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平成３０年第２回大玉村議会定例会会議録 

 

第７日  平成３０年３月７日（水曜日） 

 

 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 

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 

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。 

    総括質疑（平成３０年度予算議案に対する質疑） 

     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 

    平成３０年度予算議案（議案第１９号から議案第２７号まで）の委員会付託 

 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。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、本日

の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） なお、教育長、佐藤吉郎君、体調不良のため、健康福祉課長、後藤

隆君、体調不良のため、欠席する旨の届け出がありましたので、ご報告申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○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、総括質疑を行います。 

   議案第１９号から議案第２７号までを一括議題といたします。 

   なお、この総括質疑は議事整理の都合上、議案ごとに行います。 

   また、質疑につきましては、さきに議会運営委員会委員長から報告がありましたよ

うに、質問者は原則として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、予算書のページを明らかにし、議題に供された内容とするようとの申し合わせに

より、ご協力くださるようにお願い申し上げます。 

   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」に対する質疑

を行います。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） いろいろ伺ってまいります。 

   まず、６１ページ、高齢者運転免許自主返納支援に要する経費ということでありま

すが、この支援内容はあらかじめ伺ったんでありますが、これの申請方法と、あと、

どういう形で申請を取りまとめるのか、それから代理についてはどのような措置がさ

れるのか、その辺の内容について、支援内容を含めまして伺っておきます。 

   それから、６７ページの、これ議長に伺いたいんですが、応急仮設住宅、これ管理

係になっているんですが、中身は別のところでやるということで、それぞれどこに聞

いていいかわからなかったんです。これは、私は質問できませんか。仮設住宅の活用。

（不規則発言あり） 

○議長（遠藤義夫） 大丈夫、オーケーです。 

○５番（押山義則） これは聞けない。（不規則発言あり）管理係だから聞けないという

ことで理解していいんですか。（不規則発言あり） 

○議長（遠藤義夫） 大丈夫です。 

○５番（押山義則） 聞ける。ありがとうございます。 

   この仮設住宅のところ、代理施行ということなんでありますが、代理施行でどのよ

うな形で運営されるのか、まず伺います。それから、今回撤去する部分と、それの残
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す部分とか、完全に更地にするとか、その内容について伺っておきます。よろしくお

願いします。 

   それから、８３ページお願いします。災害援護資金貸付金ってあるんですが、この

使い勝手がよくわからない部分もあるんでありますが、この適用範囲、改めて伺って

おきます。 

   それから、８９ページ、老人健康管理事業。これは温泉に行くことだと思って、あ

りますが、４３０万、これは、ずっと形として同じような場所を設定されているんで

すが、これについて、いろんなそれぞれの老人団体とか要望が上がっていると思うん

ですが、この辺の検討状況を伺っておきたいんですが。 

   それから、９３ページに移ってください。まず、委託料の子育て応援手引き作成業

務委託料、これ話の内容を伺ったんでありますが、改めて、こういう形の手引は大体、

いろいろな形でこういう手引は使われていると思うんですが、２５０万計上する必要、

これまたあるのかどうか。これがどのように応用されているのか。これまでも、３年

前かその辺にあったと思うんですが、活用されているのかどうか、その辺についてチ

ェックされているか伺っておきます。 

   それから、１９番の負担金、補助及び交付金で、結婚新生活支援補助金、これは広

報おおたまなどにも載っけて支援を募っているようでありますが、これ、県の事業だ

から改めてやる必要あるんだと思いますが、この辺の活用されている状況を伺います。 

   それから、９５ページにいきまして、子育て村外保育施設利用者交付金と在宅子育

て応援交付金がそれぞれ計上されております。これは補正でも大分大きくのっかった

部分でありますが、これの改めて数字的なものを伺っておきます。 

   その下の地域型保育給付事業費、これは企業保育と伺ったんですが、これは現在大

玉村で支出している内容の中で、どういった箇所、どういった事業所が該当している

のか、その辺のことの内容について伺います。 

   それから、１０７ページに飛びます。産後ケア事業委託料ってございます。これ、

適用範囲と、それから、どのような方に委託して、どのように事業が行われるのか伺

っておきます。 

   それから、１１１ページ、この１０９ページからの生活環境対策に要する経費の中

で、１１１ページの８番、監視員報償とございます。これの目的と、どのような方を

監視員としてお願いするのか伺っておきます。 

   それから、その下の委託料の中で、悪臭物質濃度測定等業務委託料とございますが、

これは、これをするのは今の状況から見て必要だと思うんですが、これの活用方法と

いうのはあるのか。これ申しわけ程度なら意味がないことでありまして、やればいい

っていうものでないんです。この辺の活用方法をどのように活用される考えなのか伺

っておきます。 

   それから、１１３ページに移っていただきます。再生可能エネルギー利用促進に要

する経費なんでありますが、これは前年度までですか、水力発電についていろいろ議

論があったと思うんですが、現在の水力発電の整備する結論はどのようになっている
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のか。これを伺っておきます。 

   １１９ページにお願いします。農業関係のことで、私のいつもの持論なんですが、

このカメムシの対策事業。これ防除法の研究がされるというようなこと、前回の質問

で答弁があったと思うんでありますが、これ、そういった意味の防除法の研究、私は

環境対策の面から伺いたいんでありますが、これどのように進んでおられるのか伺っ

ておきます。 

   それから、１２１ページ、産業振興センターの管理運営に要する経費の中で、式典

業務委託料でございますが、これはもちろん月日も含めまして、その内容、規模、そ

れから、この中で村民株式会社が今度運営の中で参加すると思うんでありますが、そ

の辺についてどのような運営母体になるのか伺っておきます。これは少し勘違いしま

してございます。これは村民株式会社がやることだからだと思います。これのとりあ

えずオープンの内容と、かなりの３００万という多額の金でありますんで、どういう

委託をされるのか伺っておきます。 

   それから、１２３ページお願いします。これは聞きなれない言葉で、「医食同源の

郷」づくり整備事業というのございます。この「医食同源の郷」づくり、この整備事

業がどのようなものが該当する事業なのか伺っておきます。 

   それから、その下の油糧作物推進事業補助、それからエゴマの会運営補助、それか

ら元気創造支援事業補助、これそれぞれの内容を伺いいたします。 

   その下の生産調整、１２３ページ、これ減反政策がなくなって、事業がどのように

進められるか気になるところでありますが、これの水稲計画の中で作付け面積とか、

下段にございます補助の内容は、減反あるときと同じような内容だと思うんですが、

これこのままでいいのか。その辺、補助の具体的内容を伺っておきます。 

   ページ、ずっと飛びます、１３３ページまでお願いします。全国植樹祭実行委員会

がございます。大玉村、それなりの準備しなきゃならないと思うんですが、これらの

イベント内容をどのようにされるのか、２００万の範囲でございますが、そのお考え

をお示しください。 

   それから、１３７ページお願いします。県内周遊企画景品代、２０万ございます。

この内容、何なのか伺います。 

   それから、その下段にありまして負担金、補助及び交付金の中で、夏まつり実行委

員会がございます。今回から直売所の運営が、先ほどの質問と勘違いいたしましたん

で、村民株式会社が参加すると思うんですが、村民株式会社の立つ位置でありますが、

それについて伺っておきます。夏まつりの中でどのような参加、事業主体になるのか

どうかも含めまして、伺います。 

   それから、ふるさと納税についてでございますが、これそれぞれ毎年工夫されてい

るんだと思いますが、これ新しい企画など研究されておられるのか、その辺の検討状

況を伺い申し上げます。 

   それから、１４５ページお願いします。１４５ページにいきまして、道路橋維持補

修工事費が計上されておられますが、これ橋名と補修の内容、それぞれどのような程
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度の補修までされるのか、橋名とともに伺います。 

