
 

- 1 - 

 

平成２８年第１回大玉村議会定例会会議録 

 

第１日  平成２８年３月３日（木曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 松 本   昇   ２番 遠 藤 勇 雄   ３番 本 多 保 夫 

    ４番 鈴 木 康 広   ５番 押 山 義 則   ６番 武 田 悦 子 

    ７番 鈴 木 宇 一   ８番 佐々木 市 夫   ９番 佐 原 吉太郎 

   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。 

   １０番 須 藤 軍 蔵 

 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 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 押 山 美奈子 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。 

    会議録署名議員の指名 

    会期の決定 

    諸般の報告 

    行政報告 

    議案の一括上程（議案第１号～議案第３５号） 

     議案第 １号 平成２７年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を求め 

            ることについて 

     議案第 ２号 大玉村行政不服審査会条例の制定について 

     議案第 ３号 大玉村行政不服審査法関係手数料条例の制定について 

     議案第 ４号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につ 

            いて 

     議案第 ５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一部 

            を改正する条例について 

     議案第 ６号 大玉村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につ 
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            いて 

     議案第 ７号 職員団体のための職員の休暇に関する条例等の一部を改正する 

            条例について 

     議案第 ８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

            の一部を改正する条例について 

     議案第 ９号 大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条 

            例の一部を改正する条例について 

     議案第１０号 村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

     議案第１１号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第１２号 大玉村税条例の一部を改正する条例について 

     議案第１３号 大玉村ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例について 

     議案第１４号 大玉村社会教育指導員設置条例の一部を改正する条例について 

     議案第１５号 大玉村保育所条例の一部を改正する条例について 

     議案第１６号 大玉村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

            について 

     議案第１７号 平成２７年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第１８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１９号 平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について 

     議案第２０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２１号 平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計補正予算につい 

            て 

     議案第２２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 

     議案第２３号 平成２７年度大玉村水道事業会計補正予算について 

     議案第２４号 平成２８年度大玉村一般会計予算について 

     議案第２５号 平成２８年度大玉村国民健康保険特別会計予算について 

     議案第２６号 平成２８年度大玉村玉井財産区特別会計予算について 

     議案第２７号 平成２８年度アットホームおおたま特別会計予算について 

     議案第２８号 平成２８年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算について 

     議案第２９号 平成２８年度大玉村土地取得特別会計予算について 

     議案第３０号 平成２８年度大玉村介護保険特別会計予算について 

     議案第３１号 平成２８年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算について 

     議案第３２号 平成２８年度大玉村水道事業会計予算について 

     議案第３３号 大玉村教育委員会教育長の任命について 

     議案第３４号 大玉村教育委員会委員の任命について 

     議案第３５号 区長の委嘱について 

    施政方針並びに提案理由の説明 

    請願・陳情について（委員会付託） 
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 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。 

   ３月定例会が招集されましたところ、出席ご苦労さまでございます。ただいまの出

席議員は、１０番須藤軍蔵君より欠席届がありましたほか、１１名、全員であります。

定足数に達しておりますので、平成２８年第１回大玉村議会定例会を開催いたしま

す。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） これより、本日の会議を開きます。 

   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、会議録署名議員の指名をいたします。 

   今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、６番武田悦子

君、７番鈴木宇一君を指名いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   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） おはようございます。 

   平成２８年第１回３月定例会に当たりましては、さきに閉会中の継続調査としてお

りました今期定例会の会期日程等について、去る２月２９日午前９時より、第１委員

会室におきまして議会運営委員会を開催し、調査をいたしましたので、その経過と結

果について、以下ご報告を申し上げます。 

   委員会は、全委員出席、さらに当局から総務部長及び総務課長の出席を求め、提出

議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程等について、次のように決定をいたしま

した。 

   今期定例会に提出されます事件は、村長提出の議案等で、その内容は、専決処分の

承認関係１件、条例関係１５件、予算関係１６件及び人事案件３件の合わせて３５件

であります。 

   また、今期定例会の一般質問者は、９名であります。 

   次に、会期につきましては、本日３月３日から１６日までの１４日間と決定いたし

ました。 

   また、審議日程につきましては、 

   本日 ３日 本会議 村長の行政報告、議案の一括上程、施政方針並びに提案理由 

         の説明、請願・陳情の委員会付託 

         委員会（付託事件の審査） 

   ３月 ４日 休会 議案調査 

   ３月 ５日 休会 
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   ３月 ６日 休会 

   ３月 ７日 本会議 一般質問７名 

   ３月 ８日 本会議 一般質問２名、議案第１号から議案第１６号までの議案審議 

   ３月 ９日 本会議 平成２８年度予算議案に対する総括質疑及び平成２８年度予 

         算議案の委員会付託 

         委員会 

   ３月１０日 委員会（付託事件の審査） 

   ３月１１日 大玉中学校卒業式のため午前中休会 

         午後 委員会（付託事件の審査） 

   ３月１２日 休会 

   ３月１３日 休会 

   ３月１４日 委員会（付託事件の審査） 

   ３月１５日 委員会（付託事件の審査） 

   ３月１６日 本会議 議案第１７号から議案第２３号まで及び議案第３３号から議 

         案第３５号までの議案審議、付託事件の委員長審査報告及び審議、選 

         挙管理委員及び同補充員の選挙、閉会中の継続調査申し出 

  という日程で行います。 

   なお、先例により、会期日程第７日、３月９日の総括質疑については、平成２８年

度予算議案についての質疑となります。質問者は、原則、みずから所属する常任委員

会の予算項目以外の質疑内容とし、予算書のページ数を明らかにし、議題に供された

内容とするよう申し合わせをいたしましたので、ご協力くださいますようお願い申し

上げます。 

   以上のように委員会として全委員一致をもって決定いたしましたので、何とぞご審

議の上、ご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、報告といたします。よろしく

お願いしたいと存じます。 

○議長（遠藤義夫） お諮りいたします。 

   会期日程については、ただいま議会運営委員会委員長の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、会期日程については、ただいま議会運営委員会委員長報告のとおり決しま

した。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   諸般の報告につきましては、配付いたしました報告書のとおりでありますので、配

付をもって報告にかえさせていただきます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第４、村長より行政報告を求めます。村長。 
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○村長（押山利一） おはようございます。 

   本日、第１回定例会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様には何かとお

忙しい中ご出席を賜り、提出案件のご審議を賜りますこと、感謝を申し上げます。 

   今次定例会に当たり、現時点における本年度の事務事業につきましては、お手元に

配付の別紙をもって行政報告とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 行政報告が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第５、議案第１号から議案第３５号までを一括上程いたします。 

   事務局職員に議案を朗読させます。事務局。 

○書記（佐藤雅俊） 別紙議案書により朗読。 

○議長（遠藤義夫） 事務局職員の朗読が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第６、村長より施政方針並びに提案理由の説明を求めます。村

長。 

○村長（押山利一） 本日、第１回村議会定例会の開催に当たりまして、ご提案申し上げ

ました議案の説明に先立ち、平成２８年度の村政運営に関する私の所見の一端と重点

事務事業についての基本的な施策方針を申し上げ、村民の皆様初め議員各位のご理解

とご協力をお願い申し上げる次第であります。 

   東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故から間もなく５年が経過し、

５年間の集中復興期間が終了し、新たな５年間の復興再生期間に入ろうとしています

が、今も多くの福島県民が県内外に避難生活をされております。 

   国においては、復旧復興に向けた取り組みや経済対策を初め、地方創生の推進など、

今後の安倍内閣の政権運営に大いに期待をするところであります。 

   さて、本村の平成２７年度の事務執行につきましては、線量低減化対策事業、風評

払拭や安心・安全な農作物の検査体制づくり、屋内運動場や災害公営住宅の整備など、

原発事故関連対策事業に積極的に取り組んでまいりました。 

   また、昨年は、本村が昭和の大合併から６０年が経過し、「合併６０周年記念式

典」の開催や県下一の消防団に贈られる「福島民報社金ばれん」を受賞、世界遺産マ

チュピチュ遺跡のあるマチュピチュ村と世界で初めて友好都市協定を締結するなど、

本村にとって大きな節目となる年でもありました。改めて、議員各位のご理解とご協

力に感謝申し上げる次第であります。 

   平成２８年度につきましても、「人は活力の源」との考えのもと、自立する村づく

りのため各施策に積極的に取り組んでまいります。 

   第１に、持続可能な農業支援、国道沿線の開発に向けた農地利用形態の変更、定住

化による人口増を図るための住宅誘導施策、販路拡大等のための直売所の増改築、村

収益施設の公設民営化、ふるさと納税のさらなる充実などによる財政的自立に向けた

取り組みを進めてまいります。 

   第２に、子育て支援のさらなる充実、超高齢化対応施策など少子高齢化対策であり



 

- 7 - 

 

ます。 

   第３に、家庭用太陽光発電への助成や小水力発電の可能性調査などの再生可能エネ

ルギー活用などの施策を柱とし、住民福祉の向上に努めてまいります。 

   具体的施策としては、さきに述べた定住人口増加対策、道路等の除染対策を初め、

ふるさと納税制度の促進、「日本で最も美しい村」連合加盟を契機とした美しい村づ

くり、友好都市を締結したマチュピチュ村を初めとする国内外交流の推進、村の収益

施設の公設民営化の実施に向けた検討や、公共交通システム構築に向けた具体的な検

討を進めてまいります。 

   持続可能な農業支援対策としては、農業生産法人への支援及び新たな設立に向けた

支援、人・農地プラン作成による担い手への農地集積や農業機械等の共同利用のため

の購入支援を計画しております。 

   観光の振興では、観光・物産ＰＲ事業や名倉山登山道開設による「いぐね」のある

美しい景観を広くＰＲしてまいります。 

   さらに、主要道路の整備、上下水道事業の推進、消防設備の充実により、快適な生

活環境整備を図ってまいります。 

   保健福祉では、原発事故に伴う健康管理調査として、引き続き内部被ばく検査などを

実施し、村民の健康管理に万全を期すとともに、高齢者福祉の充実に努めてまいります。 

   子育て支援では、子育て医療費助成や保育料軽減事業など重要施策を継続し、安心

して産み育てることができる村づくりを目指します。 

   教育においては、幼稚園から小・中学校までの連接による「おおたま学園」や、

「コミュニティ・スクール」による地域とともに学校づくりを推進するなど、教育環

境の充実に努めるとともに、生涯学習の推進のため、文化・スポーツなどの各種事業

を積極的に進めてまいります。 

   次に、平成２８年度の当初予算編成に当たっての基本方針について申し上げます。 

   まず、原発事故災害からの一刻も早い脱却を引き続き最重点施策に掲げ、除染対策

を初め村民の健康管理の徹底、風評被害の払拭、安心・安全な農作物の生産体制づく

りなど、復興再生に向けた取り組みを進めてまいります。 

   さらに、定住人口増加のための諸施策、国内外交流事業への積極的な取り組み、公

共交通体系や公設民営化への手法、再生可能エネルギーの導入、農業を含めた地域の

活性化を促すための直売所の整備、地域住民に防災情報等を的確に伝達するための防

災行政無線デジタル化改修事業など、現下の厳しい社会・経済情勢を踏まえ、現時点

における国県の動向や地方財政の状況を見きわめながら、各種住民サービスを行いな

がら健全で安定した村づくりを目指し、「第４次総合振興計画」の基本理念に立脚し

た予算編成を行いました。 

   自治体を取り巻く社会環境は厳しさを増しておりますが、必要な施策への財源の重

点配分を基本に、事務事業の取り組みに当たっては、新たな財源の掘り起こしを行う

など、今後とも効率的な行政運営に努めてまいる所存であります。 

   以上、申し上げました基本姿勢を踏まえ、新年度予算執行のため計画しました主な
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重点事務・事業については、各部・課ごとに順次説明を申し上げます。 

