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平成３０年第２回大玉村議会定例会会議録 

 

第１日  平成３０年３月１日（木曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 佐 原 佐百合   ２番 松 本   昇   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 
兼農業委員会 
事 務 局 長 

舘 下 憲 一 

教 育 部 長 菅 野 昭 裕 総 務 課 長 押 山 正 弘 

政策推進課長 中 沢 武 志 税 務 課 長 菊 地   健 

住民生活課長 安 田 春 好 健康福祉課長 後 藤   隆 

再生復興課長 伊 藤 寿 夫 産 業 課 長 渡 辺 雅 彦 

建 設 課 長 杉 原   仁 
会 計 管 理 者 
兼 出 納 室 長 中 沢 みち子 

教育総務課長 橋 本 哲 夫 生涯学習課長 溝 井 久美子 

 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５号～議案第３２号） 

     議案第 ５号 大玉村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

            を定める条例の制定について 

     議案第 ６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 ７号 大玉村特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ８号 大玉村帰還環境整備交付金基金条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

     議案第 ９号 大玉村国民健康保険条例の一部を改正する条例について 



 

- 2 - 

 

     議案第１０号 大玉村介護保険条例の一部を改正する条例について 

     議案第１１号 大玉村後期高齢者医療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 大玉村産業振興センター設置条例の一部を改正する条例につい 

            て 

     議案第１３号 大玉村企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及 

            び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定 

            める条例の一部を改正する条例について 

     議案第１４号 平成２９年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第１５号 平成２９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１６号 平成２９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１７号 平成２９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１８号 平成２９年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算について 

     議案第１９号 平成３０年度大玉村一般会計予算について 

     議案第２０号 平成３０年度大玉村国民健康保険特別会計予算について 

     議案第２１号 平成３０年度大玉村玉井財産区特別会計予算について 

     議案第２２号 平成３０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２３号 平成３０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２４号 平成３０年度大玉村土地取得特別会計予算について 

     議案第２５号 平成３０年度大玉村介護保険特別会計予算について 

     議案第２６号 平成３０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２７号 平成３０年度大玉村水道事業会計予算について 

     議案第２８号 大玉村防災行政無線（同報系・移動系）デジタル化工事請負変 

            更契約について 

     議案第２９号 村道路線の認定について 

     議案第３０号 副村長の選任について 

     議案第３１号 区長の委嘱について 

     議案第３２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

    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） 

 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、佐藤雅俊、安田敏 
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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、１２名全員であります。定足数に達

しておりますので、平成３０年第２回大玉村議会定例会を開会いたします。 

   なお、副村長、武田正男君から、午前中、公務出張の届け出がありましたので、ご

報告申し上げます。 

（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。 

   会議に先立ちまして、議会の運営に関する基準第１５７及び第１５８の規定により、

議員の表彰報告並びに表彰伝達を行います。 

   これより議員の表彰報告並びに表彰伝達を行います。２月８日に開催されました全

国町村議会議長会において、佐原吉太郎君が在職２７年以上の功労により表彰され、

県議会議長会総会において伝達を受けてまいりましたので、ここにご報告申し上げま

す。これより表彰伝達を行います。 

   暫時休議いたします。 

（午前１０時０１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１０時０３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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、１１番菊地利

勝君、１番佐原佐百合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３０年第２回３月定例会にあたりましては、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２６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、以下報告申し上げます。 

   委員会は、議長出席のもと、佐々木市夫委員が欠席のほか、全員出席であります。

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、

会期及び会議日程等について、次のように決定いたしました。 



 

- 4 - 

 

   今期定例会に提出されます事件は、村長提案の議案等で、その内容は、条例制定案

件１件、条例等改正案件８件、補正予算案件５件、当初予算案件９件、工事請負変更

契約案件１件、村道路線の認定案件１件及び人事案件３件の、合わせて２８件であり

ます。 

   また、今期定例会の一般質問者は５名であります。 

   以上のことから、会期につきましては、本日３月１日から１４日までの１４日間と

決定いたしました。 

   また、会期日程、会議区分及び議事内容につきましては、 

   本日 １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 ２日 休会（議案調査） 

   ３月 ３日 休会 

   ３月 ４日 休会 

   ３月 ５日 本会議 一般質問５名 

   ３月 ６日 本会議 議案第５号から議案第１３号までの議案審議 

   ３月 ７日 本会議 平成３０年度予算議案に対する総括質疑及び平成３０年度予 

         算議案の委員会付託 

         委員会 

   ３月 ８日 委員会（付託事件の審査） 

   ３月 ９日 委員会（付託事件の審査） 

   ３月１０日 休会 

   ３月１１日 休会 

   ３月１２日 委員会（付託事件の審査） 

   ３月１３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１４日 本会議 議案第１４号から議案第３２号までの議案審議、委員会付託 

         事件の委員長報告、審議、閉会中の継続調査申し出 

  という日程で行います。 

   なお、会期日程第７日、３月７日の総括質疑につきましては、平成３０年度予算議

案についての質疑となります。先例により、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とおりでありますので、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よろしくお願い申し上げまして、報告といたします。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） お諮りいたします。 
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   会期日程等については、ただいま議会運営委員会委員長報告のとおり決定するにご

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定い

たしました。 

◇          ◇          ◇ 

○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、例月出納検査の報告について、定期監査の報告につい

て、今定例会までに受理した請願・陳情の報告について、説明員の報告についてであ

り、内容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。 

○村長（押山利一） ご苦労さまでございます。 

   本日、第２回定例会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方には何かと

ご多忙中の中ご出席を賜り、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５号から議案第３２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（安田 敏） 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） それでは、本日、第２回村議会定例会の開催に当たり、ご提案申し

上げました議案の説明に先立ち、平成３０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、村民の皆様をはじめ、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７年が過ぎようと

しており、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。復旧・復興に

向け、スピード感を持った取り組みや経済対策を初め地方創生の推進など、関係機関

とともに国へ対し、強く要望すると同時に期待するところであります。 

   さて、本村の平成２９年度の事務事業執行につきましては、線量低減化対策事業等

の原発事故関連対策事業、新直売所建設・直売所改修事業、幼稚園３年保育に向けた
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幼稚園舎増築事業、風評払拭や安心・安全な農作物の検査体制づくり、健康管理事業

等に取り組んでまいりました。 

   また、継続して子育て支援、定住人口増加対策、ふるさと納税制度の促進、友好交

流都市協定を締結した茨城県茨城町、美浦村を初めとする国内外交流の推進、デマン

ドタクシー社会実験事業、村づくり株式会社設立による収益施設の公設民営化事業な

ど、村政の進展及び復興に向けた取り組みを行ってまいりました。 

   大玉村は、原発事故で一時的に人口が減少しましたが、長年にわたる人口増加傾向

は現在も続いており、昨年４月の前年対比では、県内市町村の中で３年連続人口が増

加しているのは大玉村を初め３町村のみであり、１４歳以下の年少人口の増加は県内

一となりました。平成３０年度につきましても、「人は活力の源」との考えのもと、

今後も人口増を図るための各種事業を継続してまいりますとともに、現下の行政課題

に対応するための事業並びに１０年、２０年後の自立する村づくりのための各種施策

に取り組んでまいります。 

   具体的な施策として、持続可能な農業を推進するための農業生産法人等への支援、

人・農地プランによる担い手への農地利用集積、農業機械の共同利用への購入支援、

施設園芸に向けたビニールハウス助成、農業の活性化対策、Ｉターン、Ｊターン等の

新規就農者の受け入れ体制の整備などを進めるとともに、厳しい農業情勢の中で、耕

作放棄地対策など現下の農業施策に対応すべく、一部機構の見直しを行う予定であり

ます。 

   また、公設民営化による村づくりの活性化、国道４号沿線等の土地利用計画変更に

よる企業誘致の推進、地域経済活性化による商工業の振興などにより、財政的自立を

図ってまいります。 

   本村農畜産物等の販売及びＰＲ、地産地消はもとより、情報発信基地としてさらな

る活用が期待される直売所につきましては、昨年１２月に新直売所がオープンし、さ

らに今までの直売所を食堂及び加工室に改修する工事が行われており、本年４月には

両施設のグランドオープンを予定しており、これらの運営は昨年、村と村民の皆様の

出資により設立された「おおたま村づくり株式会社」が担うこととなります。 

   主要及び生活道路の整備、上下水道事業の加入促進、再生可能エネルギーの導入推

進、消防設備の充実等により、快適な生活環境整備を図ってまいります。 

   次に、子育て支援でありますが、保育所の待機児童ゼロを継続できるよう、保育士

の確保に努めてまいりますとともに、幼児教育のさらなる充実を図るため、３歳児か

らの「幼稚園３年保育」を本年４月より実施いたします。また、１８歳までの医療費

無料化、２人目以降の村保育所保育料の無料化、子育て応援交付金などの施策を継続

して、安心して産み育てることのできる村づくりを目指します。 

   高齢化対策では、認知症対策、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、介護予防と支援体制の確立に努めるとともに、交通手段の確保としてのデマ

ンドタクシーを運行してまいります。 

   災害時相互応援協定を締結していた茨城県茨城町、美浦村とさらなる交流ときずな
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を深めるため、友好交流都市協定を昨年締結いたしました。協定締結を契機として、

「人・もの・情報」の交流を進展させるとともに、友好都市協定を締結したペルーの

マチュピチュ村との相互交流を進めるなど、国内外交流を推進し、村の活性化に結び

つけてまいります。 

   教育については、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いたします。また、

生涯学習の推進のため、文化・スポーツなど各種事業を積極的に進めてまいります。 

   以上の重点的施策を基本方針に盛り込み、平成３０年度当初予算編成に当たったと

ころであります。 

   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、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、新たな財源の掘り起こしを行うなど、今後とも現

