町政を問う（一般質問）
として確認される場合

棟は、平成元年に建設

教育長 矢吹中学校Ｄ

乳幼児が屋内で気軽に

戻らない状況であり、

は、まだ原発事故前に

やぶき 議会だより

がある。

され、平成 年度末に

必要な追加工事を適時

遊水対策等についても

文部科学大臣に申請し

教育施設に転用すべく

学校教育施設から社会

て遊べる施設が無いた

と屋内遊具等を設置し

遊ばせられる屋内砂場

また、軟弱地盤及び

指示している。

の速やかな協議により

ついては、施工会社と

保存すべき古文書等を

においては、歴史的に

その時点の事業計画

のため、屋内遊び場を

びと遊べる環境づくり

今後は屋内でのびの

行って利用している。

めに近隣の市町村に

実施工程等の影響につ

収集、整理、保存し、

整備する予定があるか。

た。

いては最小限に抑えら

公開していくための歴

これらの追加工事に

れている。

史資料館的な施設の開

できる被災箇所の設計

町長

後はＤ棟も改修工事が

も８月に終了し、その

薄葉

サークル団体や社会教

ら、芸術・文化などの

役割を中心としなが

ては、歴史資料館的な

今後の利活用につい

より子育て支援セン

行うため、平成 年度

が出来る環境づくりを

心して産み育てること

画に基づき、子供を安

矢吹まちづくり総合計

町では、第５次

及 び 積 算 に 関 し て は、

予定され、社会教育施

育活動団体等、多くの

ター「にこにこひろば」

町長

薄葉

現地測量、実施設計及

設の歴史資料館等へ転

町民の皆様のコミュニ

を保健福祉センター内

設を検討していた。

械・作業員・材料等の

び県の積算基準、基準

用の予定であります。

ティーの場としての活

矢吹中学校Ｄ棟の
今後の利活用は

不足で遅れているよう

単価の採用により適正

震災等の影響で既存

たのか。

り被害が大きくて遅れ

階で当初の調査状況よ

渠管及び堆積土砂に埋

特に地中の埋設物、暗

は 確 認 で き な い 被 災、

ただし、事前調査で

今後の利活用はどうな

う 声 も あ り ま す の で、

体等が利用したいと言

の場として社会教育団

町民のコミュニティー

の 施 設 が 利 用 で き ず、

る。

等を現在検討中であ

効果的な活用のあり方

用なども含めて、より

整備する予定はないが、

新たな屋内遊び場を

に設置した。

中学校改築事業

だが、実際に現地調査

に見積もりを行ってい

また、現地調査の時

もれている箇所等の被

のか。

町内の放射線量

討する。

と活性化施策の中で検

今後中心市街地の復興
点で見積が低く工事の

災については、工事の

薄葉

乳幼児対象の屋内
遊び場の整備を
見通しが甘かったとい

進捗により新たな被災

復旧工事が機

による見積の入札予定

る。

事前調査で確認

23

価格が工事を始めた段

災害復旧工事の進
捗状況

災害復旧工事現場
う事が無かったのか。

21

薄葉好弘 議員

災害復旧の進捗は
早期の完了を目指す
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鈴木隆司 議員

県よりホールボディカ

※１ ホールボディカ

後の加速化計画につい

また、生活幹線道路

鈴木 各小学校の自転

て伺う。

の工事長期化による商

小学校の危険な冬
季自転車通学につ
いて

内に摂取された放射性

ウンタとは、人間の体

物質の量を体外から測

車通学の実態について

また、雪の多い冬期

店等の打撃実態をどう

更に、放射能数値が

間は大変危険な現状に

定する装置。

極めて高いと予想され

あ る と の 声 が あ る が、

伺う。

る道路側溝内の実態と

冬季限定の通学バスの

運行を要請するが町の

町長 冬期間、特に積

考えは？

路 線、 公 園 一 カ 所、

雪時の歩行者、自転車

り越した事業は、町道

町長 平成 年から繰

対策について。

考える？

体内被ばく線量を測
定するときに使う。
ヒューマンカウンタ、
全身カウンタとも称す
る。（環境省原子力規
制委員会ＨＰの旧原子
力安全・保安院用語集
より参照）
現在はホールボディ
カウンターなどとも呼