   総務部総務課関係。 

   昨年度に行った役場組織の機構改革により、４部制を導入して１年が経過しました。

この間、各部長を中心にスムーズな行政運営が進められてきており、今後もこの体制

を維持しながら、さらなる住民サービスの向上に努めてまいります。 

   あわせて、「財団法人ふくしま自治研修センター」への各種職員研修派遣を通して、

職員の意識改革の推進と、職務に対する意欲の向上、能力開発に努めてまいります。 

   また、マイナンバー制度の運用に伴い、各種情報システムのセキュリティ強化対策

を進めてまいります。 

   本年度は、参議院議員通常選挙が予定されております。この選挙は、選挙権年齢が

１８歳以上に引き下げられて初めて対象となる国政選挙であり、事務執行に万全を期

すとともに、投票の棄権防止のための啓発活動に努めてまいります。 

   本村においては、第４次大玉村総合振興計画後期基本計画の初年度を迎え、実施計

画に基づく各種施策を積極的に推進する必要があることから、厳しい財政状況の中で

はありますが、各種住民サービスを行いながら、事務事業の実施に当たっては、最少

の経費で最大の効果を挙げることに留意しつつ、健全で安定した村づくりを目指して

まいります。 

   次に、総務部政策推進課関係について申し上げます。 

   ２８年度は、第４次総合振興計画６年目、復興計画５年目として、引き続き「安

心・安定の村づくり」、「住みたくなる村づくり」、「住んで良かったと思えるよう

な村づくり」のため施策の調査、研究等を進め、具体的施策を推進します。 

   本年度からは新型交付金制度が本格実施される見込みであり、総合戦略に基づく取

り組みを推進し、計画・実施・評価・改善による効果を検証し、その後につないでい

くＰＤＣＡサイクルでのマネジメント手法を取り入れてまいります。 

   また、昨年１０月に友好都市協定を締結したマチュピチュ村との交流を初めとする

国際交流や、国内の自治体などとの交流を積極的に進め、村の認知度向上とあわせて

産業振興への端緒とすべく各種の事業を進めてまいります。 

   あわせて、公共交通システムの構築、再生可能エネルギー事業等の推進、収益部門

の法人化についても、引き続き取り組んでまいります。 

   次に、安達地方広域行政組合の重点事務事業について申し上げます。 

   本年度においても、引き続き、行政改革基本計画及び実施計画に基づく組合事務事

業の効率的運用、執行を図ることとしております。 

   衛生関係では、病院群輪番制の推進、斎場の適正な維持管理と運営を図るとともに、

廃棄物の発生抑制と資源の循環的利用の推進に努め、放射性物質が含まれている焼却

灰の適正な管理及び処理のための必要な措置を講じることとしております。 

   消防関係では、専門化・高度化した消防業務に対応するため、人材育成計画に基づ

き、資質の向上を図ってまいります。 

   また、ひとり暮らし高齢者世帯等の防火指導を積極的に行い、火災予防思想の推進



 

- 9 - 

 

を図ってまいります。 

   これらの事業を踏まえた安達地方広域行政組合の平成２８年度予算は、一般会計が

前年度比１５．４％増となる４２億１，９０２万９，０００円となりました。また、

地域振興特別会計では、文化振興支援事業など５２１万７，０００円となったところ

であります。 

   次に、総務部税務課関係について申し上げます。 

   大玉村税等徴収嘱託員の設置や厳正な滞納処分の実施により、収納率の向上と自主

財源の確保を図ります。また、引き続き、口座振替による納税の利便性を周知し、利

用の勧奨を進めるとともに、現金納付や遠隔地の納税者に対してコンビニエンススト

アでの納税ができることを説明しながら、納期内の適正な納税を推進してまいります。 

   次に、住民福祉部住民生活課関係について申し上げます。 

   消防施設整備につきましては、更新計画に基づき使用年数２３年を経過した小型動

力ポンプ付積載車２台を更新いたします。 

   防災行政無線のデジタル化更新事業は、平成２７年度に設計を完了し、平成２８年

度に役場庁舎内へ本体機器を設置、パンザマストの整備、難聴地域解消のため中継基

地を設け改善を図り、平成２９年度は戸別受信機２，７００台の設置と受信状況の調

整を予定し、２カ年計画で進めてまいります。 

   本年１月より開始されたマイナンバーカード交付事業は、現在のところ申請件数で

は３００件、５８名に交付され、順調に事務処理を進めております。本年度も、地方

公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）からカードが届き次第、スムーズに交付で

きるよう努めてまいります。 

   国民健康保険につきましては、平成３０年度に県の統一化が図られ、県による財政

運営が行われることとなっており、今後、福島市町村国民健康保険広域化等支援方針

の改定を行うとともに、新たな国の指針等が示され、県・市町村の役割についての詳

細を検討することとなります。 

   次に、住民福祉部健康福祉課関係について申し上げます。 

   子どもの健やかな成長と豊かな人間性を育む保育・幼児教育、さらには子どもたち

の安全を確保する放課後児童クラブについては、実施体制をさらに強化してまいりま

す。 

   保育所については、待機児童の解消を図るため、引き続き保育士の確保に努めてま

いります。さらには、一時預かり保育の実現に向けた検討を引き続き進めてまいりま

す。 

   団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年対策として、認知症対策、高齢者の居住

に係る施策との連携、生活支援サービスなどの地域包括ケアシステム構築に向け、安

達医師会、介護保険事業所等とともに、地域に根差した介護予防の推進と介護体制の

確立に引き続き努めます。 

   新しい総合事業では、村が中心となり、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体

が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、
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要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等に努めます。 

   障がい者の福祉向上については、障がい者総合支援法に基づき、村障がい者福祉計

画の目標達成に向けて努力してまいります。特に障がい者の地域生活を支えるため、

生活介護事業所や就労支援事業所の安定的発展のための連携を、引き続き強化してま

いります。 

   平成２８年度４月１日より、障がい者差別解消法が施行されます。障がいを理由と

する差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び

民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するため、全ての国民が障がい者

の障がいの有無によって隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら

共生する社会の実現に向け取り組みます。 

   心身ともに健康で生き生き暮らすことは、全ての村民の願いです。平成２７年

１２月に「いきいきおおたま健康プラン２１ 第２次大玉村健康増進計画」を策定い

たしました。基本目標である食と運動とリラックスでつくる一人ひとりの健やかな生

活を基本とし、「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」を基本目標とし、生活習慣

病の発症予防と重症化予防の徹底、生活習慣及び社会環境の改善、心身機能の維持・

向上につなげる施策等を重点に事業を展開してまいります。 

   東日本大震災から６年目を迎えようとしております。特に原発事故後の放射線によ

る健康被害を防止し、健康不安を払拭するため、引き続きホールボディカウンターに

よる内部被ばく検査、甲状腺の定期検査を引き続き実施するとともに、積算線量計に

よるモニタリングを継続してまいります。 

   次に、住民福祉部再生復興課関係。 

   除染事業につきまして、平成２７年度までに住宅除染についてはほぼ完了したため、

平成２８年度においては、大規模商業施設等の除染及び道路除染を中心に進めてまい

ります。 

   また、除染除去土壌の仮置き場への移動のため、玉井地区の仮置き場の造成事業に

着手いたします。大山地区につきましても、仮置き場の確保後、速やかに測量調査を

行い、年内に造成工事への見通しを確保してまいります。昨日、１６区の地元住民説

明会を開催をいたしまして、地元同意を得たところでございますので、直ちに測量調

査に入ってまいりたいというふうに考えております。補足をさせていただきます。 

   なお、既に完成している大玉７区地区、大玉１０区地区仮置き場への除染除去土壌

の搬出につきましては、区域を定め移動作業を実施してまいります。 

   仮置き場に保管している除染除去土壌の中間貯蔵に向けた輸送は、昨年に引き続き

予定されておりますが、搬出量等につきましては、現在、環境省において調整中です。

今年度は、昨年度に引き続き大玉９区仮置き場から優先搬出し、搬出量が昨年を超え

る見込みがあれば、大玉１０区仮置き場から搬出を計画しております。 

   再生可能エネルギーの導入促進につきましては、住宅用太陽光発電設備設置補助事

業をこれまで同様の基準で継続実施してまいります。住宅用太陽光発電設備設置は、

住宅戸数で約８％、発電量で１メガの規模まで到達しております。今後とも導入推進
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に努めてまいります。 

   グリーンニューディール基金を活用した、防災拠点施設に太陽発電設備を設置する

事業につきましては、既存施設への設置計画は、２７年度までに完了いたしました。

今後は、建設計画がある子育て支援施設への導入を検討してまいります。 

   循環型社会形成の推進のため実施している合併浄化槽設置補助事業につきましては、

前年同様の補助率で継続実施してまいります。 

   年々増加の傾向にあるごみ処理経費の抑制を図るため、リサイクルの徹底と同時に

ごみの総量を削減すべく、住民の協力を得るための排出削減に向けた啓発を強化して

まいります。また、これらの土台となる環境基本条例の制定並びに生活の基盤となる

水資源循環を確保するために水資源循環基本条例の制定に向け、庁内検討を進めてま

いります。 

   次に、産業建設部産業課関係。 

   放射性物質の農作物への吸収抑制対策等を展開し、安心・安全な農産物の生産体制

づくりを推進するとともに、５年目となる米の全量全袋検査を初めとする農作物の放

射性物質測定を行い、安全性の確保に努めてまいります。 

   水田農業構造改革対策につきましては、平成２８年作付に係る生産数量目標配分の

実施方針が、地域農業再生協議会において決定されたところであります。本村の生産

目標は、生産配分数量で前年比４万６，８３９キロ減の４１７万４，２８１キログラ

ム（６万９，５７１俵）、面積換算で前年比１３万１，１１６平米減の７５１万

４，５２５平米（７５１．４ヘクタール）、配分率は５７．４％の一律配分と決定さ

れたところであり、水田農業の経営安定を図るため、農家の皆様のご理解とご協力を

求めながら、経営所得安定対策とともに推進してまいります。 

   また、多面的機能支払、中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支払から成る

日本型直接支払制度を推進し、農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営

農活動に対して支援してまいります。 

   さらに、農業者の高齢化、後継者不足などにより、耕作放棄地の増加が懸念されて

おり、地域や集落などの話し合いによる人・農地プランの作成を推進し、農地の利用

集積を支援するとともに、地域農業を担い、農地集積の受け皿となり得る農業生産法

人の設立を推進してまいります。 

   次に、商工業の維持発展と、農業従事者の高齢化や風評被害による生産意欲減退な

ど、産業の振興と農地の保全活用の観点から、生産と加工・販売の一体化や、地域資

源を活用した新たな産業の創出を促進する６次産業化を推進するための取り組みにつ

いて、引き続き検討してまいります。あわせて、農商工の連携を図り、地域特産品や

観光資源のＰＲに積極的に取り組んでまいります。 

   観光関係につきましては、「アフターデスティネーションキャンペーン」の特別企

画などに取り組み、大玉村の魅力をアピールするとともに、安達太良山の裾野に広が

る「いぐね」のある田園風景を一望できる名倉山頂上からの眺望を紹介し、新たな視

点場としての情報を発信してまいります。 
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   また、あだたらの里直売所、アットホームおおたまなどの収益事業につながる部門

の民営化の検討を加速させながら、アットホームおおたまにおいては村民の憩いの場

を提供するとともに、保養及び健康増進とあわせ、一般観光客の利用促進という設置

の趣旨に基づき、安全で快適な施設管理を目指し、利用増加に向けた取り組みを展開

してまいります。あだたらの里直売所においては、安心・安全な農作物の提供とあわ

せ、端境期や冬期間における葉物野菜などの出荷を促し、多品目化を進めるとともに、

各種のイベント開催を通じて誘客を図り、生産者の所得向上につながるよう努めてま

いります。さらに、施設整備などにつきましては、今年度中オープンを目指し手続を

進めてまいります。 

   次に、産業建設部建設課関係について申し上げます。 

   本年度において道路改良工事を行っている南町・山口線（外）道路改良舗装工事に

ついては、道路改良工事及び山口橋の上流に向かって右側の下部工を計画しており、

（仮称）大玉西部幹線横断道路整備については、引き続き小高倉地内の用地測量を計

画しております。平成２０年度に請願採択のあった谷地・戸ノ内線の拡幅改良につい

ては、県道本宮・土湯温泉線側の下高野地内から着手する計画であります。 

   また、蒲坂・守谷線の舗装工事については、平成２８年度工事で完了予定でありま

す。さらに、細田・大壇線の用地補償及び改良舗装工事、長井坂地内の改良工事着手

に向けた地質調査、町尻・馬場線道路改良舗装工事を行う計画であります。 

   生活道路及び水路、側溝等の整備については、未舗装道路と路面の損傷が甚だしい

箇所の舗装や、道路ストック総点検調査のデータを活用し計画的な補修修繕を図り、

道路側溝、大型水路の整備、老朽化した普通河川護岸の計画的改修と生活環境の向上

と安全対策に努めてまいります。 

   次に、大玉村耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震診断を行う「木造住宅耐

震診断者派遣事業」、住宅の耐震改修を行う「木造住宅耐震改修支援事業」を引き続

き実施し、安全に暮らせる住環境整備を進めてまいります。 

   また、道路ストック総点検事業については路面性状調査に続いて、道路付属物（道

路標識）等の調査、点検を実施予定であり、橋梁についても定期点検を昨年度より引

き続き実施し、橋梁台帳のデータ化の整理も図ってまいります。さらに、福島再生加

速化交付金を利用して、皿久保・前ヶ岳線及び大橋平線についての測量調査設計事業

を実施する計画であります。 

   農業集落排水事業につきましては、玉井第３浄化槽センターを含む３施設の適正な

管理を行い、引き続き、接続加入の推進を重点に、安定した事業運営が図られるよう

努めてまいります。 

   水道事業については、安全・安心でおいしい水を安定的に供給するため、施設等の

適正管理運営に努めるとともに、交付金を活用し石綿セメント管布設替工事を計画的

に実施してまいります。 

   次に、農業委員会関係。 

   平成２７年度から全国の農業委員会が整備している農地台帳をもとに、農地の所在、
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地番、地目、面積等をインターネット等で閲覧できる農地情報公開システム（通称全