   それから、１４７ページお願いします。コミュニティ広場維持業務管理料、これは

その下段の公営住宅の管理に要する経費ともダブるんでありますが、それぞれ７５万、

トータルで１００万の経費がかかっているわけでございますが、この管理状況、委託

される状況にあるのかということ、組織の内容について伺いたいということと、それ

から、公営住宅、入居者の状況を伺いたいんであります。あいてるところもあるとい

うような話も伺っているんでありますが、それを富岡町との関連でどのように管理運

営できるのか。危惧なんでありますが、空き家にして３年もたつと、住宅というのは

人の空気が入ってないと、まるでだめなものになってしまいますんで、その辺も含め

まして、この空き家への対応も含めまして伺っておきます。 

   それから、１４９ページお願いします。木造住宅耐震サポート事業、大玉村で、こ

れ県の事業だからやっているんだと思いますが、この需要があるのかどうか。県のほ

うの事業、これはいつまでの続く事業なのかも、その確認も含めて伺っておきます。 

   それから、１５１ページ、防災行政無線でありますが、これは今回の、何度かいろ

んな放送もされまして、村民から少しわかりづらい部分とか何かも私の耳には届いて

いるんであります。それから、一般の家庭用でも今までよりお昼とか夕方の放送が不

明瞭だというような話も聞くんでありますが、ただ、一般の報告されることはきちん

と聞こえるんでありますが、お昼の合図のとか何かが、もう、はもっちゃっているよ

うな雰囲気で、非常に人気が悪いんでありますが、この辺は対応できないのか伺って

おきます。 

   それから、歳入で１点伺いたいんでありますが、ページにはないんでありますが、

今回、直売所関係で村民株式会社に指定管理された部分でありますが、例えばそれに

対する収益の収入について伺ったんでありますが、議案調査の中では、その収入につ

いては寄附で対応するというような話、ちょっと伺ったものですから、それに対する

疑問って、私は使用料は使用料でやっぱり納入されるものだと思っているんですが、

存目でも何でも載っかっていれば理解できたんでありますが、それが特に項目として

なかったものですから、直売所の収入がもうかった場合は、どうやって村は取り立て

るんですかというような形、まあ、報告では結局企業のほうで内部留保して金をため

ておくんだというようなことも、これは整合性はあるんだと思いますが、その辺の考

え方、あと歳入の仕組みについても改めて伺っておきたいです。よろしくお願いしま

す。 

   以上です。盛りだくさんです。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず最初、６１ページ、高齢者自動車免許自主返納支援事業につきまして、その申

請方法、そして代理は可能かといったような質問にお答えしたいと思います。 

   まず、今回の事業につきましては、村内に住所をお持ちの６５歳以上の高齢者、そ

れから有効期限が残っている運転免許証を自主的に返納して公安委員会が発行する運
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転経歴証明書の交付を受けた方、こういった条件で支援をさせていただきます。申請

方法につきましては、ご本人、もしくは先ほどの運転免許経歴証明書、こちらをお預

かりになったご家族の方が申請することも可能かと思っております。現在、要綱につ

きまして精査しておりますので、その辺は柔軟に検討させていただきたいと考えてお

ります。 

   次に、８９ページ、老人健康管理事業、利用施設の今後の検討という件でございま

すが、こちら２９年度につきましても、要望によりまして１件新しく施設に追加して

ございます。今後も、老人会、そういった方からの要望がございましたら、柔軟に打

診するなり検討を進めてまいりたいと考えております。 

   最後、１５１ページになります、防災行政無線のデジタル化工事でございますが、

私担当のほうからも、やはり電波状況、それから季節によってチャイムが途切れ途切

れになるといったようなお話をお伺いすることがあります。そういった際にはご連絡

いただければ、すぐに担当から工事のほうに電話いたしまして、すぐに電波状況確認、

または工事をもう一回やるというような対応をさせていただいておりますので、そう

いったお話がありましたら、すぐに担当のほうまでご連絡いただければ大変ありがた

いと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず、６７ページ、応急仮設住宅の代理施工の関係でございますが、昨年末、県の

ほうからこの応急仮設住宅の撤去、代理施工についての打診がありました。地元企業

の仕事づくりの側面、または立地自治体との業務に当たっての調整がスムーズにいく

だろうということで打診がありました。その打診を本村が受け入れたということで、

今回予算計上させていただきました。 

   管理戸数２５２戸のうち、今回１２０戸を撤去するものでございます。位置的には

１２０戸全体の西側、安達太良側１２０戸の解体となります。あくまで、今回

１２０戸の解体に当たっては、上物だけの解体となる予定でございます。上物を解体

して更地にするといったものでございます。また、その中の主要な道路につきまして

は、まだ残しておくと。村長の答弁があったとおり、その残りの解体時に、村のプロ

ジェクトチーム、検討会等の意見等を踏まえ、全体の土地利用を考えていくと、その

ような形になります。 

   続きまして、１４５ページ、道路橋長寿命化の関係でございます。 

   まず、橋名、橋のところがどこなのかというところでございます。まず、工事請負

費、維持補修工事ということで計上しておりますが、橋といたしましては、橋長

１５メーターの橋といたしまして、深谷橋、福間橋、この２橋を予定しております。

橋長１５メーター未満の橋といたしましては、小高倉橋を１橋、計３橋の修繕改修工

事を予定しているところでございます。 

   こちら、耐震診断の結果を踏まえまして、診断結果がランク的には、４段階の評価
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があるんですが、１が健全で、２が予防保全段階で、３が早期措置段階、４が緊急措

置段階ということで、この３件につきましてはランク３の早期措置段階の診断結果を

受けております。この早期措置段階を受けますと、５年以内に何らかの手だてを打た

なければならないということで、今回、３橋を計上させていただいたところでござい

ます。それぞれの橋が、それぞれ、うきですとか、さびですとかもろもろの損傷があ

りますので、それぞれの橋に対応した修繕また改修を行っていくものでございます。 

   続きまして、１４７ページ、コミュニティ広場の維持管理に要する経費、委託料

７５万円ほど計上しているという、そこの件の質問でございますが、従来そのコミュ

ニティ広場、復興住宅にありますコミュニティ広場ですね、芝の管理を村直営で行っ

ておりました。この直営で行っていたものを、案でございますが、村づくり株式会社

のほうに委託できないかということで、今後調整していきたいと思います。広大な芝

生の管理に、なかなか職員が、その都度刈り込みに行くという状況が続いておりまし

たので、この予算を計上させていただいたものでございます。 

   続きまして、公営住宅の、復興住宅の、今の利用状況でございますが、５９戸を設

置しておりますが、今現在３戸の空きが出ております。３月３１日予定でございます

が、もう３戸あく予定でございます。計６の空きが出る予定でございます。 

   この公営住宅の空きの問題というのは、本村のみならず宮城でも各県でも今、問題

になっているところでございますが、まず、本村といたしましては、４月以降この

６戸に関しましては、富岡町を通じて再募集をかけたいと思っております。まず富岡

町、そして第２段階として富岡町以外の浜の地域の自治体、そちらにも再募集をかけ

ていきたいと思っております。それでも入らないということであれば、第３段階の措

置として地元自治体の住民の入居、公営住宅法にのっとった条件が出てきますが、そ

のような地元自治体の住民の入居ということも今視野に入れているところでございま

す。状況としてはそのような状況となってございます。 

   続きまして、１４９ページ、木造の耐震診断、耐震改修の絡みでございます。 

   これ、いつまで続くかというのは、ちょっと県、国の動向もありますので一概には

言えないんですが、流れといたしましては、耐震改修促進法による住宅の改修率

９０％がまだ至ってないというところありますので、そのランクに来るまでは耐震診

断の事業というのは継続するものと思っております。 

   耐震改修につきましては、診断結果を受けて評点が１まで上がらないといけないと

いうことで、なかなかハードルが高かったんですが、ただし、県、国のほうでもコア

部分の耐震改修、例えば居間とか居室、そこの部分だけの耐震改修ということも認め

てきておりますので、そういった意味でその事業も続いていくものと考えております。

ですので、国、県のその事業に乗った形で、村もあわせて補助を出していくという形

を今後ともとっていきたいと思います。 

   率的には、耐震診断につきましては、国が２分の１、県が４分の１、村が４分の

１の費用負担、それを超えた分が、消費税分ですね、消費税分が自己負担ということ

になってございます。改修につきましては、国が１００分の２３、県が１００分の
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４３、残りが村の費用負担となるものでございます。 

   以上、建設課からの答弁でございます。以上です。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんに健康福祉課関係の部分についての答弁を