在の財政状況の健全性維持を念頭に、効率的な行政運営に努めてまいる所存でありま

す。今後も、職員一丸となって、小さいからこそ可能な村のメリットを生かし、「住

民に日本一近い村政」実現に邁進するとともに、「みんなで支え みんなでつくる大

玉村」の理念のもと、村民の皆様の協力をいただき、協働の村づくりを目指してまい

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

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。 

   初めに、総務部総務課関係について申し上げます。 

   「財団法人ふくしま自治研修センター」への研修派遣を通して、専門的知識の習得

と能力開発に努めてまいります。 

   また、社会保障・税番号制度を中心とした各種情報処理システムのセキュリティー

強化と、職員意識の向上に努めてまいります。 

   本年度は、福島県知事選挙が予定されておりますので、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。 

   地方交付税の減額方針が示されるなど、本村においては引き続き厳しい財政状況下

にありますが、第４次大玉村総合振興計画後期基本計画の３年目を迎え、実施計画に

基づく各種施策を積極的に推進してまいります。今後も健全財政を維持するため、各

種事務事業の取り組みにあたっては、財源の確保に努めながら、最少の経費で最大の

効果をあげることを念頭に、安心・安定の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。 

   第４次総合振興計画・後期基本計画３年目、復興計画（第２期）３年目として、引

き続き安心・安定の村づくりのため、原発事故対策関連事業の着実な執行と、「住み

たくなる村づくり」、「住んでよかったと思えるような村づくり」のため、施策の調

査、研究等を積極的に進め、具体的施策を推進します。 

   特に、定住人口増加対策を最重点事業と位置づけ、子育て支援、保健・福祉・教育

の充実、企業立地など、産業振興も視野に入れた諸施策に取り組んでまいります。 
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   また、３年目となる「まち・ひと・しごと総合戦略」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、その後につなげていくＰＤＣＡサイク

ルのマネジメント手法を引き続き取り入れてまいります。 

   公設民営化の取り組みについては、村と村民との共同出資による「おおたま村づく

り株式会社」が２月１日よりあだたらの里直売所の運営を開始したところであります。 

   現在、旧直売所の改修工事を進めており、４月にはグランドオープンを予定してお

り、隣の向山製作所やプラント５との連携を含めて、さらなる誘客を進めてまいりま

す。 

   公共交通システムにつきましては、昨年はデマンドタクシー運行を社会実験として

開始し運行してまいりましたが、今年度は本格運行とし、新たな公共交通システムの

構築を図ってまいります。 

   国内外交流につきましては、昨年は茨城県美浦村、茨城町の３町村で友好交流都市

の協定を締結いたしました。直売所の紹介コーナーの充実や相互交流を図り、さらな

る友好関係を築いていきたいと考えております。 

   国外につきましては、台湾にあります大竹国民中学と大玉中学校が、昨年１２月に

姉妹校を締結いたしました。今後は大竹国民中学との交流を深めるとともに、地元自

治体であります桃園市、蘆竹区との友好関係の協定を視野に、交流を推進してまいり

ます。 

   平成２７年にペルー共和国マチュピチュ村と友好都市を締結し、さまざまな交流を

してまいりましたが、今年度は分野を絞っての交流とするため、訪問団を結成し、マ

チュピチュ村を訪れる予定であります。 

   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、行政改革推進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、汚染廃棄物や放射性物質を含ん

でいる焼却灰等の適正な管理及び処理のための必要な措置を講ず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を図ってまいります。 

   これらの事業を踏まえた予算は、一般会計が前年度比２７％増となる４９億

４，３９２万７，０００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４００万４，０００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、利用者の勧奨を進めるとと
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もに、現金納付や遠隔地の納税者に対してはコンビニエンスストアにて納税できるこ

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。 

   子どもやお年寄りなどの交通弱者が交通事故の被害に遭わないよう、運転者、歩行

者への啓発活動を強化してまいりますとともに、高齢者による運転免許証の自主返納

を支援し、高齢ドライバーによる交通事故の防止を図ってまいります。 

   近年頻発している異常気象による自然災害に加え、ミサイル攻撃やテロ攻撃などの

新たな脅威に備え、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を更新し、非常時にお

ける迅速で的確な情報伝達により、村民皆様の生活の安全と安心に努めてまいります。 

   個人番号カード交付事業は、平成２８年１月の交付開始から２年が経過し、順調に

交付事務が進められております。交付件数は５００件以上に上っており、本年度も引

き続き円滑な事務処理と広報周知に努めてまいります。 

   新たな制度運用が開始される国民健康保険事業につきましては、福島県と村が一体

となって、安定した財政運営が図られるものと考えております。しかしながら、将来

的な目標とする保険料水準の統一化に向けてはさまざまな課題があり、今後も引き続

きワーキンググループや市町村国保広域化連携会議による検討が進められる予定であ

ります。本村においても、県と連携、調整を密にし、円滑で効率的な国保運営の確立

に努めてまいります。 

   次に、住民福祉部健康福祉課関係について申し上げます。 

   子育て支援においては、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実施体制をさらに強化してまいります。そ

のために、平成３０年４月に「子育て世代包括支援センター」を保健センター内に設

置し、妊産期から子育て期にわたる切れ目のない支援の強化を図り、育児不安の軽減

や虐待予防に努めてまいります。 

   保育所においては、「幼稚園３年保育の実施」に伴い、大玉村保育所の利用児童が

０歳児から２歳児までとなりますが、引き続き保育所の入所希望児童は増加傾向にあ

ることから、待機児童解消を図るため、村外保育所利用保護者に対しての財政的支援、

あわせて在宅で育児を行う保護者に対しても、子育て応援奨励金として継続した支援

をすることで、安心して子育てができる環境整備に努めてまいります。また、保育士

確保に向けた取り組みも引き続き進めてまいります。さらに、平成３０年度より一時

預かり保育を試行的に実施してまいります。 

   高齢者福祉においては、平成３０年３月に改定する大玉村第８期高齢者福祉計画及

び大玉村第７期介護保険事業計画に基づき、関係機関と連携を図りながら、地域包括

ケアシステムの深化・推進を進め、高齢者が心身ともに健康で生きがいや楽しみのあ

る生活を送り、介護が必要となっても住みなれた地域で暮らし続けられるよう、高齢

者施策に取り組んでまいります。 

   障がい者福祉においては、平成３０年３月に改定する第５期大玉村障がい福祉計画

に基づき、障がいのある方が安心して自立した生活が送れるよう支援体制を構築して



 

- 10 - 

 

まいります。また、平成３０年４月施行の児童福祉法の一部改正により、障がい児の

サービス提供体制の計画的な構築が盛り込まれたことに伴い、新たに策定する第１期

大玉村障がい児福祉計画に基づき、障がいのある児童の発育・発達・教育を支援する

ため、各種障がい児福祉政策を進めてまいります。 

   健康推進においては、平成２７年１２月策定の「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」に基づき、「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展開してまいります。 

   東日本大震災から８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

による内部被ばくを検査、甲状腺の定期検査を実施するとともに、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について申し上げます。 

   除染事業につきましては、住宅・道路等作業は完了しておりますが、引き続き住宅

除染除去土壌搬出作業として、平成２９年度繰越しとなる大玉４、５区及び大玉８、

１１、１２、１３、１４、１５、１６区の搬出集約について完了できるよう努めてま

いります。 

   仮置場につきましては、必要に応じ補修・補強を行いながら、安全管理に努めてま

いります。 

   仮置場から中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送につきましては、昨年度の倍以上に

当たる今年度国から割り振られた搬出可能量１万３，７００袋について、予定数量を

搬出輸送できるよう準備を進めてまいります。 

   また、ため池対策工につきましても、関係機関と十分協議しながら、事業完了に向

け進めてまいります。 

   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。平成２９年度の住宅用太陽光発

電設備設置は住宅戸数で２４件、発電量１２２．４７キロワットを達成しております。

今後とも導入推進に努めてまいります。 

   また、施設省エネ化設備導入支援の環境省地方公共団体カーボンマネジメント強化

事業に取り組み、本分庁舎及び武道館、村民体育館等、照明ＬＥＤ化及び包括支援セ

ンター等の空調更新を施設所管課等によるエネルギー管理とあわせて取り組んでまい

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。 

   生活環境対策につきましては、河川水質検査及び悪臭物質濃度・臭気指数測定を実

施するとともに、雨天時現地確認員を委託し、環境対策に取り組んでまいります。 

   また、ごみ処理経費の抑制を図るため、関係機関と協議を行い、協力しリサイクル
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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。 

   次に、産業建設部産業課関係について申し上げます。 

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

づくりを推進するとともに、現在、検査方法の見直しが進められている米の全量全袋

検査をはじめとする農産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３０年産米から生産調整が廃止される

ことにより、県により生産目安面積の配分が示されました。これにより、地域農業再

生協議会において生産目安面積の配分比率が決定され、本村の生産目安面積について

は８２６万平米で、前年比７８万９，７２４平米の増となり、配分率は６４．９％の

一律配分と決定されました。生産目安面積に変更となったことにより、作付に関する

規制がなくなることとなりますが、米価下落防止のため、計画的、また適正な水田農

業の経営について、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なる

日本型直接支払制度を推進し、耕作放棄地の解消、農業の多面的機能の維持・発展の

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。 

   創設４年目となる農業機械等共同利用等整備事業について、平成３０年度事業分と

してさきに希望取りまとめを実施した結果、１６団体から申し込みがあり、所要額を

平成３０年度当初予算に計上したところであります。本事業は、平成２７年度からス

タートし、５年間の時限要綱により実施しているところですが、４年目となる平成

３０年度においては、総事業費の３分の１補助から税抜き総事業費の４分の１の補助

に変更となっております。 

   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

等の設立を推進するとともに、生産される農産物に新たな付加価値をつけるため、関

係機関と協力しながら、ＧＡＰへの取り組みについても支援をしてまいります。 

   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の減退

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、農商工の連携を図ってまいります。 

   観光開発につきましては、「リアル宝探しイベント」コードＦ－８の企画などに取

り組むとともに、平成３０年度から配置することとしております地域おこし協力隊に

よる大玉村の魅力の情報発信や、村農産物等を使用した特産品の考案など、さらなる

観光資源の発掘や魅力の発信に積極的に取り組んでまいります。 

   さらに、平成３０年度においては、６月に全国植樹祭が開催されることとなってお
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り、本村におきましては県民の森がサテライト会場となっていることから、県や関係