国農地ナビ・フェーズ１）が開設されております。平成２８年度は、市区町村の農地

台帳を一元的に集約し、市区町村業務に活用できる農地情報公開システムフェーズ

２の準備が進められており、本村においても、このシステムに対応するデータの整備

を進めてまいります。 

   また、年々増加する農地転用申請に対して適切な指導、助言に努めてまいります。 

   さらに、平成２６年度までに再生された農地を中心に、エゴマの試験栽培を実施し

たいと考えております。エゴマは数十年前までは多くの農家で栽培されていたことも

あり、エゴマ油は近年の健康にいい食品として注目を集めております。エゴマを村内

の耕作放棄地、遊休農地等の利活用に有効な作物の一つとすべく試験栽培を行ってま

いります。 

   次に、教育部教育総務課関係について申し上げます。 

   村内幼稚園、小学校、中学校の連接による「おおたま学園」と「コミュニティ・ス

クール事業」を施策の大きな柱として位置づけ、引き続き推進してまいります。「お

おたま学園」につきましては、引き続き各校園の独自性を生かし、５校園が一体にな

った活動により、保育・授業改善委員会や道徳教育推進委員会等を初めとする各委員

会の活動を通して、校種を超えて連携・連接する学校づくりをさらに推進してまいり

ます。今年度は、年１回、小・中学校がオープンスクールを開催して先生方が一堂に

集い、学ぶ子どもの姿を見て協議を深めていく予定であります。 

   「コミュニティ・スクール事業」につきましては、平成２７年４月に再指定を行い

ましたが、コミュニティ・スクール委員の方々の主体的な運営のもと、大玉の教育の

さらなる充実に向けて活発な議論が交わされております。今年度も引き続き各校園及

びおおたま学園の課題解決に向けた話し合いを充実させてまいります。なお、来年度

は学校関係者評価を取り入れ、学校評価機能の充実に努めてまいります。 

   また、コミュニティ・スクール委員会からの提案により、１０月には、おおたま学

園合同の学校行事である「おおたま・オータムフェスタ」を予定しており、本行事を

通して学校・家庭・地域の一体感が一層醸成されるよう努めてまいります。この合同

行事は各校園の教育課程に位置づけ、前年度より実施している「土曜授業」として位

置づけ、子どもたちの健やかな成長のために土曜日の教育環境を豊かなものにしてま

いります。 

   さらに、小学校における外国語教育、中学校における英語教育では、引き続き外国

人英語教師２名を配置して連携を図りながら積極的に活用し、より一層充実させてま

いります。 

   幼稚園の３年保育につきましては検討委員会を立ち上げ、諸課題を整理するととも

に、先進地の調査研究を行うなど、２９年度からの導入に向けて取り組んでまいりま

す。 

   継続事業といたしましては、引き続き小・中学校に「村負担非常勤講師」を配置し、

指導の充実を図るほか、心身に障害のある幼児、児童・生徒を支援するため、必要に
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応じて幼稚園、小・中学校に特別支援教育支援員を配置します。 

   幼稚園預かり保育につきましては、子ども・子育て支援制度の趣旨を踏まえながら、

安全・安心な環境の充実に努めてまいります。子どもたちが安心して学校・園生活を

送る上で必要な支援を行うため、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラ

ーを中学校に配置し、小学校、幼稚園を含めた教育相談体制を充実するとともに、関

係機関との緊密な連携のもと、いじめや不登校・児童虐待などの未然防止と問題発生

時の迅速な対応体制の充実に努めてまいります。 

   幼稚園・学校の施設につきましては、園庭、校庭の芝生化に伴い、活動の幅が広が

ってきております。今後も芝の適正管理に努めるとともに、子どもの安全・安心な教

育環境整備に努めてまいります。 

   次に、教育部生涯学習課関係について申し上げます。 

   地域の教育力を生かし、学校等への総合的な支援活動を進めるため、今年度も学校

支援地域本部事業を継続してまいります。また、放課後子ども教室を引き続き開校し、

小学校４年生以上の児童を対象に、子どもたちの安全・安心な居場所を提供するとと

もに、さまざまな体験活動を行ってまいります。これらにより、幅広い世代間の交流

を図るとともに、地域と学校の協働体制の構築を目指してまいります。 

   「共に学ぶ」おおたまの共育サポート事業につきましては、福島大学との連携・協

働に関する協定の締結により、休日や長期休業中における児童・生徒を対象とした学

習活動を一層推進し、児童・生徒と教員を目指す学生相互に、互恵的な関係の構築を

図ってまいります。 

   子どもの読書活動を推進するため、引き続き図書館情報システムの運用等により、

学校図書館の利用推進を図ります。また、学校図書館とあだたらふるさとホール・大

山公民館との連携を図り、蔵書の相互貸借など、村内の保有図書の有効利用と利用者

の利便性の向上に努め、村民の読書活動を推進してまいります。 

   歴史文化基本構想につきましては、平成２８年度内の取りまとめに向け、策定作業

を進めてまいります。あわせて、構想策定の資料や既存調査資料等を総合し、歴史・

文化・人物・自然等の地元を学ぶ「おおたま学」の郷土資料作成につきましても、準

備を進めてまいります。 

   村内の多岐にわたる文化的価値や歴史的価値の資料について調査を行い、時間の経

過とともに失われつつある年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術等を中

心に、映像を用いた記録保存を行ってまいります。また、今年度は伝統文化に対する

理解を深める契機として、民俗芸能大会を開催いたします。 

   文化振興につきましては、村内各種文化団体に対し支援を行うとともに、村文化祭

がより幅広い年齢層の方々に参加いただき、１年間の学習や活動成果の発表の場とな

るよう、積極的に支援に取り組んでまいります。 

   あだたらふるさとホールの収蔵資料や、村内・外の資料を展示する企画展を定期

的に開催し、郷土の歴史・文化に触れる機会の充実と情報の発信に努めてまいりま

す。 
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   生涯スポーツの振興につきましては、各種体育施設の適切な維持管理に努めてまい

ります。特に、屋内運動場につきましては、多くの皆様に利用いただけるよう利活用

を促進してまいります。また、スポーツクラブと連携し、各種教室やスポーツ行事を

開催するほか、各種サークルの支援に取り組んでまいります。さらに、恒例となって

おります、あだたら健康マラソン大会につきましては、より多くの村民が参加するこ

とができるよう実施体制の検討を含め、内容の充実を図ってまいります。 

   以上、平成２８年度の村政運営に当たっての基本的な考え方及び重点事務事業につ

いて申し上げました。 

   今、地方公共団体の果たす役割がますます重要となっております。どのようなとき

であっても、常に村民の立場に立った村政、時代の潮流を的確に把握し、村民の皆様

の期待と信頼に応えられるよう全力を尽くしてまいる所存でありますので、村議会の

皆様を初め村民の皆様の一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。 

   以上、村政執行基本方針を終わらせていただきます。 

○議長（遠藤義夫） ここで休憩のため、暫時休議いたします。再開は１１時ちょうどと

いたします。 

（午前１０時４６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 引き続き、提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（押山利一） それでは、引き続いて提案の理由の説明を申し上げます。 

   本定例会における提出議案は、専決処分１件、条例案１５件、補正予算案７件、当

初予算案９件、人事案件３件の、合わせて３５件であります。 

   それでは、議案第１号、平成２７年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を

求めることについてご説明を申し上げます。 

   今回の補正は、水稲育苗プラント改修事業補助金や除雪委託料を予算化し、所要の

措置を講じるため、平成２８年１月２１日付をもって、専決処分による補正予算の編

成をしたものであります。 

   それでは、平成２７年度一般会計補正予算書の１ページをお開きください。 

   補正予算第８号は、歳出の調整を行い、予算の総額を変えない編成をしたものであ

ります。 

   歳出よりご説明申し上げますので、６ページをお開き願います。 

   款６農林水産業費の農業振興費は１８８万円の補正計上であり、ＪＡみちのく安達

が実施する水稲育苗プラント改修事業に対し補助を行うものであります。 

   款８土木費の道路維持費は、除雪委託料５００万円の増額計上であります。 

   予備費は、財源を調整し６８８万円の減額であります。 

   以上、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づく専決処分をしたので、同条第
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３項の規定により報告をし承認を求めるものであります。 

   次に、議案第２号、大玉村行政不服審査会条例の制定について申し上げます。 

   本案は、行政不服審査法の改正により、第三者の立場から審査庁の裁決の判断の妥

当性をチェックする附属機関の設置が義務づけられたことから、大玉村行政不服審査

会の設置に関し必要な事項を定めるものであります。 

   第１条は法の規定に基づく設置について、第２条は委員数を５名以内と定めるもの

であります。 

   第３条から第５条は、委員の任期、身分保障、服務について、第６条では審査会の

会長に係る規定を定めるものであります。 

   第７条及び第８条は、会議の運営等に係る規定を定め、第９条では審査会の行う調

査審議の手続は非公開とする旨定め、第１２条で守秘義務違反に係る罰則について規

定するものであります。 

   次に、議案第３号、大玉村行政不服審査法関係手数料条例の制定について申し上げ

ます。 

   本案は、改正行政不服審査法の施行に伴い、同法の規定による提出書類等の写しの

交付に際し、交付手数料の納付及び減免について条例で規定する必要があることから、

制定するものであります。 

   第１条では制定の趣旨を、第２条及び第３条は提出書類等及び提出資料の写しの交

付に係る手数料の額を、第４条は手数料の減免について定めるもので、附則において、

法の施行日と同日施行を規定するものであります。 

   議案第４号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について申

し上げます。 

   本案は、改正行政不服審査法の施行に伴い、関係する条例の規定について整備を行

うため、所要の改正を行うものであります。 

   第１条、職員の給与に関する条例は、法律番号及び引用条文の変更に伴う改正であ

ります。第２条、大玉村情報公開条例につきましては、第１６条の２では、改正行政

不服審査法において新たに設けられた審理員につきまして、本条例については適用し

ない旨定めるものです。第１７条から第１８条の改正では、不服申し立てが審査請求

に決定または裁決が裁決に統一されたことなどにより、法の改正にあわせ、文言の整

理を行うものであります。 

   第３条の大玉村個人情報保護条例及び第４条の大玉村情報公開等審査会条例につき

ましても、前条例と同様に、法改正に伴い文言の整理を行うものであります。 

   なお、附則において、本条例は、法律の施行の日である平成２８年４月１日から施

行することとし、それぞれ条例において、法の施行前になされた処分等に係る行政不

服審査法の適用については、従前の法の規定による旨、経過措置を定めるものであり

ます。 

   次に、議案第５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一部を改正する条例につい
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て申し上げます。 

   本案は、番号法第９条第２項の条例への委任規定に基づき、村が独自に個人番号を

利用する事務として、「子育て支援医療費助成に関する事務」、「重度心身障害者医

療費の給付に関する事務」、「ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務」に、個人

番号を独自利用すること及び庁内連携により利用することができる村保有の特定個人

情報の利用範囲について規定するものであります。 

   次に、議案第６号、大玉村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につ

いて。 

   本案は、改正行政不服審査法が平成２８年４月１日から施行されるのに伴い、所要

の改正を行うものであります。改正の主な内容について、第４条第３項は、審査申し

出人の代表者等の資格があることを証明する書面の規定の引用条項を改正するもので

あります。 

   第９条第２項は、現行の書面による提出のほかに、電子計算組織により電子的に送

信する、いわゆる電子メールで送信された場合にも、書面同様に弁明書の提出があっ

たものとする規定を追加するものであります。 

   第１２条の２は、審査申し出人が審査委員会に提出された書類等の写し、または書

面の交付を受けようとする場合の手数料を定めるものです。 

   第１２条の３は、経済的困窮の場合に手数料の減額または免除ができる規定を追加

し、あわせて、減免または免除を受けようとする場合に提出すべき書面についての規

定を追加するものであります。 

   第１４条は、審査申し出人からの申し出に対して、審査委員会が出す決定書に記載

すべき事項を具体的に規定したものであります。 

   次に、議案第７号、職員団体のための職員の休暇に関する条例等の一部を改正する

条例について申し上げます。 

   本案は、地方公務員法の一部改正に伴い、規定の整備を行うため所要の改正を行う

ものであります。第１条は引用条文の変更に伴う改正、第２条は法の改正条文にあわ

せ文字を、改正するものであります。 

   次に、議案第８号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について申し上げます。 

   本案は、議案第２号で設置予定の大玉村行政不服審査委員の報酬について定めるも

のであります。報酬額は、大玉村情報公開等審査会委員と同様に、法に精通した高度

な知識に基づく審査を必要とすることから、同額の日額７，０００円と定めるもので

あります。 

   次に、議案第９号、大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について。 

   本案につきましては、昨年の人事院及び福島県人事委員会勧告により、一般職員の

勤勉手当の引き上げ勧告がなされ、国及び県において、議員及び特別職の期末手当の

引き上げ改正が行われたことから、これに準じ改正を行うものであります。 
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   第４条において、６月の支給を「１００分の１４７．５」から「１００分の