させていただきます。 

   まず８３ページ、災害援護資金関係でございます。貸付金として２５０万の予算の

計上をさせていただいております。これにつきましては、震災によりまして半壊以上

の損壊があって、なかなか修繕等できないで今日まで来ているような方もおりまして、

建てかえ等が必要だと、建てかえるような場合に２５０万が上限というような形にな

りますけれども、これは無利子で貸し付けるということで、１１年間、初年度は猶予

されますけれども、１１年間で返還するというような貸付金の制度でございます。 

   それから、９３ページ、子育て応援手引き作成業務委託料ということで２５０万計

上させていただいておりますけれども、これにつきましては、子ども・子育て支援法

が施行されて、それ以降、子育てに関する総合的な手引というようなことで作成をい

たしました。 

   これについては子育ての、保育所から、乳幼児からですね、健診とか、あと保育所

での預かる場合の保育料であるとか、幼稚園、それから小学校での制度等、総合的な

子育てに関するものを網羅した手引でございますが、これも部数がなくなったという

こともありますけれども、その後新たに、今回事業として村外の保育所の利用の場合

の補助金とか、あと在宅子育ての補助金とか、そういうものは入っていない時期の手

引ということもありますので、そういうのを網羅して新たに作成して、転入者もふえ

ているというようなこともありますので、子育て世代に配布しながら、さらには、

３０年度から子育て世代の包括支援センター、これを開所するということで、事務所

は保健センターということですが、そういう子育ての相談に来た場合に総合的に説明

できるような手引ということもございますので、今回、手引を作成するというような

ことで予算を計上させていただいているところでございます。 

   それから、結婚支援ですか、９３ページの新生活の補助金につきましては、２９年

度については１件申請がございました。これはおっしゃるように県の補助事業でござ

いまして、申請があった場合には県の補助を受けて、それを申請者に助成するという

ようなことで、今回、補助金の額も上がっておりまして３０万、３件というようなこ

とで予算計上させていただいたところでございます。 

   それから、９５ページ、村外保育と、先ほどの助成関係の数字ということですが、

在宅子育ての中で、まず村外保育施設利用者交付金ということで、これについては平

均額の１３万２，０００円掛ける３０人程度を見込んでおります。それから在宅子育

て応援交付金、これにつきましては６万円の４０人を見込んでおります。 

   それから、地域型保育の給付事業ということで、これにつきましては、地域型とい

うと事業所の、認可保育所等が該当するようになるわけなんですけれども、これはあ

くまでも認可を受けて運営しているような保育所が対象ということで、これは公費で
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負担するようになりますけれども、今現在該当者が１名いるということで、月平均

１３万の１２カ月分というようなことで予算を計上させていただいておるところでご

ざいます。 

   それから、１０７ページの妊産婦の健康管理に要する経費ということで、まず委託

料の中で妊婦の健康診査、業務委託料関係については、これは、対象者は妊婦さん全

員ということになりますので、予算上は８０名程度を予定しております。 

   それから、産後ケア事業の委託料関係でございますが、これにつきましては、対象

となる方というと、産後について、両親とも離れていてなかなか見てもらえる方がい

ないということで、アパートに帰ってこざるを得ないような方、そういう方がいた場

合の産後ケアについて、宿泊等をしながら産後のケアをしていただくというようなこ

ともございますし、事情によって、産後の状態があまりよくないような方が利用する

ことも可能なものでございますけれども、これは１泊でいい場合については、こちら

の５万６，７００円の３名程度、それから、追加で７日程度、１週間ぐらい利用した

いというような場合については、４万６００円の５日間で３名程度を一応計上させて

いただいておりますけれども、そのほかに日帰りの利用というようなことで、これに

ついては利用するところの単価ということになりますので、１万３，５００円と１万

１，７００円というような利用料金の違いはございますけれども、１万３，５００円

については５名の５回、それから、１万１，７００円の日帰りについては１０人の

５回というようなことで、予算計上させていただいておるところでございます。 

   それから、妊婦健康診査の地域外、それはいいですか。（不規則発言あり）委託先

については、それぞれ産後ケア等を行っている事業者ということになりますので、病

院等になりますね。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ５番議員さんにお答えいたします。 

   １１１ページ、８報償費、監視員報償３万円の目的、どのような方という質問に対

しましてお答えいたします。 

   目的といたしましては、大規模畜産農場、こちらのほう養鶏場等、特に雨天時、雨

降った場合、現地のほうの状況監視を行います。どのような方、内容でありますが、

まだ話等特定はしておりませんが、地元の方で内容をよく理解している方に今後お願

いしていきたいと考えております。 

   続きまして、１３委託料、悪臭物質濃度測定等業務委託料２５万４，０００円の内

容及び活用方法でありますが、こちらのほうは悪臭物質濃度測定、こちらのほう前年

度１回実施しております。プロピオン酸等の数値を出しております。平成２９年１回

実施だったものを、３回実施いたしまして、より詳細な数字をつかんでいきたいと考

えております。 

   あともう一つ、悪臭物質臭気指数測定、こちらのほうは新規で実施したいと考えて

おります。こちらのほうの内容は、被害を感じている地点で大気をビニール袋に採取

いたします。人の感覚によりその匂い、強度を数値化していきます。これを臭気指数
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といいます。指数による基準との比較により、影響を判断、事業者に改善を求めます。 

   こちらのほう、臭気なんですが、ちなみに国家資格、臭気判定士という方がおられ

ます。臭気指数範囲は１０から２１で、１０が薄い、徐々に上がっていく内容となっ

ております。活用方法でありますが、こちらのほうの数字を使いまして、住民説明会、

こちらのほうが直接の話し合いの場となりますので、いろいろと知恵を絞り、継続的

な指導が大切と考えますので、数字を活用しながら、強い指導等に結びつけていきた

いと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ５番議員さんの質問にお答えいたします。 

   １１３ページ、小水力関係の結論ということでございます。村では以前に、可能性

調査ということで調査をしてございました。昨年、民間企業のほうでも小水力発電事

業をやりたいという話を受けて、コンペ等実施して、現在、信夫山福島電力のほうで

調査中でございます。これに関してはまだ、各公共機関といいますか、森林管理署、

それから環境省、県等々との調整中ということでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   １１９ページ、カメムシ対策の件につきましてなんですけれども、こちらのほうは、

今農協さんのほうに有機的な農薬ということを、どういうものがあるかということを

お尋ねしている状況です。伊達市のほうでは、リンゴに使う同じような薬剤で有機的

なものを使用しているという実績もあるそうなので、その辺も鑑みながら、今後、農

協さんと協議して検討してまいりたいというふうに考えております。 

   続きまして、１２１ページになります。１３番委託料の式典業務委託の関係ですけ

れども、こちら直売所と食堂がオープンする際のグランドオープンセレモニーなんで

すけれども、日付のほうが４月２８日ということで決定させていただきました。内容

につきましては、今、企画会社やイベント会社さんにお願いしまして、４月に入って

すぐになるもんですから、今からちょっと準備しておかないと間に合わない部分もご

ざいますので、企画書で提案をいただいているところでございます。で、その提案の

内容を、今後、株式会社、あと直売会等と協議しながら検討してまいりたいと思って

おりますけれども、なるべく多くの方にご来場いただけるような、あと、できれば一

緒に来たお子さんたちも喜んでもらえるようなイベントも検討していきたいというふ

うに考えております。 

   続きまして、１２３ページになります。まず、医食同源の郷の内容でございますけ

れども、こちら、おたねにんじんやエゴマ等、歴史と文化のある工芸作物でございま

して、こちらの省力化技術導入による生産拡大等を実施する場合に、県のほうから

２分の１の補助をいただけるということで、その中の、うちのほうではエゴマのコン

バインを購入する際に、こちらの補助事業を活用していきたいと考えております。 
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   あと１９のそのほかの補助内容なんですけれども、油糧作物推進事業補助金につき