機関と連携し、植樹祭の成功と大玉村を多くの方に知っていただける場として、積極

的に村の情報を発信し、ＰＲしてまいります。 

   また、公設民営としての運営となったあだたらの里直売所につきましては、運営を

行うおおたま村づくり株式会社や直売会等と協力しながら、健全な運営と安心・安全

な農作物の提供に努め、ビニールハウス設置事業の活用により、端境期や冬期間にお

ける葉物野菜などの出荷を促し、多品目化を推進するとともに、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。また、

４月下旬には食堂の開店とあわせ、グランドオープンセレモニーを開催する予定でお

りますので、積極的に情報発信をしていくことで、さらなる誘客を図ってまいります。 

   アットホームおおたまにつきましても、民営化の検討を加速させながら、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。 

   次に、産業建設部建設課関係について申し上げます。 

   災害公営住宅隣接道路改良事業の大橋平線については、平成３０年度の完了に向け

事業を進めてまいります。橋梁の長寿命化に関しては、橋長１５メーター以上の橋梁

において、深谷橋と福間橋の修繕工事を実施いたします。橋長１５メーター未満の橋

梁においては、小高倉橋の改修工事を実施いたします。また、１次点検・診断を終了

した７５の道路橋については、今年度中に修繕計画を策定いたします。 

   （仮称）大玉西部幹線横断道路については、用地測量を実施し、平成３５年度完了

に向けて努力してまいります。 

   村単独事業につきましては、宮下・高久線の測量調査設計、岩高団地１号線及び馬

場線の用地測量を行い、引き続き計画的な道路インフラ整備を進めてまいります。さ

らには、道路ストック総点検の診断結果を活用し、村道の計画的な補装修繕に努めて

まいります。 

   横堀平地区の供与を終了した応急仮設住宅については、円滑な解体・土地の引き渡

しを行うため、福島県からの要請により、撤去工事を村が代理施工いたします。今年

度は、管理戸数２５２戸のうち１２０戸の解体を実施いたします。 

   特定公共賃貸住宅、災害公営住宅、教員住宅については、引き続き適正な維持管理

に努めてまいります。 

   農業集落排水事業につきましては、大山第１、玉井第２、玉井第３浄化センター

３施設の適正な管理を行い、接続加入の推進を重点に、安定した事業運営に努めてま

いります。 

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

適正な管理運営を継続してまいります。また、交付金を活用し、重要給水配水管布設

替第８回・第９回工事、総延長７２３メーターを実施し、耐震化を図り、さらなる安

定供給につなげてまいります。 
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   農業委員会関係について申し上げます。 

   平成２８年４月の改正農業委員会法に基づき、平成２９年７月より農業委員条例定

数１５名を改正し、新たに農業委員９名、農地利用最適化推進委員８名の１７名体制

により、農地法令に対して適切な農地転用許可の指導や助言、農地集積の集約、担い

手の確保・相談、農地利用状況調査（農地パトロール）の強化など、農業面への幅広

い活動を進めてまいります。 

   また、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、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２）に対応できるよう、村農業行政システムととも

に随時更新するなどの作業を行ってまいります。 

   次に、教育部関係について申し上げます。 

   地域学校協働活動事業につきましては、地域の教育力を生かし、地域全体で子ども

たちの豊かな学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指し

て、地域と学校が連携・協働し、学校への支援活動、放課後子ども教室等の事業を実

施するほか、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の充実を図

るため、地域や学生のボランティアの参画により、子どもたちが学校外において主体

的に学ぶ場の提供に努めてまいります。さらに、子どもたちが地域においてボランテ

ィア活動や体験活動を行うことを通して地域に貢献することにより、地域の一員であ

るという意識の高揚を図ってまいります。 

   「村民スポーツフェスタ」につきましては、３年に一度開催しておりました村民運

動会と、平成２８年度から実施しております「おおたま・オータム・フェスタ」を一

体化した事業として、関係団体等の参画のもと実行委員会を組織し開催いたします。

幼稚園、小・中学校を初めとして、多くの住民の方々が一堂に会して運動に親しむこ

とにより、村全体の一体感を深め、村民意識の高揚と健康で明るい村づくりを図るこ

とを目的として実施いたします。 

   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「おおたま学園構想」と「コミュニテ

ィ・スクール推進事業」を施策の大きな柱として位置づけ、両者を連動させながら引

き続き推進してまいります。 

   「おおたま学園構想」につきましては、各校園の独自性を生かしつつ、新幼稚園教

育要領及び新学習指導要領の理念を踏まえた教育活動を推進するため、幼・小・中の

つながりを重視して編成した教育課程により、子どもたちや教職員の積極的な交流、

校種を越えた学び合いを大切にしていく幼・小・中一貫的教育の充実に努めてまいり

ます。 

   新学習指導要領の理念である「社会に開かれた教育課程」に基づき、生活科や社会

科、総合的な学習の時間、特別の教科道徳、特別活動等において、探究的に学び、主

体的に考える力を養うため、地域資源・人材を積極的に活用し、地域学習の充実を図

ることにより、自己有用感・効力感を育む「生き方教育」としてのキャリア教育の推
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進にも取り組んでまいります。また、新学習指導要領で新たに取り入れられる小学校

外国語活動及び特別の教科道徳の授業の充実を図るとともに、主体的・対話的で深い

学びの実現を目指した授業研究の取り組みを充実させてまいります。 

   「コミュニティ・スクール推進事業」につきましては、家庭・地域・学校が一体と

なった「地域とともに歩む学校づくり」により、子どもたちの確かで豊かな学びを支

える環境づくりに努めてまいります。また、コミュニティ・スクール委員による学校

関係者評価を引き続き実施し、評価を生かした学校運営の充実・改善に努めてまいり

ます。 

   幼稚園３年保育の実施に当たりましては、幼稚園と小学校をつなぐ実効性のあるカ

リキュラムの活用・充実に努め、幼児教育のより一層の充実を図ってまいります。ま

た、幼稚園預かり保育につきましても、保護者のニーズに合わせた運営の見直しなど

により、安全で安心な保育環境の充実に努めてまいります。 

   情報化がより進む今後の社会に対応するとともに、新学習指導要領によるプログラ

ミング学習の導入など、今後の教育の動向を見据え、タブレット端末など情報機器を

導入し、効果的な活用を図ってまいります。 

   国内外の友好都市等との交流活動により、異文化理解を深め、広い視野を持つ人間

の育成と、郷土を愛する心を育んでまいります。特に、茨城町及び美浦村の中学校並

びにマチュピチュ村の小・中学校、台湾の大竹国民中学との積極的な交流に努めてま

いります。 

   教育部生涯学習課関係について申し上げます。 

   生涯学習の推進につきましては、各年代の学習ニーズに応じた学習の機会と情報提

供を行うことにより、学びの還元と循環が図られるよう努めます。とりわけ、ふれあ

いセミナーの拡充を図りながら、自主学習グループの育成、支援に努めてまいります。 

   スポーツ活動の推進につきましては、スポーツクラブや体育協会、スポーツ少年団

等の体育関係団体との連携を密にして、各種教室やスポーツ行事の開催等により、多

くの村民がスポーツに親しめる活動を支援してまいります。また、村民プール、テニ

スコート、屋内運動場など各体育施設の適切な維持管理・運営を図りながら、村民の

スポーツ活動の場の提供に努めてまいります。 

   「おおたま学」については、地域の自然・歴史・民俗・産業・文化等を村民がこぞ

って学ぶことによって、地域への誇りと愛着を醸成し、地域の活性化や新たな地域づ

くりへの動機づけを図ることを目的に、資料収集、情報収集を行い、郷土学習資料の

作成を進めてまいります。 

   なお、今年度は戊辰戦争１５０周年に当たることから、「戦死三十一人墓」を初め

とした歴史遺産を活かした記念事業に取り組みます。 

   あだたらふるさとホールにおいては、常設展や企画展の開催により、村の歴史・文

化に触れる機会の拡充を図ってまいります。 

   子どもの読書活動を推進するため、安達地方２市１村で取り組んでおります「家族

読書おすすめ１００冊事業」等により、読書活動の推進を図ってまいります。また、
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学校司書を配置し、学校図書館機能の拡充により、図書に親しむ機会の充実に努めて

まいります。 

   以上、平成３０年度の村政運営にあ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、地方自治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、平成３０年度村政執行基本方針を述べさせていただきました。よろしくお願

いします。 

○議長（遠藤義夫） ここで、休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時５分と

いたします。 

（午前１０時４９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時０５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、続きまして提案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、条例制定案１件、条例改正案８件、補正予算案５件、

当初予算案９件、工事請負変更契約案件１件、人事案件３件、その他１件、合わせて

２８件であります。 

   それでは、議案第５号、「大玉村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準を定める条例の制定」について申し上げます。 

   本案につきましては、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律」の施行により、現在、都道府県が実施している指

定居宅支援事業者の指定等の業務を、平成３０年４月１日以降に市町村が実施するこ

ととなったことに伴い、本条例を制定するものであります。 

   第１条から第３３条につきましては、第４条及び第３２条第２項を除き、厚生労働

省令に定める要件及び基準に準じて策定するものであります。 

   第４条につきましては、介護保険法第７９条第２項第１項の「条例で定める者」に

ついて、「法人」と定めるものであります。 

   第３２条第２項、これにつきましては、厚生労働省令において、利用者に対するサ

ービスの提供に関する記録の保存期間について、「その完結の日から２年間」と定め

られているものを、介護給付費返還請求等の公法上の債権消滅時効に合わせて、「そ

の完結の日から５年間」と定めるものであります。 

   続きまして、議案第６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。 
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   本案は、行政委員の報酬年額を県内の類似団体と比較し、乖離のある委員報酬年額

を引き上げるものであります。また、大玉村水道事業経営審議会条例の一部を改正す

る条例が平成２７年４月１日に施行され、水道事業経営審議会と農業集落排水事業運

営審議会が統合し、上下水道事業運営審議会へと名称変更されたことにより、所要の

改正を行うものであります。 

   次に、議案第７号、「大玉村特別職報酬等審議会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、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平成

