒廃の原因となってございます。 

   現在、村内には林業を営む企業１社のみとなってございますが、経営が成り立って

いるものと推測されますので、新たに起業し新規に林業を営むということも可能では

なかろうかと推測されていますし、そういったことが進めば、いわゆる就労の場の確

保といったことにもなるのではなかろうかというふうに考えてございます。 

   また、村内産材の利用推進策ということでございます。 

   今、再生復興課長のほうからも心材については流通しているという答弁ございまし

た。村内の企業が森林整備加速化林業再生事業という補助事業を利用しまして、間伐

材等加工・流通施設整備、これを平成２６年度事業として取り組みました。内容につ

きましては、間伐材を加工・流通させるための施設でありまして、プレカット加工機

械、加工作業等フォークリフト、こういったものを整備したものでございます。 

   森林再生事業の間伐において搬出された木材、これらを製材加工しまして、建築工

法の１つである建てログ材、こういったものとして流通させるという計画のものでご

ざいます。ただし、２６年度末までかかっていたものですから、その時点での成果と

いうことで提出を求めたところ、稼働して間もないので２６年度の事業成果はなかっ

たというふうに回答をいただいております。２７年度につきましては、何がしらの成

果が出てくるものと推測してございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   質問者は極力１時間以内で、早目に終わりたいと思って質問しております。答弁の

ほうがかなり詳しく、大変ありがたいことでございますけれども、時間に協力してい

ただければ大変ありがたくお願いしたいと思います。 

   いずれにしましても、先ほど村長、バイオマス燃料の件については、フォレストパ

ークにできているのだから見に行ったり、いろいろ意見交換したらということぐらい

のことです。私も見てきています、もちろん。いずれにしましても、可能性として非

常に難しいことはわかっておりますので、せっかくそこにあるのですから、ちょっと

見てきたり意見交換させてもらえればなという形でした。 
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   この中に、先ほど復興課長答弁したとおりいろいろあります。この中にも川内村ス

ギ林、大玉村スギ林、只見町スギ林、大玉村アカマツ林、大玉村コナラ林等調査した

経過ありますし、我々村民からすれば、やはりある程度除染進んでいましても、やっ

ぱり心配なんですね。なぜかといったら、森のほうがうんと高いべとか。ですから、

こういう情報はしまっておかないで、先ほど申した外郭団体とも意見交換しながら聴

取して村民に知らせると、これが一番大事なことかと思います。皆さんの不安を解消

してやれる。一緒に研究して、また次の手を考えるのも一つだと思いますので、必要

があれば森林総合研究所の担当者も、この方偉い方のようですけれども、来て、いろ

いろと意見交換をしたいということも言っておりますので、改めてそこをよろしくお

願いしたいと思います。 

   ３番目の質問に入らせていただきます。 

   自然史博物館の誘致を図るべき、その運動を積極的に行っていただきたいとの観点

から質問いたします。 

   １つ目として、現在までの誘致運動の経過についてと、改めて、自然史博物館の意

義と内容、さらにはその施設設置がもたらす地域貢献など期待される内容につきまし

て、また、自然史博物館の概要、日本での設置場所はどこにあるのか、今後の計画な

どについてもあわせてお尋ねしたいと思います。 

   まず、その点よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ８番議員さんにお答えいたします。 

   自然史博物館の意義ということでございますが、代表的なもの、化石が挙げられま

すが、そういった化石のみならず、樹木、それから動植物、石関係、そういった自然

の中における標本、自然史標本という言い方をしておりますが、これらを保全し研究

していくということで、自然史研究の拠点となる自然史博物館、貴重な標本を後世に

受け継いでいく重要な施設ということでは認識しております。これらが果たす役割は

かなり大きいということでございます。 

   日本学術機関が国に提言しているマスタープランによりますと、その設置場所とし

ては、いわゆる複数が妥当だ、しかも中南海地震の対象地、それらが予想される中央

部ではなく、例えばという表現を使っておりますが、沖縄とか東北に設置することが

望ましいというふうに示しております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 概要とかについても、今、十分ではありませんが、答弁があった

とおりだと思います。 

   実は、過日、５月２６日受け付けて、大玉村玉井字星内７０、あだたらを知る会、

代表斎藤徹様の会長名で、村長さんと我々議会議長宛てに要望書がありまして、議会

としても審議した経過がございます。 

   そういうことですので、要望書は今度総理大臣 安倍晋三様、福島県知事 内堀雅
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雄様に押山利一村長、佐藤悟議長で連名で出している経過もあります。 

   ですから、その後どうなっているかということであれば、もう少し、村長いかがで

しょうか、この後の経過について、もしお聞きするところがあればぜひお願いしたい

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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今ほどの要望書、７月１０日付で県知事、それから内閣総理大臣に出してございま

す。これらについては、自然史博物館設立推進協議会の総会の際に、シンポジウム、

セミナーですか、もありましたが、そのときには特に具体的なお話はなく、ただ、県

立博物館あたりでも、当然のごとくあそこも自然史関係収蔵しております。 

   過程といいますか、そもそもの発端といいますか、県のほうでは県内に自然史博物

館を設立しようというのが最初の発端でございまして、協議会も設立されております。

ただし、先ほどお答えしました日本学術会議のほうのマスタープランの提言があった

ためというわけではございませんが、それらを受けて、国立のという表現も出ており

ます。 

   その後の具体的な流れは今のところございませんし、ただ、流れとしては、ほかの

ほうもそういった具体的な運動等は起きておりません。ただ、今のところ、年に１回

の総会の際に出るぐらいという言い方が妥当かどうかわかりませんが、そのころにま

た、来年あたりもお話は出てくると思いますので、その際にはまた引き続きの誘致を

したいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 私自身もここで質問する割には、まだまだちょっと勉強不足でわ

からない点が多いと思います。いずれにしましても、一つ大きなきっかけづくり、国

の施設でなくて、このあだたらを知る会のある重鎮な先輩も、本当は県立自然史博物

館でもいいのだとかいろいろあるようですけれども、いずれにしましても、どうせ誘

致運動を起こすのであれば、行政と我々議会も村民の皆様方も一緒に、もう少しこの

議論を深めて、積極的な運動展開していただければと思います。 

   平成２７年度９月３日午前１１時から若松市でこういうふうないろんな会議、総会

らしきものもあったようですけれども、その資料もございますけれども、いずれにし

ましても、大玉村、自然豊かな非常にこの景観にすぐれて、このような施設を誘致す

るには絶好な場所であると。ある村民の方も郡山市で行われた会議に、どうせつくる

なら大玉村でと俺言ってきたんだなどという方も、最近お話聞きましたけれども、い

ずれにしましても、ばらばらでなくて、いろんな意味でもっと研究して、その内容と

その効果などを、そして積極的に事に当たるべきかなという観点でお願いしたいと思

いますので、改めて村長、その辺の見解についてお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 自然史博物館の経過とか現状については、既に総理大臣とか県知事

に、その設置についての要望を提出したところでございます。 
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   今年の夏に提出をしておりますので、そう矢継ぎ早にこういう要望というのは出す

ものではないので、また時期を見て出していきたいと思いますが、まずは、自然史博

物館が出たいきさつは、福島大学の蜂谷先生、彼が昆虫とか鳥類関係全て、標本いっ

ぱい持っていると。それを生かしながら、それを保存する方法がないかということで、

県民の森の鳥獣保護センターのある大玉村がまずそれに、県立のものに手を挙げたと

いうことで、協議会が設立されて、協議会の中では、大玉村が適当ではないかという

流れの中で来たわけですが、その時点では県にその設置の気持ちがないということで、

いろいろ要望は重ねましたが、動きがなかったということでございます。その推進協

議会は今でも続いているということですが。 

   それと、あと国立については、関係機関がそういう提言をしたということで、国自

体がつくるというような表明をまだしていない段階ですので、諦めることなく粘り強

く、これは時期を見ながら絶え間なく要望していきたいと。県知事にもお会いする機

会があれば、そういう要望をしてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   非常にこの可能性として有意義な施設かと思いますので、陳情をどんどん出すとい

う意味でなくても、勉強も我々しないと、どういうものかわからなくて陳情などあり

得ませんから、私も含めてまだまだ勉強不足ですので、その辺をもっともっと勉強さ

せてもらいながら、積極的なこの誘致運動も、もし参画できればしていきたいなと思

っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   もう一つありました。同じことで、誘致運動の課題としては、地元大玉村の地理的

要因などのアピールはもちろんのことですが、県や近隣市町村とも連携して、協力か

つ積極的な運動の展開を図るべきと考えますが、その辺についても、今答弁ありまし

たので、あわせてよろしくお願いしたいと思います。 

   最後の質問に入ります。 

   村内道路網の整備や河川、橋梁などの整備の課題についてお伺いいたします。 

   村内の整備計画や村内各地域からの要望の実態について、まずお伺いすると同時に、

陳情書の提出や、また、地域からの要望書など、さらには着手に至らない、いわゆる

未完成の状況についての実態と問題点について、また、実際の施工とか建設に当たり

ましてのその優先順位、これ、どのような観点から判断しているのかについてお伺い

します。 

   また、県が関係する物件などでは、現在実施されているこの要請活動の実態、実現

のための県への働きかけはどのような形で行われているでしょうか、そのようなこと

についてもあわせてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（伊藤寿夫） ８番議員さんにお答えいたします。 

   要望の地区別の実態と問題点についてですが、地域別としては、直近、平成２２年
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度から平成２６年度につきましては、大玉１区が１６件、２区が１件、３区が３件、

