一 般 質 問

東電に賠償を求めよ
町長

町長／請求することはできないが協議していく

阿部
①請求の項目と支払われた実績
は。
②当町は土地・建物など公共財
物の請求をしていない。当町も
葉町以北と同様、町有地の評
価額は下がるなどあり、厳格に
請求するべきだ。請求漏れや金
額などのチェック体制は。東電
との交渉で専門の弁護士の起用
は。
③民間の損害賠償訴訟では多く
が中間指針を越えた判決が出て
いる。東電が道理のある請求に
応じない場合、提訴する意思は。

阿部
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②双葉町・大熊町など
を走り回ったダンプな
どが国道６号線ほかを
日常的に走行。以前こ
れら車のタイヤの除染
を双葉郡として国に要
請するよう強く求めた
が、その後は。
③町長も教育長も国等
が言うから「健康被害
は少ないと認識してい
る」と言う。今後 年
で町内で何人が放射線
障害になり、亡くなる
と思っているか。

町長
①国が定めた計画に基づき、
県が環
境モニタリングを行い、
原子力規制
庁がその結果を検証しています。
②廃棄物輸送等車両は、施設等を
退出する際にスクリーニングを行
い、基準値を超えた場合は、洗浄
することになっています。
これまで基準値を超えた車両の
報告はありません。
③県が取り組んでいる測定や調査
の結果は、被ばくのリスクは低く、
放射線障害は少ないと受け止めら
れており、死亡者数等の予測はさ
れていません。

教育長

町長

①Ｊヴィレッジが公開
する測定値により、そ
の安全性を確認してお
り、芝植えを実施した
芝生広場周辺は、以前
に放射線濃度測定結果
の説明を受け、安全性
は確認しています。
②国の放射線審議会が
まとめる提言にそった
放射線の安全基準によ
り、子供達の健康を防
護していきたいと考え
ています。

小磯

①現地調査を行い、進
入路及び施設計画上の
協議から集約には至り
ませんでした。
②周辺環境や交通アク
セス等を考慮し、広域
市町村圏組合が主体と
なり場所の選定や地域
住民との合意形成に取
り組みます。
③広域市町村圏組合の
整備方針及び整備スケ
ジュール等を尊重し、協
力・対応していきます。

人口減少が止まら
ず、移住・定住促進に
向けた環境作りが急務
であるが、
①若者定住促進事業等
の年度別の実績は。
② 帰 町 対 応 と 社 会 増・
自然増対応は。
③若者の移住・定住施
策を統括する係を新設
する考えは。
④町外住基を有する定
住住民・世帯数は。
また、
「広野町民」へ
の移動策はどのように。

小磯

①平成 年度から広野
スタイル創出事業、平
成 年度からふくしま
未来テレワーク事業を
実施し、今年度、農業
次世代人材育成奨学金
貸付事業がスタートし
ました。
②帰町、社会増対応は、
住宅や商業施設の整
備、雇用、医療機関の
支援等、自然増対応は、
婚活、子育て世代の環
境整備を図ります。
③昨年度、事務分掌を

町長

見直しました。
④居住困難区域等から
の避難住民が３０３
人、１８７世帯です。
また、環境整備や交
流等積極的に事業を推
進していきます。

町長／積極的に事業を推進していく

環境作り・施策はどのように

①町長挨拶の中で、
「広
域圏組合にて、広野町
内設置とされ、場所の
設定、組合・議会に説
明しよう、届けるには
至らなかった」と発言
されましたが、至らな
かった理由は。
②広域市町村圏組合の
権限と責任における事
業であるが、内諾され
た場所の設定は。
③今後、広域市町村圏
組合等の交渉は。

東電は芝植えをやった土
の再調査を行うが、教育委
員会や学校教育課はどう
やってこれにゴマカシがな
いと担保させるか。
②最も危険な吸引被曝につ
いては今もって全く認識が
ない。複合汚染・多重被曝
の環境にずっと生活してい
る現実を踏まえて、教育委
員会や学校教育課は子供ら
対して具体的な放射線防護
の指針と安全基準を作るつ
もりは。

教育長／子供達の健康を防護していく

子供の被曝対策をせよ

５月８日Ｊヴィレッジで
小学校５・６年生が芝植えを
したが、
①Ｊヴィレッジは汚染車輌
が大量に行き来した。芝植
えをした場所は一面を安全
に客土した筈だが、空間線
量率が毎時０・１７μＳｖも
あり、土壌や空気の相当な
汚染が疑われる。原発事故
の時に地表だった芝の各所
の数値が平均２３８ ／㎡
しかなく、誰が信じられる
か。

阿部

①２０１１年、金沢大
学教授らが大熊町 ヵ
所の地表の土を調査
して最高でセシウム
１３４＋１３７とヨ
ウ素１３１の合計が
５ ８ ４ ３・９ 万 ／ ㎡
（東平）
。プルトニウム
は同町 ヵ所を調査し
て政府は２００倍数値
を小さく見積もってい
ると。当町はなぜ国に
環境調査を求めないの
か。

①中間指針に基づき、旧緊急
時避難準備区域に該当するた
め請求することはできませ
ん。
② 人 件 費、 原 子 力 災 害 対 応、
除染、立木補償、たばこ税の
税収減、下水道事業の営業損
害分等を、平成 年度から毎
年度請求しています。
財物の賠償請求について
は、国・県・関係者と協議を
しながら進めていきます。
③東京電力・国・県関係者と
協議をしながら対応していき
ます。

システムの導入はいかに
町長
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町長／設備耐用年数・要望に対応

小磯

Bq

町長／周辺環境考慮し整備方針に協力していく

町長／環境モニタリング結果を検証中

①記録設備は昭和 年
開始し、映像は平成
年にＤＶＤレコーダー
へ、音声は平成 年に
ＳＤレコーダーへ更新
しており、今後、耐用
年数等を考慮し対応し
ていきます。
② の自治体が議会中
継を実施しています。
③映像配信は可能な状
況にあり、議会の要望
により対応していきま
す。
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場所の設定・今後の交渉は

国に強く要請せよ
23

動画の情報量は、テ
キストと比較しても格
段に多く、文字や静止
画では表現できない雰
囲 気 や 内 容 が 伝 わ り、
訴求力に優れています
が、
①現在使用している記
録設備更新時期は。
②県内での議会映像配
信システム実施自治体
数は。
③積極的な情報公開
や、緊急時の対応も可
能となるが本町での導
入は。

一 般 質 問
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「元
気な町」
移住・定住促進

小学生

阿部憲一 議員
小磯利雄 議員

県
派遣研修
火葬場の整備

環境調査等
42

「元気な町」
公共財物賠償
「議会映像配信
元気な町」
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町政を問う
町政を問う