２７年４月１日に施行されたことにより、教育長は村長が議会同意を得て直接任命す

る特別職へと移行されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

   次に、議案第８号、「大玉村帰還環境整備交付金基本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、大玉村帰還環境整備交付金基金を活用し、農業復興の観点から実施してい

るため池の放射性物質対策を継続するため、基金の失効期間を延長する改正を行うも

のであります。 

   次に、議案第９号、「大玉村国民健康保険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、持続可能な医療制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律が平成３０年度４月１日より施行されることに伴い、所要の改正を行うものであ

ります。 

   目次第１章及び第１章並びに第１条は、国民健康保険の実施主体が都道府県と市町

村が担うことから、本条例は大玉村が行う事務に関する条例であることを定めるもの

であります。 

   目次第２章及び第２章並びに第２条は、国民健康保険法第１１条に都道府県及び市

町村それぞれに運営協議会の規定が新設されたことにより、市町村運営協議会に関す

る規定を名称に加えるものであります。 

   第１１条は、平成３０年度より、保険給付に必要な財源として全額、福島県から村

に保険給付費交付金が交付されることから、目的を特定せず財源不足に対応するため

の資金を積み立てるものとし、国民健康保険財政を調整するための基金に名称を改め

るものであります。 

   第１２条は、基金に積み立てる額を予算の範囲内に改めるものであります。 

   第１６条の２は、第１１条の改正により基金及びその運用益の充当範囲を特定しな

いことから削除するものであります。 

   次に、議案第１０号、「大玉村介護保険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、平成３０年度から平成３２年度までの第７期介護保険事業計

画に基づき、本条例の一部を改正するものであります。 

   第２条第１項につきましては、介護保険事業計画の見直しに伴う計画期間及び各階
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層の保険料について、それぞれ改正するものであります。 

   第２条第２項につきましては、低所得者軽減強化のための消費税１０％への引き上

げの延期により、現在実施している第１号の軽減措置を平成３２年度まで引き続き延

長するものであります。 

   第７条第２項第１号及び第８条第２項第１号につきましては、マイナンバー法に基

づき、個人番号の記載を追加するものであります。 

   第１１条及び第１３条につきましては、第２号被保険者の介護認定者の増加等によ

り、罰則規定に係る対象者を第１号被保険者に加えて第２号被保険者まで拡大するも

のであります。 

   議案第１１号、「大玉村後期高齢者医療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、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、現に国民健康保険法

による住所地特例の適用を受けている国民健康保険被保険者が、入院等中に資格を取

得し後期高齢者医療に加入した場合の住所地特例の規定が新設されたことを受け、所

要の改正を行うものであります。 

   現行制度では、後期高齢者医療広域連合の区域外である県外の病院や施設等に入院

入所等のため住所地を変更した国民健康保険被保険者が、入院中に７５歳到達等によ

り後期高齢者医療の資格を取得した場合の住所地特例が適用されず、県外の変更先施

設等の所在する市町村が加入する後期高齢者広域連合の被保険者となりましたが、当

該住所地特例の規定が新設されたことにより、引き続き従前の市町村が加入する後期

高齢者広域連合の被保険者となるよう見直されたものであります。 

   第３条第１項第２号では、大玉村に住所を有していた者が、入院等のため福島県外

の１の病院等に住所変更した場合について、第３条第１項第３号並びに第４号では大

玉村から福島県外の複数の病院等に順次住所変更した場合について、それぞれ入院中

に後期高齢者医療被保険者の資格を取得した場合も住所地特例が適用され、大玉村が

加入する福島県後期高齢者医療広域連合の被保険者となることを定め、第３条第１項

第５号では国民健康保険法の住所地特例の適用を受けた大玉村の国民健康保険被保険

者は、資格を取得後も引き続き大玉村が加入する福島県後期高齢者医療広域連合の被

保険者となることを定めたものであります。 

   附則第２条は、制度開始時の経過措置の規定であり、不用となったため、今般の改

正で削除するものであります。 

   附則第３条は、前条の削除に伴う条ずれを補正するものであります。 

   議案第１２号、「大玉村産業振興センター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、大玉村産業振興センターの運営が２月より村づくり株式会社による公設民

営となったことから、今後も弾力的で健全な経営を行うため、また消費税増税を見込

み、第３条関係別表、別記１、直売コーナー使用料について、売り上げ金額の２０％

以内を売り上げ金額の２５％以内に改正するものであります。 
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   次に、議案第１３号、「大玉村企業立地の促進等による地域における産業集積の形

成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を

改正する条例」について申し上げます。 

   本案は、法律の題名が改正されたことに伴い、条例の名称及び条文について、所要

の改正を行うものであります。 

   続きまして、議案第１４号から議案第１８号、平成２９年度各会計補正予算並びに

議案第１９号から議案第２７号、平成３０年度各会計予算について、概要のみご説明

申し上げ、詳細につきましては総務部長に説明をさせます。 

   それでは、議案第１４号、「平成２９年度大玉村一般会計補正予算について」申し

上げます。 

   補正予算書をお開きください。 

   今回の補正は、年度末における村税の収納及び国県支出金等の交付見込額や事務事

業の確定等に伴う予算の整理・調整を図ることを目的に編成いたしました。 

   第１条では、既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ４億７１６万円を減額し、予

算の総額を５８億６，６１６万９，０００円とするものであります。 

   第２条では、４ページに記載のとおり、地方債の補正について定めるものでありま

す。 

   第３条では、５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１２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１５号、「平成２９年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算につい

て」申し上げます。 

   ５５ページをお開きください。 

   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、所要見込額の整理・

調整を行い、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ６，４３９万円を追加し、予算の

総額を１１億２４１万３，０００円とするものであります。 

   次に、議案第１６号、「平成２９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。 

   ６７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、既定の予算総額から

歳入歳出それぞれ３８８万２，０００円を減額し、予算の総額を１億２，１６０万円

とするものであります。 

   次に、議案第１７号、「平成２９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。 

   ７５ページをお開き願います。 

   第１条では、維持管理経費等の精査により、一般会計からの繰入金を減額する編成

を行い、既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ２２６万８，０００円を減額し、予

算の総額を１億２，３４５万５，０００円とするものであります。 

   第２条では、７７ページに記載のとおり、地方債の補正について定めたものであり
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ます。 

   次に、議案第１８号、「平成２９年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて」申し上げます。 

   ８５ページをお開きお願いします。 

   今回の補正は、年度末における所要見込みによる精査を行い、既定の予算の総額に

歳入歳出それぞれ２７３万円を追加し、予算の総額を６，６３６万３，０００円とす

るものであります。 

   次に、議案第１９号、「平成３０年度大玉村一般会計予算について」ご説明を申し

上げます。 

   予算書をお開きお願いいたします。 

   予算書１ページでございます。 

   第１条に定める予算総額は、前年度に比べ１８．６％の減となる４６億

５，７３０万３，０００円となったところであります。 

   第２条地方債は、６ページに記載のとおり、地方道路等整備事業等に充当するため、

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。 

   次に、議案第２０号、「平成３０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ページをお開き願います。 

   本年度の予算編成につきましては、保険給付費が依然として増加の傾向にある中、

基礎となる医療費については保険給付費の過去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、第１条に定める予算の総額は、対前年度比１１．４％減の９億３１７万

１，０００円となるものであります。 

   次に、議案第２１号、「平成３０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。 

   ２６９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、これら財産の適正な管理を実施するための予算の編成

を行い、予算の総額は対前年度比０．０２％減となる４５５万２，０００円となった

ものであります。 

   次に、議案第２２号、「平成３０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。 
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   ２８３ページをお開き願います。 

   本年度の予算は、対前年度比６．６％増となる１億１，１８１万７，０００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２３号、「平成３０年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算につい

て」申し上げます。 

   ３１１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、第１条に定め

る予算総額は、対前年度比１．４％減の１億１，８３０万１，０００円となったもの

であります。 

   次に、議案第２４号、「平成３０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。 

   ３３７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４４．０％減の４８５万６，０００円

と定めるものであります。 

   次に、議案第２５号、「平成３０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。 

   ３４９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

０．２％増の７億３，７５７万２，０００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２６号、「平成３０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。 

   ４１５ページをお開きください。 

   本年度の予算につきましては、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５．３％増の６，６９２万６，０００円と定めるものでありま

す。 

   次に、議案第２７号、「平成３０年度大玉村水道事業会計予算について」申し上げ

ます。 

   ４３３ページをお開きください。 

   それでは、事項ごとにご説明申し上げます。 

   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１０８戸増の

２，８００戸、年間総給水量は対前年度比２．６％増の８０万９，５４４立米、一日

平均給水量は２，２１８立米とし、主な建設改良事業は水道本管布設替工事など１億

２，１２０万円と定め、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、



 

- 21 - 

 

それぞれの総額を対前年度比０．３％増の１億６，２１０万８，０００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、営業収益は対前年度比０．６％増の

１億３，６０４万５，０００円となり、一般会計繰入金及び加入金等の営業外収益は、

対前年度比１．２％減の２，６０６万３，０００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常経費及び人件費等に要する

経費で、営業費用は対前年度比０．３％増の１億４，０５８万５，０００円となりま

す。企業債支払利息等に要する営業外費用は１，７７７万６，０００円、予備費は

３７４万７，０００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１億２，１７０万２，０００円であり、内訳として国庫支出金

２，３４０万円、企業債９，８３０万円、工事負担金及び他会計繰入金については存

目計上であります。 

   ４３４ページをお開き願います。 

   これに対する支出の総額は１億８，７６２万円であります。これは、国庫補助金を

活用した重要給水施設配水管事業第８回、第９回、第１０回工事及び次年度以降の測

量設計業務委託などの建設費等１億２，３６７万８，０００円と、企業債償還金

６，１０５万円、予備費として２８９万２，０００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６，５９１万８，０００円は、前の

ページに記載がございますが、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、補てんするものであります。 