河川二カ所、農用地な

の運行には町内各所で

施設が二カ所、農業集

遠距離通学をしている

交通の危険がある。

ばれている。

地区、公共下水道

落排水施設は舗装復旧

自転車通学の小学生に

ど
台数については、平

工事であるが、全て平

ついては、交通事故の

ウンタの受け入れに関
成 年度は１台で開始

年度内に完了を目

す る 意 向 調 査 が あ り、

するが、全町民ができ

成

鈴木

の影響を考慮し、受け

るだけ早い時期に検査

しかし、冬期限定の

指し進めていく。

生活幹線道路の工事

通学バスを運行するに

放射線被ばくの健康へ

タ
（※１）
の概要説明を。

入れの意向を報告し

できるよう県に対して

長期化による商店等の

は新たなバスが必要に

るホールボディカウン
また、町民の検査実施

た。

全町民の安全・安心の

打撃については、私自

増 設 を 要 望 し て お り、
隣市町村と、運営費や

ために全力で取り組ん

同じ課題を抱える近
放射線技師等専門職員

み経過を伺う。
更に、白河厚生病院

なるので、各小学校に

おける需要状況、運行

身も足を運び話を伺っ

たところ、東邦銀行が

体制、経費、負担額等

やぶき 議会だより

検討する。

の運行が可能かどうか

なくなった影響も大き

でいく。

復旧の加速化及び
除染について

復興を急ぎたい。

今後、中心市街地の

について調査し、バス

の配置、機器設置の場

西白河郡の市町村で白

鈴木

討をした結果、白河市
河厚生病院に委託し実

繰越し工事の現状と今

工期延長・年度
施することにした。

いとのことでした。

一カ所で白河市・西白

発生を心配している。

が遅くなった経緯につ

内部被ばく検査と
健康について

23

所等について詳細な検

いて市町村会の取り組

25

来年度実施され

17

30

ホールボディカウンタ
25

河地方全体約 万人の
か？
町長

昨 年 ９ 月 ５ 日、

検査に懸念はないの

11

早急な内部被ばく検査を
まず１台導入し、増設も！
町政を問う（一般質問）

7

159 号
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やぶき

定者は定年が１名、勧
市、愛知県豊田市等の

県川南町、埼玉県八潮

に努めたい。

検討し本事業の見直し

イ レ ー ジ に つ い て は、

用米ホールクロップサ

やぶき 議会だより

奨者が３名、自己都合

町政を問う（一般質問）
町職員の動向につ
いて
他自治体からの派遣職

㌃当り１万円の助成

による者が１名と計６

員については引き続き

を、エンバクについて

のご支援をお願いして

藤井 今年で３年目の

町としては、連作障

名です。平成 年の採

藤井 近年早期退職者
が多いように思われた
用予定者は、一般行政

当面の災害復旧工事の

転作となるが、転作障

㌃当り５千円の助

職７名でうち１名は土

担当技能職の確保に努

か？

のように考えている

全体を数ブロックに分

する手段として、地区

成を行っている。

は

各事業実現の為には
木職員の代替として採

年度の転作状況

専門的分野の職員が多

害や水利の問題を解決

に つ い て 募 集 し た 所、

害や町独自の支援をど

退職者数及び採用予

応募者が２名と少なく、

け順次移動させるブ

ロックローテーション

年度の町

町長 平成

を推進するほか、引き

なかった。要因として

試験の結果適格者がい

定者等の傾向を伺う。
年度の退

全体の転作状況は、大

続き町単独助成として、

㌃、

ことで、農業者個別所

容で支援を行っていく

年度

2980

町長 平成

藤井

豆が ㌃、ソバが ㌃、

行政懇談会への

は東日本大震災による

参加者増員について町

年度と同様の内

㌃となっ

平成

ものと思われる。
東京都三鷹市、宮崎

エンバクが

得補償制度を活用した

プサイレージが
マ等を見直してはどう

ている。町ではこれら

所得確保のための大豆

実施時期や開催テー
か？

の転作作物について町

等の転作を推進してい
まちづくり懇談

単独助成として、大豆、
町長

く。

24

300

1415

8294

職者数は、９月 日付

10

飼料用米ホールクロッ

24
長の考えを伺う。

行政懇談会への参
加者の増員につい
て

める。

が今年度はどうか？

10

用する。技能職の採用

25

く必要と思うが？

25

ソバ、飼料作物、飼料
会への参加者数の推移
をみると、平成 年度
をピークに平成

名から 名程

な が ら、 開 催 時 期 や

え、区長会と協議をし

してきた経緯を踏ま

の為増やす方策に苦慮

度と低迷している。こ

からは

100 20 18

テーマ等についても再

転作状況

70

で自己都合による者が
１名で３月末日での予

まちづくり懇談会

30

24

藤井精七 議員

25年度転作について
ブロックローテーションで推進
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熊 田 宏 議 員