１５０」に、１２月の支給を「１００分の１５７．５」から「１００分の１６０」に

改めるもので、平成２７年１２月１日から適用するものとし、附則第２項では、平成

２７年１２月の支給分について、「１００分の１６０」を「１００分の１６２．５」

とする特例措置を規定するものであります。 

   次に、議案第１０号、村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に

ついて申し上げます。 

   本案につきましては、前議案と同様、村長等の期末手当について引き上げを行うも

ので、内容につきましても同様であります。 

   次に、議案第１１号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し

上げます。 

   本案につきましては、昨年の人事院及び福島県人事委員会勧告により、一般職の給

与等について改正を行うものであります。 

   第１条は、地方公務員法の一部改正により、引用条文が変更となったことによる改

正であります。 

   第１２条は、自動車等を使用する職員の通勤手当について、近年の燃料費の状況を

鑑み、県に準拠して上限額を「５万２，５００円」から「４万６，５００円」に引き

下げるものであります。 

   第２２条では、一般職員の勤勉手当を「１００分の７５」から「１００分の８０」

に、再任用職員の勤勉手当を「１００分の３５」から「１００分の３７．５」に引き

上げるもので、附則第１０項では、５５歳を超えて減額される職員の勤勉手当の減額

率を改正するものであります。 

   また、別表第１の行政職給料表につきまして、県人事委員会勧告に基づき、平均

０．３％の引き上げを行い、平成２７年４月１日から適用するものであります。 

   なお、附則第２条では、平成２７年１２月に支給する勤勉手当について特例措置を

定めるもので、同条に定める支給率により、平成２７年１２月１日にさかのぼって適

用させるものであります。 

   次に、議案第１２号、大玉村税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

   本案は、平成２７年度税制改正に伴い、地方税法の一部が改正されたこと、また関

係法令が改正されたことにより、村税条例の一部を改正するものです。 

   改正の主な内容については、第８条から第１２条までは、地方税法に「申請による

換価の猶予」の制度が創設され、また、既存の「徴収の猶予」及び「職権による換価

の猶予」の制度についての申請手続等が整備され、平成２８年４月１日施行とされる

こととなり、これらの猶予制度の一部が条例に委任されていることから、所要の改正

を行うものであります。 

   第８条及び第９条は、納税義務者の財産が災害を受けた場合などで、村税を一時に

納付できない場合の徴収の猶予について、具体的な分割納付または分割納入の方法、

申請手続について規定し、現行制度の具体化を図るものであります。 
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   続いて、第１０条は、納税に誠実な意思を有すると認められる場合に、村長の職権

により行う滞納処分による換価の猶予の手続についての規定で、分割納付の方法や、

必要があると認めるときに提出を求める書類等について規定し、現行制度の具体化を

図るものであります。 

   第１１条は、今回創設された申請による換価の猶予についての規定です。これは納

税について誠実な意思を有すると認められる場合に、納期限から条例の定める期間内

にされた納税義務者からの申請に基づき、滞納処分による換価の猶予を行うものです。

分割納付の方法、申請書の記載、猶予期間の延長手続などは、徴収の猶予の規定を準

用するものです。 

   第１２条は、徴収の猶予及び換価の猶予をする場合に、担保の徴収を要しない場合

についての規定を定めるものであります。 

   次に、第５１条第２項、村民税の減免、第７１条第２項、固定資産税の減免、第

８９条第２項、軽自動車税の減免、第９０条第２項、身体障害者等に対する軽自動車

税の減免、第１３９条の３第２項、特別土地保有税の減免の規定でありますが、村税

の減免申請期限について、各市町村の実情に応じて規定することとされていることか

ら、それぞれの減免申請期限の「納期限前７日まで」を「納期限まで」に延長するも

のです。 

   第５１条第２項第 1 号、第１３９条３第２項第１号については、マイナンバー制度

の施行において、地方税分野における一部の手続における個人番号の利用を見直しさ

れたことに伴い、所要の改正を行うものです。具体的には、申告等の主たる手続とあ

わせて提出され、または申告等の後に関連して提出されると考えられる一定の書類に

ついて、納税義務者、特別徴収義務者等の個人番号の記載を要しないこととされたこ

とによるものであります。 

   その他、諸法令の改正に伴う関連規定の条項ずれの修正、文言の整理等を行うもの

であります。 

   議案第１３号、大玉村ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例について申し上

げます。 

   昨年、友好都市を締結したペルー国マチュピチュ村との交流事業及び台湾桃園市の

大竹国民中学との姉妹校締結へ向けた交流事業を展開するにあたり、全国よりふるさ

と納税制度を利用した寄附を幅広く募り、原資としたいため、上記基金の事業区分に

国際交流に関する事業を新たに加えるものであります。 

   次に、議案第１４号、大玉村社会教育指導員設置条例の一部を改正する条例につい

て申し上げます。 

   本案は、社会教育指導員設置に関する補助事業の要件として設けられていた、この

補助事業は県の補助事業になりますが、社会教育指導員を再任する場合の年数の限度

に関する規定を、補助事業が廃止されたことに伴い廃止するものであります。 

   次に、議案第１５号、大玉村保育所条例の一部を改正する条例について申し上げま

す。 
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   大玉村保育所の入所希望者の増加に伴い、保育士の配置基準と居室面積基準により

現状の規模で新たに算出し、現行の入所定員１４０名を１５０名に改正するものであ

ります。 

   次に、議案第１６号、大玉村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例について申し上げます。 

   住民基本台帳法の改正により、外国人住民が住民基本台帳法の適用となったため、

印鑑の登録及び証明に関する条例中、登録資格等について一部改正するものでありま

す。 

   改正の主な内容は、第２条の登録資格について、本村の外国人登録原票に登録され

ている者を削除し、第５条の印鑑の登録拒否について、住民基本台帳または外国人登

録原票に記録または登録されている者を削除するものです。 

   第６条の印鑑登録原票について「出生の年月日」を「生年月日」に、「男女の別」

を「性別」に改め、第６条第２項では、印鑑登録原票は磁気ディスクをもって調整す

ることができる規定を新たに加えるものであります。 

   続きまして、議案第１７号から議案第３２号、平成２７年度各会計補正予算及び平

成２８年度会計予算について、概要のみご説明を申し上げ、詳細につきましては総務

部長に後ほど説明をさせます。 

   それでは、議案第１７号、平成２７年度大玉村一般会計補正予算についてをお開き

をお願いしています。 

   補正予算書１ページをお開き願います。 

   今回の補正は、年度末における村税や地方交付税、国県支出金等の収納、交付見込

み額や事務事業の確定等に伴う予算整理・調整を行うことを目的に編成いたしました。 

   補正予算第１条では、既定の予算から歳入歳出それぞれ１億２，３３２万

６，０００円を増額し、予算の総額を６８億７，２２１万５，０００円とするもので

あります。 

   補正予算第２条では、５ページをお開きいただきたいと思います。５ページに記載

のとおり、地方債の変更、廃止について定めたものであります。 

   補正予算第３条では、６ページに記載のとおり、年度末までに竣工の見込みがない

１６事業について、繰越明許の手続をとるものであります。 

   次に、議案第１８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、

８５ページをお開きいただきたいと思います。 

   今回の補正は、年度末を迎えての医療費の増嵩等への対応や、所要見込み額の整

理・調整を行い、既定の予算総額に３，７１８万６，０００円を追加し、予算の総額

を１１億５７１万５，０００円とするものであります。 

   次に、議案第１９号、平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について、

１０９ページをお開きいただきたいと思います。 

   今回の補正は、年度末における所要見込みによる歳出の調整を行い、予算の総額を

変えない編成をしたものであります。 
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   次に、議案第２０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

て申し上げます。 

   １１５ページをお開きください。 

   今回の補正は、年度末を迎え所要見込みの整理・調整を行い、既定の予算から

９５万６，０００円を減額し、予算の総額を１億１，６７３万円とするものでありま

す。 

   次に、議案第２１号、平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計補正予算につ

いて申し上げます。 

   １３３ページをお開きください。 

   今回の補正は、施設使用料や管理経費の精査により、一般会計からの繰入金を減額

する編成をし、既定の予算額から２７６万１，０００円を減額し、予算の総額を１億

１，４６７万６，０００円とするものであります。 

   次に、議案第２２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申し

上げます。 

   １５１ページをお開きいただきたいと思います。 

   今回の補正は、年度末における所要見込みによる精査・調整を行い、保険事業勘定

の既定の予算に５７５万円を追加し、予算の総額を７億１，５７８万８，０００円と

するものであります。 

   次に、議案第２３号、平成２７年度大玉村水道事業会計補正予算について申し上げ

ます。 

   １７５ページをお開きください。 

   今回の補正は、所要見込みの整理・調整により、一般会計からの繰入金を減額する

などの編成を行い、第２条では、予算３条に定めた収益的収支に補正予算額９７２万

３，０００円を加え、１億６，２５７万８，０００円とするものであります。 

   第３条では、資本的収入を２０４万４，０００円、資本的支出を３１９万円とそれ

ぞれ増額し、不足する財源は内部留保資金等で補塡するものであります。 

   １７６ページをお開きください。 

   第４条では、流用することができない職員給与費等の額を１０４万５，０００円増

額し、第５条では、企業債の変更についてそれぞれ定めるものであります。 

   第６条では、年度末までに竣工の見込みがない１事業について、繰り越しの手続を

とるものであります。 

   議案第２４号、今度は一般会計となります。平成２８年度大玉村一般会計予算につ

いて。 

   平成２８年度予算書並びに説明書の１ページをお開き願います。 

   予算第１条に定める予算総額は、前年度に比べ１１．７％減となる５２億

１，９６２万６，０００円となったところであります。 

   第２条継続費は、６ページに記載のとおり、防災行政無線デジタル化改修事業が、

平成２８年度及び平成２９年度の２カ年度にわたることから、経費の総額、年割額等
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を定めるものであります。 

   第３条地方債は、地方道路等整備やあだたらの里直売所建設事業、防災行政無線デ

ジタル化改修工事費等に充当するため、地方債の目的、限度額、方法、利率等につい

て定めるものであります。 

   ８ページをお開きください。 

   歳入歳出予算の事項別明細書であります。歳入について、款ごとに前年度との比較

になっております。 

   １０ページは、歳出について前年度との比較、予算額の財源内訳となっております。 

   議案第２５号、平成２８年度大玉村国民健康保険特別会計予算について申し上げま

す。 

   ２１９ページをお開きください。 

   本年度の予算編成につきましては、離職者や低所得者の加入が増加し、歳出面では

保険給付費が依然として増加の傾向にある中、国県補助金等について算定率が定めら

れているため大幅な増加を見込むことはできないことから、基礎となる医療費につい

て、保険給付費の過去３カ年の実績を踏まえて積算し、計上したものであります。 

   その結果、予算第１条に定める予算の総額は、対前年度比１．７％増の９億

９，５８８万８，０００円となるものであります。 

   次に、議案第２６号、平成２８年度大玉村玉井財産区特別会計予算について申し上

げます。 

   ２６７ページをお開きください。 

   玉井財産区につきましては、４００ヘクタールに及ぶ山林等の保全や管理、環境へ

の寄与、将来の財産形成等のため、管理会を中心に運営に当たっているところであり

ます。 

   本年度予算につきましても、これら財産の適正管理を図るべく、十分な審議を経て

予算の編成を行い、予算の総額は対前年度比３２．３％減となる７３６万

４，０００円となったものであります。 

   議案第２７号、平成２８年度アットホームおおたま特別会計予算について申し上げ

ます。 

   ２８１ページをお開きください。 

   本年度の予算は、対前年度比２．９％増となる１億５６５万円と定め、引き続き利

用者の方々の保養と交流に資する施設としての運営を行うこととしております。 

   次に、議案第２８号、平成２８年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算について、

３０７ページをお開きください。 

   農業集落排水事業は、引き続き施設の安定的な維持管理を行うべく、予算第１条に

定める予算総額は、対前年度比１０．５％増の１億２，２１９万４，０００円となっ

たものであります。 

   第２条地方債は、３１０ページ記載のとおり、排水管布設工事費に充当するため、

地方債の目的、限度額、方法、利率等について定めるものであります。 
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   次に、議案第２９号、平成２８年度大玉村土地取得特別会計予算について申し上げ

ます。 

   予算書３３３ページをお開きください。 

   この会計は土地開発基金による公共用地の先行取得と、基金運用益の管理等を行う

ものであり、本年度予算の総額を、対前年度比１３．３％減の１，０６７万

５，０００円と定めるものであります。 

   続いて、議案第３０号、平成２８年度大玉村介護保険特別会計予算について申し上

げます。 

   予算書の３４５ページをお開きください。 

   本年度の予算編成に当たりましては、これまでの給付実績と、第６期介護保険事業

計画の見込み量等を勘案して編成を行い、保険事業勘定の予算総額を対前年度比

２．２％増の７億２５２万５，０００円、介護サービス事業勘定の予算総額を

１３０万円と定めるものであります。 

   次に、議案第３１号、平成２８年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算について申

し上げます。 

   予算書４０９ページをお開きいただきたいと思います。 

   本年度予算につきましては、後期高齢者医療制度において、適切な市町村事務の執

行のための予算編成に努め、予算総額を対前年度比３．６％減の６，０３０万

９，０００円と定めるものであります。 

   次に、議案第３２号、平成２８年度大玉村水道事業会計予算について申し上げます。 

   ４２７ページをお開きください。 

   予算編成に当たっては、企業会計の原則・目的に沿うべく、それぞれの事務事業を

検討し、企業の経済性を発揮する自立性を持った事業運営に努めるべく、予算措置を

したところであります。 

   それでは、事項ごとにご説明を申し上げます。 

   第２条は、業務の予定量であります給水戸数は、対前年度比９７戸増の

２，５３７戸、年間総給水量は２．２％の増の７３万６，２００立方メートル、一日

平均給水量は２，０１７立方メートルとし、主な建設改良事業は、国庫補助事業によ

る水道本管布設替工事など１億７，８６９万２，０００円と定め、事業を執行するも

のであります。 

   第３条は、収益的収入及び支出の予定額を収入の事業収益及び支出の事業費用と、

それぞれ総額を対前年度比１１．９％増の１億５，７３３万６，０００円と定めるも

のであります。 

   収入は、主に営業に対する対価の料金収入で、営業収益は１億２，３５７万

４，０００円、一般会計繰入金及び加入金等の営業外収入は３，３７６万

２，０００円となっております。これに対する支出は、各施設等の維持管理に要する

経費、経常経費及び人件費等に要する経費で、その営業費用は１億３，０１０万

９，０００円、企業債支払利息等に要する営業外費用は１，７７２万７，０００円、
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予備費は９５０万円であります。 