   また、ページをお戻りください。 

   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条はたな卸資産に

ついて定めるものであります。 

   続きまして、議案第２８号、議案関係のほうにお戻りください。 

   「大玉村防災行政無線（同報系・移動系）デジタル化工事請負変更契約について」

申し上げます。 

   平成２８年度から２カ年の継続事業として実施してまいりました防災行政無線デジ

タル化工事につきましては、今年度が最終年度であり、内容等精査により不用となる

経費を減額して契約を変更するものであります。 

   契約変更の主な内容につきましては、戸別受信機設置の際に個別に行う電波調査の

結果、内蔵アンテナのみでは良好に電波を受信できない場合に屋外に取りつける外部

アンテナについて、当初の予定より必要数量が下回る見込みであることから、アンテ

ナ本体を初め設置調整費用、技術者間接費など、アンテナの設置数量の減に伴い不用

となる経費について減額するものであります。現契約額４億１，６０３万４０円から

５４３万３，４８０円を減額し、総額で４億１，０５９万６，５６０円に請負額を変

更するものであります。 
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   次に、議案第２９号、「村道路線の認定について」申し上げます。 

   大坪３号線については、建築の接道要件の適正を図るため、道路用地の寄附により

幅員４メーターの確保が可能となったこと、また入海・南矢中線については、道路施

設の適正な維持管理を図るために、道路法第８条第２項の規定に基づき路線を認定す

るものであります。 

   次に、議案第３０号、「副村長の選任について」。 

   現職の武田正男氏が、３月３１日をもって任期満了を迎えます。この間、優れた手

腕をもって村を支え、職員の指導をいただいております。今後、ますます複雑多様化

する行政需要に的確、迅速に対応できる人材として、人格、識見ともに優れた武田氏

を副村長に再任いたしたく、地方自治法第１６２条の規定に基づき議会の同意を求め

るものであります。 

   次に、議案第３１号、「区長の委嘱について」。 

   現職の区長は平成２８年４月１日から委嘱されておりますが、平成３０年度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あたり、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。 

   議案第３２号、「人権擁護委員候補者の推薦について」申し上げます。 

   平成３０年６月３０日をもって任期満了となる人権擁護委員、武田早知子氏の後任

について、その人格、識見ともに優れており、人権擁護委員として適任と認め、大玉

村玉井字額沢１６番地、須藤綾子氏を候補者とすることについて、人権擁護委員法第

６条第３項の規定により議会の意見を求め、法務大臣へ推薦するものであります。 

   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。 

   以上でございます。 

○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１４号から議案第１８号、平成２９年度各会

計補正予算並びに議案第１９号から議案第２７号、平成３０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１４号、「平成２９年度大玉村一般会計補正予算について」、歳

出より事項別明細に基づきご説明申し上げます。 

   ２２ページをお開き願います。 

   款１議会費は、５１万９，０００円の減額計上であります。 

   款２総務費は、総額４億１，９１２万４，０００円の減額計上であります。 

   主なものとして、２２ページ下段の文書広報費、事項②情報処理に要する経費にお

いて、玉井字午房内地内の住宅新築に伴う光ケーブル移設工事費８５万円の計上、

２４ページにいきまして、下段の基金費では減債基金積立金２，０００万円の計上、

２６ページの災害対策費、事項②線量低減化活動に要する経費では、各除染業務等の

確定や所要見込みの精査等により４億３，１４１万７，０００円を減額するものでご

ざいます。 
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   ２８ページをお開き願います。 

   下段から３２ページにかけましての選挙費は、総額３７７万１，０００円の減額計

上であり、各選挙の事務完了に伴い、不用見込額を減額するものであります。 

   指定統計費では、事務の完了や県支出金の確定に伴う減額計上であります。 

   ３２ページ、下段の款３民生費は、総額１，１８３万１，０００円の補正計上であ

ります。 

   主なものとしまして、３４ページの社会福祉総務費、上段の事項⑥国保特別会計に

要する経費では、国県支出金の交付見込額や保険給付費等の支出増に対応するための

国保会計繰出金４４６万４，０００円、事項⑧臨時福祉給付金給付に要する経費では、

事業完了に伴う返還金２４７万円をそれぞれ補正計上するものでございます。 

   ３４ページ、下段の児童福祉総務費の事項⑤子ども・子育て支援に要する経費では、

対象児童の増加に伴う保育料軽減対策交付金等５００万円、子ども・子育て関連事業

の精査に基づく国等への返還金４９万２，０００円の補正計上であります。 

   ３６ページをお開き願います。 

   中段の款４衛生費は、保健衛生総務費で８８万５，０００円、環境衛生費で

２５３万９，０００円と、いずれも所要見込みの精査等による減額計上であります。 

   ３６ページ下段からの款６農林水産業費は、総額１，４８１万２，０００円の減額

計上であり、いずれも所要見込みの精査等による補正計上であります。 

   ４０ページをお開き願います。 

   中段の款７商工費は、総額４８０万７，０００円の補正計上であり、いずれも所要

見込みの精査等による減額のほか、アットホームおおたま特別会計繰出金５６４万円

の計上であります。 

   ４０ページ、下段の款８土木費は、総額５０１万９，０００円の補正計上であり、

いずれも事務事業の確定や所要見込みの精査等による計上であります。 

   主なものとして、道路維持費の事項①道路維持に要する経費では、除雪委託料

１，０００万円の計上であります。 

   ４２ページをお開き願います。 

   道路新設改良費は、事務事業の完了や所要見込みの精査等による減額計上のほか、

皿久保・前ケ岳線（外）道路改良事業交付金等の基金積立金１，６５４万

２，０００円の計上であります。 

   住宅管理費は１２０万３，０００円の補正計上であり、事項①公営住宅の管理に要

する経費では、公営住宅建設に係る県代行業務の精算に基づく返還金を基金に積み戻

す経費を計上しております。 

   ４２ページ下段から４４ページにかけての款９消防費は、所要見込みの精査により

総額１１９万３，０００円の減額計上であります。 

   ４４ページ中段から４６ページにかけての款１０教育費の教育総務費は総額

１２６万９，０００円、４６ページから４８ページにかけての小学校費は総額４２万

円、中学校費は総額２６万８，０００円、幼稚園費は１３万５，０００円と、いずれ
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も所要見込みの精査等による補正計上であります。 

   ４８ページ下段から５２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、文化財保護費、ふるさとホール管理費において、事務事業の精査により総額

２６２万８，０００円の減額計上であります。 

   ５２ページ中段の保健体育費も、事務事業の精査により総額４５万６，０００円の

補正計上であります。 

   下段の款１１災害復旧費は、財源調整であります。 

   款１４予備費は、財源を調整し１，０３３万５，０００円の補正計上であります。 

   続きまして、歳入について申し上げます。 

   １０ページをお開き願います。 

   款１村税の個人村民税は、収納見込額の増加等により、現年課税分で４６９万

１，０００円、滞納繰越分で３３１万２，０００円、合わせて８００万３，０００円

の補正計上であります。 

   法人村民税は、現年課税分で７９１万６，０００円の補正計上であります。 

   固定資産税は３，４１８万円、軽自動車税は４，０００円の補正計上であります。 

   たばこ税は、禁煙志向の拡大に伴う販売数量の大幅な減少により、４９１万

７，０００円の減額計上であります。 

   款２地方譲与税の自動車重量譲与税は５３６万１，０００円、款３利子割交付金は

６１万２，０００円の補正計上であります。 

   １２ページをお開き願います。 

   款６地方消費税交付金は９５２万４，０００円、款８自動車取得税交付金は

６３６万９，０００円と、いずれも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。 

   款１４国庫支出金の民生費国庫負担金は、国民健康保険基盤安定負担金など、各事

業に対する収入見込みの精査により、総額１５４万３，０００円の補正計上でありま

す。 

   １２ページ下段から１４ページにかけての国庫補助金は、総額１，０２７万

１，０００円の補正計上であり、総務費国庫補助金や民生費国庫補助金など事務事業

の確定や収入見込みの精査による計上であります。 

   １４ページ、総務費委託金は３万１，０００円を補正計上し、農林水産業費委託金

は農業系汚染廃棄物処理事業費で３１９万５，０００円の減額計上であります。 

   款１５県支出金の民生費県負担金は、国庫負担金同様に各事業に対する収入見込み

の精査により、総額１９６万６，０００円の補正計上であります。 

   総務費県補助金は、災害対策費補助金で４億２，９１３万７，０００円と、除染対

策事業交付金など交付額の確定や交付見込額の精査による減額計上であります。 

   衛生費県補助金は６２万２，０００円、１６ページにかけての農林水産業費県補助

金は９１５万１，０００円、１６ページの土木費県補助金は４３万円と、いずれも交

付見込額の精査による減額計上であります。 
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   委託金の総務費委託金は４万３，０００円の補正計上、教育費委託金２８６万

６，０００円の減額計上と、交付額確定や交付見込みによる計上であります。 

   款１６財産収入の不動産売払収入は、土地売払代金で２６９万円の補正計上であり

ます。 

   款１７寄附金の教育費寄附金は団体１件で１５万円、民生費寄附金は個人１件で

１０万円の補正計上であります。 

   １８ページをお開き願います。 

   款１８繰入金の財政調整基金で２，３００万円、長期避難者生活拠点形成等基金で

８９５万３，０００円、ふるさと応援基金で５４万６，０００円と、合わせて

３，２４９万９，０００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

の精査によるものであります。 

   款２０諸収入の延滞金は８２万９，０００円の計上であります。 

   農業後継者育成資金預託貸付金元利収入は９２万円の減額、農業費受託事業収入は

４万３，０００円の補正計上であります。 

   雑入では、県からの歳入となる災害公営住宅代行整備負担金精算還付金２４６万

９，０００円など、収入額の確定や見込額の精査により、総額３６４万２，０００円

の補正計上であります。 

   ２０ページをお開き願います。 

   款２１村債は、事業費の確定に伴う補正計上であります。民生債で２５０万円、土

木債で１，２３０万円、消防債で４０万円、災害復旧債で１５０万円と、総額

１，６７０万円の減額計上であります。 

   以上のとおり、一般会計補正予算についてご説明申し上げました。 

   続きまして、議案第１５号、「平成２９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。 

   ６２ページをお開き願います。 

   款２保険給付費の一般被保険者療養給付費は４，０００万円、審査支払手数料は

１０万円、一般被保険者高額療養費は４００万円と、それぞれ今後の給付費等の所要

見込みの精査による計上であります。 

   退職被保険者等療養費と款３後期高齢者支援金は、財源調整であります。 

   ６４ページにかけての款７共同事業拠出金は、所要見込みによる補正を行い、高額

医療費共同事業拠出金で２１５万１，０００円、保険財政共同安定化事業拠出金で

５７６万５，０００円と、いずれも減額計上であります。 

   款１２予備費は、財源調整を行い、２，８２０万６，０００円の補正計上でありま

す。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

   ５８ページをお開き願います。 

   款１国民健康保険税の一般被保険者国民健康保険税は、総額９０４万７，０００円

の補正計上であります。 
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   退職被保険者等国民健康保険税は、総額２１９万４，０００円の減額計上でありま