災害公営住宅について
整備計画８月までに策定

年６

いることから、それぞ

通学路と順に実施して

であるスー

学省の事業

月に文部科

平成

熊田

れ実施地区の作業時間

道、県道、そして町道、

多くの町民から近隣市

に時間差が生じている。

積雪時の除雪につ
いて

町村に比べて悪いと不

今年は例年になく雪

災害公営住宅につ
いて
熊田

満や苦情が出ている。

の量が多かったほか道

る見込みである。
その原因となるのは、

除雪に関して、

期 間 が 一 年 延 長 さ れ、

町民の生命を守るた

路復旧の遅れにより路

仮設住宅の入居

平成 年度末までとな

め、除雪の現状と今後

パーエコス

災害公営住宅の整備が

とも起因し、町民にご

クール実証

事業の採択

年７月

を受け、平

成

小づくり検討委員会』

作りであるが、『矢吹

自治体の教育のベース

クールとするための今

指したスーパーエコス

ゼロエネルギーを目

やぶき 議会だより

取り組んで参りたい。

のお手本になるように

のこと、国内学校施設

の学校施設はもちろん

後行う実施設計や工事

矢吹小学校の

改 修 計 画 に つ い て は、

教育長

への波及効果は。

また、他の小中学校

の活動と今後の取り組

倉庫などです。

器具のＬＥＤ化、備蓄

蓄電池、外断熱、照明

や風力発電、

容は太陽光

整備の内

きた。

討を行って

を設置し検

り検討委員

に矢小づく

24

の手法については町内

学校づくりは、

面が不整正であったこ

のか。

迷惑をおかけしました
が、今後は天気予想な

町道の除雪につ

町長

どの情報収集に努める
とともに、建設協力会

いては、矢吹町建設協
力会と連携し積雪量が

との調整を図り、町民
の安全と安心の確保に

例年になく雪の量が多かった今年の除雪

意見交換が行われた検討委員会
みは。

熊田

はどのように対処する

矢吹小づくり検討
委員会について

24

遅れていることである。
災害公営住宅建設に
ついてどのような取り
組みをしていくのか。
町長 入居者数を確認

㌢㍍を基準として出
動する体制をとってい

する為の説明会やアン
ケート調査を５月頃に

努める。
除雪作業は初めに国

る。

いる。

より人口増加を考えて

定住が図られることに

び町で家を失った方の

町外からの避難者及

等の基本設計を行う。

に策定し建設戸数構造

整備計画を８月まで

んでいく。

建設に積極的に取りく

を進め災害公営住宅の

行い、建設戸数の調査

15

26

町政を問う（一般質問）

9
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町政を問う（一般質問）
柿之内地区除染事
業の推進と今後の
町内除染事業につ
いて