   第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるものであります。収入の総額は

１億７，１６６万６，０００円で、内訳として国庫支出金で４，４０６万

４，０００円、企業債で１億２，７６０万円、他会計繰入金及び工事負担金は存目計

上であります。 

   ４２８ページをお開き願います。 

   これに対する支出の総額は、２億４，５７０万２，０００円であります。これは県

道石筵・本宮線の拡幅改良工事並びに町尻・馬場線改良工事にあわせて行う排水管布

設がえ工事など建設費等で１億８，０２１万４，０００円、企業債償還金で

６，０６８万２，０００円、予備費で４８０万６，０００円の計上であります。 

   この資本的収入額が支出額に対して不足する額７，４０３万６，０００円は、前の

ページをごらんいただきたいと思いますが、第４条本文中の括弧書きで記載しており

ます内部留保資金等を充当し、補塡するものであります。 

   また、次ページをお開き願います。 

   第５条は、企業債で起債の目的、借入限度額などを定めるものであります。 

   第６条は一時借入金について、第７条は経費流用について、第８条はたな卸し資産

について定めるものであります。 

   続いて、議案第３３号、大玉村教育委員会教育長の任命について、議案書のほうに

記載がございます。議案第３３号、議案書の後ろのほうになります。後ろから３枚目

になりますか。 

   本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が、昨年

４月１日から施行され、教育長については地方公共団体の長が直接、議会の同意を得

て任命することとなり、任期は３年とすることに改正されました。 

   これに基づき、現教育長の佐藤吉郎氏が平成２８年４月２日で任期満了となること

から、人格、識見ともに最適任者であると認め、引き続き佐藤吉郎氏を教育長として

任命することに、地方教育行政及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議

会の同意を求めるものであります。 

   なお、任期につきましては、平成２８年４月３日から平成３１年４月２日の３年間

となります。 

   次に、議案第３４号、大玉村教育委員会委員の任命について。 

   本案は、現職の教育委員会委員であります斎藤雄一郎氏が、３月３１日をもって任

期満了となることから、人格、識見ともに最適任者であると認め、引き続き教育委員

会委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

   なお、同委員の任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附

則第４条において「当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、

１年以上４年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。」となっていること

から、改選期が特定の年に偏ることがないよう、任期を平成２８年４月１日から平成
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３１年１２月３１日までの３年９カ月とするものであります。 

   次に、議案第３５号、区長の委嘱について。 

   現職の区長が、平成２８年３月３１日をもって任期満了となるため、新たな区長を

委嘱するに当たり、大玉村区長等設置条例第２条第３項の規定により、議会の同意を

求めるものであります。 

   以上のとおり提案理由の説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 命により、議案第１７号から議案第３２号、平成２７年度各会

計補正予算及び平成２８年度各会計予算について、ご説明申し上げます。 

   それでは、議案第１７号、平成２７年度大玉村一般会計補正予算について。 

   補正予算書２８ページをお開き願いたいと思います。 

   歳出より、事項別明細に基づきご説明申し上げます。 

   款１議会費は、６万９，０００円の減額計上であります。 

   款２総務費の一般管理費は、６万７，０００円の減額、文書広報費は、事業の完了

や所要見込みの精査・調整により３３８万４，０００円の減額計上であります。 

   ３２ページをお開き願います。 

   基金費は、ふるさと納税寄附金を財源としたふるさと応援基金積立金３００万円と、

庁舎建設繰替運用返済金５，７６０万９，０００円、所管する基金の利子積立金、合

わせて６，０７４万２，０００円の補正計上であります。 

   下段から３４ページにかけての災害対策費では１，１８２万３，０００円、中段の

国際交流費では３９２万９，０００円と、事務事業の確定や所要見込みの精査により、

それぞれ減額計上であります。 

   ３６ページをお開き願います。 

   中段の戸籍住民基本台帳費では、個人番号カード交付事務負担金等、所要見込みの

精査により１８０万７，０００円の補正計上であります。 

   福島県議会議員一般選挙費は、事務の完了に伴い４１９万９，０００円の減額計上

であります。 

   ３８ページをお開き願います。 

   下段の款３民生費の社会福祉総務費は、７，０３６万９，０００円の増額計上であ

ります。 

   事項①において、地域福祉基金繰替運用返済金１，０１５万円の計上であります。 

   ４１ページをお開き願います。 

   事項⑤は、災害援護資金貸付金の該当者がいなかったことにより、１５０万円の減

額計上であります。 

   事項⑥は、国県支出金の交付見込み額や職員人件費のほか、保険給付費等の大幅な

支出増に対応するための国保会計繰出金３，５２８万５，０００円の計上であります。 

   事項⑪は、国庫支出金１０分の１０の充当により、所得の少ない高齢者等を対象に、
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年金生活者等支援臨時福祉給付金を給付するための経費２，６８８万４，０００円の

計上であります。 

   ４２ページをお開き願います。 

   下段の児童福祉総務費では、事項③の少子化対策の一環として取り組む低所得者向

け結婚新生活支援事業補助金１８０万円を含め、２２８万５，０００円の計上であり

ます。 

   ４８ページをお開き願います。 

   款６農林水産業費は、総額２，１９８万円の減額計上であります。 

   農業委員会費、農業総務費、農業振興費など、いずれも事務事業の確定や、所要見

込み額の精査等による計上であります。 

   ５４ページをお開き願います。 

   観光費の事項③では、寄附金の増収に対応するためのふるさと納税に要する経費

４９２万２，０００円を補正計上するものであります。 

   ５６ページをお開き願います。 

   道路維持費は、除雪費や補助事業の確定等により２７０万円の補正計上であります。 

   道路新設改良費の事項①は、事務事業の確定や所要見込みの精査により、

３，４８９万３，０００円の減額計上であります。 

   事項②は、災害公営住宅隣接道路の改良に要する経費は、１億４，５０７万

１，０００円の補正計上であり、国庫補助金等１０分の１０を活用し、村道皿久保・

前ヶ岳線と大橋平線の２路線について道路改良を計画するものであります。 

   ５８ページをお開き願います。 

   住宅建設費は、災害公営住宅整備の完了に伴い、所要見込み額の調整により

８，２９９万９，０００円の減額計上であります。 

   中段の款９消防費は、事務事業の精査により９２万４，０００円の減額計上であり

ます。 

   下段から６２ページにかけての款１０教育費の事務局費は、所要見込み額の精査と

財源調整により１０３万円の減額計上であります。 

   以下、小学校費や中学校費、幼稚園費につきましては、所要見込みの精査によりそ

れぞれ計上しております。 

   ６６ページから６８ページにかけての社会教育費では、社会教育総務費、公民館費

など、事務事業の精査により総額８５万２，０００円の減額計上であります。 

   ７０ページをお開き願います。 

   体育施設費は、所要見込み額の調整のほか、屋内運動場落成式経費等を含め８万

８，０００円の補正計上であります。 

   ７２ページをお開き願います。 

   款１４予備費は、財源を調整し２，５８４万４，０００円を補正計上するものであ

ります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 
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   １０ページをお開き願います。 

   村税の個人村民税は、個人所得の増加等により、現年課税分で３，７９４万円、滞

納繰越分で５２２万９，０００円と、合わせて４，３１６万９，０００円の補正計上

であります。 

   法人村民税は、現年課税分で１００万円、滞納繰越分で１２万９，０００円、合わ

せて１１２万９，０００円の補正計上であります。 

   固定資産税は２，１６６万円、軽自動車税は１５万８,０００円の補正計上であり

ます。 

   たばこ税は、販売数量の減少により１３４万円の減額、入湯税は、入り込み客の増

により６１万２，０００円の補正計上であります。 

   下段の地方揮発油譲与税は４６万２，０００円の減額計上であります。 

   １２ページをお開き願います。 

   自動車税重量譲与税は７９９万２，０００円、利子割交付金は１８万８，０００円、

配当割交付金は３１０万８，０００円、地方消費税交付金は５，２２３万

６，０００円、ゴルフ場利用税交付金は２７４万円、自動車取得税交付金は６０６万

２，０００円の補正計上であります。これらは、交付見込みの精査を行い積算計上し

たものであります。 

   地方交付税は、普通交付税交付金で２７１万１，０００円の増額、震災復興特別交

付税交付金は１，３０３万２，０００円の減額と、それぞれ交付見込み額の精査を行

い積算計上したものであります。 

   １４ページをお開き願います。 

   商工使用料の観光施設使用料は７２万円、土木使用料の道路等使用料は５０万円と、

それぞれ収入見込み額を精査の上、減額計上し、災害公営住宅使用料は、入居開始か

ら年度末までの収入見込み額を積算し、１８７万５，０００円を計上したものであり

ます。 

   土木手数料は、屋外広告許可申請手数料で１０万５，０００円の計上であります。 

   民生費国庫負担金は、国民健康保険基盤安定負担金で４２３万１，０００円の計上

であります。 

   下段の民生費国庫補助金は、年金生活者等支援臨時福祉給付事業費や子ども・子育

て支援交付金などで、総額３，７１１万円の補正の計上であります。 

   衛生費国庫補助金は、循環型社会形成推進事業費で５万７，０００円の減額計上で

あります。 

   土木費国庫補助金は、村道３路線に係る整備事業費や道路ストック総点検事業、木

造住宅耐震改修促進事業費等の交付額確定等によるもので、２，４６９万

４，０００円の減額計上であります。 

   １６ページをお開き願います。 

   教育費国庫補助金は、１万４，０００円の補正計上であります。 

   総務費国庫補助金は、災害公営住宅隣接道路改良経費に充当となる福島再生加速化
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交付金１億４，０８８万１，０００円、災害公営住宅家賃低廉化事業による同交付金

１，３９３万９，０００円などの、総額１億５，５９１万５，０００円の補正計上で

あります。 

   農林水産業費委託金は、事業費確定により２９万９，０００円の減額計上でありま

す。 

   民生費県負担金は、５５４万４，０００円の補正計上であります。 

   総務費県補助金は、総務管理費補助金で９万２，０００円、災害対策費補助金で

５，５０３万５，０００円と、いずれも交付額や事業確定等による減額計上でありま

す。 

   １８ページをお開き願います。 

   民生費国庫補助金は、結婚新生活支援事業費１３５万円の計上のほか、補助事業の

変更に伴う歳入の調整を行い、合わせて４５万６，０００円の減額計上であります。 

   衛生費県補助金は、事業確定や交付見込み額の精査により、２，０２０万

８，０００円の減額計上であります。 

   農林水産業費県補助金は、福島県営農再開支援事業費４，０３３万３，０００円を

計上するほか、事業確定等による歳入見込み額の減額調整を行い、総額３，０１６万

５，０００円の補正計上であります。 

   土木費県補助金は、安心耐震サポート事業費の所要見込み額により、１６万

１，０００円の減額計上であります。 

   教育費県補助金は、被災児童生徒就学援助事業費等で、所要見込みにより３２万

５，０００円の減額、２０ページのふくしまっ子体験活動応援事業費で事業の確定に

より、６万４，０００円の減額計上であります。 

   委託金の総務費委託金と教育費委託金は、交付額確定や所要見込み額により

３９７万１，０００円の減額計上であります。 

   財産収入の利子及び配当金は、基金利子１２万３，０００円の計上であります。 

   不動産売払収入は、大玉第二住宅団地２区画を含めた土地売り払い６件分で、

８７８万９，０００円の計上であります。 

   ２２ページをお開き願います。 

   寄附金の一般寄附金は、個人２件で５５万円、ふるさと納税寄附金は１，０００万

円、教育費寄附金は個人１件、団体１件で６０万円、民生費寄附金は、団体１件で

５万円とそれぞれ計上するものであります。 

   繰入金では、財政調整基金で１，５００万円、庁舎建設基金で１，４３４万円、地

域福祉基金で４，０００万円、復興基金で９１３万９，０００円、長期避難者生活拠

点形成等基金で６，９２７万３，０００円、ふるさと応援基金で１３０万

１，０００円と、合わせて１億４，９０５万３，０００円の減額計上であり、これら

は事務事業の確定や所要見込み額の精査によるものであります。 

   ２４ページをお開き願います。 

   諸収入の延滞金は９４万２，０００円の計上であり、農業費受託事業収入は、農地
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中間管理事業業務受託金で２０万円の減額と、それぞれ所要見込み額により計上する