す。 

   款２国庫支出金は総額１，８３７万１，０００円、款４療養給付費等交付金は

５０７万５，０００円と、いずれも交付見込額の精査等による補正計上であります。 

   ６０ページをお開き願います。 

   款６共同事業交付金も、交付見込額の精査等により、総額１，２０５万

１，０００円の補正計上であります。 

   款８繰入金の一般会計繰入金は、所要見込額の精査等により、総額４４６万

４，０００円の補正計上であります。 

   款１０諸収入の一般被保険者延滞金は１６０万円、雑入は過年度分の医療費に係る

労働災害認定に伴う労働保険医療費返還金１，５９７万６，０００円の計上でありま

す。 

   以上のとおり、国民健康保険特別会計の補正予算についてご説明申し上げました。 

   続きまして、議案第１６号、「平成２９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。 

   ７２ページをお開き願います。 

   款１総務費の一般管理費は７２万５，０００円、款２管理運営費は１１５万

７，０００円と、いずれも所要見込みの精査等による減額計上であります。 

   款３予備費は、財源を調整し２００万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。 

   ７０ページをお開き願います。 

   款１使用料の施設使用料は、入込客数の精査等により、宿泊料で５２１万

５，０００円、休憩料で２８０万円、入浴料で４７万５，０００円の減額計上であり

ます。 

   款４諸収入の雑入も、使用料と同様に２０３万２，０００円の減額計上であります。 

   款５繰入金のアットホームおおたま管理運営基金繰入金１００万円と、一般会計繰

入金５６４万円は、いずれも使用料収入等の減額に伴う財源を補うための補正計上で

あります。 

   以上のとおり、アットホームおおたま特別会計補正予算についてご説明申し上げま

した。 

   議案第１７号、「平成２９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。 

   ８２ページをお開き願います。 

   款１維持費の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１４４万

９，０００円の減額計上であります。 

   款２公債費は、財源調整であります。 

   款３予備費は、財源を調整し、８１万９，０００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。 
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   ８０ページをお開き願います。 

   款２繰入金の一般会計繰入金は、２０６万８，０００円の減額計上であります。 

   款５村債は、事業費確定に伴い２０万円の減額計上であります。 

   以上のとおり、農業集落排水事業特別会計補正予算についてご説明申し上げました。 

   続きまして、議案第１８号、「平成２９年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予

算について」、歳出よりご説明申し上げます。 

   ９０ページをお開き願います。 

   款２後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料の増収が見込まれることに伴い、広

域連合への納付金２７０万円の補正計上であります。 

   款４諸支出金の保険料還付金は、３万円の補正計上であります。 

   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。 

   款１後期高齢者医療保険料の普通徴収保険料は、収入見込額の精査により２７０万

円の補正計上であります。 

   款６諸収入の保険料還付金は、３万円の補正計上であります。 

   以上のとおり、平成２９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。 

○議長（遠藤義夫） ここで、議長より申し上げます。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５０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、提案理由の説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 続きまして、「平成３０年度各会計予算について」ご説明申し

上げます。 

   初めに、議案第１９号、平成３０年度大玉村一般会計予算について、歳出よりご説

明申し上げます。 

   ４４ページをお開き願います。 

   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１．８％増の

７，５３０万９，０００円の計上であります。 

   ４６ページをお開き願います。 

   款２総務費は、ため池放射性物質対策など除染事業費の減に伴い、対前年度比

３４．７％減の１４億７，３０６万５，０００円の計上であります。 

   一般管理費は、庁内共通経費など２億８，４２５万２，０００円の計上であります。 

   以下、主な事業として、５８ページをお開き願います。 

   企画費の事項③公共交通の運行に要する経費では、広域生活バスやデマンドタクシ
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ーなど、公共交通の運行に要する経費１，２８９万３，０００円の計上であります。 

   ６０ページをお開き願います。 

   交通対策費の事項②高齢者運転免許証自主返納支援に要する経費では、６５歳以上

の自主返納者を支援するための経費５５万円の計上であります。 

   ６４ページをお開き願います。 

   災害対策費の事項②線量低減化活動に要する経費では、線量低減化活動経費７億

２，９５６万４，０００円の計上をしており、大玉８区及び大玉１１区から大玉

１６区までの住宅保管汚染土壌を仮置場に搬出することとしております。 

   ６６ページをお開き願います。 

   事項⑤応急仮設住宅撤去の代理施工に要する経費では、横堀平地内の応急仮設住宅

撤去に関し、福島県にかわって村が代理施工を行うための経費７，９５０万

５，０００円の計上であります。 

   ６８ページをお開き願います。 

   国内外交流費の事項③マチュピチュ交流事業に要する経費では、福島県地域創生総

合支援事業補助金を活用し、友好都市マチュピチュに訪問団を派遣するための経費

１，０３２万１，０００円の計上であります。 

   ７４ページをお開き願います。 

   選挙費では、本年１１月１１日に任期満了を迎える福島県知事選挙の執行経費

６２８万１，０００円の計上であります。 

   ８０ページをお開き願います。 

   款３民生費では、対前年度比２．４％増の１０億１，５５１万２，０００円の計上

であります。 

   主な事業といたしまして、８０ページ下段から８２ページにかけての社会福祉総務

費、事項③社会福祉協議会に要する経費では、総合福祉センターさくら指定管理業務

委託料４，５０９万３，０００円と、社会福祉協議会運営費補助金１，８４３万

５，０００円を、８２ページ中段の事項⑥国保特別会計に要する経費では、保険基盤

安定負担金などの国保特別会計繰出金８，２７７万５，０００円をそれぞれ計上した

ところであります。 

   ８８ページをお開き願います。 

   中段の老人福祉費、事項④高齢者の地域活動等に要する経費では、３人の百歳賀寿

を予定した経費を含め６８７万４，０００円の計上、９０ページ上段の事項⑥後期高

齢者医療制度に要する経費では、９，９９０万２，０００円の計上であります。 

   ９２ページ中段の児童福祉総務費、事項③少子化対策に要する経費は４９０万円、

９２ページ下段から９４ページにかけての事項⑤子ども・子育て支援に要する経費で

は、村外保育施設利用者交付金３９６万円と、在宅子育て応援交付金２４０万円等を

計上し、子育て支援に取り組むものであります。 

   ９４ページ、児童措置費は、児童手当や子育て支援医療費など２億１，４７０万

９，０００円の計上であります。 
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   ９６ページの保育所費は、職員人件費や運営経費など１億６，２７８万

７，０００円の計上であります。 

   １００ページをお開き願います。 

   款４衛生費は、対前年度比２．７％増の２億７，６１３万９，０００円の計上であ

ります。 

   主な事業といたしまして、１０４ページ下段の保健衛生総務費、事項⑦原発事故関

連健康管理事業に要する経費では、引き続き原発事故に伴う健康管理事業を実施する

費用２４７万円を計上いたしました。 

   続きまして、１０６ページ中段の予防費、事項②妊産婦健康管理に要する経費は、

１，０５８万５，０００円の計上であります。 

   １０８ページをお開き願います。 

   中段の予防費、事項⑤子育て世代包括支援センターに要する経費は、母子保健法に

基づき、保健センター内に同支援センターを設置するための経費３９０万円の計上で

あります。 

   １０８ページ下段から１１０ページにかけての環境衛生費、生活環境対策等に要す

る経費は１０１万１，０００円を計上し、村内３河川に係る水質検査や小高倉地内の

悪臭物質濃度測定等を実施するものであります。 

   １１２ページ上段の事項⑤再生可能エネルギー利用促進に要する経費は

３，２８０万５，０００円を計上し、二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金を活用し

た公共施設の照明及び空調設備の省エネ化導入工事等に取り組むものであります。 

   １１４ページ中段の款５労働費は、１５万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２６．３％減の３億３，８３７万

７，０００円の計上であります。 

   主な事業といたしまして、１１８ページ、農業振興費の事項①農業振興に要する共

通経費では、村単独事業で４年目を迎える農業機械等共同利用等整備事業補助金

１，２４５万３，０００円の計上であります。 

   １２０ページをお開き願います。 

   下段の事項⑤農業再生事業に要する経費８６０万４，０００円を計上し、農業の活

性化を図るための地域おこし協力隊設置やエゴマ栽培推進に取り組むものでございま

す。 

   １３０ページをお開き願います。 

   下段から１３２ページにかけての林業振興費、事項①林業の振興に要する経費では、

節１９負担金補助及び交付金において、本年６月に開催される全国植樹祭サテライト

会場に係る村実行委員会補助金２００万円の計上であります。 

   １３４ページをお開き願います。 

   下段の款７商工費は、対前年度比１９．２％増の８，１４４万２，０００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３，３６６万
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８，０００円の計上であります。 

   １３６ページの観光費、事項①の観光の振興に要する経費では、下段の節２８繰出

金において、アットホームおおたま特別会計への繰出金１，０６１万８，０００円の

計上であります。 

   １３８ページ中段からの款８土木費は、対前年度比０．４％増の３億２，５５９万

５，０００円の計上であります。 

   １４２ページからの道路新設改良費では、大橋平線道路改良工事など、総額１億

２，９６１万円の計上であります。 

   １４４ページ上段の橋梁維持費では、道路法に基づく道路橋４橋に係る修繕設計業

務委託料や修繕工事など、総額１億５５５万４，０００円の計上であります。 

   １４６ページをお開き願います。 

   中段の住宅管理費は、災害公営住宅の管理経費など、総額２７５万５，０００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、防災行政無線デジタル化改修工事の終了に伴い、対前年度比