４区が１件、６区が１件、７区が２件、８区が５件、９区が６件、１０区が２件、

１１区が４件、１２区が２件、１３区が３件、１４区が３件、１５区が１件、１６区

が１件、１７区が１件、合計５２件となっております。 

   今年度、２７年度においては、大玉７区から３件、１１区２件、１３区１件、

１６区１件、合計７件となっております。 

   ほとんどの地域より要望がなされてきておりますが、要望内容は多岐にわたり、生

活用道路も多く、交付金該当も難しい状況にあります。用地買収、歩道設置に物件補

償等、財政的にも厳しい要望がありますので、予算を考慮しながら陳情・要望案件に

対する執行率の向上に努めてまいります。 

   続きまして、建設の優先順位についてですが、特に危険箇所、生活に密着した箇所、

交通量が多い箇所、その緊急性や必要性、地域のバランスを考慮しながら、各種計画

及び調査をもとに決定しているところであります。 

   最後に、県などへの働きかけでありますが、県管理施設、道路、河川に対しては、

年１回、移動建設事務所により要望を実施しております。 

   平成２６年度においては、県道石筵本宮線道路計１０カ所、杉田川・百日川土砂払

い等河川５カ所、合計１５カ所の、こちらのほうは現地確認も含めて、平成２６年

８月に、県の企画課長、河川砂防課長、二本松土木所長等に直接要望を実施しており

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） それぞれ道路問題とかは、生活関連道路も含めて、非常に住民の

多種多様な要望が多いところで、当局も苦労しているのだなということは計り知れま

す。 

   公平公正が原則ですけれども、やはりその危険箇所とかいろんなものを勘案して限

られた財政でございますけれども、積極的に進めていただければなと考えております。 

   さて、次にですけれども、現在特にこの危険箇所として認識している道路とか河川、

橋梁はあるのかについてであります。 

   当地内周辺の杉田川、私先日あそこを通りましたら、物すごい草が生え茂っており

まして、ちょっと大雨など降ったらもう水害に見舞われそうな、そういう意味では、

災害防止の観点からも、早急な底払いなどの対策が必要と思われるが、当局について

その辺の認識がもしあれば。そうであれば、その事業実施への見通しなどについて。 

   また、前回も私申し上げましたけれども、三森地域への橋梁整備及び村道整備の見

通しについてを質問いたします。 

   当時私は、以前、今はちょっと部署変わっておりますけれども、当時の農政部長及

び建設部長の同席を得まして、現地調査、さらには可能性の検討をいたしましたが、

その後進捗がもしあればお知らせいただければと思います。 

   以上です。よろしくお願いします。 
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○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（伊藤寿夫） ８番議員さんにお答えいたします。 

   最初に、特に危険箇所として認識している道路、河川、橋梁はあるかとのことです

が、平成２６年度より交付金を利用いたしまして、道路ストック総点検調査、平成

２７年度より、橋梁定期点検を実施し、計画的適正な維持管理を橋梁長寿命化計画と

ともに、効率的に優先順位をつけ、建設課としては実施しているところであります。 

   当地内地内、杉田川底払いについては、県河川１級河川に当たりますので、村も土

砂払いについては、危険性を認識し、特に百日川、杉田川に対して強く県に対して要

望を行っているところであります。 

   依然として、震災以降、放射線等による土捨て場の問題を理由として、河川土砂払

いは進んでいないのが実情になりますが、村としてはできるだけのこと、一時仮置き

場としての土砂のストック場所の協議などを行い、早急な対応を強く再度要望してい

るところであります。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） 一番最後の三森地区の道路整備の関係でございます。 

   今のお話あったとおり、前の建設部長のときに８番議員さんと関係者と現地調査を

いたしました。 

   今ほど課長の答弁にもあったように、３年前に笹子トンネルで大きな事故があって、

それ以来、国のほうは安全点検のほうに予算をつける。新規はなかなか予算が厳しい

というような状況になってございます。 

   現地のほうでもお話したとおり、橋、それから道路を作製する場合は、それのみの

問題ではなく、地区の全体的な計画、そういったものがかなり重要な位置を占めるよ

うになってきますので、単純にその用地が確保されているので道路をつくりたいとい

うような状況であっても、その道路をつくる費用対効果、そこでどういった効果が起

きるのか、そういったものが今かなり重視されておりますので、数十年前のように用

地が確保できれば、予算をもらえてすぐに道路がつくれるというような、ちょっと今

は残念ながらそういう状況ではございません。 

   しかしながら、あそこは私どもも承知しているとおり橋が１本で、二本松に抜ける

林道が１カ所、１本ということで、どちらかが寸断をすれば、両方になればこれ、あ

そこに閉じ込められるというような大変な状況になるということは、いろいろ災害の

起こっている中から承知しておりますので、何かその道路をつくれるような全体的な

計画ということで、現地でもお話したとおり、いろんな知恵をおかりしながらそうい

った部分を検討しながら進めていきたいというふうに考えております。よろしくお願

いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   当局も一生懸命になっていろいろ思案してくれているようです。 
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   私も住民にも言っておりますけれども、やはり行政であるとか我々だけでなくて、

自分たちがみずからあの地域をどうしたらいいか、非常に景観の豊かなところで、ワ

ラビ生えていたり、フキノトウあったり、いろんな形で景観豊かで、あそこの通り、

沿道、サイクリングロードとか、俗に言う散歩道路にもできるねなどといろいろ話し

ていますけれども、まずは、私、地図やって、考えてくださいと言っていました。ま

だ出てきませんけれども。 

   いずれにしましても、投げっぱなしでなくて、我々も行政も一緒にかかわっていた

だきながら、強力なこの誘致運動を、設置運動をお願いできればと。 

   １点、先ほど堆肥センターの問題もありますけれども、玉井地区から行くには、あ

の大橋からずっと行くと非常に近道で、堆肥センターの今後の問題にもかかわります

けれども、非常に今の村道を当てにしないで真っすぐ行けることも含めて、恐らく当

時、地域の方は反対した人もいたようですけれども、今は反対する人はいないかもし

れませんので、積極的な提案をしながら進めていただけばと思っておりますので、改

めてよろしくお願いしたいと思います。 

   今議会最後の質問ですので、改めて押山村長さんが考える村政の課題、きのうもあ

りました。今予算編成ですので、一言お願いやら申し上げておきます。 

   押山村長が考える村政の課題、私は選挙中に住民の皆さんと一緒に討論するための

これ、村長さんに自筆で書いてもらったものがありまして、１つは財政的自立、まさ

にそのとおりです。１つは少子高齢化への対応、１つは再生可能エネルギーの活用、

さらにつけ加えれば、循環型社会の形成ということで当時書いていただきました。 

   まさに今大玉村、非常にメジャーになって有名になっておりますので、この機を逃

さずに、来年度の予算編成にしっかりとしたこのようなことの取り組みをお願いいた

しまして、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で８番佐々木市夫君の一般質問を終わります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後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） 日程第２、議案第８３号「大玉村行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定

について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） １点伺います。 

   この第３条の村の責務についてなんですが、地域の特性に応じた施策、これ、前置

きとして、自主的かつ主体的にとあるんですが、これどのようなことを考えられるの

か伺います。 



 

- 117 - 

 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   第３条の後段にございます自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施す

るものでございますけれども、これにつきましては、法定事務以外の独自の事務での

利用を指してございます。 

   現時点におきましては、条例に規定すべき独自利用の施策は今のところはございま

せん。今後、庁内におきまして、法定事務以外で独自に利用すべき事務を洗い出しの

上、条例の一部を改正によりまして独自利用の規定を盛り込んでおります。 

   現在考えられるものにつきましては、乳幼児医療関係事務とか、そういった法定事

務以外の事務を想定しております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 今回のマイナンバー条例でございますが、既に通知されておると思

いますが、今までの通知件数、何件ほどで、何件ほど戻ってきておる状況か、まずそ

こをお尋ねいたします。 

   また、個人番号の利用範囲の第４条でございますが、ここで言う、自らが保有する

ものを利用することができるということは当然だと思います。「ただし」ということ

で、そこからの文言でございますが、情報提供ネットワークシステムを使用して他の

個人番号利用事務実施者からということでございますが、この場合はこの限りでない

ということで、この他の事務実施者、いわゆるよその行政機関を指しているのかなと

は思いますが、例えば税務署とか、本宮とか二本松とか、そういうことなんでしょう

か、その辺についてお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（鈴木健一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   マイナンバーカード関係でありますが、発送件数が２，６４０件、役場へ戻ってき

ましたのが１２７件、そのうち交付しましたのが５７件、現在７０件を保管しており

ます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   第４条のネットワークシステム関係でございます。 

   ネットワークシステム関係につきましては、以前の議会でもお話ししましたが、番

号法２１条第１項の規定に基づきまして、総務大臣が設置、管理するシステムでござ

いますけれども、７番議員さんがおっしゃるとおり、例えば大玉村が保有する情報、

こういったものを、ネットワークシステムを通じまして税務署なり他の保険機関、こ

ういったものが情報の入手をすると、取り寄せるというそういった場合のシステムの

利用ということになります。 

   以上でございます。 
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○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） よくわかりました。 

   それで、このやりとりの中で個人情報が漏れるというような状況も多々心配されて

いる状況でございますが、その中で、個人がその追跡、どういう行政から行政の流れ

で自分の番号が流れていったかというような追跡をできる仕組みがあるそうなんです

が、何と言うんですか、マイナンバーポータルとかいう、そういういわゆる機器、仕

組み、これは本村では備えつけておられるのかどうかお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   本村に設置されるのはＶＰＮという装置でございまして、これにつきましては、送

受信の記録は当然残るような形になります。 

   ただし、他の機関との情報のやりとりにつきましては、全てこの総務省所管の情報

提供ネットワークシステムの中で、何月何日の何時にどこどこの事業所、これは事業

番号それぞれ付されますので、どこの事業所の担当者誰が、どこにアクセスをしてど

ういった情報を入手したというふうな記録は全て管理できるようなシステムをこのネ

ットワークシステムの中では保有をしております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第３、議案第８４号「大玉村人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 
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   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第４、議案第８５号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認め、よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第５、議案第８６号「大玉村税条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） ここで言うこの法人番号というのが出てきておりますが、個人番号

については１２桁、法人番号というのはいかほどの桁数になるんですか、それについ

てお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ７番議員さんにお答えします。 

   個人番号が１２桁に対して、法人番号につきましては１３桁となっております。こ

の法人番号につきましては、国税局のホームページのほうで検索することが可能とな

っております。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案についての討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８６号を採決いたします。 
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   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第６、議案第８７号「大玉村村営住宅条例の一部を改正する条

例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。１番。 

○１番（松本 昇） 当初の戸数が６７戸に対して、今５９に減ったということは、どう

いうあれでこういうふうになったのか、ご説明お願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   当初、富岡町の要望がありまして、６７戸ということで整備計画を進めてきたわけ