ものであります。 

   雑入では、収入実績に基づき東京電力損害賠償金１，２００万２，０００円、堆肥

売捌等代金２８９万５，０００円、新市町村振興宝くじ交付金８８万円など、所要見

込み額の精査により、合わせて１，２６７万１，０００円の補正計上であります。 

   村債は、事業費の確定等により補正計上するものであり、民生債は、希望者がいな

かったことにより１５０万円の減額、土木債は、道路整備事業と災害公営住宅に関す

るもので１，４４０万円の減額、消防債は、小型動力ポンプ付積載車購入費と防災行

政無線デジタル化事業費で８０万円の減額計上であります。 

   ７４ページからは給与費の明細を掲載しております。 

   次に、議案第１８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、

歳出よりご説明申し上げます。 

   ９２ページをお開き願いたいと思います。 

   一般管理費は、給与改定等による人件費の補正を、運営協議会費は、所要見込みに

よる減額をそれぞれ計上するものであり、保険給付費の一般被保険者療養給付費は

１，５００万円と、退職被保険者等療養給付費は１,２００万円、９４ページの退職

被保険者等高額療養費は、それぞれ今後の給付費等の増嵩に対処するための計上であ

ります。 

   後期高齢者支援金と介護給付金は、財源調整であります。 

   ９６ページをお開き願います。 

   共同事業拠出金は、所要見込みにより補正を行い、高額医療費共同事業拠出金で

９１万６，０００円、保険財政共同安定化事業拠出金で２２１万６，０００円と、い

ずれも減額計上するものであります。 

   保健事業費の特定健康診査等事業費は、受診者の増加に対応するため４２万

８，０００円の計上であります。 

   諸支出金の一般被保険者償還金と老人保健交付金償還金は、前年度療養給付費の確

定に伴う超過交付額の償還で、合わせて１，１１０万８，０００円の計上であります。 

   予備費は財源調整を行い、６９万８，０００円の減額計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

   ８８ページをお開き願います。 

   国民健康保険税は、医療給付費や介護納付金、後期高齢者支援金に係る滞納繰越分

で、１０８０万円の計上であります。 

   国庫支出金は、交付見込み額の精査等により総額４８６万７，０００円の減額計上、

県支出金も同様に、総額１７万５，０００円の減額計上であります。 

   療養給付費等交付金は、交付見込み額の精査等により４７０万円５，０００円の補

正計上であります。 

   ９０ページをお開き願います。 

   共同事業交付金につきましても、交付見込み額の精査等により総額９１０万
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２，０００円の減額計上であります。 

   一般会計繰入金は、所要見込み額の精査等により総額３，５２８万５，０００円の

補正計上であります。 

   主なものとして、保険基盤安定制度繰入金１，０７３万円、国保財政安定化調整事

業繰入金２，０００万円の計上であります。 

   諸収入の５４万円は国保税延滞金に係る計上であります。 

   ９８ページからは、給与費の明細を掲載しております。 

○議長（遠藤義夫） ここで、昼食のため暫時休議いたします。再開は、午後１時３０分

といたします。 

（午前１１時５７分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 引き続き、総務部長の説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） それでは、引き続きましてご説明申し上げます。 

   議案第１９号、平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について。 

   歳出についてご説明申し上げます。１１２ページをお開き願います。 

   一般管理費は、所要見込みの調整により１０万８，０００円の減額計上であります。 

   林業振興費は、所要見込みの調整と小高倉山地内財産区有林へのヒノキ苗を植林す

るための経費を合わせ、３万８，０００円の補正計上であります。 

   予備費は、財源を調整し、７万円の補正計上であります。 

   次に、議案第２０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。 

   歳出よりご説明申し上げます。１２０ページをお開き願います。 

   一般管理費は、所要見込みの精査等により４８万円の減額計上であります。 

   中段の施設管理費は、所要見込みの精査と厨房等備品の入れかえ経費、合わせて

２３万６，０００円の減額計上であります。 

   施設運営費は、燃料費や仕入れ材料費の所要見込みにより、７４万円の補正計上で

あります。 

   予備費は、財源調整のため９８万円の減額計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１１８ページをお開き願います。 

   施設使用料は、入り込み客数の精査等により、宿泊料で８０万円、休憩料で４４万

円、入浴料で５０万円と、それぞれ減額計上であります。 

   受託事業収入は、施設改修に伴いコテージ２棟を約２カ月間休館したことにより、

４２万円の減額計上であります。 

   雑入は、売店や食堂等に係る売り上げで、１２０万４，０００円の補正計上であり

ます。 
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   １２２ページからは、給与費の明細を掲載しております。 

   次に、議案第２１号、平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計補正予算につ

いて、歳出よりご説明申し上げます。１３８ページをお開き願います。 

   農業集落排水施設維持管理費は、所要見込みの精査により２７６万１，０００円の

減額計上であります。 

   公債費は、財源調整であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１３６ページをお開き願います。 

   施設使用料は、３４５万７，０００円の補正計上であります。 

   一般会計繰入金は、６２１万８，０００円の減額計上であります。 

   １４０ページからは、給与費の明細を掲載しております。 

   次に、議案第２２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。 

   歳出よりご説明申し上げます。 

   １６０ページをお開き願います。 

   一般管理費は、事業の確定や所要見込みにより、１４３万５，０００円の減額計上

であります。 

   保険給付費の地域密着型介護サービス給付費２２０万円と特定入所者介護サービス

費５００万円は、いずれも所要見込みによる補正計上であります。 

   包括的支援事業費は、給与改定等による計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１５６ページをお開き願います。 

   国庫支出金の介護給付費負担金は１４４万円、財政調整交付金は５０万

４，０００円と、いずれも所要見込みによる補正計上であります。 

   介護保険事業費補助金は、システム改修費で９６万円の減額計上であります。 

   支払基金からの介護給付費交付金は２０１万６，０００円、県支出金の介護給付費

交付金は９０万円と、いずれも所要見込みによる補正計上であります。 

   一般会計繰入金の介護給付費繰入金は９０万円の増額、その他一般会計繰入金は

４９万円の減額と、いずれも所要見込みによる計上であります。 

   １５８ページをお開き願います。 

   介護保険基金繰入金は、財源を調整するため１４４万円の計上であります。 

   １６４ページからは、給与費の明細を掲載しております。 

   続きまして、議案第２３号、平成２７年度大玉村水道事業会計補正予算について。 

   １７７ページをお開き願います。予算の実施計画であります。 

   １７８ページから１８１ページまでは、給与費の明細であります。 

   １８２ページをお開き願います。補正内容の明細であります。 

   収益的収入の項２営業外収益は、一般会計からの繰入金で６１３万１，０００円を

減額し、長期前受金戻入で１，５８５万４，０００円を増額するものであります。 

   次に、支出の項１営業費用は、配水及び給水費で２５万１，０００円、総係費で

１０４万５，０００円、資産減耗費で８３７万１，０００円と、それぞれ増額計上す

るものであります。 
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   項２営業外費用は、企業債利息償還金で５万６，０００円の増額計上であります。 

   次に、１８４ページをお開き願います。 

   資本的収入の項１国庫支出金で４５５万６，０００円の減額、項２企業債では

６６０万円の増額計上であります。 

   資本的支出の項１建設費では、配水管布設替工事費３１９万円の増額計上でありま

す。 

   以上のとおり、平成２７年度各会計に係る補正予算について、提案理由の説明を申

し上げました。 

   続きまして、議案第２４号、平成２８年度大玉村一般会計予算について。 

   ２８年度予算書並びに説明書の４４ページをお開き願います。 

   歳出から款ごとに事項別明細書によりご説明申し上げます。 

   款１議会費は、議会の管理・運営に要する費用として、対前年度比９．１％減の

７，３５９万４，０００円の計上であります。 

   ４６ページをお開き願います。 

   総務費は、対前年度比５５．４％増の１３億４，９７３万７，０００円の計上であ

ります。 

   一般管理費は、庁内共通経費など２億７，９９１万３，０００円の計上であります。 

   主な事業として、６１ページをお開き願います。 

   中段にございますが、企画費の事項⑤、前ページからの続きでございますが、定住

促進対策に要する経費２００万円を計上して、さらなる定住促進を図ることとしてお

ります。 

   ６５ページをお開き願います。 

   災害対策費の事項③では、線量低減化活動経費５億９，３８４万４，０００円を計

上しており、引き続き実施する住宅や大規模施設の除染業務、大玉３区や大玉７区の

除去土壌搬出業務のほか、道路除染業務等に取り組むこととしております。 

   ６７ページをお開きください。 

   中段の事項④では、農業関係除染対策等経費７，１９４万２，０００円を計上し、

グリーン牧場の急傾斜地に係る牧草地除染作業等を計画しております。 

   ６９ページをお開きください。 

   国際交流費では、昨年度に引き続き、中学生を台湾に派遣する費用やマチュピチュ

村から訪問団を受け入れるための費用を計上しており、国際交流の推進に取り組むこ

ととしております。 

   ７８ページをお開き願います。 

   下段の款３民生費は、対前年度比１．３％増の９億９，９４１万９，０００円の計

上であります。主な事業として、８１ページ中段にございますが、事項③では、社会

福祉協議会関係費用５，９５８万６，０００円、８３ページ上段の事項⑥、前ページ

からの引き続きですが、国保特別会計繰出金中、国保財政安定化調整事業

４，０００万円を計上したところであります。 
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   ８９ページをお開き願います。 

   ８９ページ中段の老人福祉費、事項④の高齢者の地域活動等に要する経費では、

２人の１００歳賀寿を予定した経費を含め６５４万２，０００円の計上、９１ページ

上段の事項⑥では、後期高齢者医療制度に要する経費１億１３８万７，０００円の計

上であります。 

   ９３ページ中段の児童福祉総務費、事項③では少子化対策費は３００万円の計上で

あります。 

   ９４ページの児童措置費は、児童手当や子育て支援医療費など２億３４０万

５，０００円の計上であります。 

   ９６ページ中段の保育所費は、職員人件費や運営経費など１億５，５５７万

８，０００円の計上であります。 

   １００ページ中段の款４衛生費は、対前年度比１７．６％減の２億８，６９７万

３，０００円の計上であります。主な事業として、１０５ページ中段の事項⑦では、

引き続き、原発事故関連健康管理事業を実施する費用３９７万円を計上しております。 

   １０８ページ下段から１１０ページにかけての環境衛生費、事項②では、合併処理

浄化槽整備事業費など循環型社会形成推進に要する経費１，２４２万４，０００円、

１１１ページ中段の事項⑤では、再生可能エネルギー利用促進に要する経費２２４万

６，０００円の計上であります。 

   １１２ページ中段の款５労働費は、緊急雇用創出事業の終了に伴い、対前年度比

９９．７％減の５万円の計上であります。 

   下段の款６農林水産業費は、対前年度比４０．５％増の５億７，７３７万

１，０００円の計上であります。主な増加要因としては、あだたらの里直売所建設に

要する経費２億３，８６０万円を計上したところによるものであります。主な事業と

して、１１７ページ中段の農業振興費の事項①、１１７ページの下のほうでございま

すが、カメムシ対策事業費１５０万円、農業機械等共同利用に係る事業費

１，６００万円、１２１ページ中段の事項⑤では、あだたらの里直売所建設経費２億

３，８６０万円の計上であります。 

   地域農政推進対策費では、１２３ページ下段になりますが、事項④で、引き続き、

本村農産物の販売促進と風評被害払拭を図るための費用、５４４万９，０００円を計

上しております。 

   １３０ページ中段をお開き願います。１３０ページ中段の農地再生費では、油糧作

物推進事業費補助金など６１万５，０００円の計上であります。 

   １３４ページをお開き願います。 

   中段の款７商工費は、対前年度比１６．３％減の６，８０９万７，０００円の計上

であります。商工振興費は、商工会等に対する運営補助や制度資金の原資拠出など

３，２３１万８，０００円の計上であります。 

   １３７ページ下段の事項②では、ふるさと納税に要する経費１，６１１万

５，０００円の計上であります。 
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   下段からの款８土木費は、対前年度比８３．９％減の３億４，０４９万