２８．８％減の１億６，５７３万円の計上であります。 

   主な事業としまして、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

２，９００万４，０００円の計上であります。 

   １５２ページをお開き願います。 

   款１０教育費は、幼稚園３年保育に係る園舎増築工事等の終了に伴い、対前年度比

２６．５％減の４億７，７３４万２，０００円の計上であります。 

   主な事業としまして、１６２ページをお開き願います。 

   １６２ページ上段の事務局費、事項⑭学校ＩＣＴ推進に要する経費では、福島県教

育総合ネットワークのクラウド化に伴い、本村教育施設間のネットワークを構築する

ための経費９２０万７，０００円の計上であります。 

   １６２ページ中段から１６６ページにかけての玉井・大山両小学校に係る学校管理

費２，０７１万７，０００円と、１６６ページ教育振興費１，１２２万５，０００円

の計上であります。 

   １６８ページから１７２ページにかけての中学校費は、２，２２７万５，０００円

の計上であります。 

   １７２ページから１７８ページにかけての幼稚園費は、３年保育に係る経費として、

総額１億５８６万３，０００円の計上であります。 

   １８０ページをお開き願います。 

   下段から１８２ページにかけての社会教育総務費、事項⑤地域学校協働活動事業に

要する経費７７０万４，０００円の計上であります。 

   １８４ページ下段の文化財保護費、文化財保護に要する経費では、文化財等の地域

資源の調査と資料収集などを担う地域おこし協力隊の設置経費を含め、６９２万

９，０００円の計上であります。 
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   １９２ページをお開き願います。 

   中段の保健体育総務費、事項⑤村民スポーツフェスタ開催に要する経費は、３年に

一度の村民運動会と、毎年開催している「おおたま・オータム・フェスタ」を１つの

イベントとして開催するための経費２４５万円の計上であります。 

   １９４ページ下段の給食センター費は、共同事業に係る負担金４，８０１万

２，０００円の計上であります。 

   １９４ページ下段からの款１１災害復旧費は、１０万４，０００円の存目計上であ

ります。 

   １９６ページ下段の款１２公債費は、元金と利子償還を合わせ、対前年度比

８．３％増に当たる３億９，４００万３，０００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３，４５１万５，０００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。 

   １２ページをお開き願います。 

   款１村税は、対前年度比２．９％増となる８億６，０９９万円の計上であります。 

   個人村民税は１．９％増の３億２，０３９万８，０００円、法人村民税は

１３．０％増の４，１７９万円の計上であります。 

   固定資産税は対前年度比５．５％増の３億７，５０８万１，０００円、軽自動車税

は４．７％増の３，２５２万６，０００円、たばこ税は禁煙志向の広がりにより販売

数量の大幅な減少が見込まれるため、８．５％減の７，６３３万３，０００円を計上

したものでございます。 

   １４ページをお開き願います。 

   入湯税は、課税人員を対前年度比３，４３０人減の７万６，５７０人と見込み、

１，１４８万５，０００円の計上であります。 

   款２地方譲与税は、対前年度比６．４％増の６，３３９万８，０００円、款３利子

割交付金は７９万３，０００円、款４配当割交付金は１２２万５，０００円、款５株

式等譲渡所得割交付金は５０万円、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１億２，０８５万９，０００円と、それぞれ経済情

勢や予算編成指針を踏まえ、積算計上したものでございます。 

   １６ページをお開き願います。 

   款７ゴルフ場利用税交付金は、利用人員の緩やかな増加により１，２９３万

３，０００円、款８自動車取得税交付金は、実績に基づき１，１５１万４，０００円

の計上であります。 

   款９地方特例交付金は、所得税を越えた住宅ローン減税に係る減収補塡分で

５６４万４，０００円の計上であります。 

   款１０地方交付税は、対前年度比８．０％減の１４億３６６万１，０００円の計上

であります。 
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   普通地方交付税は、対前年度比１．３％減に当たる１３億４，８８３万

７，０００円の計上であり、これは前年度実績や交付税の動向等を勘案して積算計上

したものでございます。 

   また、特別交付税を５，０００万円、ふくしま森林再生事業に充当となる震災復興

特別交付税４８２万４，０００円を計上したものでございます。 

   款１１交通安全対策特別交付金は、対前年度比３．６％増の１７３万円、１８ペー

ジにかけての款１２分担金及び負担金は、対前年度比１８．６％減の１，４６８万

３，０００円の計上であります。 

   款１３使用料及び手数料は、産業振興センターの指定管理移行に伴い、対前年度比

２７．０％減の５，３８０万６，０００円の計上であります。 

   ２０ページをお開き願います。 

   下段からの款１４国庫支出金は、ため池除染等を対象とした帰還環境整備交付金の

皆減により、対前年度比５１．１％減の３億２，５５２万４，０００円の計上であり

ます。 

   民生費国庫負担金は、障がい者福祉サービス等給付費等で１億８，１２６万

１，０００円、２２ページの総務費国庫補助金は、福島再生加速化交付金等

５，３１６万２，０００円、民生費国庫補助金は、子ども・子育て支援交付金等で

１，６３９万７，０００円の計上であります。 

   ２４ページをお開き願います。 

   土木費国庫補助金は、橋梁維持費等に充当する補助金６，３８３万６，０００円の

計上であります。 

   下段の款１５県支出金は、対前年度比１０．３％減の１１億６４０万４，０００円

の計上であります。 

   ２６ページをお開き願います。 

   総務費県補助金の総務管理費補助金では、友好都市マチュピチュ村への訪問団派遣

経費に充当する地域創生総合支援事業補助金７６７万３，０００円を計上しておりま

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０．４％減の２，４１２万２，０００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付や光ファイバー網

の貸付など、２，３３３万５，０００円の計上であります。 

   ３４ページをお開き願います。 

   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、対前年度４５．９％減の３億８１４万９，０００円の計上であり

ます。 

   基金繰入金では、財政調整基金取崩しで２億２，０００万円、災害公営住宅隣接道
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路改良事業等に充当となる長期避難者生活拠点形成等基金取崩しで８，０００万円、

ふるさと応援基金では、中学生を台湾に派遣する「友好の翼」やマチュピチュ村への

訪問団派遣など、国際交流事業費等への充当で７８１万３，０００円と、それぞれ事

務事業に充当するための計上であります。 

   ３６ページをお開き願います。 

   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。 

   款２０諸収入は、対前年度比３４．４％増の５，６６６万６，０００円の計上であ

り、主なものとして、３８ページの雑入に記載のとおり、公共施設の照明や空調設備

の省エネ化工事に充当となる二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金２，０２２万

４，０００円や、堆肥売捌き等代金、消防環境整備交付金等であります。 

   ４０ページをお開き願いたいと思います。 

   中段の款２１村債は、対前年度比５８．７％減の１億７，４７０万円の計上であり

ます。 

   防災行政無線デジタル化事業と幼稚園園舎増築事業の完了に伴い、大幅な減額とな

るものでございます。 

   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、対前年度比３．５％減の１億

１，０００万円を計上したところでございます。 

   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関する調書であります。 

   ２０１ページ右下の額、４５億１，３８０万１，０００円が３０年度末の現在高見

込額であります。 

   その上の数字、２０億６，９５３万３，０００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３０年度末現在高見込額であり、現在高総額は全

体の４５．８％を占めるものであります。 

   ２０２ページをお開きいただきたいと思います。 

   債務負担に関する支出予定額等に関する調書であります。 

   ３０年度以降の債務負担行為支出予定額は２，２２２万９，０００円となるもので

ございます。 

   ２０３ページの当該年度以降の支出予定額、その数字を足していきますと、先ほど

の数字となります。 

   ２０４ページからは、給与費の明細です。 

   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。 

   以上、一般会計予算についてご説明申し上げました。 

   続きまして、議案第２０号、「平成３０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１６．６％減の２，１７６万４，０００円の計上であり
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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３．０％増の６億１，９２１万２，０００円

の計上であります。 

   医療費の増加が見込まれるため、一般被保険者療養給付費は４億９，８００万円の

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ございます。 

   ２４０ページ下段からは、高額療養費に係る計上であります。 

   ２４２ページ下段から２４４ページにかけて、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カ年の実績等により推計し、計上したものでござ

います。 

   ２４４ページ下段から２４６ページにかけての款３国民健康保険事業費納付金は、

国保事務の広域化に伴い新設されたもので、２億４，６３０万８，０００円の計上で

あり、医療給付分や後期高齢者支援金分、介護納付金分について、福島県から示され

た算定基準に基づき算出し、福島県に納付するものであります。 

   ２４６ページ下段の款４財政安定化基金拠出金は、存目計上であります。 

   ２４８ページをお開き願います。 

   款５保健事業費は、対前年度比６．８％増の１，２０５万３，０００円の計上であ

り、引き続き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であります。 

   ２４８ページ下段から２５０ページにかけての款６基金積立金は２万円、款７公債

費は存目計上であります。 

   款８諸支出金は、保険税還付金等１１６万５，０００円の計上であります。 

   ２５４ページ中段の款９予備費は、調整財源として２６４万６，０００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。 

   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３．６％減の１億８，９７２万７，０００円の

計上であります。 

   国保税につきましては、現時点において県支出金等の動向、歳出における各種納付

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。 

   また、国保事務の広域化に伴い、国庫支出金、県支出金、支払基金交付金等につい

ては県が一括交付を受け各市町村に配分を行うため、村の請求事務はなくなります。 

   ２２６ページ下段の款２国庫支出金は、災害臨時特例補助金の存目計上であります。 

   ２２８ページをお開き願います。 

   中段の款３県支出金は、広域化に伴う一括交付により６億２，２０２万
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９，０００円の計上であり、療養給付費等に充当となる普通交付金で６億