ましては、エゴマ、菜種の作付け、販売を行った方に関しまして、１０アール当たり

１万円の補助を出すようにしております。あと、エゴマの会の運営補助金ですけれど

も、こちら、エゴマの会というものが発足されまして、そちらの会の運営費補助金と

いうことで５万円の支出というふうに計上しております。あと、元気創造支援事業補

助金ですけれども、こちらは、村内の団体が遊休農地を活用した特産品の産出等の取

り組みを行った場合、１回限りですけれども４５万円ということで補助金を出すよう

にしております。 

   続きまして、生産調整のほうですね、こちらの補助金の内容ですけれども、経営所

得安定対策推進事業補助金は、米の直接支払交付金はなくなりますけれども、それ以

外の畑作物、あとは耕作連携等の国からの補助金、農家の方に行きます補助金になり

ます。土地利用型農業活性化推進特別対策事業というのはソバ種子購入、あとは補助

整備で暗渠、明渠等を使って転作した場合に補助金を出す制度になっております。ま

た、低コスト省力化米づくり推進事業補助金ですけれども、こちら直播栽培を行った

方に対しまして１０アール当たり２，０００円ということで補助金を出すということ

で、従来どおりの補助金内容になっておりまして、生産調整がなくなったことに対し

ての補助金ということではございません。 

   続きまして、１３３ページでございます。全国植樹祭実行委員会補助金ですけれど

も、こちら６月に全国植樹祭が開催されまして、大玉村においてもフォレストパーク

がサテライト会場になるということで、県のほうからお手伝い等のお話がございます。

その中で村でできること、あと、１張り、大玉村の物産のテナントができるように準

備するということでしたので、そちらのほうの特産品の販売とＰＲ、あとは、今のと

ころ県のほうからお話があるのが、米の記念品の配布、あとは、植樹する場所と式典

の会場がちょっと離れるような格好になりますので、移動した後に参加された方が喉

が渇くということで水の給水、あとは氷、あと漬物等も用意していただければなんて

いう話がございますので、この辺の内容はまだ決定ではございません。今後県のほう

と協議しながら、村でどれだけ協力できるかということを、この中で検討してまいり

たいと思っております。せっかく全国に大玉村というものをＰＲできる機会でござい

ますので、最大限に生かして協力していければと考えております。 

   続きまして、１３７ページの中の県内周遊企画景品代ということですけれども、こ

ちら県で行っておりますＦコードというものがございます。県内の場所に行って謎を

解きながら回ってくるといったようなものなんですけれども、そちらに大玉村も登録

しておりまして、その際に、参加してくださった方の中から抽せんで、多分、景品が

贈られることになっておりまして、村のほうではアットホームの宿泊券とフォレスト

パークの利用券ということで提供しております。 

   続きまして、夏まつり実行委員会、株式会社はということでございました。こちら

につきましては村主体といいますか、実行委員会を立ち上げます。実行委員会が主体

となって行いますので、株式会社等につきましても実行委員のほうにご参加いただい
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て、一緒に協力しながらやっていければというふうに現段階では考えております。 

   最後に、ふるさと納税につきまして新しい検討はなされているかということで、随

時いろいろ検討はしておりますけれども、今のところそんなに内容等は変わっていな

いのかなと思っております。今後、地域おこし協力隊の方、どなたか応募あって採用

になれば、その方についても、首都圏から見た大玉村のよいところ、返礼品に該当す

るようなものがあればご提案いただいたりして、今後も検討してまいりたいと考えて

おります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員に、歳入、ページ特にございませんが、直売所公設民

営に係る収入の取り扱いということで、収入が上がれば内部留保になるのかという質

問でございますが、協定書の中では、建物、備品とも含めて無償という形で進めさせ

ていただきますが、相当数、相当な収入が上がれば、当然建物、備品等についても村

のものでございますので、それらの貸し付け収入という形で、協定書を変更なり見直

ししまして納めていただくということで、予算上につきましては、ページで申し上げ

ますと３２ページの中段にあります財産収入の財産貸付収入、ここにそれらの建物等

の使用については予算措置されるものと見込んでおります。 

   以上でございます。 

（「議長、もう終わりだね」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 終わり。５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。重ねて伺います。 

   まず、一番最初に、そうするとあれですね、寄附なんてことでは処理しないという

ことで確認してよろしいんですね。まずそれを１点、確認の意味で質問申し上げます

んで、それについては明確な答弁お願いします。改めてですが。 

   それから、仮設住宅の関係の代理施工の関係なんですが、これ事業内容は地元企業

の仕事づくりとか何か、もろもろ伺いました。今回１２０戸、上物でございますが、

今地域には住宅でないものとか何かもいろいろあるようでございます。一度向こうの

管理になったものが、仮設住宅関連でまだ下のほうに残っているものがあるんじゃな

いかと思いますが、それの取り扱いとか、一部地元なんかで残してほしいなという考

えは聞いていないのか、その辺も対処方法について改めて伺っておきます。 

   それから、１点、質問漏れいたしました。１３５ページお願いします。 

   １３５ページの鳥獣被害関係でありますが、これについて、今回、有害鳥獣対策支

援補助金ということで５万円ほど上がっているんでありますが、これはイノシシ対策

でありますか。これは大変いろんな苦情が来てます。今年度当たりは、そろそろイノ

シシの対策としてはわな捕獲が一番重点的な施策だと思っておりますが、そのわな捕

獲のための特化した事業といいますか、もう少しそれぞれの地域の中で捕獲への募集

とか支援とか、それをしっかりと取り組んでいただきたい、そんな時期でないかと思

っているんでありますが、この５万円、これらは今後補正で追加ということも可能だ
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と思いますが、その辺の考え方、取り組み方について改めて伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度答弁させていただきます。 

   公設民営の収入の関係でございますが、先ほども答弁申し上げましたが、当面、協

定書において建物、備品とも無償で貸し付けるという内容でございますが、相当数の

収益が上がれば、先ほど申し上げました財産収入、財産貸付収入という形で予算措置

をさせていただきます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ５番議員さんにお答えいたします。 

   仮設住宅の残す、地元からそのような要望等は上がっていないかという質問でござ

いますが、現在、そのような声は地元のほうからは上がっていないところでございま

す。議員さんもご承知のとおり、あくまで仮設住宅ですので、あの仮設住宅を……

（不規則発言あり） 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   仮設住宅の下のほうの関連施設ということで、デイサービス等については３月いっ

ぱいで地元のほうに引き揚げるというような、そういう話の中で、その残った建物を

利用できないかというようなことでは、今現在あくまでも仮に仮設で設置した建物で

ございますので、建築基準法の基準未満以下みたいな、そういうことがありますので、

現在調査中でございます。それが、建築基準法でいう確認がとれる状態なのかどうか

というのを、現在、調査をお願いしているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   １３５ページ、有害鳥獣関係でございます。 

   ご質問のとおり、イノシシの被害は毎年ふえ続けているということで、非常に対策

に苦労しているところでございます。そのために今回も、当然わなを仕掛ける場合は

資格が必要だということでございます。このわなの資格を取得してもらわないと、当

然駆除隊のほうでは、自治体ですか、自治体のほうで皆さんその資格を取得して取り

組んでいただいている中でございます。その人数が少ないということもございますの

で、こういった資格を取る補助を創設しまして、それらの確保を協力される方の人数

をふやしていかないと、なかなかその対策に追いつかないということもありますので、

これらをもっとＰＲを積極的にして資格を取っていただいて、駆除のほうに参加して

いただけるようにしていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○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１５分と

いたします。 

（午前１１時００分） 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 引き続き質疑を許します。３番。 

○３番（本多保夫） １点だけお伺いします。 

   １９３ページの⑤番で、村民スポーツフェスタに関係したものでございますが、村

民運動会とおおたま・オータム・フェスタを一本化して事業するということでござい

ますが、これは区単位なのか、区を関係なくして村民全体的なものの考えなのか。 

   というのは、前の村民運動会ですと区対抗型になっておったわけなんですが、実質

的には、区単位でやりますと、今の高齢化が進んでいる中では人を集めるのが大変だ

というのが現実です。これを村民的に全域で考えるんであれば参加者もあろうかとは

思いますが、その辺の調査をしているのかどうか、その辺をお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   村民スポーツフェスタについての考え方でございますけれども、過日行いました行

事等調整会議の中で、今までの村民運動会の区対抗という形がなかなか難しくなって

きているというふうな反省もございました。これらを受けまして、村民スポーツフェ

スタにつきましては、区対抗色を薄めるような形の競技、種目等を考えまして、さら

に、おおたま・オータム・フェスタの考え方を生かした子どもと交流の図れるもの、

そういった形で実施を考えてございます。 

   現在、庁内の教育委員会内部でワーキンググループで種目の細部については検討中

でございますけれども、全ての枠組みについては、新年度、区長さんも新たになられ

ますので、実行委員会の中で検討してまいりたいというふうに考えてございます。今

までの村民運動会の区対抗色というふうなものは極力薄くするような形、全くなくす

かどうかはまだ断言はできませんけれども、そういった形で、全村で気軽にスポーツ

に参加していただけるような、そういうふうな種目で考えてまいりたいというふうに

考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ３８ページの諸収入の関係で、そこに弁償というのあるんですけ