ですが、途中で、さまざまほかの公営住宅の完成とか、いわき市のほうに移転したい

というような、そういう希望のある方等が出てきたために、６７戸全て申込者が埋ま

らないのではないかというような状況になりまして、富岡町の方から８戸、今施工し

ている分の上に、場所的には２階建ての街区の西側になるんですが、今ある仮設住宅

と仮設の浄化槽がある場所なんですが、その部分に８戸つくれば全部で６７戸になる

予定だったんですけれども、それに関して、富岡町のほうから少なくしてくれという

ような要望がありまして、今５９戸がもう間もなくできるという確定が見込まれたた

めに、ここで条例のほうの改正に至ったところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 日程第７、議案第８８号「大玉村社会体育施設に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） 大玉村屋内運動場ということになったのでありますが、この名称に

ついては、前の説明会のときに、後日何かいいほうを考えるということであったんで

ありますが、村民とか利用者とか親しみを深めるために名称については何か工夫がな

かったのか、そういう検討をされたのか。 

   それから、この利用料金について、適正料金なのか。この料金額の根拠は、どのよ

うなことからこうなっているのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今回ご提案申し上げております屋内運動場につきまして、名称を大玉村民屋内運動

場ということで定めさせていただきました。 

   これにつきましては、事業名から見て、それから村民がより愛着を持って使用でき

るようにということで、村民屋内運動場というふうなことで名称を作成させていただ

きました。 

   ネーミングライツというふうなことで、今そちこちで行っているような部分もあり

ますが、とっぴもない名前で場所がわからないということがあっても、これは申しわ

けないのではないかということで、村民体育館と対比できるような形で屋内運動場と

いうことで設定をさせていただきました。 

   料金についてでございますけれども、提案理由の中でも説明をさせていただきまし

たが、今まで村民体育館と改善センター体育館で倍の開きがあったというふうなこと、

それから照明の使用・不使用で料金の違いがあったわけですが、現時点で、照明の使

用・不使用ということで、照明を使用しないという例がほとんどないというふうなこ

とで、まずその枠を撤廃させていただいたということが１点。それから村民体育館と

屋内運動場の使用料金を同一にするということがもう１点。 

   この料金の村内２，０００円、村外３，０００円という部分につきましては、これ

を根拠ということではありませんが、参考にいたしましたのは、本宮市の白沢体育館、

これが同じような使用の形態で、市内が半面を使った段階で、市内１，０００円、市

外が１，５００円というふうな設定でございました。広さから申し上げて、半面使用、

これを全面使用と読みかえてもいいんではないかというふうなことで参考にはいたし

ました。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） わかりやすく大玉村民屋内運動場とされたというような説明でござ

いますが、逆な意味で、もう少しわかりやすくするためにもっと地名を絞った、そう

いう名前にすべきだったのかなと思います。例えば玉井だけでも結構です。玉井屋内

運動場でもいいし、大玉村というとやっぱり体育館が離れたところにあるものですか
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ら、その辺の捉え方もどうかなと思っております。これは私なりの疑問でありますか

ら、その辺ももう一度答弁することできましたら。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） ５番議員さんに再度お答え申し上げます。 

   今ほど玉井というふうなのもございましたけれども、ごらんのように、今、社会体

育施設全て大玉村民ということで、今回名称も統一いたします。地域名を入れるとい

うことはあえていたしませんでしたということで、あくまで村民のための施設という

ふうな捉え方でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 特例措置という観点からお伺いしたいと思います。 

   さきのその例えばナイター使用云々、いずれにしましても、スポ少とか、あるいは

駅伝の練習とか、そういうようなことも含めて、ここも同様に今回新しい屋内体育館、

そのような特に子どもたちがもし使うという場合には、やっぱりそういうことも含め

てあると思いますけれども、その辺について確認方お願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えを申し上げます。 

   料金の設定の部分でございますけれども、これは今までと同様に条例に基づきまし

て使用料の減免、例えば社会教育団体がその目的のために使用する場合、村民がスポ

ーツのために使用する場合、あるいは公共的性格の集会及び催しを行うために使用す

る場合、その他必要と認める場合というふうなことで、減免措置の部分、この部分の

条例は変わってございません。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８８号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第８、議案第８９号「平成２７年度大玉村一般会計補正予算に

ついて」を議題といたします。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ２点ほどお伺いをいたします。 

   １４ページの総務費の中での文書広報費、この中で、番号制ネットワーク機器リー

ス料、これはどれだけの期間でのこの２１４万８，０００円になっているのかどうか。

それから今後はどのような期間でそういうリースが必要になるのか等々について、ま

ず１点伺います。 

   それから、２６ページの林業水産費の中の林業振興費で、いわゆる松くい虫関係の

県のあれがなくなったということでの村の予算のこの減ということでございます。 

   担当の話を聞くと、一般的に松くい松くいと言うけれども、初期のその予防の部分

と伐倒等いろいろあるんだというようなお話もありまして、これ何だ、やることない

から削ったのかと言ったら、いやそういうことではないんだということなので、そこ

ら辺の中身について詳しく、あとこれから今山積している、いっぱい見ると何ぼでも

やらなければならなければないのがいっぱいあるということでございますので、そこ

ら辺の関係も含めて、現状をどうなっているかと、村としてはどうしたいかというこ

ともあわせてお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   １４、１５ページにわたります中段にあります文書広報費、②の情報処理に要する

経費の使用料及び賃借料でございます。中でも番号制度関係のネットワーク機器リー

ス料２１４万８，０００円、これにつきましては、１月から３月までのとりあえず

３カ月分の計上でございます。 

   今後の期間と支出関係ということでございますが、リースにつきましては５年、月

数に直してみまして６０カ月というふうな想定でおります。 

   これらにつきましては、９月議会でもご質問いただきましたネットワーク機器の分

離に係る経費でございます。以前、５番議員さんのほうから、今後どのぐらいかかる

のだというご質問があったのが、まさしくこれでございまして、当時私のほうで

３，０００万から４，０００万というふうにお話しをさせていただきました。実際の

経費の算出をそれぞれしますと、若干それを超えております。 

   まず、情報系のネットワーク機器の導入経費でございますけれども、これはパソコ

ン関係を除きましたシステムの構築費でありましたり、配線、あとは備品類でござい

ます。これにつきましては、買い取りの場合とリースの場合の想定をしておりますが、

まず、買い取りの場合ですと、トータルで２，５９２万円となります。そのほかパソ

コンの導入経費としまして、これは４５台分になりますが、１，３４０万

６，０００円、合わせまして３，９３２万６，０００円というふうな数字になります。 

   これ、買い取りの場合ですと単年度の支出ということになってしまいます。 
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   このほか、ネットワーク機器の保守料、これは年額としまして２３７万

６，０００円、税込みになりますが、これが５年間の契約であれば５年間毎年発生す

るということになってまいります。 

   一方、今回計上させていただきましたリースの場合でございますが、ネットワーク

機器リース料関係で２，８７７万円、パソコンリース料ですと１，４１５万

７，０００円、合計しまして４，２９２万７，０００円、これは５年間でのトータル

の支出ということになります。 

   ただし、先ほど申し上げましたこのほかの経費としまして、ネットワーク機器保守

料、年額で２３７万６，０００円が５年間毎年発生するということになってまいりま

す。 

   なぜリース方式にしましたかと申し上げますと、あくまでも買い取りですと、一時

的に高額な支出ということになってまいります。このため、６０カ月のリース方式を

採用させていただきまして、負担経費の平準化を図るというふうな方策を選ばせてい

ただいたところでございます。 

   財源につきましては、国庫財源措置はございません。全額村単独での支出となりま

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。 

   ２６ページの松くい虫防除委託料の減に伴うご質問でございますが、この減額につ

きましては、補助事業分でありまして、補助事業に関しましては、当初予算ですと

５項目の松くい虫防除がありますが、１本に松くい虫防除事業として４３２万

８，０００円計上されているかと思います。今回の減額分に関しましては、松保全林

健全化整備事業、いわゆる衛生伐というものと、松くい虫防除事業の奨励伐というも

の、この２つが県のほうの予算配分に伴って、当初予定していた事業費分が来なかっ

たということで、今回これに対応する部分での減額が８３万５，０００円の事業費ベ

ースでの減額となっております。 

   なお、村単の松くい虫事業に関しましては、それぞれ６月、９月でも補正をさせて

いただきました。いわゆる危険木、住宅とか納屋とかの倒れた場合、そういったとこ

ろに被害を及ぼすようなものとか、あとは道路間際にあって通行される方に危害が及

ぶようなもの、こういったものにつきましては、事業を実施させていただいておりま

す。 

   ちなみに、６月補正では４６万８，０００円ほど予算を確保させていただきました。

また、９月補正においても１１５万ほど補正をさせていただきました。 

   この村単独で事業を実施するものにつきましては、当初予算ですと６５万程度とっ

ておったわけですけれども、現在のトータル事業費とすれば、１５０万くらいになっ

てございます。これだけ増額してやっているということでございます。また、松くい

虫に関しましては、これだけやってもまだ全然解決されていないというご認識かと思

いますし、私どももそのように思っております。 
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   産業課でつかんでいる松くい虫の実態としましては、漏れているところもあるかも

