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平成３１年第３回大玉村議会定例会会議録 

 

第５日  平成３１年３月８日（金曜日） 

 

 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 舘 下 憲 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 

菅 野 昭 裕 

教 育 部 長 菊 地   健 総 務 課 長 押 山 正 弘 

政策推進課長 作 田 純 一 税 務 課 長 中 沢 武 志 

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。 

    総括質疑（平成３１年度予算議案に対する質疑） 

     議案第２４号 平成３１年度大玉村一般会計予算について 

     議案第２５号 平成３１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３１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３１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２８号 平成３１年度大玉村土地取得特別会計予算について 

     議案第２９号 平成３１年度大玉村介護保険特別会計予算について 

     議案第３０号 平成３１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３１号 平成３１年度大玉村水道事業会計予算について 

    平成３１年度予算議案（議案第２４号から議案第３１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 矢崎由美、書記 菊地拓也、鈴木真一、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。ご苦労さまでございます。 

   ただいまの出席議員は１２名全員でありますので、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） 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２４号から議案第３１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副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お願いいたします。 

   初めに、議案第２４号「平成３１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。 

○６番（武田悦子） まず、５９ページ、一番上の健康ポイント制度検討委員の報償につ

いて、このメンバーの人数とメンバーの構成員、またはこのメンバーは公募されるの

かについて伺います。 

   次に、６３ページ、上段②高齢者運転免許証自主返納支援に要する経費、これまで

何人の方が自主返納されたのか伺います。 

   続いて、７１ページ、中段③マチュピチュ交流事業に要する経費、昨年は大玉から

中学生を含む皆さん行かれて交流をされましたが、これからはどのような形で交流を

進められるのか伺います。 

   １６５ページ、上段⑦特別支援教育支援員配置に要する経費、平成３１年度は何人

の子どもが対象になっているのか、また、安達地方に特別支援学校建設のお話、県で

決定されたというお話がありますが、その見通し、いつごろになるのかについて伺い

ます。 

   次の１６７ページ、⑪平和教育推進に要する経費、広島平和記念式典への参加行事

ですが、１０回目の記念行事というお話がございました。どのような内容を考えてい

らっしゃるのか伺います。 

   １８９ページ、大山公民館の管理運営に要する経費の中で伺いたいのですが、大山

公民館の調理室、大変使いづらいというお話が出ておりまして、掃除もしづらいよう

に感じるところですが、これらの改修の予定というか、そういうものはないのかどう

か伺います。 
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   １９５ページ、中段③の図書管理運用に要する経費の中で、学校司書の業務委託料

が計上されております。これは、どこに委託をされるのか伺います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（作田純一） ６番議員さんにお答えさせていただきます。 

   まず、５９ページ、健康ポイント制度検討委員会の報償についてでございます。人

数につきましては１０人程度を考えてございます。メンバーの構成等につきましては、

学識のある方等、これから検討してまいりますが、構成それからその公募につきまし

ても、これより検討させていただきたいというふうに考えてございます。 

   それから、７１ページ、マチュピチュ交流でございます。今後どう交流するかとい

うことでございますが、まず現在、ペルー国のオリンピックのホストタウンというこ

とで協議をしてございます。それがかないましたら、オリンピックのホストタウンと

して活動していく、その後、また交流ということで進めていくということでございま

す。まずはオリンピックのホストタウンということで、ペルー共和国、そしてその先、

マチュピチュ村との交流ということで進めていき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） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ６番議員さんのご質問でございますが、免許証自主返納に

関しましては産業厚生常任委員会の範囲になりますので、お答えを控えさせていただ

きます。 

   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、１６５ページ、平成３１年度の特別支援学級の見込み児童生徒数のご質問

でございますが、玉井小学校、知的と情緒学級ございますが合わせまして７名、大山

小学校が６名、大玉中学校が１０名の予定でございます。 

   続きまして、１６７ページ、平和教育推進に要する経費の第１０回の記念事業の具

体的な内容とお尋ねでございますが、現在予定しておりますのは、厚生労働省と広島

市が協力して実施しております、伝承者を全国に無料で派遣する被爆体験伝承派遣事

業を活用しまして、中学生それから小学校の高学年、あとは保護者等を対象にしまし

て、被爆体験伝承講話を大玉中の体育館を利用して実施したいと考えております。あ

わせまして、被爆桜を通しまして交流のある安田女子高校の生徒をお招きしまして、

交流を図りたいと思っております。その際に、例年実施をしております派遣の報告会

もあわせて、１０回の記念大会という形で現在のところ計画をしております。 

   特別支援学校の開設の見通しというお話でございますが、県の方針が示されまして、

現在のところは平成３０年代の中ごろということで示されております。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ６番議員さんにお答えをさせていただきます。 
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   １８９ページの大山公民館の調理室、使いづらいということです。掃除もしづらい

