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１ 岡岡岡岡    部部部部    政政政政    一一一一    無 所 属 

２ 佐佐佐佐    藤藤藤藤    弘弘弘弘    信信信信    無 所 属 

３ 佐佐佐佐    藤藤藤藤    一一一一    夫夫夫夫    無 所 属 

４ 佐佐佐佐    川川川川    勇勇勇勇    司司司司    無 所 属 

５ 関関関関    根根根根    角角角角    男男男男    無 所 属 

６ 近近近近    内内内内    光光光光    英英英英    無 所 属 

７ 岡岡岡岡    部部部部    淳淳淳淳    一一一一    日本共産党 

８ 高高高高    木木木木    節節節節    男男男男    無 所 属 

 

 

古 殿 町 議 会 

一 般 質 問 



順序 質問者 質問事項 要        旨 

１ 

 

４番 

岡部岡部岡部岡部    政一政一政一政一    

    

1.1.1.1.放射能放射能放射能放射能にににに汚染汚染汚染汚染されたされたされたされた

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの仮置仮置仮置仮置きききき場場場場のののの

設置設置設置設置についてについてについてについて    

    

(答弁者: 町 長) 

(1) 大地震による倒壊で発生し、原発事故の放射能で汚染さ

れた、がれきや壊れた屋根瓦、石塀、石倉の大谷石など

の仮置き場を、早急に、再度設置すべきと思うがどうか。 

(2) 全壊、半壊、一部損壊も支援の対象になり、内容と件数

はどのようになっているのか。 

(3) 安全安心な空間放射線量値と年間積算放射線量値の、町

の目標値はあるのか。 

(4) 除染の目安と不安解消のため、町独自の放射線量マップ

の作成は考えられないか。除染の計画とマニアルはどう

なっているのか。 

(5) 原発事故による放射能被害と風評被害などの損害賠償

問題の調査と範囲はどのようになっているのか。 

 

2222....若者若者若者若者がががが定住定住定住定住できるできるできるできる環環環環

境境境境づくりづくりづくりづくりについてについてについてについて    

    

 (答弁者: 町 長) 

(1) 人口の減少は、町政にどのような影響があるのか。 

(2) 町の位置条件から、若者が定住できる通勤、通学の環境

つくりの対策は考えているのか。 

(3) 県道いわき石川線の石川バイパス道路建設(現在休工)

の早期着工と、才鉢地内の復旧本工事の早期実現に向け

て、どのような対策をしているのか。 

(4) 新規企業の誘致と雇用対策はどのようになっているの

か。 

(5) 子育て支援のため、幼保一体化の施設の建設は出来るの

か。 

 

２ １番 

佐藤佐藤佐藤佐藤    弘信弘信弘信弘信    

1111....平成平成平成平成２４２４２４２４年度予算編年度予算編年度予算編年度予算編    

成成成成にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、基本的基本的基本的基本的    

方針方針方針方針とととと重点施策重点施策重点施策重点施策につにつにつにつ    

いていていていて    

    

 (答弁者: 町 長)    

(1) 財源確保には、どのような見通しを持っているのか。 

(2) 新年度の予算編成に対する基本的方針は。 

(3) 今年度、先送りされた事業の見通しは。 

(4) 第６次振興計画をどのように反映するのか。 

(5) 新年度の重点施策は。 

 

2222....スクールバススクールバススクールバススクールバス運行運行運行運行にににに

対対対対するするするする安全対策安全対策安全対策安全対策につにつにつにつ

いていていていて    

    

(答弁者: 町 長    

    ・教育長)    

(1) 冬期間の、除雪体制は確立されているのか。 

(2) 積雪時の運行に対して、委託先である福島交通と協議し

ているか。 

(3) スクールバス運行後、ガードレール・カーブミラーの設

置あるいはカーブ等で除草の地元からの要望等はあっ

たのか、あったとすればどのような対策を講じたのか。 

 

３ ６番 

佐藤佐藤佐藤佐藤    一夫一夫一夫一夫    

    

1111....平成平成平成平成２３２３２３２３年度主要事年度主要事年度主要事年度主要事

業業業業のののの執行状況執行状況執行状況執行状況についについについについ

てててて    

(答弁者: 町 長)    

(1) 平成２２年度より繰越された事業の達成度はどうか。 

(2) 今年度における事業執行の進捗状況は。 

(3) 広報誌で公表された、下期発注予定の工事について、年

度内完成は大丈夫なのか。 



順序 質問者 質問事項 要        旨 

３ ６番 

佐藤佐藤佐藤佐藤    一夫一夫一夫一夫    

    