しれませんけれども、８５カ所で、本数については、推定でございますが、

１，２００本ほどあるのではなかろうかと。 

   このうち危険度が高いもの、いわゆる宅地の中にあって、倒れた場合、建物に当た

るようなもの、もしくは先ほど言ったとおり、道路沿いにあるようなもの、そういう

ものが１１カ所で７１本ほどございます。また、危険度が中程度に考えられるもの、

倒れても建物には直接影響がないかもしれないというようなものでございます。こう

いったものについては８カ所、５６本ほどございます。また、危険度が中であるとい

うことで、これは道路沿い関係ですが、いわゆる道路のほうには倒れないかもしれな

いけれども、風向きとかそういったものによっては、もしかすると危ないかもしれな

い、そういった部分が１４カ所、３５本ほどございます。 

   これらにつきましても、本来であれば早急にやらなくちゃならないところでござい

ますが、何せかなり多いということと、なかなかその事業も追いつかない部分もござ

いまして、今年度につきましては、９月までに確保した予算の中でやらさせていただ

きたいというふうに考えておりますし、後年度におきましても、こういった必要のあ

るところに関しましては、事業はやっ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。 

   また、来年度以降に向けて、場所、箇所数、本数、かなりのものに上っております。

本来であれば、松くい虫というのはかかったかなと思うようなもの、これについて、

まだ葉っぱが青いようなやつ、ちょっと元気がないなと、それを切るというのが当初、

最初の目的だったかと思います。いわゆる奨励伐というものですが、今、奨励伐に関

しましては、予算計上しているんですが、配分されておりません。といいますのは、

追いつかないというのが現状かと思います。いわゆる松くいの北限がどんどん上がっ

ていってしまっていると。予想以上に松くい虫の広がり、被害木が広がったと。いわ

ゆる衛生伐、かかっちゃたもの、完全に枯れたものを切るということで、これについ

ては事業計画地になっていないと対象になりません。そういった漏れた部分に関して

も村単の事業で今吸い上げているところでございますが、現状を認識しながら、危険

なところにつきましてはやっていきたいというふうにも考えております。 

   ただ、要望がかなりありまして、このままの事業を進めていっても、多分いたちご

っこになってしまうと。今言ったとおり、８５カ所全部切れば、多分１，０００万で

きかなくなるのかなと。そういったこともありますので、基本的には所有者の方が必

要に応じて切れるような、そういった補助をする、助成するようなことも考えながら、

今後松くい虫に関しましては取り組んで行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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ丁寧なご答弁ありがとうございます。 

   最初のこの機器のリース、これはいわゆるマイナンバーがらみでのお金と。これは

上位法でありますから、やりたくなくてもやらなければならないというお金でありま
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すから、国民の皆さんから要望が出たからこういうふうにしますと国で言うものでな

くて、国が言ってくるわけですから、我々言ったって、何ともごせやけてただしゃべ

るだけで、つながらない。したがって、村長もどのくらい言ってもわかるかわからな

いかもしれないけれども、しかるべき場所で、こういうところに銭かかっているのを

わがらで銭出して、これ４，９００万ですか、５年間やって。そのほかにこの３カ月

分は、これ今別だよと、こういうことでございますから、そういうことはやっぱりき

ちっと村長としてちょっと話語ってもらいたいと思うのが１つ。 

   それから、マイナンバーしようないだべな、結局、そういうふうになるのだべから

だけれども、私が一人でやりたくないと言ってもどうしようもないんだと思うんだけ

れども、いろいろ問題ありますが。 

   それから、今の松くい虫関係、今るる詳しく説明ありました。そういう状況から、

これは今する話ではないけれども、今後何らかの方法で村民の皆さん、所有者も協力

して何とかするという方法に若干シフトを変えないとそれはなかなかできないのかな

と、それもよく検討。これ１，２００本、今話ありまして、そのうちの７１本は危険

だということでありますから、それは特即やるとしても、そういうことを考えながら、

これ、対策を引き続きやっていただきたいということで、その点についての２点、村

長に伺っておきます。 

○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。 

   今のマイナンバーに関しては、これは大玉村のみならず全国の地方自治体が同じよ

うな状況ということで、県の町村会の総会でも、国に対して議決をして要望活動をし

ております。それから全国町村長大会のときも、自民党のお偉方とか、大臣のお偉方

とか皆さん来賓で来られます。例年は安倍総理が来られるわけですが、今年はちょっ

と用事があったみたいですが。そういうことで、その席でも強くこれについての財政

措置をすべきだということの要望はしております。 

   これ本当に国で決めておきながら、金出さないぞ、自分たちでやれよという非常に

矛盾した、これは全国の市町村が直面している問題だということで、これからも強く

これは続けて要望してまいりたいと思います。 

   それから、松くい虫については、本当に追いつかない状態になっておりますので、

これを全部村費でやっていくとか補助金でやっていくというのはかなり難しくなって

いるので、本来、宅内にある木はやっぱり所有者が切るというのが危ない場合には、

これはやっぱり原則もありますので、緊急を要するもの以外については補助金を出し

て切っていただくとか、そういう方法も来年度に向けて検討させていただきたいと思

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ２７ページでございますが、ここで⑤の農地中間管理機構事業に要

する経費ということで２，３００万上っております。これは国の１０分の１０だとい
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うふうにお聞きしておりますが、きょうのいわゆるＴＰＰ関連による農地を集積とい

うことで、強力に国がこれを推し進めてきているというあらわれかなというふうに思

っております。 

   そこで、この２，３００万のいわゆる何ヘクタール分のこの２，３００万なのか、

その辺。 

   それから、地域集積協力金というのは、いわゆる営農集落組織なのかなと思います

が、その下の経営転換協力金、これはいわゆる貸し手。その下の耕作者集積協力金と

いうのは、借り手なのかなというふうに感じておるところでございますが、それぞれ

この転換者、耕作者の１０アール当たりの幾らの金額をもってこの右のほうの金額に

該当するのか、その辺についてまずお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   ２７ページ、上段の農地中間管理機構事業に要する経費の２，３００万のそれぞれ

の内容ということでございますが、まず、面積に関しましては３６．０７ヘクタール

でございます。 

   括弧内に書かれております地域集積協力金、これにつきましては、地域への支援で

ございまして、人・農地プランでくくられているエリアの交付単価でございますが、

２割から５割までの集積ですと、１０アール当たり２万円、５割から８割ですと、

１０アール当たり２万８，０００円、８割以上ですと、１０アール当たり３万

６，０００円ということになります。この地区に関しましては、人・農地プランでの

くくりの中で８割以上集積になってございますので、１０アール当たり３万

６，０００円の交付となってございます。なお、これは使い方は、地域の判断となる

というような内容でございます。 

   次に、経営転換協力金でございます。これにつきましては、出し手、貸し手の支援

でございます。 

   これにつきましては、いわゆる経営転換でありますので、稲作をやっていた方が稲

作をやめて田んぼを全部貸しますと。畑の場合ですと、自家消費野菜分、１反歩程度

置いて、あとは中間管理機構に貸しますといった、そういった経営転換に対する一時

的な支援という中身でございまして、営農規模が５反歩以下につきましては、１戸当

たり３０万円、５反歩から２町歩までが、１戸当たり５０万円、２町歩を超える規模

が、１戸当たり７０万円というふうになってございます。 

   この算定２８０万に関しましては、０．５ヘクタール以下が１戸、０．５から２ヘ

クタールが５戸での算定となってございます。 

   あとは、耕作者集積協力金でございますが、これにつきましても、出し手、いわゆ

る貸し手の支援でございます。 

   これにつきましては、機構の借り受け農地に隣接する農地を機構に貸し付けた場合

の協力金でありまして、平成２７年は国が農地中間管理機構への集積を強力に推し進

めているということで、通常単価の４倍の単価になってございます。これは１０アー
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ル当たり２万円。ちなみに参考まで、２８から２９までだと、２倍の１万円、３０年

以降だと基本高、いわゆる５，０００円に戻ってしまう。 

   ですから、国のほうで強力に農地中間管理機構への集積を促しているという力のあ

らわれが見えるかと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 大体わかりました。 

   それで、この強力に推し進めているということのあらわれだと思いますが、いわゆ

るこの貸し手、借り手の状況、借り手については農地中間管理機構に申請すれば、い

つか農地の話が出てくるわけですが、貸し手の場合は、これは貸しますということで

中間管理機構に言うわけですが、一向にこの貸すと言っておきながら耕作者が見当た

らないというようなことも出てくる状況かなと思っています。 

   そして、お聞きしますと、中間管理機構は別に汗をかくということじゃなくて、貸

し手と借り手のマッチングなんだということで、お互いに決めてくれと、こういうこ

とらしいので、これじゃ農地中間管理機構は人任せみたいなのでなかなか集まらない

なというふうに感じておりますが、その辺の関係、どうしてこういうことなのかと。

依然として、これもう３年くらいになるんですけれども、もう集まらないのですよ、

本当に。今回はこういうあめとむちでやってくると思うんですが、その辺の関係につ

いてお尋ねしておきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   ７番議員さんが疑問に思っていることは私も疑問に思っております。 

   いわゆる借り手は、手を挙げることは可能です。私、経営規模これだけにしたいの

でこれだけ借りたいですということで、何件かもう中間管理機構のほうには現実的に

上っております。ただ、出し手のほう、いわゆる貸したいという方については、マッ

チングしないと受け付けしないというのが現状です。これは農業新聞読まれている方、

もうわかっているかと思いますが、全国的にそういったことがあるようです。いわゆ

る貸してくださいというのが、中間管理機構が率先してそれに対応する土地を探さな

くても受け付けはできる。ただ、農地中間管理機構のほうで受けちゃったもの、借り

ちゃったものに関しては、今度農地中間管理機構が本気になって相手を探さなくちゃ

ならない。逆に、借りれば当然地代も発生する。そういった現実的なものが問題にな

っているのかというふうに思っております。 

   中間管理機構が間に入るというそのメリットに関しては、いわゆる農業委員会がや

っているその相対部分での賃貸、これだとどうしてもやっぱり顔が見えると。そうす

ると、いわゆるいろんなしがらみがあって、誰々には貸したくないとか、誰々からは

借りたくないとか、結局それを排除してスムーズにやりましょうと。また、県に１つ

中間管理機構を置くことによって、いわゆるほかの市町村に住んでいる方が、自分が

規模を拡大したいというときに、結局顔が見えなくても、そこにエントリーしていれ
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ば貸し借りもできると。あとは、いわゆる集約をする上で、例えばここの土地を借り

たいと言っても、じゃ、つながりとして、こっちではどうですかということもできる

というメリットは確かにあると思うんですが、ただ、現実的に相対部分、いわゆる貸

したいと言ったときに、借りたい人、そこを借りてくれる方がいないとなかなか前に

進まないというのが現状でございます。 

   制度的には確かにいいものかなというふうには思いますが、状況的には今やってい

るものと何ら変わらないというような中身になるかと思います。 

   ただ、中間管理機構を通しますと、先ほど言ったようなこの地域集積協力金とか経

営転換協力金、これは当然人・農地プランに入っているということが条件ですけれど

も、そういったものが受けられると、農業委員会の相対ではそれは受けられないと。

そういった部分もありますので、できればそういったものが進んでいただければよろ

しいのかなというふうに考えてはございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 何点かお伺い申し上げます。 