１，６７５万円、特定健康診査等事業費で５２７万８，０００円の計上であります。 

   ２３０ページをお開き願います。 

   款４財産収入は、預金利子で２万円の計上であります。 

   款５繰入金は、対前年度比４．２％減の９，１０６万６，０００円の計上であり、

下段のその他一般会計繰入金では、国保財政安定化調整事業繰入金１，６５１万

４，０００円を計上したところでございます。 

   ２３２ページをお開き願います。 

   款６繰越金は存目計上であります。 

   款７諸収入は３２万６，０００円の計上であり、２３４ページ中段の雑入では、特

定健診受診者負担金の見込み額２５万３，０００円を計上したものであります。 

   ２５８ページをお開き願います。 

   ２５８ページからは、給与費の明細書であります。 

   以上、国民健康保険特別会計予算についてご説明申し上げました。 

   次に、議案第２１号、「平成３０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。 

   ２７８ページをお開き願います。 

   款１総務費は、管理会委員、補助員の人件費や事務経費など、総額１３７万

２，０００円の計上であります。 

   款２農林水産業費は、２９７万４，０００円の計上であります。 

   引き続き、小高倉山地内や東光地内における下刈りや枝打ち等の作業のほか、小高

倉山地内の間伐に要する経費等の計上であります。 

   ２８０ページの款３予備費は、２０万６，０００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。 

   ２７６ページをお開き願います。 

   款１財産収入は４０５万円の計上であり、主に北上台のゴルフ場用地や又兵衛山の

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繰越金は５０万円を、款３諸収入は存目計上であります。 

   以上、玉井財産区特別会計予算についてご説明申し上げました。 

   続きまして、議案第２２号、「平成３０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。 

   ２９４ページをお開き願います。 

   款１総務費は、対前年度比１４．６％増の１，５３８万４，０００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。 

   ２９６ページをお開き願います。 

   款２管理運営費は、対前年度比５．６％増の９，５４３万３，０００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
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１，５３２万６，０００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８，０１０万７，０００円の計上であります。 

   ２９８ページをお開き願います。 

   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。 

   ２９０ページをお開き願います。 

   款１使用料は、４，８１３万３，０００円の計上であります。 

   ここ数年における宿泊者など施設利用者の減少状況等を勘案し、宿泊料は年間

３，８００人で２，７５３万５，０００円、休憩料は８，３８０人で５２４万

８，０００円、入浴料は３万８，９００人で１，５３５万円を見込んだものでござい

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、前年度繰越金見込額１００万円の計上であります。 

   款４諸収入は４，４２０万９，０００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３５４万円、雑入は売店や料飲、食堂収入などで

４，０６６万８，０００円をそれぞれ見込んだものでございます。 

   ２９２ページをお開き願います。 

   款５繰入金は、施設使用料等の減収に伴い、管理運営基金積立金取崩しで７８５万

５，０００円、一般会計繰入金１，０６１万８，０００円の計上であります。 

   ３００ページをお開き願いたいと思います。 

   ３００ページにつきましては、給与費の明細書であります。 

   以上、アットホームおおたま特別会計予算についてご説明申し上げました。 

○議長（遠藤義夫） 議長から申し上げます。ここで、一旦休議します。休憩のため暫時

休議いたします。再開は午後２時２５分といたします。 

（午後２時０７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、提案理由の説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） それでは、引き続き議案第２３号、「平成３０年度大玉村農業

集落排水事業特別会計予算について」、歳出よりご説明を申し上げます。 

   ３２０ページをお開き願います。 

   款１維持費は３，８６０万３，０００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、大山第１浄化センターデータ収集装置

更新工事費の計上であります。 

   ３２２ページをお開き願います。 
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   款２公債費は、長期債元利償還金７，８６９万８，０００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、歳入について申し上げます。 

   ３１８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７．１％増の５，６５６万３，０００円の計

上であり、新規加入を含む加入見込み数７３２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６，１７３万４，０００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。 

   ３２４ページからは、地方債の現在高の見込みに関する調書であります。 

   ３２６ページからは、給与費の明細書であります。 

   以上、農業集落排水事業特別会計予算についてご説明申し上げました。 

   続きまして、議案第２４号、「平成３０年度大玉村土地取得特別会計予算につい

て」、歳出よりご説明申し上げます。 

   ３４６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、４８０万６，０００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。 

   ３４４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合わせて４８０万６，０００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。 

   以上、土地取得特別会計予算についてご説明申し上げました。 

   続きまして、議案第２５号、「平成３０年度大玉村介護保険特別会計予算につい

て」、保険勘定の歳出よりご説明申し上げます。 

   ３７２ページをお開き願います。 

   款１総務費は、対前年度比６．７％減の１，５６３万円であり、職員給与費等や電

算システム運用、介護認定経費の計上であります。 

   ３７６ページをお開き願います。 

   款２保険給付費は、前年度と同額の６億９，０００万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する各種サービスを、これま

での実績や今後の見込み量の動向を推計し算出、計上したものでございます。 

   ３７８ページ上段の項２介護予防サービス等諸費は、要支援認定者が利用する各種

予防サービスを計上したものでございます。 

   ３８０ページ中段の項４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
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する給付費の計上であり、下段の項５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。 

   ３８２ページをお開き願います。 

   中段の項６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。 

   ３８４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７．７％増の３，０８４万３，０００円

の計上であります。 

   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や、高齢者の介

護予防を推進するための経費の計上であります。 

   ３８８ページをお開き願います。 

   款５基金積立金は、利子積立金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。 

   ３９０ページの款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。 

   ３５８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、対前年度比１６．８％増の１億

４，２６３万６，０００円の計上であり、款２使用料及び手数料は存目計上でありま

す。 

   ３５８ページ下段の款３国庫支出金は、対前年度比３．１％減の１億７，１２５万

３，０００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６％を計上しております。 

   ３６０ページ下段から３６２ページにかけての款４支払基金交付金は、対前年度比

３．２％減の１億８，８６６万８，０００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２７％相当が交付されるものであります。 

   ３６２ページ下段の款５県支出金は１億７４４万９，０００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。 

   ３６４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１億２，７５１万４，０００円の計上であり、介護給付費繰入

金は８，６２５万円の計上であります。 

   ３６８ページをお開き願います。 

   中段の款８繰越金及び款９諸収入は、存目計上であります。 

   ３９２ページからは、給与費の明細でございます。 

   続きまして、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。 
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   ４１２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、歳入について申し上げます。 

   ４１０ページをお開き願います。 

   款１サービス収入は１２０万円、款２繰越金は前年度繰り越し見込み額１０万円の

計上であります。 

   以上、介護保険特別会計予算についてご説明申し上げました。 

   続きまして、議案第２６号、「平成３０年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算に

ついて」、歳出よりご説明申し上げます。 

   ４２６ページをお開き願います。 

   款１総務費は、対前年度比３６．４％増の２０１万８，０００円を計上し、一般管

理やシステム改修を行うものであります。 

   款２後期高齢者医療広域連合納付金は、対前年度比３．９％増の６，１４０万円の

計上であります。 

   ４２８ページをお開き願います。 

   上段の款３保健事業費は、対前年度比８．２％増の３０２万６，０００円の計上で

あり、広域連合から受託して高齢者健診事業を実施するものであります。 

   款４諸支出金は４８万１，０００円、４３０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。 

   ４２２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７．０％増の４，１４０万１，０００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、システム改修に係る補助金５４万円、款４寄付金は存目計上で

あります。 

   款５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入金

で、２，２３２万３，０００円の計上であります。 

   ４２４ページをお開き願います。 

   款６繰越金は、存目計上であります。 

   款７諸収入は２６５万９，０００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。 

   以上、後期高齢者医療特別会計予算についてご説明申し上げました。 

   議案第２７号、「平成３０年度大玉村水道事業会計予算について」ご説明申し上げ

ます。 

   ４３５ページをお開き願います。 

   ４３５ページは、予算を款項目別にした実施計画であります。 
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   収益的収入及び支出は、水道事業収益、事業費用とも、それぞれ総額は１億

６，２１０万８，０００円であります。 

   ４３６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２，３４０万円、工事負担金及び他会計繰入金の存目計上、企

業債９，８３０万円であります。 

   支出は、拡張整備費で１億２，１２０万円、量水器購入の固定資産購入費は

２４７万８，０００円、企業債償還は６，１０５万円、予備費は２８９万

２，０００円であります。 

   ４３７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。 

   １の業務活動におけるキャッシュ・フローは、通常の業務活動の実施に必要な資金

の状態をあらわすものであり、サービスの提供等による収入や企業債利息の償還によ

る支出など、投資活動と財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローを記載してお

ります。 

   ２の投資活動によるキャッシュ・フローは、将来に向けた運営基盤の確立のために

投資活動に係る資金の状態をあらわすものであり、固定資産の取得や売却、補助金や

繰入金の収入等によるキャッシュ・フローを記載しております。 

   ３の財務活動によるキャッシュ・フローは、借入・返済による収入、支出など、資

金の調達及び返済によるキャッシュ・フローを記載しております。 

   なお、計算書の下段には、現金・預金の残高を明示しております。 

   ４３８ページからは、職員の給与費明細書であります。 

   ４４３ページお開き願います。 

   ４４３ページは、保有する資産、負債の内容を示した平成３０年度の予定貸借対照

表であります。年度末の総額は２０億６，３３１万７，２３１円であります。 

   ４４５ページをお開き願います。 

   平成２９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１３１万

３，１８６円を見込んでおります。 

   ４４６ページをお開き願います。 

   平成２９年度の予定貸借対照表で、年度末の総額は２０億２，８２９万

９，１２４円であります。 

   ４４８ページからは、参考資料として付した平成３０年度の水道事業会計予算明細

書であります。 

   以上、平成３０年度各会計に係る予算について、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、お手元にお配りいたしまし

た写しのとおり、陳情第１号から陳情第４号までの４件であります。 
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   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１号から陳情第４号までを産業厚生

常任委員会に付託いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○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。ご苦労さまでございました。 

（午後２時４２分） 

 