れども、けさの民友新聞では、原発絡みでの村にかかわる経費については１００％、

１２月３０日現在でもらったというふうに書いて、実はこのことを聞くべと思ったら、

きょう、けさ、１００％だったからよかったなとは思ったんですけれども、そのまま

ずっとこれが進行しているわけでありますので、それらをきちっと次につながるため

の書類とか、そういうものがきちっと精査されていて、今後もそういうことに対して

適切な対応できるようになっているかどうかということについて、まず１点をお伺い

をいたします。 
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   それから、ページ５４の款２の総務費の財産管理、公有財産の土地開発基金の買い

戻しということの項目ありますが、これらについての内容と場所等についてお尋ねし

ます。 

   それから、ページ５６の総務費の企画について、５６から５９ページにつながって

いますけれども、定住促進等の事業ですね、一定の要件云々とありますけれども、こ

れらでの効果というのも非常に上がってきたのは事実でありますが、今日の住宅の状

況を、見合うような、そういう柔軟な手法での新たなそういう事業をもう少し検討を、

このまま同じだという形でなくて、そういう方向にも検討をしていけないかなという

ことについて、まずこの点についてお尋ねをします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   まず賠償金関係でございます。 

   本日の新聞のほうに掲載のほうはごらんをいただいたようでございます。現在、請

求額イコール１００％の賠償という形で、東京電力と合意のもと、それぞれ収入金の

ほうを受け入れておるところでございます。 

   今後、今現在から今後というふうな中での事務ということでございますけれども、

これらにつきまして、１件当たりの請求、合意を得るための請求につきまして、書類

にしますと厚さ約七、八センチの膨大な資料を整える必要がございます。今現在につ

きましては、平成２６年度にかかわります塩化カリの配布代金、これにつきましては、

支出から申し上げますと６０８万円程度になるわけでございますけれども、これにつ

きましての支出の伝票であったり、積算の根拠資料につきまして確認をしながら、書

類の収集作業を担当のほうで進めております。さらに堆肥センターの販売できなかっ

た堆肥分の請求、また米全袋検査に係ります職員の時間外手当、さらにこういったも

のにつきまして、順次資料、伝票の作成、コピーのとり方とか資料の収集作業をこれ

からさらに進めて、継続性を持った取り組みをしてまいる考えでございます。 

   ５４ページの公共用地の買い戻し関係でございます。 

   これにつきましては、土地取得特別会計におきまして、公共用地の取得をしてござ

います。この取得をした分につきまして、１０年分割での返済という形で一般会計か

ら土地取得特別会計のほうに支出をしてございます。 

   ３０年度の計画でございますけれども、玉井小学校の駐車場用地、さらに消防団第

２分団２方部の屯所用地、横堀平国有林の用地、改善センターの駐車場用地、これら

に係る買い戻しのための支出の金額４７９万３，０００円となっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ページ５５から５６ということで、定住促進に関する補助金でございますが、ご質

問のとおり、今まで、総数で申し上げますと今年度末で７５区画が整備予定でござい

ます。これに関しては、効果的にはこれなりの効果があったものと認識しております。 
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   ご質問の内容でございますが、現在交付要綱で規定しております、宅建業者に対す

る、それから区域の指定されている、それから最低２区画以上必要だというようなこ

とで、要綱で規定してございます。これはその年度限りの時限ということで、毎年度

要綱を改正してございますので、また来年度に関しましても、これからになりますが

要綱を改正する予定でございます。その際に、監査等でもご指摘がございましたよう

に柔軟な方法をとれるかどうか、内部での検討とさせていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今の東電関係のあれについては役所だからきちっと、東電はなか

なかなしたたかだから、なかなか払わないんですね。役所だから大丈夫だと思うんで

すけれども、大体の農家とか何かはもう諦めてしまうというのはある、今盛んに進ん

でいるんですね。膨大な後付資料というのを求められるんです。それやっていると、

とてもじゃないがもらうところの話じゃなくて、じゃいいわということになるので、

役所については引き続ききちっとやっていただきたいということです。 

   それから、引き続き質問しますが、１５４ページの款１０の教育費関係で、スクー

ルバスについてのことでありますが、以前も伺った経過があるわけでありますけれど

も、このバスの更新についての目安は走行距離か、購入からの年数か、それらに該当

する車両は今あるかどうか。あるいは、あるとすればそうした更新についての要望と

いうのは、これまでなされてきているかどうかということについてお尋ねをします。 

   続いて、１６２ページの同じく教育費、学校ＩＣＴというんですか、推進。タブレ

ットとか何かを活用した教育の向上に向けた作業だと思うんですけれども、年を重ね

てくるとこういった中身もわからなくなるので、これらについて端的にどういうこと

を進めるんだということを考えているかについて、この２点についてをお尋ねをいた

します。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   １５４ページ、スクールバスの関係でございますけれども、車両の更新の目安とい

うのはどういうふうに考えているのかというふうなお尋ねでございますが、これは更

新の目安ということで事務局で考えておりますのは、初年度登録から１５年以上経過、

それから走行距離が３０万キロ以上というふうなことで、いずれかに達した場合、車

両更新を計画していくというふうなことで考えているところでございます。 

   なお、現在この基準に達しているものはというお尋ねでございますが、１台、これ

らの基準に達しているというふうな状況でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １６２ページ、学校ＩＣＴ推進に要する経費の内容についてでございます。 

   こちらにつきましては、県が２０００年に整備しまして運用開始しました教育系の
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ネットワーク、こちらのほうが大分年数も経過して老朽化が進んできたということ。

それから、今の時代に合った大容量、高品質の、そういったインターネット環境に対

して、転送の遅延とか切断、それからサイトへの接続の不良、こういったものが多発

している。そういう経過を踏まえまして、平成３０年１０月までに更新をすることと

なりました。これは全県下一斉に、教育系ですので更新を図ります。それに伴いまし

て、当村におきましてもインターネットに接続する環境の改善を図るものであります。 

   これに伴いまして、今回、各小中学校の端末、タブレットに更新を予定しておりま

す。今後ますますインターネットを利用する環境もふえてくるということで、そうい

った環境の改善も図られるということから、今回こういったネットワークを改めて構

築するという内容の計上でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） １５９ページの特別支援教育支援員配置に要する経費の中で、業務

委託料９００万円計上されております。３０年度は何人の先生方においでをいただく

のか伺います。 

   次の１６１ページ、⑫の適応指導教室設置に要する経費、これは毎年計上されてお

りまして、委託をされるわけですが、現在大玉村で、この適応指導教室等々に通わな

ければならない子どもというのはいるのかどうかという部分について伺いたいと思い

ます。 

   １７３ページ、幼稚園管理運営に要する経費の中で３年保育、３０年度から始まる

わけですが、学校、幼稚園の体制について伺いたいと思います。どのぐらいの先生方

の配置を行われるのか。 

   １７７ページ、子ども・子育て支援に要する経費の中の施設型保育給付事業費、こ

の中身について伺います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ６番議員さんにお答えいたします。 

   まずは、１５９ページの特別支援教育支援員の配置関係でございますが、今年度

９名の支援員さんを配置しておりますが、新年度におきましても、同様に９人の支援

員の配置を予定しております。 

   続きまして、１６１ページ、適応指導教室設置に係る経費でございます。こちらに

つきましては、現在のところ１名、中学生１名が適応指導教室に通っております。次

年度も現在のところでは引き続き通うことを見込んではおりますが、その生徒の状態

に応じて変動はあるかと思いますが、現在１名通っているという状況でございます。 

   続きまして、１７３ページ、幼稚園の先生方の配置関係でございます。３年保育始

まる関係で大山、玉井ともに２クラスふえることになりますので、職員のほうはそれ

ぞれ１名ずつ配置になりますので、玉井２名、大山２名の職員が増員を見込んでおり

ます。そこに、３歳児につきましては年齢が低いということで、補助職員という形で、
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こちらは委託職員という形で募集を行いまして、それぞれに１名ずつなので、合計し

ますと４名が増員になりますが、こちらの配置をしたい。それから、プラスで預かり

保育、こちらのほうもやはり増員が見込まれます。現員に対しまして募集をかけまし

て、６名ほどプラスで人員のほう、これは玉井も合わせてでございますが、人員の配

置を考えてございます。 

   それから、１７７ページ、子ども・子育て支援に要する経費の内容でございます。

こちらにつきましては、子ども・子育て支援法に基づきまして施設型給付を行うこと

になりますが、具体的に申し上げますと、村外の幼稚園、それから認定こども園に通

っている子どもに対して、他市町村でございますが、この施設型給付事業費という形

で支払うようになるという内容になってございまして、今のところ二本松の認定こど

も園に通う予定ございますので、そちらに対する給付という形でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 特別支援の支援員の部分でございますが、９人支援員の先生方とい