   まず、１５ページの総合振興計画審議会等委員の役員の報酬でありますが、この時

期の予算化でありますが、その理由とこの委員の任期について伺います。 

   それから、次のページ、１７ページのマチュピチュ交流事業に要する経費の中で、

映像編集業務委託料が計上されております。これは、先ごろの報告会で映像が提供さ

れたのでありますが、このたびの予算との関係はどのようになっているのか伺ってお

きます。 

   それから、次のページ行って、１９ページ、選挙管理委員会の管理運営に要する経

費の中で、委託料、選挙人名簿システム、これ１８歳の選挙権のことを伺いましたが、

これは定期的なものであるのか、それとも今回特別に１８歳の選挙権に関することで

急遽やることなのか、あとは、よければ今回そういう形で１８歳以上の大玉村、約何

名ほど登録される関係なのか伺っておきます。 

   それから、２３ページの工事請負費の中で、保育所増設工事、これは包括支援セン

ターの改修等ございました。これ、収容人員と何歳児対応の改修を考えておられるの

か伺います。 

   それから、２９ページのふるさと納税に関する経費の中で、このことは協力者謝礼

とか通信運搬費は結構なんですが、最近各自治体で大分進化したサービス提供が競わ

れているというか、そういう形でいると思います。そんな状況でありますが、大玉村

として今何か工夫考えておられるか、その辺伺っておきます。 

   それから、３１ページ、災害公営住宅の落成式の費用を計上されております。これ

は一般財源からの支出でありますが、これの整合性を伺っておきます。 

   それから、最後にもう１点、３９ページ、プール所長の報酬減、これ全額減となっ

ておりますが、これはどういうことなんでしょうか。以上伺います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 
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○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。 

   １５ページ、総合振興計画審議会委員ということでございます。 

   これに関しては、任期は２年ということでございます。それから、この時期という

ことでございますが、当初、総合戦略のほうの審議委員のほうでの兼用といいますか、

それをかねられるかなと思ってございましたが、条例上よろしくないという内部での

話になりまして、この時期の計上となったものでございます。 

   それから１７ページ、マチュピチュ交流事業ということで５０万円、今、報告会等

で見ている映像につきましては、村のものではございません。同行された方が好意で

今のところお借りしている状況でございます。これは、村でもやはりＰＲに十二分に

効果がありますので、改めてこちらで編集委託をして、村の所有、使用権を得て二次

的利用といいますか、ＰＲに加えたいと思いまして、計上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   １９ページの選挙管理委員会経費の名簿システムの改修業務委託料２１万

６，０００円でございます。 

   このシステム改修につきましては、今回１回限りということで、単年度事業になっ

ております。 

   また、１８歳以上の登録の予定人数ということでございますが、現在のシステム上

は二十以上というシステムになってございまして、次回の選挙時登録になりますのが、

来年６月の参議院議員選挙以降ということになりまして、それに合わせたシステム改

修でありまして、その時点の選挙月日が判明しませんと抽出ができないということに

なっておりますので、今現在申し上げられないことをご了承いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ５番議員さんの質問にお答えします。 

   ２３ページ、工事請負費で保育所増設工事費３００万円の関係でございます。ご質

問は人員と何歳児というようなご質問かと思います。 

   とりあえず人員と年齢については、現在のところまだ決まってはおりません。とり

あえず待機児童の緊急対策というようなことでの計上でございまして、予定している

改修工事としましては、トイレの改修、さらにはホールの床のクッション等でござい

ます。 

   それで、目的としましては、遊技室等の多目的に利用するための緊急的な対応とい

うことで改修するものでございます。 

   以上であります。 

○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。 

   ２９ページ、ふるさと納税関係でございます。ふるさと納税関係に関しましては、

平成２６年度から最低額２，０００円というお試しコースを設けてやっておったわけ
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ですが、これが２７年から最低１万円で、送料込みでそれの半額相当分を返礼すると

いうようなことでやってございます。 

   今年もかなり反響がありまして、今現在ですと約２，４００万くらいだったかな。

今回３，０００万と見込んで、それぞれ収入のほうでは１，０００万増額、それに対

する返礼分として、謝礼と運搬賃、これを合計して５００万ほど補正をさせていただ

いたところでございます。 

   進化したサービスというようなことでございますが、現行では返礼品、多分納税者

がこの半額程度というのがやっぱり魅力だということと、それぞれインターネットで

返礼品メニューをアップしているところ、やはりおいしいものとか必要とするもの、

こういったものに希望が行っているようでございます。イチゴとか、あと季節物では

サクランボ、あとは米とか肉とか、そういったものが人気であると同時に、商品券な

んかも結構人気であります。 

   そういった考えでは、魅力ある返礼品に該当するようなものであれば、こういった

返礼品の充実も図っ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） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ３１ページの災害公営住宅関係の落成の経費でございます。 

   これにつきましては、村が県のほうに委託している事業が全て完成する予定でござ

いますので、村が落成式を行うということで、経費は村が出すということでご理解い

ただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   ３９ページ、プール・テニスコートの管理に要する経費のうち、プール所長の報酬

補正減でございます。 

   これにつきましては、プール所長、平成２５年度・２６年度非常勤の所長を置いて

ございましたが、今年度におきましても、当初予算に非常勤所長の報酬を計上させて

いただきましたが、今年度、プール所長は配置してございません。現在、生涯学習課

長がプール所長を兼務してございます。したがいまして、この不用、今回の補正減と

いうことで予算を上げさせていただきました。 

   以上でございます。 

○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。 

   ほかにございませんか。８番。 
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○８番（佐々木市夫） 何点かお尋ねします。 

   １つは、１７ページのマチュピチュの交流委託料５０万、いずれにしましても、公

設使節団も含めて予算的には国際交流支援事業費ということだったんですけれども、

これ底ついちゃって、この５０万はもう一般財源から出るのかとの確認の意味と、そ

の運用の方法ですけれども、ＰＲするということでそれは大変結構なことですけれど

も、以前には村のこのＰＲ、ＤＶＤができましたけれども、それとあわせて、やっぱ

りこのホームページといかにリンクするかどうか、積極的にこのＰＲ方法を考えてほ

しいと思いますけれども、その辺を考えているのかどうかについても改めてお伺いし

たいと思います。 

   あと１つは、先ほどの質問者に、２７ページ、この農地集積の問題ですけれども、

まさに問題点はその中間管理機構、３年も含めてなかなか実績が上がっていません。

県に１つしかこれなくて、職員もこの５人以下だと思っていました。過日の農業普及

所の会議でもいろいろ意見交換して、現場に、地元に任せるべきだという意見も言い

ましたけれども、いずれにしましても、基本的にはこういう形です。 

   そういう意見は意見として、この実態として、これは恐らく谷地集落前が今度法人

化なさった、その実績として、既にもうこれは確約で支出する金額なんだな、

１００％補助だけれども、そういうふうに理解してよろしいんでしょうか。 

   あと、もう一つ、その１００％出た金の、これは使途自由な使い道でいいのか。現

場では恐らく意見交換ちょっとしましたけれども、やっぱりこれから機械入れるとか、

いろんな次の作業があるんだけれども、やっぱりなかなかいい資金がなくて大変だと

いうこともお聞きしました。でも、かなりの金額既に使い道自由ということであれば、

大変その地域につながっていくのかなと思いますけれども、その辺についてもあわせ

てお伺いしたいと思います。 

   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） ８番議員さんの質問にお答えいたします。 

   １７ページ、マチュピチュ交流事業の映像関係でございますが、国際交流支援事業

は直接国際交流に要する経費ということでございますので、対象外ということでの説

明とさせていただきます。 

   それから、ＰＲ等につきましては、ホームページはもとよりＳＮＳ、いわゆるソー

シャルネットワークサービスでの、これは拡散機能がございますので、そういった人

から人への伝播というところも狙って考えていきたいと思っております。 

   追加でございます。ホームページともリンクしてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えさせていただきます。 

   ２７ページの農地中間管理機構関係でございます。 

   交付先ということでございますが、大変失礼しました。谷地集落でございます。 
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   谷地集落につきましては、１０月末に法人化になりました。ここに関しての交付で、

これは確定額でございます。何に使ってもいいのかというようなご質問でございます

が、基本的に地域集積協力金、予算書で言うと１，２９８万６，０００円でございま

すが、この使い方については、地域の判断に任せるということにされております。 

   また、先ほどお話ししたとおり、出し手への支援として経営転換協力金と耕作者集

積協力金があるわけですが、これも同じ谷地集落の中で法人化ということになれば、

こういったものをどうしていくかというのは、個人の財産でもありますし、地域でど

うしていくかというのは、私どもがこうしなさいということではなくて、やはり地域

の方が自主的に決めていただくという内容のものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   いずれにしましても、過日の農業経営意向調査後、大山に１カ所、玉井１カ所、

人・農地プラン、玉井のほうにもそういう意向があるようですし、これを参考にして

これからいろんな地域から勉強して、そういうことがしたいなとかという、可能性と

してはあるんだなと思っておりますのでお聞きしました。 

   一方では、それらに対する支援という形では、次のことをいろいろ考えてこれあれ

ですけれども、例えばこの法人化、食堂もやりたいとかレストランやりたいという方

たちもあるようですから、そこまでも自由裁量でできるのか、それはちょっと今の地

域の人たちに任せるという観点からすれば、任せると言ったって、これもう法人化し

ていますから、個人でなくてもう会社組織ですので、その会社の裁量なのかなと思っ

ていますけれども、その辺の見解はどうなんでしょうか、参考までに、もしよろしけ

ればお願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） 再度、８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   使い方は地域の判断ということしかありませんので、それは地域の判断によるもの

というふうに理解をしてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） １５ページ、中段の情報処理に要する経費の中で、顔認証システム

というものがございますが、具体的にこの顔認証システムというのはどういうふうに

やってどういうふうにするのか想像がつかないのですが、その辺の具体的な中身を教

えていただきたいと思います。 

   続いて、１７ページ、中段、⑧復興の集いに要する経費計上されております。この

復興の集いの予定月日、内容等教えていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えいたします。 
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   １５ページ、先ほどの顔認証システム関係でございます。実際、住民生活課の窓口