2.2.2.2.学校給食学校給食学校給食学校給食のののの安全安全安全安全とととと地地地地

産地消産地消産地消産地消のののの関係関係関係関係についについについについ

てててて    

    

(答弁者: 教育長)    

(1) 食材の地場産品の利用状況と、地産地消対策の考え方に

ついて 

(2) 児童による給食評価の聞き取りなどは実施しているか。

また、食べ残し等の実態はどうか。 

(3) 文科省から、給食の食材１キロ当たり 40 ﾍﾞｸﾚﾙ以下が測

定できる機器と通知されたようですが、その対応と安全

確保の対策は。 

(4) 今後の学校給食センター事業に対する考え方は。 

 

４ 

 

２番 

佐川佐川佐川佐川    勇司勇司勇司勇司    

 

1.1.1.1. 農林業政策農林業政策農林業政策農林業政策についについについについ

てててて    

    

(答弁者: 町 長)    

(1)昨年導入された戸別所得補償交付金、米価変動補てん交

付金、本年度も実施か。また、その内容に変動があるの

か。 

(2)農家の担い手問題や耕作放棄地対策の考えは。 

(3)転作事業政策の展開と耕作物(特に大豆)の消費拡大の

取り組みはどうか。 

(4)加工米・米粉の消費拡大・特産品の取り組みは、どのよ

うな進展か。 

(5)森林整備について次年度の取り組み内容はどうか。 

(6)来年度から、森林整備に係る補助制度が大きく変わると

聞くが、どのように変わるのか。 

 

2.2.2.2.若者世代若者世代若者世代若者世代のののの環境環境環境環境づくづくづくづく

りりりりについてについてについてについて    

    

(答弁者: 町 長 

・教育長)    

    

    

(1) 公民館の建物耐用年数は、どれくらいか。 

(2) 公民館のホールを含む完備された図書館の改築が今後

必要と思うが、考えは。 

(3) 地域に若者世代が定住するための交流、５町村連携の出

会いの集いは今後も継続すべきと思うが、次年度計画と

今後の考えは。 

 

５ １１番 

関根関根関根関根    角男角男角男角男    

    

1.1.1.1. 平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般年度一般年度一般年度一般

会計及会計及会計及会計及びびびび特別会計特別会計特別会計特別会計

のののの収納収納収納収納についてについてについてについて    

 (答弁者: 町 長)    

(1) 未納が多い町税、国保税の対応について。 

(2) 約１億円を超える滞納に責任は感じないのか。 

(3) 三株団地と滝ノ平分校貸付料の解決方法はないのか。 

 

2.2.2.2.古殿小学校統合古殿小学校統合古殿小学校統合古殿小学校統合によによによによ

るそのるそのるそのるその後後後後のののの運営状況運営状況運営状況運営状況

についてについてについてについて        

(答弁者: 町 長 

・教育長) 

    

    

    

(1)児童生徒の学力調査の状況について。 

(2)生徒の健康管理と除染について。 

(3)福島交通との契約内容について。 

 



順序 質問者 質問事項 要        旨 

６ １２番 

近内近内近内近内    光英光英光英光英    

1.1.1.1.クリニッククリニッククリニッククリニック側側側側のののの““““古古古古

殿町殿町殿町殿町にににに来来来来てやったてやったてやったてやった””””

のののの発言発言発言発言についてについてについてについて        

    

(答弁者: 町 長)    

 

(1) クリニック側との契約に当たった職員は、町代表の資格

で折衝したのか、また遊びに行ったのか。 

(2) この件については定例会ごとに何回となく質問してい

るが、９月定例会までに結論がまとまらなかったのはク

リニック側の類稀なる吝嗇によるものと思う。 

(3) 今回の質問の要点は、町とクリニックとの交渉の中で

“古殿町に来てやった”との発言であります。この言葉

について、町長、職員、議員諸侯はどう反応したのか。

町民のプライド即ち自尊心有りや無しを聞きたく質問

します。 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８番 

岡部岡部岡部岡部    淳一淳一淳一淳一    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1.1.1.1. 町町町町とととと町民町民町民町民にとってにとってにとってにとって

現在現在現在現在のののの原発事故状原発事故状原発事故状原発事故状

況況況況をどうをどうをどうをどう捉捉捉捉ええええ対応対応対応対応

すべきなのかすべきなのかすべきなのかすべきなのか    

    