うことは子どもも９名ということでありますが、ここでこの特別支援員の先生方が担

当する子どもたちというのは、特別支援学校に行くような、そこまでは至っていない

子どもたちというふうに理解していいのか、それとも、親御さんの都合等々で特別支

援学校には通学できないという子どももいらっしゃるのかどうか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ６番議員さんに再度お答えいたします。 

   特別支援の支援員配置に当たって、養育支援部会というもので審議して、その子ど

もさんの状態に応じてどういった支援が必要かと、それに伴って、支援員何人配置が

必要かというものを検討しております。おっしゃるとおり、子どもさんの状況に応じ

ては、特別支援学校がふさわしいという子どもさんも実際には１名ほどいらっしゃい

ます。ただ、子どもさんの状況と、あとは保護者の要望と、そういったものを勘案し

て、現在のところは特別支援学級のほうで通っている状況でありますが、そこら辺も

ろもろの状況を判断して、学校のほうで支援を行っているという状況でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） あと１回だけだね。２００ページの臨時財政対策債にかかわって、

これ全体のお金の約半分近く、４５％あるわけですけれども、その後から後年度の交

付をされるという、絶えずそういうことがあるわけですけれども、その中で、今まで

もこれからも、大体そのうちどのくらいは、実は後年度着実に交付していただいてい

るのか、いただけるのかという見通しについてあればお尋ねいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   ２００、２０１ページにかけましての地方債の臨時財政対策債関係でございますけ

れども、算定基準に基づきまして、１００％の算入という形で交付を受けているとこ
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ろでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 何点かお伺いしたいと思います。 

   ６１ページ、１９番の負担金、補助及び交付金３０万円、デマンドタクシー利用負

担金というようなことです。２９年度は今の県のサポート事業も利用させていただき

ながら事業実施、研究課題という形でやったようですけれども、今度は本格的に運行

を考えているのかなと。３０万という予算では、さてどうなのかなと思っております

ので、これの全体的な運用方法などがあれば示していただきたいなと思っております。 

   １３３ページ、先ほども出ましたけれども、全国植樹祭の件です。いろいろと、今

回はサテライト会場ですから、何年か前に実施した野鳥の集いだっけか、それとまた

ちょっと意味が違うとしても、大きなイベントでありますから、内容的に成功してほ

しいなと。 

   先日、男女共生センターでプレイベント、１００日前の、そんな形でやりまして、

そこのところの武田林産さんの事業の方とか、あるいはまた女の方も出てパネラーと

していろいろ、フォレストパークの弦間さんがコーディネーターとして、そういうよ

うな形で、私も弦間さんにお世話になっているんで出席しながら、いろいろと感銘を

受けて帰ってきました。基本的には、きのう、ちょっと県庁に行った用があって、林

業部長の菊地さんともお会いしていろいろお聞きしましたけれども。まずそれはそれ

として、村民に対する啓蒙、啓発、これはどのようにして、せっかくの機会ですので

村民が関心を持ってほしいし、また会場にはなるべく多く出てほしいなという観点か

ら、よろしくお願いします。 

   １３７ページは、観光協会に対する補助という点で１つ。何年か前に村長から、観

光協会の会長が、現時点では商工会の会長というような形ですけれども、いろいろと

観光関係の振興という形からすれば大変重要な部分かなと思っております。この予算

の使い道ということと、１つだけ、あと別項目で観光ウエブサイト運営。実際このウ

エブ、ＰＲビデオの５００万のときに私、質疑しまして、直売所にはそれらしきカメ

ラがあるはずなんですけれども、その辺の利用状況と、ある意味ではＰＲビデオ、大

変大事なＰＲのビデオですけれども、要はつくるのが目的でなくて、つくってからど

うするんですかということで、この制作者の鈴木さんには、会議があるというから、

そのときみっちりそういうことも話しして、その活用方法をまずいろんな面でお願い

したいということを申しておりましたけれども、それよりも、瞬時的にこの村の状況

などを、村外、対外的に示されるのはこのウエブサイトかなということであれば、こ

れの予算と、実際、直売所の活用も含めてどのように考えていらっしゃるのか、その

辺も含めてお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ６１ページ、中段の②高齢者運転免許自主返納支援に要する経費、こちらの１９に
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計上しております３０万円、デマンドタクシー利用負担金でございますけれども、こ

ちら、先ほど質問にもありましたとおり、高齢者の方で自主的に免許を返納された方

に対する支援という形で、こちらにつきましては、村で運営しておりますデマンドタ

クシー、こちらの利用券を該当者、申請者に交付するというものでございまして、申

請してから３年間、利用券を交付するということを想定しておりまして、今回につき

ましては、３０年度に申請された方について、そのデマンドタクシーの利用券を計上

しているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず、１３３ページの全国植樹祭の村民に対する啓蒙、啓発ということですけれど

も、こちらに関しましては、今のところ県のほうでも、小学生の子どもたちによる十

二神楽と、あと田植え踊り等も共演いただきたいという話もございますので、子ども

さんも多く出られますので、回覧等を使いながら村民全体に啓蒙、啓発して、村民一

体となって盛り上げていきたいなというふうに考えてございます。 

   続きまして、１３７ページの観光協会補助金ということで、こちら風評払拭のＰＲ

等に観光協会等も協賛しておりますので、そういった観光協会のほうの活動経費の補

助金ということになってございます。 

   あと観光ウエブサイト運営負担金ということで、直売所のほうにビデオを設置しま

してリアルタイムで情報発信ということでしておりましたが、今、改修工事に入って

おりまして、現在のところは使われてございません。今後どういった活用方法等があ

るか、さらに検討していきたいと思います。 

   あと、ＰＲビデオの活用方法なんですけれども、こちらも今委託しておりまして、

いろいろあちこちでビデオの収録を行っているかと思います。こちらに関しましては、

とりあえず部門ごとに取りまとめを行っていただいて、あとはＰＲに使う場合はＰＲ

専用のもの、ちょっと短くしたようなビデオ等に編集してもらったりして、その活用

状況に応じて編集を行っていただきたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。ＰＲビデオは質問外なんですけれども、

親切に答弁していただいてありがとうございます。大事なことの一つだと思います。 

   それに付随して一言お願いしておきますけれども、実は協会でつくったこの大玉村

の観光パンフレット、立派な黒表紙でありまして、実は我々議員も全然わかりません

でした、できているのは。遊佐町のほうに研修に行ったうちの副区長がお土産に持っ

ていました。見たらばすばらしい観光パンフレットだよね。ですので、改めて局長に

言って皆さんにお渡ししていただきましたし、その後いろんな人に私配っていますけ

れども、せっかくつくったものをどう活用するか、これは大事なことですので、今後

このＰＲビデオ、今出ましたので、改めてそういうことお願いしておきますけれども、
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その辺の活用すること、庁内でも含めて善処してほしいし、せっかくのあれを有効に

使ってほしいという観点でお願いしたいと思います。 

   もう一つだけ、先ほどデマンドタクシー、その内容はわかってはいますけれども、

別な項目でどこかに出てくるんでしょうし、我々の管轄か知りませんけれども、この

運用をどうするんですかということはちょっとこの中からは読み取れないので、そん

なことでお聞きしましたので、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） デマンドタクシーは、総務のほうだから。 

   ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切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、議案第１９号「平成３０年度大玉村一般会計予算について」に対する質疑

を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切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、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」

に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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」に対する質疑を行います。 

   質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切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、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」に

対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 
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○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４７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） 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」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） アットホームについては、一般質問の中でもいろいろ伺ったとこで

ございますが、この中身については１点だけ、２９９ページの１６番の原材料、仕入

材料費、この内容でございます。これの決定方法について、私はこの前の質問でも申

し上げましたが、検討の余地ありと思っておりますので、これについてどういう内部

検討をされているかだけ１点伺っておきます。 

   それから、このアットホームについては、この前の全員協議会で改修計画について

説明いただきました。３憶円ほどの事業ということで、今年度、重点事業がちょっと

寂しいなという感覚がありますので、ぜひとも内定いただき、事業に取り組んでいた

だきたいと考えております。内定した場合、当然、事業計画の中で休業も含め対応と

なるんでしょうが、その分、そのことについて、予算の凍結なども含めまして、その

対応についてとともに、この事業計画について、村長の考えもあわせて伺いたいと思

います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   原材料のほうは後で担当のほうから答弁させますが、国の補助についてはまだ確定