６，０００円の計上であります。主な減額要因としては、災害公営住宅建設事業が完

了したことによるものであります。 

   １４０ページ下段からの道路新設改良費では、南町・山口線の橋梁かけかえ工事や

西部幹線横断道の用地測量、単独事業では、町尻・馬場線の改良舗装工事など、総額

１億７，８５５万２，０００円の計上であります。 

   １４２ページ下段の橋梁維持費では、５年に一度の点検が義務づけとなった道路橋

の点検業務委託料など、総額１，００５万４，０００円の計上となります。 

   １４４ページ下段からの公園費は、災害公営住宅整備エリア内のコミュニティ広場

整備費用など、総額４，２７６万６，０００円の計上であります。現時点における計

画概要は、約６，０００平方メートルの面積を芝生化し、附帯施設として屋外トイレ

１棟を建設するものであり、財源は、補助対象経費の１０分の８を長期避難者生活拠

点形成等基金で、残り１０分の２は震災復興特別交付税交付金で措置される予定であ

ります。 

   １４６ページ下段からの住宅管理費は、災害公営住宅の管理経費など、総額

３５１万９，０００円の計上であります。 

   １４８ページをお開き願います。 

   款９消防費は、対前年度比３６６．４％増の７億９８８万円の計上であります。 

   常備消防費は、安達地方広域行政組合消防費負担金で、１億１，４９５万

４，０００円の計上であります。 

   １５０ページ下段からの消防施設費では、防災行政無線デジタル化改修工事費用な

ど５億７，１３６万８，０００円の計上であります。 

   １５２ページ下段の款１０教育費は、対前年度比７．０％減の４億１，７０７万

９，０００円の計上であります。主な事業として、１５７ページ上段の事務局費の事

項②では、防犯カメラ設置工事費５０万円、１６３ページ中段の事項⑬では、幼稚園

３年保育調査研究費用１３万４，０００円を、それぞれ計上したものであります。 

   １６２ページ下段からは、玉井・大山両小学校に係る学校管理費２，０８８万

６，０００円と、１６６ページ下段の教育振興費１，０６４万６，０００円の計上で

あります。 

   １７０ページをお開き願います。 

   中学校費は、２，０２１万４，０００円の計上であります。 

   １７４ページからの幼稚園費は、幼稚園の管理運営経費や預かり保育等に要する経

費９，８０８万９，０００円の計上であり、１７７ページの玉井幼稚園管理運営経費

において、遊戯室どんちょう更新費用１８０万円、施設備品の欄に記載されておりま

す１８０万円ですが、遊戯室どんちょう更新費用１８０万円を計上したものであります。 

   １８９ページをお開き願います。 

   下段のふるさとホール管理費の事項③では、幼稚園や小中学校等で利用する図書の

購入費用など１９８万３，０００円をこの事項に一括計上したものであります。 
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   １９５ページをお開き願います。 

   上段の体育施設費、事項①では、改善センター運動場芝生化工事費５００万円を計

上し、その財源として、スポーツ振興くじ助成金４００万円を見込んだものでありま

す。１９６ページ上段からの款１１災害復旧費は、存目１０万円の計上であります。 

   下段から１９８ページにかけての款１２公債費は、元金と利子償還を合わせ、対前

年度比３．４％減に当たる３億６，０８７万円の計上であります。 

   １９８ページをお開き願います。 

   款１３諸支出金は、存目２万円の計上であります。 

   款１４予備費は、調整財源として、３，５９４万円の計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１２ページをお開き願います。 

   款１村税は、対前年度比５．３％増となる８億１７５万３，０００円の計上であり

ます。 

   個人村民税は、農業所得の減収が見込まれる一方、給与所得の改善が見込まれ、

１４．８％増の２億９，４８５万４，０００円、法人村民税は、震災特需の減少と法

人税割の税率改正が影響し、６．１％減となる３，５２０万３，０００円の計上であ

ります。 

   固定資産税は、対前年度比１．４％増の３億４，４６９万４，０００円、軽自動車

税は９．０％増の２，６２５万円、たばこ税は、禁煙志向の広がりによる販売数量の

減少が見込まれるため、３．６％減の８，６２６万６，０００円で計上したものであ

ります。 

   １４ページをお開き願います。 

   入湯税は、課税人員を７万７，０００人と見込み、１，１５５万円の計上でありま

す。 

   款２地方譲与税は、対前年度比１０．２％減の５，４９７万３，０００円、款３利

子割交付金は９８万円、款４配当割交付金は前年度実績を考慮し、２１６万

７，０００円、款５株式等譲渡所得割交付金は１０万円、款６地方消費税交付金は、

一般財源枠と社会保障財源枠における前年度実績を考慮し、２億２，１３６万

２，０００円と、それぞれ経済情勢と予算編成指針を踏まえ、積算計上したものであ

ります。 

   １６ページをお開き願います。（不規則発言あり）失礼しました。１億

２，１３６万２，０００円というものです。失礼しました。 

   １６ページをお開きください。 

   款７ゴルフ場利用税交付金は、利用人員の減少により１，１７４万４，０００円、

款８自動車取得税交付金は、編成指針に基づき６８２万１，０００円の計上でありま

す。 

   款９地方特例交付金は、所得税を超えた住宅ローン減税に係る減収補填分で

４２８万３，０００円の計上であります。 

   款１０地方交付税は、対前年度比４．１％減の１４億５，７００万円の計上であり
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ます。 

   普通地方交付税は、対前年度比１．１％減に当たる１４億６００万円の計上であり、

これは、前年度実績や国税５税、地方税の動向等を勘案し積算計上したものでありま

す。 

   また、特別交付税５，０００万円、交付対象事業の減少により、震災復興特別交付

税１００万円を計上するものであります。 

   款１１交通安全対策特別交付金は１５５万４，０００円、１８ページにかけての款

１２分担金及び負担金は、１，７１９万円の計上であります。 

   款１３使用料及び手数料は、対前年度比３１．２％増の６，８７５万円の計上であ

ります。主な増加要因として、入居開始となる災害公営住宅使用料１，４３５万

３，０００円を計上したところによるものでございます。 

   ２２ページをお開き願います。 

   款１４国庫支出金は、３億５７７万９，０００円の計上であります。 

   上段の民生費国庫負担金は、障がい者福祉サービス等給付費や児童手当負担金等で

１億７，７３２万４，０００円、国庫補助金の総務費国庫補助金では、災害公営住宅

家賃低廉化事業等による福島再生加速化交付金等３，１５１万８，０００円、民生費

国庫補助金は、地域の子育て支援事業等で１，６５４万１，０００円の計上でありま

す。 

   ２４ページ上段の土木費国庫補助金は、道路新設改良事業等に充当する補助金

７，２６５万４，０００円の計上であります。 

   下段からの款１５県支出金は、大規模施設除染等による除染事業費の増により、対

前年度比４８．０％増の９億２，９２３万７，０００円の計上であります。 

   ３２ページをお開き願います。 

   中段の款１６財産収入は、対前年度比２．６％増の２，３２１万１，０００円の計

上であります。 

   財産貸付収入では、工業団地やスーパーセンター等への土地貸し付けや光ファイバ

ー網の貸し付けなど、２，２６６万４，０００円の計上であります。 

   ３４ページをお開き願います。 

   中段の款１７寄付金は、ふるさと納税寄付金等で３，０００万２，０００円の計上

であります。 

   款１８繰入金は、３億５，６６３万３，０００円の計上であります。 

   特別会計繰入金では、玉井幼稚園遊戯室のどんちょう更新費に充当するための玉井

財産区特別会計繰入金１８０万円、基金繰入金では、財政調整基金取り崩しで２億円、

３６ページの復興基金では、あだたらの里直売所建設費への充当で１億円、長期避難

者生活拠点形成等基金で５，３０８万５，０００円、ふるさと応援基金では、中学生

を台湾に派遣する国際交流事業費等への充当で１１９万６，０００円と、それぞれの

事務事業に充当するための予算を計上したものであります。 

   款１９繰越金は、前年度と同額の８，０００万円の計上であります。 
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   款２０諸収入は、対前年度比２０．９％増の５，１０８万７，０００円の計上であ

り、主な増加の要因としては、３９ページ中段のほうになりますが、台湾交流事業に

対して交付される、みらいを描く市町村等支援事業費補助金４１８万９，０００円、

マチュピチュとの交流事業に対して交付される、国際交流支援事業費補助金１５０万

円、４１ページ下段の改善センター運動場芝生化事業に対して交付される、スポーツ

振興くじ助成金４００万円を見込んだことによるものであります。 

   下段の款２１村債は、あだたらの里直売所建設経費に充当する一般事業債

９，６００万円、４２ページでは、防災行政無線デジタル化事業経費に充当する緊急

防災・減災事業債５億４，５７０万円の計上により、対前年度比１０５．９％増の

８億９，５００万円の計上となったものです。 

   なお、臨時財政対策債は、地方の財源不足を普通交付税とあわせて補うため、その

発行が認められる一般財源的な起債であり、昨年度同額の１億３，５００万円を計上

したところであります。 

   ２００ページをお開き願います。 

   ２００ページは、地方債の現在高の見込みによる調書であります。 

   ２０１ページ右側の額の４７億４，０５６万１，０００円が、２８年度末の現在高

見込み額であります。 

   その上の数字の２１億４，３９２万１，０００円は、地方交付税にかわって自治体

が起債を発行する臨時財政対策債の２８年度末現在高見込み額であります。現在高総

額の４５．２％を占めるものであります。 

   ２０２ページをお開き願います。 

   債務負担行為に関する支出予定額等に関する調書であります。２８年度以降の債務

負担行為支出予定額は、７，７７０万２，０００円となるものです。その欄の右側、

２０３ページにあります当該年度以降の支出予定額、これを足していきますと、今の

７，７７０万２，０００円になるものであります。 

   ２０４ページからは給与費の明細について、２１６ページからは性質別、目的別の

歳出予算分類表を掲載しております。 

   次に、議案第２５号、平成２８年度大玉村国民健康保険特別会計予算について。 

   歳出よりご説明申し上げます。２３６ページをお開き願います。 

   款１総務費は、対前年度比４．０％減の２，３０６万５，０００円の計上でありま

す。主に事務従事者の人件費や電算処理委託料等、一般管理経費の計上であります。 

   ２３８ページをお開き願います。 

   下段の款２保険給付費は、対前年度比３．９％増の５億６，９４６万８，０００円

の計上であります。 

   一般被保険者療養給付費は４億４，８００万円、２４０ページの退職被保険者等療

養給付費は４，２００万円の計上であります。 

   以下、各目ごとに所要の予算計上をしたものであります。 

   ２４０ページ下段から、高額療養費に係る計上であります。２４２ページ下段から
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２４４ページにかけては、移送費、出産育児諸費、葬祭諸費の計上であります。いず

れも、過去３年間の実績等により推計し、計上したものであります。 

   ２４４ページ下段からの款３後期高齢者支援金等は、対前年度比０．９％増の１億

９１９万１，０００円の計上であり、高齢者医療の確保に関する法律に基づき、社会

保険診療報酬支払基金に支出するものであります。 

   ２４８ページをお開き願います。 

   中段の款６介護納付金は、対前年度比６．２％増の５，５２１万８，０００円の計

上であり、介護保険法に基づき、社会保険診療報酬支払基金に支出するものでありま

す。 

   款７共同事業拠出金は、対前年度比２．６％減の２億１，５６０万４，０００円の

計上であり、高額医療による保険者の財政運営の安定を図るための拠出金及び保険財

政共同安定化事業拠出金で国保連合会に拠出するものであります。 

   下段から２５０ページ中段にかけての款８保健事業費は、対前年度比２３．２％減

の９３６万８，０００円の計上であります。これは、高齢者の医療の確保に関する法

律に基づき、糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康診査等の事業を実施するため

の経費や、国保被保険者の人間ドック事業などに要する経費の計上であります。 

   下段の款９基金積立金は７万円、２５２ページ上段の款１０公債費は存目計上であ

り、款１１支出金は、保険税還付金等８６万５，０００円の計上であります。 

   ２５４ページ下段の款１２予備費は、調整財源として１，２８４万４，０００円の

計上であります。 

   引き続き、歳入についてご説明申し上げます。 

   ２２６ページをお開き願います。 

   款１国民健康保険税は、対前年度比３．２％増の１億９，７５８万６，０００円の

計上であります。国保税につきましては、現時点において、国県支出金や共同事業交

付金等の動向、歳出における各種納付金、拠出金等の額が未確定であるため、前年度

剰余金等も含めて、６月の本算定において精査していくこととしております。 

   下段の款２国庫支出金は、対前年度比８．２％減の２億１，２９５万９，０００円

の計上であり、このうち、療養給付費等負担金は１億５，４２８万５，０００円、

２２８ページ中段の財政調整交付金は基準額の９％を見込み、５，２３０万

３，０００円の計上であります。 

   下段の款３県支出金は、対前年度比７．３％減の４，９７６万２，０００円の計上

であり、このうち、国民健康保険調整交付金は４，３３９万１，０００円の計上であ

ります。 

   ２３０ページをお開き願います。 

   上段の款４療養給付費等交付金は、対前年度比２７．８％増の４，０２６万

６，０００円の計上であり、退職被保険者の療養給付費等から保険税を差し引いた額

の計上であります。 

   款５前期高齢者交付金は、対前年度比１４．０％増の１億６，６９１万
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８，０００円の計上であり、この交付金により、前期高齢者に係る各保険者間の費用

負担の調整が図られるものであります。 

   款６共同事業交付金は、対前年度比２．２％減の２億１，３５６万８，０００円で

あり、高額療養費や保険財源共同安定化交付金について、国保連合会の試算に基づく

見込み額の計上であります。 

   款８繰入金は、対前年度比８．２％増の１億１，４３０万２，０００円であり、

２３３ページ中段のその他一般会計繰入金では、前年度同額となる国保財政安定化調

整事業繰入金４，０００万円を計上したところであります。 

   款９繰越金は存目計上であります。 

   下段の款１０諸収入は４５万５，０００円の計上であり、２３５ページ下段の雑入

では、特定健診受診者負担金の見込み額３８万５，０００円を計上したものでありま

す。 

   ２５６ページからは、給与費明細書であります。 

○議長（遠藤義夫） ここで、休憩のため暫時休議いたします。再開は、午後２時２５分

ということでお願いします。 

（午後２時１１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 引き続き、総務部長の説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 引き続き、ご説明申し上げます。 