たが、仮置場内からの

応について考えを伺う。

やぶき 議会だより

国が批准した国連子

体での子供の町づくり

供の権利条約や他自治
町長

参画条例等も踏まえて、

除雪対策について
安井

町建設協力会と連携し、

子供の権利、保護、社

排水ルートの選定や設
計書の作成に時間を要

雪について多くの町民

積雪量が ㌢㍍を基準

町道の除雪は、

したことから、造成工

から提案や苦情が寄せ

なり、現段階では搬入

特に国県道の歩道や

通学路の除雪を優先に

する体制をとっており、

として直接作業に出動

の見解を伺う。

望まれるが、町として

会参画への機会拡充が

積雪時の道路除

事の契約が２月 日と

に仮置場建設が間に合
が困難な状況にある。

生活道路及び通学路が

実施している。

供たちも参加し計画に

安井 モデル除染開始
わず汚染土壌が対象家
これらに要する費用

除雪されていない。学

ウトソーシングに加え、

かかわっていくことは、

られている。

屋の庭先に仮置きされ
については、全額国か

生や高齢者の通行に危

小型除雪機、農業用ト

非常に大切なことであ

仮及び仮々置場建設

ている。
らの交付金により対応

険な状況である。

ラクターの利活用につ

ると考えております。

の進捗と見通し、遅延

町づくり等に子

追加被爆を減らすた

できます。地域の協力

小型除雪機や農業用

いても、どのような形

これまでも教育委員

の経緯、追加工事費用

町長

めにも一刻も早い搬出

と理解のもと、仮置き

トラクターの地域への

で組織化し、さらには

会による子供議会の開

は国等に担保されるか

ケ ー ト 調 査 を 実 施 し、

子供たちがまちづくり

経験した当町の子供た

安井 東日本大震災を

町づくりへの子供
の参画について

ることで、町の活性化

主体的に社会にかかわ

現していくことにより

分たちの意見等が、実

の計画等に参加し、自

ちには町づくりや将来

今後も機会を提供で

にもつながるものと考

めや通学路の問題など

きる様、教育委員会と

の社会参画に多様な考

子供の目線だからこそ

協議する。

えております。

の解決案もある。

えを持っている。いじ

ります。

行政区、民間へのア

が望まれる。

場の設置、住宅地の除

貸与と除雪作業の委託

ご支援をいただけるか、

催や中心市街地の復興

伺う。

染に努める。

を行う等、降雪時の対

協議を深める対象とし

15

に関して中学生のアン

15

ていきたいと考えてお

今後の除染でこの様
な遅延の無い様、人員
組 織 等 の 見 直 し、 国・
東電への要請等を含め
対策について考えを伺
う。
町長 モデル除染によ
り排出された汚染土壌
等 に つ い て は、 当 初、
南町地内に建設を予定
している仮置場への搬
入を予定しておりまし