のほうで使用する機器になります。 

   内容を申し上げますと、マイナンバーカードの申請者の方、この方がいらっしゃっ

た際に、本人確認が正確にできない。例えば免許証と本人の顔が正確に一致しないと

言っては失礼ですが、確認できない場合があるかと思います。あとは申請時、これは

お持ちになった写真と本人の確認がとれないと、そういった場合に、パソコンについ

ておりますカメラ、これでご本人様の写真を撮らせていただいて、それと写真を読み

込んだ画像を照合して、これは骨格であったり、鼻の位置であったりというのは通常

はいじれませんので、そういった形で照合して本人確認を進めるというふうなシステ

ムでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   １７ページ、復興の集いでございますが、時期につきましてですが、例年３月の第

二ころということで、今年は３月１３日でございます。 

   それから、内容でございますが、鎮魂のための祈り、それから講演、それから音楽

を使ってのミニコンサート的なものというところが、現時点の考えでございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 復興の集いですけれども、３年目、今度４年目ですか、いずれに

しましても、当初から私、当時の浅和村長さん、今の押山村長さんとも意見交換しま

して、まだまだそういう段階ではない、鎮魂が主たる目的だと。本宮をみますと、当

初から大々的に商工会を中心に、一生懸命元気出すんだぞというのを催し、その違い

は何なのかなと私思いながら、当初質問した経過があります。 

   いずれにしましても、鎮魂からそろそろ再生、そして元気を出す。今、国でも復興

再生から復興創生という言葉も使っていますね、予算の出し方が。既にもうそういう

時期に来ているんだということをまず認識してほしい。 

   今やれること、やっぱりこの節目の年ですから、いろんな６０周年とかマチュピチ

ュ云々、最も美しい村ですので、新たな角度から検討はしてほしい。それで鎮魂とい

うのなら私異議は申しませんけれども、私の要望はそういうことをお願いしておきた

いと思うので、改めてよろしくお願いしたいと思います。村長さんの考えをよろしく

お願いします。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答え申し上げます。 

   ３月１１日は災害の日ですので、復興はもう１年かけて復興やっているわけですの

で、やはりその災害を忘れないと、多くの犠牲が出たという日を忘れないということ

なので、大玉村はどんちゃんどんちゃんではなくて、静かにその３月１１日の災害を

忘れない日にやっていきたいというふうに考えておりますので、今回も、今課長があ
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りましたように、奇跡の１本松でつくったバイオリンを既に予約して、３月１３日で

お借りすることになっておりますので、これからもそういう方向でやっていきたいと

いうふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） １７ページでございますが、ここの災害対策本部の１９の欄に、安

達太良山の火山ハザードマップ作成事業負担金ということで１７万７，０００円ほど

上がっておりますが、これできた暁には全戸配布ということになろうと思うんですが、

２，５００戸くらいですか、それに対しては、この１７万７，０００円というのは余

りにも少ないんじゃないかなと思っているんですが、この負担金というのが、そもそ

もどこかあれですか、県で何か納める安達郡とか、そういう負担金なんですか。そこ

らからひとつお答えを。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。 

   １７ページの安達太良山火山ハザードマップ作成事業負担金ということですが、こ

れにつきましては、安達太良山が噴火した場合の想定される被害が及ぶ市町村、６市

町村になりますけれども、二本松、福島、郡山、本宮、猪苗代に大玉村ということで、

そういう被害が及ぶ市町村が全体でつくったマップと。それを６市町村で均等割した

金額がこういう負担金ということになるわけですけれども、それをもとに、今度は各

市町村ごとにその市町村のハザードマップをつくります、来年度。そのものについて

は、来年度に予算を編成したいということでございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） １５ページの先ほどの顔認証システムでございますが、ということ

は、持ってきた写真なり何なりとその場で照合をすぐできるという考え方でよろしい

んでしょうか。写真持ってきたものをパソコンなりに取り込んで、あとその場で写真

を撮って、それと重ねるという考え方でよろしいのでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   まさしくそのとおりで、ご本人の撮らせていただいた顔写真をパソコンの中に取り

込みます。それと写真のデータもパソコンの中に取り込みます。そのシステムの中で

照合させていただいて、ご本人の確認をその場で行うということになります。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １６ページの先ほどのこの安達太良山の火山ハザードマップ、こ

れ、出た話に便乗して恐縮なんですけれども、以前にもこの質問があって、これ、も

う既にできているんですか。県に新たにまた最近になって調査したものができている

のか。よく先輩というか、遠藤文一議員がたびたびお尋ねして、私はそのマップ持っ

ているんですけれども、それと大幅に今度変わったものなのかどうなのか。そんなに



 

- 136 - 

 

火山が変わるような状況はないとは思うんですけれども、それで相当のお金がかかる

というのはちょっとおかしいので、その辺お尋ねしたい。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   火山のマップにつきましては、既に皆さんのところに配布になっているところでご

ざいますけれども、火山の噴火、水蒸気爆発による噴火、火山性爆発による噴火、そ

れに伴って、積雪の時期であれば、雪が解けて濁流となると、そういったことを新た

な想定がございます。その新たな最悪の想定、シナリオから来るその避難区域なり警

戒区域なり、そういったものを新たに作成したということでございますので、前回と

いうか、前にお配りしているものとはまた別の想定のマップになります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８９号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午後４時１５分といたします。 

 

（午後３時５９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後４時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第９、議案第９０号「平成２７年度大玉村国民健康保険特別会

計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 
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   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１０、議案第９１号「平成２７年度アットホームおおたま特

別会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 今、懸案事項でありますこの公設民営化のうちに、アットホーム

もその一つかなと思っています。 

   いずれにしましても、今回の補正予算の中身を見ますと、特に突出してこの原材料

費が、５５ページ、３９９万１，０００円とかなり原材料費が多くかかっている割に

は、私、また割には、この宿泊料も含めた収入面、これ意外と少ないのはどういうこ

となのかなということで考えています。その辺のこの因果関係、もしよろしければお

答えいただければありがたいということでよろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えさせていただきます。 

   原材料に関しましては、今年の４月から大幅に上ってございます。ならすと約９％

ほど高騰してございます。 

   これにつきましては、今までもずっとアップをしないでやってきてもらっていたと

いうのもありますけれども、全体的にアベノミクス効果があるのかどうかは別にしま

して、１品、２品が上がっていることではなくて、全体的に上っています。アップの

率の大きいものはやっぱり十数パーセントというのもあります。ならしで約９％上が

っているような状況でございます。 

   経営の中身でございますけれども、いわゆる料飲収入とか食堂収入についてはそれ

ぞれ伸びてございます。ただ、宿泊料についてはそれほどの伸びではないと。入浴料

はふえている。休憩料は逆に減っていると。傾向的にでございますが、料飲収入につ

きましては、年々減少傾向にあります。稼働については横ばいでありますけれども、

いわゆる１組当たりの人数が少なくなっていると。例えば老人クラブさんなんかが利

用した場合、高齢によって酒の注文が減っている、こういったものが要因なのかなと。 

   あと、今回、補正では料飲収入２２０万ほどとっておるわけでございますけれども、

平成２６年度と比較すると、料飲収入については２００万程度減少する見込みであり

ますが、当初予算ではある程度それを低めに見積もってございますので、２２０万の

増額というふうになってございます。 

   あと食堂収入関係、これについても６５万６，０００円ほど補正させていただいて

いますが、いわゆる休憩の場合、大体休憩だと、弁当大体１，５００円のこれをセッ

トで頼む人が多かったということなんですが、弁当を頼まないでレストランで食事を
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するということになると、単価が１，５００円まで行かないで、例えば６００円とか、

定食を頼んでも１，０００円程度で上がってしまうと、そういった原因もあるのかな

と。そういった意味で、食堂収入が逆にふえているような傾向にあるという内容でご

ざいます。 

   また、入浴料に関しましても、やはり泉質が好評だというのも、もう皆さんご存じ

かと思いますけれども、お湯に入りに来た方のほうからもお褒めの言葉をいただいて

います。あと、利用増のために、毎月２６日を風呂の日としまして回数券を割り引き

で販売してございます。４，０００円のところを３，５００円、これが好評で、入る

入らないにかかわらず、その販売したときに、いわゆる料金としてカウントしており

ますので、これがかなり伸びている中身でございます。 

   あと休憩料、これ９５万の減額でございますけれども、先ほどもちょっとお話しを

しましたが、稼働はそんなに変わらない、横ばいなんですけれども、やはり１組当た

りの利用人数が少なくなってきているというのが原因だと思います。 

   また、宿泊料につきましては、２７年４月、今年の４月に料金改定をさせていただ

きました。これで１６５万ほど補正増にはしてございますけれども、宿泊者について

は横ばいの状態というふうになってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第９１号を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１１、議案第９２号「平成２７年度大玉村介護保険特別会計

補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 
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   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１２、継続審査となっております陳情第５号並びに今定例会

の新規事件であります陳情第８号、陳情第９号及び陳情第１０号を一括議題といたし

ます。 

   これより、付託した常任委員会の委員長から審査結果の報告を求めます。 

   総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。８番。 

○総務文教常任委員長（佐々木市夫） 総務文教常任委員会報告書。 

   議長の命によりまして、総務文教常任委員会の審査結果を報告いたします。 

   去る９月７日の本会議において、総務文教常任委員会に付託され、継続審査すべき

ものとして決定、報告しておりました陳情第５号「「戦争する国」へすすむ「平和安

全法整備法案」に反対する意見書提出を求める陳情書」の再審査及び、去る１２月

８日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました陳情第８号「公立小中

学校の教職員数の充実・確保のための意見書の提出を求める陳情書」を審議するため、

１２月８日午前１０時５０分より、大玉村役場第二委員会室において委員全員が出席

し、さらに参考意見を聴取するため、総務部長及び教育部長に出席を求め、委員会を

開催いたしました。 

   初めに、陳情第５号「「戦争する国」へすすむ「平和安全法整備法案」に反対する

意見書提出を求める陳情書」は、国会審議の内容等を踏まえ、慎重審議の結果、趣旨

採択と決定いたしました。 

   次に、陳情第８号「公立小中学校の教職員数の充実・確保のための意見書の提出を

求める陳情書」について、慎重審議の上、採決を行った結果、全委員一致をもって採

択とし、関係機関に対し、意見書を提出することと決定いたしました。 

   以上のとおり、総務文教常任委員会に付託されました陳情についての審査結果を報

告いたします。 

    平成２７年１２月１１日 

総務文教常任委員会委員長 佐々木 市 夫  

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 総務文教常任委員長の報告が終わりました。 

   総務文教常任委員長の報告に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   陳情第５号「「戦争する国」へすすむ「平和安全法整備法案」に反対する意見書提
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出を求める陳情書」を採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は、委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第８号「公立小中学校の教職員数の充実・確保のための意見書の提出を求める