していないということですので、可能性はまあゼロではないという言い方をさせてい

ただきましたので、これはまだ内示も来ない段階ですが、そういう申請をしていると

いうことを皆さんにお知らせをしたところですので、これについてはまだ、今年がだ

めなら来年再挑戦をするということで、財源を確保して修繕に入りたいと。自主財源

だとなかなか厳しいものがありますので。そういう段階ですのでまだ、確定した時点

で具体的にどうするかということになろうと思うんですが、ただ、従業員の皆さんに

ついては、可能性があるということを踏まえて今、内部で検討しています。もしそう

なった場合のことも含めてどういうふうにするかということですが、大規模な改修に

なりますので、営業しながらというのはまず無理だろうということは考えていますの

で、内示のあった段階で、予算の措置も含めて最終的に決定をしたいというふうに考

えています。 

   いずれ指定管理にすると、公設民営化はうたっていることでございますので、大規
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模改修が終わった時点ですぐに指定管理にするのか、どうするのかということも含め

ましても、もう少し、この結果を受けないとなかなか現実的には動けない部分ですの

で、それを受けて、３月中そう遅くならないうちに結果はわかるだろうというふうに

期待はしているところでございますが、そういう状況です。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   原材料の関係でございますが、運営協議会のほうでもそのお話が出まして、出され

る料理の単価に対してどのくらいの原材料の割合等を考慮しているかということでご

ざいますが、今は約３割弱ぐらいをめどに何かやっているという調理人の返答でござ

いましたが、通常、もう少し上げてもある程度利益が出るんじゃないかというような

話もありましたので、協議会の中でもそれらを、価格を何段階かに設定できるように

する方法とか、いろいろ検討して今後取り組んでくれという内容もございますので、

そういった要望も踏まえて進めてまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 今ほどの施設の改修はそういうことですから、ここでは余り触れ

たくありませんけども、期待はしています。よろしくお願いします。 

   いずれにしましても、今アットホーム運営審議会といいますか、の話も出ました。

施設のことは、とっさに聞いた話で、私は予想していなかったですけれども、いずれ

にしても、施設云々よりも内部改革をしなければならないなという形で常々考えてお

る一つに、何で直売所からの最近仕入れはほとんどない、形としてはあるんだけれど

も、直接依頼はなくて、ちょっと個人的な米の仕入れとかしているとかというような

情報です。一方で、ゴルフ場ではどんどん直売所を利用して、そういう問題も含めて、

非常に先行き懸念されている状況での今回施設というようなことですので、それはそ

れとして、やっぱり今回、先々では大玉の村づくり株式会社に移行するにしても、そ

の審議会の存在価値も含めて非常に大事な時期なんだなと思っていますので、現時点

でなぜその地元産の仕入れが少なくなってきたのか。その辺の状況をつかんでいるの

か。さらに、これはかなり以前、前に指摘しておいたんですけれども、依然としてこ

れは改善されない。地元のほうからの酒屋等がいっぱいあるんだけれども、安いとこ

ろから仕入れていると。 

   確かに担当者はいろんな形で経営努力もしなければならないんで、その意味はわか

るんですけれども、なぜ行政が主導して、行政の経営なのにそんなことするんだとい

う形では、いろいろあれしまして、アットホーム運営審議会のことなんて聞きますと、

なかなか意見が取り入れてもらえないとか、そんなことも漏れ聞いたような経過あり

ますので、改めて、現時点で施設のことは一回置いて、現時点で考えていらっしゃる、

その内部業務改革とかその辺のことがもしあればありがたいと思いますので、いかが

でしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 
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○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   仕入れの関係で直売所のほうからということで、ある程度、野菜等も直売所さんの

ほうにお世話になりながら仕入れているところではございますが、全てというと、な

かなか数の問題とかそういった問題がございまして、全てアットホームで使用するも

のをというのはちょっと難しい部分はあるのかなと。 

   あと、先ほど仕入れのお話もございました。その前段には一般会計からの繰り入れ

というような大きな壁がありますので、それらを少しでも低くするというために鋭意

努力しているところでございます。そういった中身で、どうしても価格の安いところ

から仕入れざるを得ないのかなということで、痛しかゆしの部分がございます。当然、

村内からの仕入れ優先というのが原則だというふうには考えてございますが、そうい

ったその一般会計からの繰り入れを少しでも圧縮したいというような考えから、そう

いった部分にならざるを得ないところもございます。 

   それから、内部の改革につきましては、私どものほうでもアットホームの職員と個

別面談等をしまして、いろいろ改善点があれば改善する、改革する部分があって、こ

の経費等を使わなくても改革できる部分については改革していく、あと人的な問題等、

いろいろさまざま種々ございますけれども、解決できる部分から少しずつ解決してや

っていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 答弁はそのようになっちゃうのかなと思っています。 

   以前から言っていますよね、職員の研修もほとんどやってますと言って、答えは自

治体、自治研修センターでの研修。でなくて、今はこれアットホームですからそれは

触れませんけれども、アットホームこそ、やっぱりそういうふうなしっかりした旅館

さ新人職員を派遣するとか、特に接待から問題はありますからね、はっきり言って。

そういう内部改革というのはもう既に施設云々しても始まっていかなければならない

と思いますので、改めてそういうふうな従業員の教育や接待、いろんな形のも含めて

どのような考えがあるのか、それをお聞きいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ８番議員さんに再度お答えいたしま

す。 

   職員の研修につきましては、年に１回福島のほうの旅館等を訪問させていただいて、

いろいろ接客のマナーであったり、そういったものを研修しておりますので、そうい

った部分でご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 最後の質問になります。 

   １つだけお願いしておきます。議会の全体会のお開きのときもそうですけれども、

あるいはまた我々消防団ＯＢ会でもそうですけれども、あそこさいくと庶務関係が、
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もう自分の飲み食いできないくらい忙しいです。なぜかわかりますよね。そういう業

務体系になっているということ自体が私からすると理解できません。ですので、いろ

んな意味でやっぱり、同じ会費払って一生懸命になっておさんどんしているわけです

から、そういうことも含めてやっぱり改革していかないと。そこまでして、別なとこ

ろだったらちゃんと飲み食いできるわけですから。そういうこと自体がまず問題にな

っていないと思っていますので、ここが一番大事な時期なので、改めてここでお願い

しておきますので。 

   そのような業務体系も含めて、賃金体系も恐らくあるんでしょう、いろんな問題が。

でも、いずれにしたってお客さんの立場を考えてやれば、そういうことは当たり前の

ことで、一生懸命になって庶務がおさんどんして骨折っているようでは、これ大変な

ことになっちゃいますので、その辺も含めて検討願いたいというようなことで、村長

いかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   おっしゃるとおりの部分はあるということで認めざるを得ないところでございます。

それについては、やはり直営の限界という部分もございますし、やはり材料どうのこ

うのというのは十分わかっているんですね。もう平成６年に開業以来ずっとその議題

で来ているわけです。 

   ですから、抜本的に解消すると、改善するということを考えると、やはり公設民営

化というのは避けて通れないだろうということは、これは１０年ほど前からもそうい

う話は出ているわけですので、ただ、そうでなくても改善すべきところは改善しなき

ゃいけないということですが、なかなかその旅館業、サービス業という特殊な形態、

これがなかなか手出し口出しのできない部分があるんですね、その営業形態の中で。

仕入れの責任は板前にある程度任せるとか、料理をつくる人間がメニューをつくりま

すので、料理をつくりますので、そういう面があったり、なかなか、多分内部に入っ

た人間はそこの壁にぶつかっていろいろ苦慮しているだろうというふうには想像に難

くないので、その辺について、あとは仕入れについては、先ほど部長言ったように、

なるべく安い材料で営業努力をしたいということが根本に、ベースにありますので、

全て直売所のものを使いなさいと、全て村のお酒を使いなさいということに言ってあ

げたいところですが、やはりその営業努力という部分でやっているのに対して、なか

なかそこまでも、幾ら原材料高くてもいいよ、やりなさいと言えない部分があって、

ここまでずっと来ているということですので、再度、先ほど部長言ったように、職員

と話をしながら改善をするという形で持っていきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） ８番議員さんがおっしゃったことと重なることでございますが、経