ということで改修の予定はという質問でございますが、今のところ大山公民館につい

ては改修をどういうふうにするかという計画は持ってございません。確かに、タイル

で掃除もしづらいということは重々承知でありますけれども、こういった公共施設に

ついては、やはり財源いろいろ伴うものですから、そういったものも検討しながら、

できるだけ皆さんにご不便をかけないような形で運用していきたいというふうに考え

ておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（溝井久美子） ６番議員さんにお答えいたします。 

   １９５ページ、学校司書の業務委託ですが、こちらは学校司書の資格を有する方に

委託をお願いする予定としております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） それぞれありがとうございます。 

   学校司書の関係は、資格を有する方はわかってございますが、どこに配置をされる

のか等々もあわせて伺いたいと思います。 

   あとは、特別支援学校の問題、これは３０年代の中ごろ、かなり先の話かなという

ふうにも思いますが、要望活動等は行っていらっしゃるとは思うのですが、その辺の

経緯とかもあわせて伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 支援学校の安達地区の施設につきましては、昨年度２回の懇談会

をやりました。それから、提供できる候補地についても県のほうに示してあります。

そういったことを受けて、県のほうでは、県のほうのいろんな事情があると思うので

すが、決定するのは県であるというようなこと、それが基本なのです。ですから、そ

れを受けまして、２９年度に出されました計画では、３０年度代の半ばというような

ことで示されていますので、それをおくれることはないというようなことを言われて

いますけれども、どこにするかというようなことについてはまだ示されていません。

要望活動につきましても当然行っております。 

   それから、司書の件なのですけれども、学校司書、週３日ということで、大山小学

校、玉井小学校、それから大玉中学校にそれぞれ１日ずつお願いしてありまして、先

日、関係の先生方と話し合いしたのですけれども、非常に助かっているというような

お話をいただいております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） いいのかな、全部答弁なったのかな。 

   他にございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 何点かお伺い申し上げます。 

   まず最初に、先ほども質問ございました免許証自主返納の実績についてお答え願い
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ます。ページ数は６３ページでございます。よろしくお願いします。 

   続いて、６５ページの災害対策に要する経費の中で、ドローンデモンストレーショ

ンと項目が上がっていますが、これはどういう際にこのデモンストレーションを行う

のか、伺っておきます。 

   それから、８７ページでございます。社会福祉協議会、指定管理業務委託料であり

ますが、改めてこの４，６４０万の業務委託の内容、これ項目だけと大体の金額で結

構ですので説明願います。 

   それから、８９ページ、戦没者追悼式。大分、遺族会が少なくなったと聞いている

のでありますが、それぞれ、玉井、大山の遺族会の会員数わかっておりましたらお示

しください。 

   それから、９５ページ、老人クラブでございますが、これ補助事業でございますが、

活動老人クラブ数とできればその会員総数をお示しいただければありがたいです。 

   それから、９９ページにおきまして、村外保育、これの世帯数と、在宅子育ての世

帯数、これ予定している数字で結構ですのでお願いします。 

   それから、１１９ページ、雇用関係でありますが、これ該当するかどうかはわから

ないのですが、海外雇用への対応はどのように村で考えていらっしゃるか、これはち

ょっと質問ずれるかもしれませんが、わかっていればお願いします。 

   それから、１２３ページ、農業振興公社が設立予定とございます。これの工程表を

お示し願います。 

   それから、１２５ページ、この中でビニールハウス事業とか農業機械共同利用のこ

とがあるのですが、これは、きのう、おとといの新聞で、県議会のほうで、農業施設

に対しての補助事業が決定したように新聞のニュースに載っていたのですが、ただ、

条件として人・農地プラン、それから認定農業者、それから集落営農と、この３つの

かせはあったようでございますが、補助率が県議会の補助率と、２分の１と載ってい

ました。村の農業機械共同利用は４分の１でございますので、県のほうが大分有利な

ので、この辺の組みかえとか何かをぜひ考えていただきたいのですが、その辺につい

ての見解を伺います。 

   それから、この中でもう一点、カメムシの対策事業がございます。これ前々からい

ろんな形でお願いしておったのですが、環境対策について、でも、今回ブランド米と

か何か大玉村でも考えているようで、環境対策も一つの大きな条件でございますので、

改めてカメムシ対策と、どのような検討されてきたのかもあわせて伺いたいと思いま

す。 

   それから、１３９ページ、今回猟銃取得事業に対しても補助が設けられたというこ

とでありますが、この補助内容、あくまでも新規の猟銃獲得者なのか、それとも買い

かえにも該当できるのか、その辺の具体的な内容を伺っておきます。 

   それから、１４９ページの道路等側溝堆積物撤去でありますが、この全体計画とい

いますか、延長が幾らなのか、年次計画でやっていかれるのか、その辺改めて数字的

なものを伺います。よろしくお願いします。 
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○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。 