陳情書」を採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は、委員長報告のとおり決しました。 

   次に、産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○産業厚生常任委員長（武田悦子） 産業厚生常任委員会報告書。 

   議長の命によりまして、産業厚生常任委員会の審査結果についてご報告いたします。 

   去る１２月８日の本会議において、産業厚生常任委員会に付託されました陳情２件

について審議するため、１２月８日午前１０時５０分から第一委員会室において、全

委員出席、さらに付託事件に対する参考意見聴取のため、住民福祉部長の出席を求め、

委員会を開催いたしました。 

   陳情第９号「看護師・介護従事者不足解消のため、看護師等の労働環境改善で安

全・安心の医療・介護を求める陳情書」については、慎重審議の結果、全委員一致を

もって採択すべきものと決し、関係機関に意見書を提出することといたしました。 

   次に、陳情第１０号「社会福祉法人大玉村社会福祉協議会職員給与の大玉村職員給

与表等の適用に対する要望書」について、慎重審議の結果、趣旨採択することと決定

いたしました。 

   以上のとおり、産業厚生常任委員会に付託されました陳情２件についての審査結果

を報告いたします。 

    平成２７年１２月１１日 

産業厚生常任委員長 武 田 悦 子  

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 社会福祉法人から要望書がありました。村長宛、議会議長宛にと

いう形であると思います。 

   いずれにしましても、近隣の情報から見るとわからないわけではありませんが、内
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容等からすれば、私からすれば、まず、行政とのしっかりとした話し合い。そこで行

政がそういうことだということでこの議会に諮るのが筋かなと思って考えました。 

   ということであれば、その審議の慎重審議の結果ということでございますが、そう

いうような意見も含めて出たかどうか、その他の意見も参考までによろしければ委員

長にお尋ねいたします。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○産業厚生常任委員長（武田悦子） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今、８番さんがおっしゃったような意見も当然出ました。そのほかのもちろん社協

職員の労働条件の改善等々という意見もいろいろ出ました。その上で趣旨採択という

結論に達したところでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   陳情第９号「看護師・介護従事者不足解消のため、看護師等の労働環境改善で安

全・安心の医療・介護を求める陳情書」を採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は、委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第１０号「社会福祉法人大玉村社会福祉協議会職員給与の大玉村職員給与表等

の適用に対する要望書」を採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は、委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１３、委員会研修報告を行います。 

   総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会及び議会運営委員会の各委員長並びに議

会広報編集特別委員会委員長より、順に報告を求めます。 

   まず、総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。８番。 

○総務文教常任委員長（佐々木市夫） 大玉村議会総務文教常任委員会視察研修報告書。 

   平成２７年１０月８日、９日の両日、山形県遊佐町において全委員参加のもと、政

策推進の先進事例（定住促進事業）について調査研修してまいりました。 
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   遊佐町は、山形県庄内平野の日本海沿岸北部に位置し、北は秀峰、鳥海山を挟んで

秋田県に接し、南は酒田市に接しています。人口約１万５，０００人で農業を中心と

して栄えてきており、米を基幹作物として、果樹、そ菜が栽培され、特にパプリカの

生産は日本一とのことであり、海の幸や山の幸に恵まれています。 

   一方、人口の減少が急速に進んでおり、ここ１０年間ほどで２，６５０人が減少し

ました。この厳しい現実から脱却するため、遊佐町では、平成２４年度より魅力ある

豊かな暮らしの創出を目指して、遊佐町定住促進計画を作成し、定住人口の増加対策

に取り組んでおります。 

   計画の内容は、住宅施策の充実、産業振興及び雇用対策、定住を促すための条件整

備、協働による計画推進の４項目に分類され、ＮＰＯ法人や町内の各種団体等から組

織される協議会と連携し、各種関連事業に取り組み確実な成果を上げているものと感

じました。 

   特に、住宅施策の充実については、住宅取得支援として若者の定住促進のため、ア

パートの建設計画を初め、住宅団地分譲地を購入し住宅を建て居住した方への新築補

助、住宅新築や取得者への支援金、賃貸住宅新築者への支援金、空き家解消・利活用

の一環も踏まえ町が空き家を借り上げ、リフォーム後に移住希望者等への貸し出しを

行うなど、施策を計画・実施しています。さらに、子育て世帯移住奨励金の支給や田

舎暮らし体験ツアーなども行われています。 

   また、協働による計画推進として、集落支援員を配置し、移住希望者と既存住民や

集落等との仲介を行うなどして移住者が移住後に孤立しないようフォローアップに当

たるなど、単に人口増加対策にとどまらず、遊佐町定住促進計画そのものが、住民協

働による地域創生に展開しているもので感銘を受けました。 

   このたびの遊佐町での調査研修を通し、本村における人口増加・定住促進対策、さ

らには今後取り組む地方創生事業に、大いに参考になったことを申し上げ、以上、総

務文教常任委員会の調査報告といたします。 

    平成２７年１２月１１日 

総務文教常任委員会委員長 佐々木 市 夫  

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 総務文教常任委員会委員長の報告が終わりました。 

   次に、産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○産業厚生常任委員長（武田悦子） 大玉村議会産業厚生常任委員会視察研修報告書。 

   議長の命によりまして、閉会中に実施いたしました産業厚生常任委員会の調査結果

についてご報告いたします。 

   今回は、高齢者福祉全般についてをテーマに、平成２７年１１月１０日から１１日

の日程で、全委員出席により、宮城県涌谷町を訪ね研修を実施しました。 

   涌谷町の面積は約８２平方キロメートル、世帯数は５，９９８世帯、人口は１万

７，１１３人、高齢化率は約３０％となっています。 
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   また、日本で初めて金が産出された町で、奈良の東大寺大仏建立の際に、その金を

献上し、さらに万葉集でもこの地の歌が納められています。基幹産業は、大正・昭和

初期においては、隣接する大崎地方が物流の中心となっていたため、繭や穀類の農業

が栄え、戦後は、中小企業の進出が盛んになり、第二次産業が発展していき、現在で

は第三次産業が５割強、第二次産業が３割、第一次産業が１割強という割合に変化し

てきています。 

   研修には、涌谷町より、議長、副議長、教育厚生常任委員会及び議会事務局員、医

療福祉センター長、総務管理課長並びに総務管理課班長が出席し、「健康と福祉の丘

のある町づくり事業」と題し、地域包括ケアシステムについて説明を受けました。 

   涌谷町では、昭和４７年に総合病院建設町民大会を開催し、昭和５０年に町立総合

病院建設問題臨時委員会を設置、調査・検討が行われました。その後、昭和５９年に

病院建設準備対策室、議会には病院建設調査特別委員会をそれぞれ設置し、涌谷町町

民医療福祉センターシステム構想を発表、昭和６３年に町民医療福祉センターの供用

を開始しました。その後、在宅介護支援センター、訪問看護ステーション、高齢者福

祉複合施設、認知症高齢者グループホームなどを開設し、現在では、公営企業法全部

適用により、病院事業・老人保健施設事業・訪問看護ステーション事業など総合的な

運営を行っています。 

   また、デンマークのソロー市と姉妹提携を締結し、介護研修派遣などを通して人材

交流も実施しています。 

   福祉センターの基本方針としては、町民と医療福祉センター職員の相互協力により、

町民一人ひとりが、安らかに生まれ、健やかに育ち、朗らかに働き、和やかに老いる

を基本方針とし、その人らしいかけがえのない人生を送ることを目指しています。 

   地域包括ケアシステムは、その地域に合ったシステムづくりをすることが大切であ

り、涌谷町では、保健・医療・福祉のトータル的なシステムづくりを目指しました。 

   現在ある病気の大部分は、生活習慣病からつくられることを町民一人ひとりが理解

し、要介護状態になることを予防するため、みずから食事、運動、休養に気を配り、

常に健康保持を図るように努め、個人の意識向上・健康推進委員を中心とした地域ぐ

るみでの健康推進により、これまで死亡率が高かった肺炎での死亡が率は減少してき

ているということです。病気になっても、早目に治療し、病気の悪化や再発を防ぐ。

そのために、個人は自分の健康に責任を持つ、家族は役割を分かち合う、地域は手を

取り合うを基本理念に健康推進委員を中心に意識改革、地区活動の実践、研修会の実

施などを通し、町民・保健推進委員・行政・医療機関と連携を取りながら、病気の予

防、早期発見、早期治療等に結びつけ、生きがいのある人生を歩めるように努めてい

ます。 

   また、診察時の受け付けの待ち時間を利用し、特定検診の指導も行い、再発防止・

予防等に力を入れています。グループホーム・デイサービスセンターの運営において

は、社会福祉協議会に委託し、ここでも横のつながりを重視し、情報を共有すること

により利用者のケアに努めています。 
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   村当局においては、無医村であるため、涌谷町のような体制は難しいと思いますが、