営方針の問題だと思うんでありますが、結局、一般質問でも申し上げましたが、安け

ればというのは今の時代、少し時代錯誤なんです。結局、例えばお酒にしても飲みた
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いお酒が飲めない。ああいう場所に行って飲みたいものが飲めないというのは、本当

にちょっとつらいんですよ。この管内には二本松の酒蔵とか何かで、すばらしいお酒

がこの地域に、この管内にございます。そういうものは利活用するような。それから、

この前の会議の中でもちょっと申し上げましたが、大玉村には日本一の牛肉を扱って

いるところがあるんです。結局そういうものを売りに出せないこの村の体系というか、

経営方針のあり方が少し問題なのでないかと思っております。 

   その辺も含めまして、抜本的に考え方を変えて経営方針を考えてくださって、そし

て、大玉村にこのアットホームがこんなにすばらしいんだというような、そういう方

向転換を図っていただきたい。希望でございますが、考え方に異論ありましたらお願

いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんもそういう料理を提供したりするようなことやってい

るので、多分歯がゆいところもあろうと思いますが、やはり直営の限界という部分も

かなりございます。料金の部分についても条例で全て定められています。持ち込み料

はこういうふうにする、２人の場合はこう、３人の場合はこうと。ですから、経営の

裁量という、それから支配人、役場から行った管理職の支配人の裁量はほとんどない

と言っていいわけです。営業をやっているときに、商売をやってお金をいただいて商

売するときに、その最高責任者、そこの現場の責任者に裁量がないというのは、これ

は営業上は非常に困難なんです。 

   ですから公設民営化というのは前からもうやって、ある程度自由裁量のもとでやっ

ていくということが求められているという部分もございますので、確かに役場のほう

のアットホームに対するかかわりで、もう少し指導したりという部分の足りない部分

については、これは申しわけないと思いますが、やはり今の形態、条例に基づいて、

条例規則のもとでしか経営ができないという部分の限界と。ですから抜本的改革とい

うふうになると、今のままの経営形態ではまず無理だということになりますので、し

っかりと経営を任されるような施設的な状態、それからあと人のものについては、こ

れは公設民営の場合には、会社が考えて、しっかりとしたそういう職員体制をつくっ

ていただけるだろうと思いますが、そういう方向で行きたいなというふうに考えてい

るところです。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切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、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」

に対する質疑を終了します。 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。５番 

○５番（押山義則） この集落排水事業については、我々が今チェックしなければならな

いということは、この排水処理の使用料ということのみだと思います。やっぱりこれ

加入推進を図ることが一番前提なんでございますが、この加入推進への努力はどのよ

うに捉えて事業を推進しているのか、その覚悟だけ伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ご指摘のとおり、大山第一浄化センターにつきましては加入率が１０６％と上回っ

ておりますが、玉井第二浄化センターにつきましては、計画戸数６１０戸の数値に対

しまして４０６戸、これは今年の１月現在ですが、の加入でございます。６６．６％

の加入率となってございます。 

   私ども、この玉井第二浄化センターの加入率アップにつきましては、３０年度につ

きましては、公共ますをつけたお宅おのおのに、どうして接続できないのかと、そう

いったアンケートを実施し、まずその実態把握から次の改善につなげていきたいと思

っております。全体的には、玉井第三浄化センター含めて今の加入率は７８．３％で

すが、できればそういったアンケートをとりながら、８０％を超えるような数値を目

指していきたいとそのように感じております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切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、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」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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」

に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切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。 
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   よって、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」に対

する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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」

に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） １点だけ歳入について伺います。 

   今回のこの歳入の保険料そのものの、予算になっているこの保険料率は、これは改

正後の割合で算定されているのか、それだけ確認しておきます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   当初予算策定段階では、改定料金、これ確定していない中でしたので、例年のもの

で算定してあります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切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、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」に対

する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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」に対する質疑を行います。 

   質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切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、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」

に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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」に

対する質疑を行います。 

   質疑を許します。１番。 

○１番（佐原佐百合） 数字の問題になるんですけれども、４４５ページ、前年度繰越利

益剰余金が７，６５３万９，０５４とありますが、２８年度の歳入歳出決算書には当
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年度末の処分利益剰余金が３億８，１４９万７，７１５とあるので、本来ならば損益

計算書には前年度の額が反映しなくてはいけないと思うんですけれども、３憶円の数

字はどこにいったのかを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） １番議員さんにお答えいたします。 

   ４４５ページの前年度繰越利益剰余金についてでありますが、平成２６年度から公

営企業の会計制度が変わりまして、新会計の導入以来、ここの当該箇所に約３憶の非

現金化されました剰余金が含まれておりました。 

   議員ご指摘のとおり、２８年度決算におきましては３憶７，３５５万５，５６６円

で決算認定を受けております。今回挙げております額、その差額３億３９５万

８，６６１円、約３憶の数値はどこに行ってしまったのかというこの質問であります

けれども、今般、水道事業の経営戦略を策定中でありまして、その策定作業の中で会

計士にこれらの数値を見ていただいております。 

   当該箇所に、さきの約３憶の非現金化された資産ともいうべき補塡財源の額を上げ

ておくこと自体、それは決して会計上誤りではないんですが、今後、戦略をもって取

り組んでいくといった場合に貸借対照表における、隣のページです、４４４ページ、

資産の部の自己資金、自己資本金にこれら約３憶を含めておくほうがわかりやすいし、

事業戦略も立てやすいとの意見をいただいたところでありますので、今次、予算認定

の定例会におきましてこのような形で上程させていただいたものです。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） １点だけお聞きします。 

   ４５５ページの資本的収入及び支出の段階の支出の関係で、年次計画で配水管の布

設工事ずっとやってきておりますけれども、今回でいろいろ８回、９回とかいろいろ

あります、１０回と。何か１０カ年計画ということもちょっと聞いているんですけれ

ども、現在の進捗率と今後の予定される布設される菅の工事量とかについてお教えい

ただければありがたいということで、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   この工事につきましては、重要給水施設配水管事業という名目でございますか、石

綿管の交換ということで実施しております。全体計画としては１０キロほどあるとい

うことで、以前にもお話ししたとおり、約１０憶ぐらいの工事費がかかるということ

でございますので、今の、現状の会計上は短い期間での工事は難しいということであ

ります。さらに、補助金がいただける中身がございまして、これをもらいながら進め

たほうが会計上有利であるということで、年次計画で推進しております。多分２年目

にもう入ったかと思うんですが、あと残り８年くらいの間には、これらの事業を完了

にもっていきたいというふうに考えておりますが、今後のそのいろんな資材の高騰と

かそういうものがあると、予想していた年数では上がらない可能性もありますが、今
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のところの計画としましては全体で１０年間で終わらせたいというような考えでござ

います。延長も１０キロということでご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 

   質疑を打ち切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、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」に対する

質疑を終了します。 

   以上で、総括質疑は終了いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、平成３０年度予算議案の委員会付託を行います。 

   お諮りいたします。 

   平成３０年度予算議案である議案第１９号から議案第２７号までについては、議長

を含む１２人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査す

ることにしたいと思います。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。 

   したがって、議案第１９号から議案第２７号までの平成３０年度予算議案について

は、予算審査特別委員会に付託することに決定しました。 

   ここで、委員会条例第８条第１項の規定に基づき、予算審査特別委員会を招集いた

しますから、直ちに委員会条例第７条第２項の規定により、委員長及び副委員長の互

選をお願いいたします。 

   なお、人選の結果については、議長に報告願います。 

   会場は、議場でお願いいたします。 

   ここで、議事運営の都合上、暫時休議いたします。再開は委員会終わり次第という

ことでお願いします。 

（午後２時０１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時１１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 予算審査特別委員会委員長、副委員長の互選の結果について、事務

局長より報告させます。議会事務局長。 

○議会事務局長（作田純一） 報告いたします。 

   予算審査特別委員会委員長、押山義則議員、同じく副委員長、本多保夫議員、以上
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であります。 

○議長（遠藤義夫） 予算審査特別委員会の委員長、副委員長については、事務局長が報

告したとおり決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○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。 

   ご苦労さまでした。 

（午後２時１１分） 