柿之内地区の仮置場

安井敬博 議員

町づくりに子供の参画を
非常に大切なことである

159 号
議会だより
やぶき

10

汚染瓦礫処理 行政対応は
町民の不利益とならない対応
佐藤幸市 議員

をしていきます。

３団体からも復興のシ

周辺市町村における

よう指導改善あるいは

届出が必要であり、提

建 設 計 画 に つ い て は、

方や、ゆかりのある方

から、工場敷地面積ま

出 先 の 行 政 機 関 で は、

現段階では情報は入っ

佐藤

などから修復を求める

ンボルとして整備する

佐藤 矢吹町堰の上水
当該工場の立地が環境

ておりませんが、本町

事業及びスケジュール

声が数多く寄せられて

不受理となります。

利組合に隣接する、白
の保全を図りつつ適正

への影響が予想される

等（案）によると、大

おります。

たは建設面積に応じた

河市大信に建設が進め
に行われるのか審査の

場合には、西白河市町

正ロマンの館は拡幅道

拡幅内容が未決定な

ついて協力したい旨の

究所からも修復保存に

東京大学生産技術研

外、県外の本町出身の

た震災直後、町外、県

ことの提案があり、ま

られていた、バイオマ
上、受理通知を行う仕

村会で情報の共有を図

路に接してます。

ウッドパワー発電
所、県内汚染瓦礫
処理問題について

ス発電所は、水利組合
組みとなっております。

ることにより、町民の

大正ロマンの館、
土地・建物取得及
び改修について

の反対で、中止となっ

住民生活に影響する

不利益とならない対応

のに、建物の取得改修

申し出がありました。

中心市街地復興

たが、別の場所で計画

環境汚染は排除される

また、白河市内企業

計画が決定している内

があるようです。
が放射性汚染瓦礫の受

容です。

民説明会は行われない

ことですか。また、住

で実行は難しいという

道路拡幅は計画だけ

路整備事業等を考慮し

実施に当たっては、道

判断しました。事業の

して早く活用すべきと

え、復興のシンボルと

なっているが、どのよ

た緊急経済対策により、

日本経済再生に向け

取り組みます。

うな運営方法なのか説

財政的に有利なメニュ

市街地復興まちづくり

会・町職員による中心

中心市街地復興協議

マ ン の 館 は、 商 工 会・

町長 ご指摘の大正ロ

いく予定であります。

説明会を経て実施して

内容を詰めた上で住民

あり、今後、具体的な

検討しているところで

とから、活用について

やぶき 議会だより

プロジェクトチームの

ーが創設されているこ

明願いたい。

一階はカフェバーと

のか。

これらのことを踏ま

け入れを開始する記事
が新聞に掲載されまし
た。
自然環境を守り継承
す る 責 任 が あ り ま す。
近隣地域の計画だから
関係ない、では済まさ
れません。
行政の取り組みは如
何に。
町長の考えを伺う。
町長 心配されており
ます工場の設置につき
ましては、福島県工業
開発条例の対象となる
電気供給業であること

町政を問う（一般質問）
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159 号
議会だより
やぶき

大信のバイオマス発電所

P10 仮置場

適正に処理されていたと思っている

りました。
当時と違った使い道で

については平成 、

町長

甲状腺がん検診

良いと税務署との指

年度で

当初から人件費に充

導、協議の中で決まり

町民に損失負わせ
た説明を
当しなかった為に生じ

水道会計で、本

青山

し平成

やぶき 議会だより

だった。

万 人が受診

おり、また国保加入者

り資産価値は下がって

震災・原発事故によ

年２月に、平

自体弱者が多い中に

ましたのでそれ以前に

年度３万 人のう

た損失については、当

成

来納める必要のない消

ついては損失という認

ち細胞診検査が

時は受水費として会計

識は持っておりませ

費税を納め、５年間で
処理するのが当然でし

産割課税を撤廃しては

あっては、国保税の資

２千７百万円の還付を

うち

国保会計は平成

如何か問う。

町長

年度・平成 年度共

影響により生じたとは

に黒字会計ですが、安

の事故による放射線の

な意見としては、今回

が検討委員会の総合的

と判断されております

人が悪性の疑い

ん。

識している。

たので適正であると認

時効分を含め消費税
導入時期まで遡るなら

町で対応すべき

高い甲状腺がん割合

上下水道課長

青山 本県の

公営企

ば、約１億４千万円も

業法の繰出基準に基づ

の３人が甲状腺がんと

歳以下

の損失を町民に負わせ

いて一般会計から繰入

その後については、国・

す。

万円で

万円を一般会計から

平成

年度から毎年

円ですが現在

当町の必要額は約３億

支払準備金が必要です。

た事となる。受水費へ

甲状腺検査の実施は

す。
万人に１人か２人
ノブイリの知見でも被

県の動向を見極めなが

年 月に予定し
爆後４年から

ら早期発見・早期治療

平成

５年で発見と

及び不安の軽減に努め

の発症であり、チェル

常

あると公表された。通

定した国保運営の為に

年までは

います。今般、平成

業団から受水を受けて

平成 年からは水企

考えにくいとの評価で

異質性を感じる。
結果、損失額を示し、

年から平成

あり、今回の

ます。
懸念を抱く。
県、国がや
らないなら町

6000

繰り入れ安定した運営

を行ってまいりました。

資産割の課税撤廃に

つ い て は、 事 業 運 営・

財政運営の広域化に伴
の検診を独自

計は平成 年度が２億

青山

ますので、本町でも縮

が資産割を廃止してい

い、県内では４保険者
に や る べ き。

２千５百万円、平成

動向を注視し議員の皆

国民健康保険会
早期着手を望

年度が２億５千３百万

小廃止について、県の
むが如何か。

様と協議して行きます。

国保税の課税
資産割りの撤廃を
求む

高い割合には

25

円の実質収支は黒字

が甲状腺がん

21

WBC

P12

性質は赤字補填であり

診断され７人に疑いが

23

受けた。

人、

9660

8114
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23
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23

10

しています。

22

7000

その説明と対処をどう

18

100

ホールボディカウンタ搭載車

するのか伺う。
町長 税務署との消費
税還付申告協議の中で、
一般会計からの繰入金
は受水費への充当が正
当との指導を受け、受

年度、税理士

水費に充当していまし
た。
平成

への委託を行い人件費
に充当できるようにな
り、消費税の還付とな

22

10

22

P13 口蹄疫畜魂碑

13

の繰入と言うが、その

18

24

23

23

青山英樹 議員

町政を問う（一般質問）

町民に負わせた損失はいくらか？
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