地域住民・保健推進委員・健康福祉課を中心とした行政が横のつながりを強化し、情

報を共有し、一体となって取り組むことにより、病気の予防・早期発見・再発防止等

につなげ、医療費等の軽減を図り、本村に合った福祉体制を構築していくことが課題

であり、今後大いに参考となる研修であったことをつけ加え、産業厚生常任委員会の

調査報告といたします。 

    平成２７年１２月１１日 

産業厚生常任委員会委員長 武 田 悦 子  

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 

   次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。９番。 

○議会運営委員長（佐原吉太郎） 大玉村議会運営委員会研修報告書。 

   議長の命によりまして、１０月２８日、２９日の日程で実施いたしました議会運営

委員会研修について報告いたします。 

   今回は、明治２２年の市制町村制の施行に伴い誕生して以来、合併せず自立の道を

歩んでこられた群馬県利根郡川場村議会において、全委員出席、川場村議会からは議

長初め全議員及び事務局長の出席を得て「合併しない村としての議会運営について」

をテーマに情報交換を中心に研修をしてまいりました。 

   川場村は、群馬県の北部に位置し、人口は約３，４００人、武尊山（ほたかやま）

の南山麓に扇状に広がる山間地で、大半が標高６００メートル以上の傾斜地となって

おり、面積は８５．２５平方キロメートルで、うち８５％が森林原野で占め、耕地は

７％の豊かな自然に恵まれた農山村であります。 

   村では、里山や田園景観を生かした「田園理想郷」を目指して地域づくりをしてい

ます。 

   具体的には、農産物のブランド化により、川場村産こしひかり「雪ほたか」は米食

味コンクールで国際大会８年連続金賞、観光では道の駅「川場田園プラザ」が全国モ

デル道の駅に選ばれるなど高い評価を受けており、「農業プラス観光」の村として躍

進しています。 

   また、東京都世田谷区とは「縁組協定」により都市と農村の交流事業が３５年目と

なり、文化・スポーツ・産業など各分野において交流が図られるなど、川場村への年

間入り込み客は１５０万人で、直売や観光産業に重点を置いています。 

   川場村議会における議員定数は１０人で、総務文教と産業振興の２常任委員会及び

議会運営委員会、特別委員会として決算審査特別委員会及び議会だより編集委員会が

設置されております。 

   今回の研修テーマである情報交換においては、開かれた議会を目指す夜間議会や休

日の議会の開催についての検討や、子ども議会、女性議会、青年議会の開催について、

また、議員構成における平均年齢が高いことに対しての後継者づくり等の情報交換が
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なされました。 

   議会運営全般については、大玉村とほぼ同様な構成がなされ、スムーズな議会運営

がされていることを実感いたしました。 

   大玉村とは歴史や自然環境の違いなど社会的な条件や環境が異なる点が多々ありま

すが、両議会とも抱える課題などに共通点が多く、有意義な研修であったことを申し

上げ、報告といたします。 

    平成２７年１２月１１日 

議会運営委員会委員長 佐 原 吉太郎  

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 議会運営委員会委員長の報告が終わりました。 

   次に、議会広報編集特別委員会委員長の報告を求めます。２番。 

○議会広報編集特別委員長（遠藤勇雄） 大玉村議会広報編集特別委員会視察研修報告書。 

   平成２７年１１月１６日、１７日の日程で実施いたしました議会広報編集特別委員

会視察研修について報告いたします。 

   全委員出席のもと、宮城県利府町議会からは議長、広報常任委員会委員長を兼務す

る副議長を初め、委員及び事務局の出席をいただき、議会広報全般についてをテーマ

として視察研修を行いました。 

   利府町は、宮城県のほぼ中央に位置し、人口は約３万６，０００人で、政令指定都

市仙台市の中心部まで約３０分の通勤・通学圏であり、新興住宅・団地を中心に人口

の増加傾向が続いています。 

   利府町議会の議員定数は１８名、委員会は総務財務、産業建設、教育民生、議会広

報の４つの常任委員会及び議会運営委員会で構成されています。 

   議会広報常任委員会は、平成２３年５月から常任の委員会となり、委員の構成は副

議長及び３常任委員会から２名ずつ選出され、７名で構成されています。 

   「りふ議会だより」は、昭和５１年５月より創刊され、よりよい議会広報紙を目指

し、平成２３年の第２５回町村議会広報全国コンクールでは全国２位の特別優秀賞に

輝き、平成２７年まで５年連続入賞されています。 

   議会だよりの発行回数は、定例会ごと年４回です。定例会終了後４０日を目安に、

原稿作成から発行まで３回の委員会を開催し、発行しています。 

   編集方針として、①審議の結果だけでなく、審議の経過と内容をわかりやすくする

こと。②議会を傍聴しない住民の方にも傍聴した方と同程度の情報を提供すること。

③議会情報の広報機能と同時に、中学生・高校生や大人に対する社会教育の材料とな

り得ること。④議会と住民をつなぎ、議会活動を正しく理解してもらうことなどを議

会広報の使命としています。 

   レイアウトは余裕のある紙面づくりと、わかりやすい見出し、わかりやすい言葉を

用いて、説明文は「です・ます」、質疑・応答は「だ・である」と文体を統一してい

ます。また、各議案について議員個々の賛否結果を一覧表で掲載もしております。 
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   さらに、インターネットによる議会中継の配信を平成２７年６月から行っています。 

   このたびの研修を通し、今後の本村の議会だより編集に当たって、大いに参考にな

りました。議会活動をさらに理解してもらうために、より親しみのある広報紙づくり

に努めてまいります。 

   また、指定管理者制度により利府町コミュニティセンターの施設運営を行っている

ＮＰＯ法人利府町観光協会や東日本大震災の津波により被害を受けた名取市北釜地区

に設立した農業生産法人株式会社名取北釜ファームの取り組み状況も視察してまいり

ました。 

   以上、議会広報編集特別委員会の研修報告といたします。 

    平成２７年１２月１１日 

議会広報編集特別委員会委員長 遠 藤 勇 雄  

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、委員会研修報告が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１４、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

   議会運営委員会委員長から、会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたし

ました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

   議会運営委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程 配付） 

   配付漏れございませんか。（なし） 

   ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議員発議第１０号「公立小中学校の教

職員数の充実・確保を求める意見書について」、議員発議第１１号「看護師等の労働

環境改善による安全・安心の医療・介護を求める意見書について」が提出されました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第１０号及び議員発議第１１号をそれぞれ順番に日程に追加し、追加日程

第１及び追加日程第２として議題にしたいと思います。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議員発議第１０号及び議員発議第１１号をそれぞれ順番に日程に追加し、
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追加日程第１及び追加日程第２として議題とすることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第１、議員発議第１０号「公立小中学校の教職員数の充

実・確保を求める意見書について」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。８番。 

○８番（佐々木市夫） 議員発議第１０号「公立小中学校の教職員数の充実・確保を求め

る意見書について」、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙

意見書案を会議規則第１４条第１項の規定により提出します。 

   平成２７年１２月１１日 

    大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

提出者 大玉村議会議員 佐々木 市 夫  

賛成者 大玉村議会議員 遠 藤 勇 雄  

   提出先 内閣総理大臣、文部科学大臣、財務大臣 

   公立小中学校の教職員数の充実・確保を求める意見書（案） 

   福島県の学校教育は、地域社会の多様な変化に応じながら、一人ひとりの子どもへ

のきめ細やかな対応や、子どもたちが主体となるゆたかな学びの推進が求められてい

ます。 

   特に東日本大震災・原子力災害の発生以降、「新生ふくしま」をめざし、学校、保

護者、地域そして子どもたちが復興・再生に向け邁進しています。 

   １０月２６日に、財政制度等審議会は「現在の教職員環境を継続させながら、教職

員定数３万７千人減らせる」とする「教職員定数のベースライン（案）」を公表しま

した。 

   本案に対し、中央教育審議会は異例の緊急提言を行い「教職員定数の機械的な削減

ではなく、多様な教育課題や地域のニーズに応じた確固たる教育活動を行うために必

要な教職員数を戦略的に充実・確保すべきである」との見解を明らかにしました。 

   現在、公立小中学校では、授業だけでなく生活指導・進路指導など様々な個別指導

を行い、その比重は増しています。また、特別な支援を必要とする子どもの増加など、

学校現場が抱える課題は多様化しています。保護者からのきめ細かな指導を求める要

望も大きくなっています。今後も、子どもたち一人ひとりに対応した教育を推進し、

保護者をはじめとする地域住民からのニーズに応えるためにも、教職員数の充実・確

保を図ることが必要です。 

   このような理由から、下記の事項の実現について、地方自治法第９９条の規定に基

づき、意見書を提出します。 

記 

   １．子どもたちへのきめ細やかな指導を維持・向上させるために、公立小中学校教

職員数の充実・確保を図る。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

   平成２７年１２月１１日 
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    福島県安達郡大玉村議会議長 遠 藤 義 夫  

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第１０号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 次に、追加日程第２、議員発議第１１号「看護師等の労働環境改善

による安全・安心の医療・介護を求める意見書について」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。３番。 

○３番（本多保夫） 議員発議第１１号「看護師等の労働環境改善による安全・安心の医

療・介護を求める意見書について」、朗読により趣旨説明をさせていただきます。 

   地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書案を会議規則

第１４条第１項の規定により提出します。 

   平成２７年１２月１１日 

    大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

提出者 大玉村議会議員 本 多 保 夫  

賛成者 大玉村議会議員 鈴 木 康 広  

   提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣 

   看護師等の労働環境改善による安全・安心の医療・介護を求める意見書（案） 

   長寿世界一を誇る日本の医療は、今日まで医師・看護師をはじめとする多くの医

療・介護従事者の懸命な努力で支えられてきた。 

   しかし、高齢化の進展による要介護高齢者の増加、医療の高度化・ニーズの多様化

及び医療の安全への期待の高まり等により、長時間労働など医療・介護従事者の労働

環境は厳しさを増している。離職者も増大し、深刻な人手不足の状況になっており、

医療・介護従事者の努力だけでは安全・安心の医療・介護の提供は限界にきている。 

   そのため、夜間・交替制勤務を行なう看護師及び介護従事者などの労働条件の抜本

的な改善とともに、医療及び介護従事者の十分な確保が不可欠である。 

   よって、国においては、安全・安心の医療・介護の提供に向け、下記の措置を講じ

られるよう強く要望する。 

記 

   １．夜間・交替制勤務を行なう看護師及び介護従事者などの労働環境の改善を図る

こと。 
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   ２．医師・看護師・介護従事者などの十分な確保策を講じること。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

   平成２７年１２月１１日 

    福島県安達郡大玉村議会議長 遠 藤 義 夫  

   よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第１１号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で、今期定例会に付議されました議案の審議は全部終了いたし

ました。 

   これをもって本日の会議を閉じ、平成２７年第１０回大玉村議会定例会を閉会とい

たします。ご苦労さまでございました。 

（午後５時０５分） 