   議案第２６号、平成２８年度大玉村玉井財産区特別会計予算について。 

   歳出よりご説明申し上げます。２７６ページをお開き願います。 

   款１総務費では、管理会委員、補助員の人件費や事務経費などのほか、玉井幼稚園

遊戯室どんちょう更新に要する経費の財源として、一般会計への繰出金１８０万円を

含め、総額３２０万６，０００円の計上であります。 

   款２農林水産業費は、３７８万３，０００円の計上であります。引き続き、小高倉

山地内や東光地内の下刈りや枝打ち等の作業のほか、田代地内の下刈りや植林に要す

る経費等の計上であります。 

   ２７８ページ中段の予備費は、３７万５，０００円の計上であります。 

   続きまして、歳入について申し上げます。２７４ページをお開き願います。 

   款１財産収入は４０６万２，０００円の計上であり、主に北上台のゴルフ場用地や

小高倉山の草地、又兵衛山の一時仮置き場用地に係る土地貸付料等を見込んでおりま

す。 

   款２繰入金は、一般会計に繰り出す財源や植林作業等の財源として、財産区管理運

営基金からの繰入金３００万円の計上であります。 

   款３繰越金は３０万円を、款４諸収入は存目計上であります。 
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   次に、議案第２７号、平成２８年度アットホームおおたま特別会計予算について。 

   歳出よりご説明申し上げます。２９０ページをお開き願います。 

   款１総務費は、対前年度比５．８％減の１，３８０万６，０００円の計上であり、

職員給与費や事務管理経費等の計上であります。 

   ２９２ページの款２管理運営費は、対前年度比４．０％増の９，００７万

１，０００円の計上であります。施設管理費は、施設に係る光熱費や機械設備の維持

管理、修繕等の経費として１，８２８万２，０００円の計上であります。 

   下段の施設運営費は、主にフロント業務や配膳、清掃、厨房、宿直員等の業務委託

費のほか、食材や売店等の仕入れ費など７，１７８万９，０００円の計上であります。 

   ２９４ページをお開き願います。 

   款３予備費は、１７７万３，０００円の計上であります。 

   引き続き、歳入についてご説明申し上げます。２８８ページをお開き願います。 

   款１使用料は、５，７３９万５，０００円の計上であります。これまでの入り込み

状況等を勘案し、宿泊料は年間４，８００人で３，４５０万円、休憩料は１万

２，７００人で７９２万円、入浴料は３万８，０００人で１，４９７万５，０００円

を見込んだものであります。 

   款２財産収入は、基金利子収入２，０００円の計上であります。 

   款３繰越金は、前年度繰越金見込み額５０万円の計上であります。 

   款４諸収入は４，７７５万３，０００円の計上であり、受託事業収入はコテージや

観光レク施設の管理業務で４４９万２，０００円、雑入は売店や料飲、食堂収入など

で４，３２６万円をそれぞれ見込んだものであります。 

   ２９６ページからは、給与費の明細書であります。 

   次に、議案第２８号、平成２８年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算について。 

   歳出より説明申し上げます。３１６ページをお開き願います。 

   款１維持費は、４，３９３万５，０００円の計上であり、職員給与費や経常経費、

処理施設に係る維持管理等に要する経費のほか、村道町尻・馬場線排水管布設工事費

の計上であります。 

   ３１８ページをお開き願います。 

   款２公債費は、長期債の元利償還金７，７２５万９，０００円の計上であります。 

   款３予備費は、１００万円の計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。３１４ページをお開き願います。 

   款１使用料及び手数料は、対前年度比１２．６％増の４，９５２万８，０００円で

あり、新規加入を含む加入見込み数６５４件に係る施設使用料を見込んでおります。 

   款２繰入金は、公債費償還充当財源として６，４６６万２，０００円の計上であり

ます。 

   以下款３繰越金、款４諸収入は、それぞれ存目計上であります。 

   下段の款５村債は、町尻・馬場線排水管布設工事費に充当する下水道事業債

８００万円の計上であります。 
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   ３２０ページは、地方債の現在高の見込みに関する調書であります。 

   ３２２ページからは、給与費の明細書であります。 

   次に、議案第２９号、平成２８年度大玉村土地取得特別会計予算について。 

   歳出より説明申し上げます。３４２ページをお開き願います。 

   款１土地開発基金費は、これまでに取得した用地の譲渡代金と預金利子を基金に積

み立てるもので、１，０６２万５，０００円の計上であります。 

   款２土地取得費は存目計上であり、款３予備費は１万円の計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。３４０ページをお開き願います。 

   款１財産収入は、基金利子と土地売払代金あわせて１，０６２万５，０００円の計

上であります。 

   款２繰入金は５万円の計上であります。 

   次に、議案第３０号、平成２８年度大玉村介護保険特別会計予算について。 

   保険事業勘定の歳出よりご説明申し上げます。３６６ページをお開き願います。 

   款１総務費は、対前年度比１５．２％減の１，４７５万４，０００円であり、職員

給与費等や介護保険運営審議会、電算システム運用、３６８ページ中段の介護認定等

に要する経費の計上であります。 

   ３７０ページをお開き願います。 

   款２保険給付費は、対前年度比３．１％増の６億６，０００万円の計上であります。 

   介護サービス等諸費では、居宅介護サービス給付費や地域密着型介護サービス給付

費、施設介護サービス給付費など、要介護認定者が利用できる各種サービスを、これ

までの実績や今後の見込み量の動向を推計し、算出・計上したものであります。 

   ３７２ページ上段の介護予防サービス等諸費は、要支援認定者が利用できる各種予

防サービスを計上したものであります。 

   ３７４ページ中段の高額介護サービス等費は、基準額を超えた自己負担額に対する

給付費の計上であり、下段の高額医療合算介護サービス等費は、高額医療と高額介護

の合算制度による給付費の計上であります。 

   ３７６ページをお開き願います。 

   中段の特定入所者介護サービス等費は、低所得者の施設入所に係る食費や居住費の

給付であります。 

   ３７８ページをお開き願います。 

   款３財政安定化基金拠出金は存目計上であります。 

   中段の款４地域支援事業費は、対前年度比７．６％減の２，６６７万２，０００円

の計上であります。 

   介護予防・日常生活支援サービス事業費は、要支援者等に対する訪問介護や通所介

護サービス提供に要する経費のほか、介護予防を推進するための経費であります。 

   下段からの包括的支援事業費と３８０ページ下段の任意事業費は、地域包括支援セ

ンターに係る職員給与費や総合相談支援事業等に要する経費の計上であります。 

   ３８２ページをお開き願います。 
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   款５基金積立金は、４万５，０００円の計上であり、款６公債費は、存目計上であ

ります。 

   下段の款７諸支出金は、保険料の還付金等５万２，０００円の計上であります。 

   ３８４ページ中段の款８予備費は、調整財源として１００万円の計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。３５４ページをお開き願います。 

   款１介護保険料は、第１号被保険者介護保険料で１億１，５２９万８，０００円の

計上であります。 

   款２使用料及び手数料は存目計上であります。 

   款３国庫支出金は１億６，７３９万５，０００円の計上であり、中段の介護給付費

負担金は、施設介護サービス給付費で保険給付費等の１５％、その他のサービス給付

費は２０％を見込んでおります。 

   下段の財政調整交付金は、保険給付費等の７％にあたる４，６２０万１，０００円

の計上であります。 

   ３５６ページをお開き願います。 

   下段の款４支払基金交付金は、１億８，６１７万８，０００円の計上であり、第

２号被保険者に係る保険料で、保険給付費等の２８％相当が交付されるものでありま

す。 

   ３５８ページ下段の款５県支出金は１億２８９万８，０００円の計上であり、国庫

支出金と同様に、基準額に対して一定の割合で交付されるものであります。 

   ３６０ページをお開き願います。 

   款６財産収入は、基金利子収入４万５，０００円の計上であります。 

   下段の款７繰入金は１億３，０７０万４，０００円の計上であり、３６１ページ下

段の介護給付費繰入金は８，２５０万円で、保険給付費等の１２．５％相当を見込ん

でおります。 

   ３６２ページ下段のその他一般会計繰入金は、職員給与費や運営事務に要する経費

について繰り入れするものであります。 

   ３６４ページ上段の介護保険基金繰入金は、保険料の抑制と平準化のため、

２，０００万円を取り崩すものであります。 

   款８繰越金及び款９諸収入は、存目計上であります。 

   ３８６ページからは給与費の明細書であります。 

   次に、介護サービス事業勘定について、歳出よりご説明申し上げます。４０６ペー

ジをお開き願います。 

   款１サービス事業費は、要支援１及び要支援２と判定された方々の介護予防支援計

画作成費等に要する経費１３０万円の計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。４０４ページをお開き願います。 

   款１サービス収入は１２０万円であり、居宅介護予防支援計画作成に係る介護報酬

の計上であります。 

   款２繰越金は、前年度繰越見込み額１０万円の計上であります。 
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   次に、議案第３１号、平成２８年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算について。 

   歳出より説明申し上げます。４２０ページをお開き願います。 

   款１総務費は、一般管理や徴収事務に要する経費１３５万９，０００円の計上であ

ります。 

   款２後期高齢者医療広域連合納付金は、対前年度比３．４％減の５，６００万

１，０００円の計上であり、保険料及び保険料軽減額繰入金を広域連合に納付するも

のであります。 

   ４２２ページをお開き願います。 

   上段の款３保健事業費は、広域連合から受託して高齢者健診事業を実施する費用

２７９万６，０００円の計上であります。 

   款４諸支出金は、保険料還付金等で１５万２，０００円、４２４ページの款５予備

費は存目計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。４１６ページをお開き願います。 

   款１後期高齢者医療保険料は、対前年度比５．４％減の３，５００万１，０００円

の計上であります。 

   款２使用料及び手数料、款３寄付金は、いずれも存目計上であります。 

   款４繰入金は、事務費や健診事業への一般会計繰入金と、保険料軽減相当額の繰り

入れで、２，３１０万１，０００円の計上であります。 

   款５繰越金は、存目計上であります。 

   ４１８ページにかけての款６諸収入は、２２０万４，０００円の計上であり、主に

健診事業に係る受託収入や保険料還付金等を見込んでおります。 

   次に、議案第３２号、平成２８年度大玉村水道事業会計予算について。 

   ４２９ページをお開き願います。 

   ４２９ページは、予算を款項目別にした実施計画であります。 

   収益的収入及び支出は、水道事業収益、事業費用ともに、それぞれの額は１億

５，７３３万６，０００円であります。 

   ４３０ページは、資本的収入及び支出の実施計画であります。 

   収入は、国庫支出金４，４０６万４，０００円、企業債１億２，７６０万円、他会

計繰入金及び工事負担金は存目計上であります。 

   支出は、拡張整備費で１億７，８６９万２，０００円、固定資産購入費１５２万

２，０００円、企業債償還は１３件で６，０６８万２，０００円、予備費は４８０万

６，０００円であります。 

   ４３１ページは、水道事業会計の予定キャッシュ・フロー計算書であります。 

   なお、計算書の下段には、現金・預金の残高等を明示しております。 

   ４３２ページからは、職員給与費明細書であります。 

   ４３７ページは、保有する資産、負債の内容を示した平成２８年度の予定貸借対照

表であります。年度末の総額は、一番下の下段にありますが、２０億５，１９７万

３，２０４円であります。 
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   ４３９ページは、平成２７年度決算見込みによる損益計算書であります。年度中の

収益及び支出を消費税抜きで仮決算したもので、当期純利益は１，７５３万

１，８９１円を見込んでおります。 

   ４４０ページは、平成２７年度の予定貸借対照表であります。年度末の総額は、一

番下に記載されておりますが、１９億５，６６１万６，３９４円であります。 

   ４４２ページからは、参考資料として付した平成２８年度の水道事業会計予算明細

書であります。 

   以上、各会計の予算について、提案理由の説明を申し上げました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で施政方針並びに提案理由の説明が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第７、請願・陳情について、常任委員会に付託を行います。 

   １２月定例会以降、本日までに受理した請願・陳情は、お手元に配りました写しの

とおり、陳情第１号から陳情第８号までの８件であります。 

   お諮りいたします。 

   議長から所管の常任委員会に付託したいと思います。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。 

   議長から所管の常任委員会に付託をいたします。 

   配付いたしております付託表のとおり、陳情第５号及び陳情第６号は総務文教常任

委員会へ、陳情第１号から第４号及び陳情第７号及び陳情第８号は、産業厚生常任委

員会に付託をいたします。 

   お諮りいたします。 

   ただいま、各委員会に付託いたしました陳情第１号から陳情第８号までにつきまし

ては、会議規則第４６条第１項の規定により、３月１６日の本会議の前までに審査を

終了するよう期限をつけることにいたしたいと思います。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。 

   陳情第１号から陳情第８号までについては、３月１６日の本会議前までに審査を終

了するよう期限をつけることに決定いたしました。 

   したがいまして、議長への審査結果の報告につきましては、３月１６日の本会議ま

でに報告願います。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散

会いたします。まことにご苦労さまでございました。 

（午後２時４８分） 