(答弁者: 町 長) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(1) 県知事が明言した県内原発全基廃炉について、どう捉え

ているのか。 

(2) 現在策定中の、県復興計画には県内自治体からの意見は

活かされているのか。 

(3) 県と町が一体的に実施している汚染対策事業は何かあ

るのか。 

(4) 線量測定結果は県と町だけのものでなく、学校や区など

の測定値についても確認しているのか。それらの測定値

を基に放射線マップの作成はするのか。 

(5) 各区による放射能対策が実施されているが、町とのかか

わりはどうしているのか。具体的除染について指導は行

われているのか。 

(6) 損害対策協議会の緊急要望への東電答弁についてどう

捉えているのか。また、賠償完全実施に向けて古殿町の

被害について取りまとめているのか。 

(7) 県の健康調査に対しての町民の動向は把握しているの

か。また、県の具体的な検診はいつ頃になるのか。甲状

腺などの独自検査を実施する考えはないか。 

(8) 食物は勿論、山林樹木、稲わら、堆肥などあらゆるもの

に放射性物質汚染が進んでいるが、汚染マップによると

古殿町の一部にも１万から１０万ベクレルの飛散が確

認されている。この問題に対する考えと取り組みについ

て伺いたい。 

 

 

 

 

 

 



順序 質問者 質問事項    要        旨 

７ ８番 

岡部岡部岡部岡部    淳一淳一淳一淳一 

2.2.2.2. 大震災大震災大震災大震災によるによるによるによる被害被害被害被害

のののの実態実態実態実態とととと問題点問題点問題点問題点にににに

ついてついてついてついて    

    

(答弁者: 町 長) 

 

(1)今回の大震災で、町に適用された国・県の制度支援はい

くつあったのか。その中で、いくつの制度が利用されて

きたのか。 

(2)町内の被災個所で、災害に認定されなかった箇所はどれ

くらいあり、どう対処しているか。個人の宅地や農地に

対しての支援策はないのか。 

(3)町の災害については概ね把握していると思うが、町内の

会所・事業所の被害実態は把握しているのか。また、情

報は寄せられているか。 

(4)県道沿いの山林・雑地などの地滑り・崩落について、具

体的工事発注が進行しているものはあるのか。また、工

事の見通しについて県との協議は進んでいるのか。 

(5)ガレキ処理支援について、再度行うつもりはありません

か。 

 

3.3.3.3. 次年度事業施策次年度事業施策次年度事業施策次年度事業施策とととと

してしてしてして取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき

課題課題課題課題はははは    

    

(答弁者: 町 長)    

(1) 県も方向性を打ち出している１８歳まで医療費無料化

について、町においては来年当初より先行実施してはど

うか。 

(2) 保育所・幼稚園を含むスクールバスの運行実施と高校生

への通学費助成について実施してはどうか。 

(3) 全国的に拡大している住宅リフォーム助成制度を地域

経済活性化のために創設・実施すべきと思うがどうか。 

(4) 具体的な再生エネルギー利用に一歩踏み出す時期に来

たと思うが、現段階での実施策の具体案はあるのか。 

(5) 雇用確保のための専従の課の設置、町民の声を町政に活

かすための総合相談窓口の設置をするつもりはありま

せんか。 

 

８ ３番 

高木高木高木高木    節男節男節男節男    

1.1.1.1. 文化財文化財文化財文化財のののの保存継承保存継承保存継承保存継承

についてについてについてについて    

    

(答弁者: 教育長) 

 

 

 

    

(1) 昭和５０年に文化財保護審議委員会設置条例が制定さ

れたが、その後の活動状況は。 

(2) 町文化財指定の件数と保存件数はどの様になっている

のか。 

(3) 今回の震災での文化財の被害状況は。 

(4) 文化財保護審議委員会の現在の活動状況と、今後次世代

に伝えるための計画は。 

 

2.2.2.2. 町民町民町民町民のののの声声声声にににに対対対対してしてしてして

どのようにどのようにどのようにどのように対応対応対応対応しししし

ているのかているのかているのかているのか    

    

(答弁者: 町 長) 

(1) 放射線対策と除染の進め方の基本的方針は。 

(2) 町長の、町民の目線での町政執行にあたる。その政治姿

勢は、執行体制の中でどのように活かされているのか。 

(3) AED の設置状況と今後の計画はあるのか。 



 