   ６３ページ、運転免許証自主返納者の実績という質問でございますが、昨日現在、

総数で２６名の方に支援を行っております。年代別でいいますと、６０歳代が２名、

７０歳代が８名、８０歳代が１５名、９０歳代が１名という実績となってございます。 

   続きまして、６５ページ、ドローンのデモンストレーション報償の関係でございま

すが、こちらにつきましては、山林火災、それから行方不明の捜索、そういったもの

に効果が期待されるドローンの有効性を３１年、一年をかけて調査研究を行う予定と

なっております。その際のドローンのデモ飛行の報償を計上しているものでございま

す。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ８７ページの社会福祉協議会への指定管理の中身、明細になります。 

   まずは、２つに分かれていまして、補助関係でありますが、法人事業として

１，７７７万６，０００円、福祉バスの運行事業として２４８万９，０００円、ボラ

ンティアサポートセンター事業について３１万６，０００円、ファミリーサポートセ

ンター事業が２１万４，０００円、さくらカフェ事業に１４８万８，０００円で、補

助の合計としましては、２，２２８万３，０００円となっております。 

   また、委託事業関係ですが、まず、さくら施設の管理については１，１５５万

９，０００円、生きがいデイサービスの関係が１，２１７万４，０００円、放課後児

童健全育成事業ということで、放課後児童クラブが２，２６７万６，０００円、合計

で４，６４０万９，０００円となっております。よろしいですか。 

   続きまして、８９ページの戦没者追悼式にかかわる遺族会の会員数ということでご

ざいますが、現在私のほうで把握しているのが、大山の遺族会５０名、玉井遺族会

６０名の計１１０名ということで伺っております。 

   続きまして、９５ページの老人クラブ連合会の会員数でございますが、まず、団体

としまして、老人クラブ連合会が１、単老ということで各地区の老人クラブの数が

１１で、補助としては１２団体に助成しています。会員数ですが、合計で６３９名で

ございます。 

   続きまして、９９ページ、子ども・子育て支援事業関係で在宅保護者への奨励金と

いうことで、こちらについては予算上は２０人で想定しております。２０人掛ける

１２万円で２４０万ということの予算額です。また、村外保育施設の利用者の保育助

成については４０人を予定していまして、６カ月で１万円、これ間違えています。村

内の方です、すみませんでした。在宅子育てで村内にいる方については１万円という

ことなので、それの４０人掛ける６カ月で２４０万です。大変失礼しました。金額が

同じでしたので。よろしいでしょうか。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） 終わった、終わったのね。 

○健康福祉課長（後藤 隆） 以上です。９９ページまで終わりました。 

○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。 

   まず、１１９ページ、雇用対策関係の関係ですけれども、こちら村の勤労者互助会

に対します補助金ということで計上しておりまして、海外雇用のところまでは把握し

てございません。 

   あと、１２３ページになります。農業振興公社に係ります工程表ということで、現

在考えておりますのは、まず検討委員会のほうを設置させていただきたいと考えてお

ります。こちらの検討委員会のほうには、農家の方、あと有識者の方等を含めまして

５人程度でまずは検討委員会を組織して、その後、話し合いによってどうするかとい

うことを検討していきたいというふうに考えてございます。 

   続きまして、１２５ページになります。村の農業機械共同利用とビニールハウス等

の補助事業になりますけれども、今現在ですと、村ですと消費税抜きの４分の１、県

のほうの補助事業が２分の１ということでございますけれども、県のほうの補助事業

につきましては、やはりハードルが高いということもございますけれども、うちのほ

うも県のほうのそういった事業関係見きわめまして、この辺も検討していくこととな

ると考えております。 

   あと、カメムシ防除事業につきましては、現在、今年の作付に関しましても、従来

どおりのヘリによる散布ということで考えてございますけれども、ＪＡさんと協議等

しておりまして、別な薬剤というものが、固形のものがあるという話も伺っておりま

す。その辺、ちょっと詰めながら、今後に生かしていきたいと考えてございます。 

   続きまして、１３９ページ、猟銃の補助内容なのですけれども、猟銃購入に対する

補助事業を新たに設置いたしまして、こちらに関しましては、要項等これから詰めて

いくことになりますけれども、現在のところ、新規購入、あと買いかえ購入、どちら

でも対応できるようにというふうには考えてございます。 

   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。 

   １４９ページ、道路等側溝堆積物撤去事業に関する質問でございますが、平成

３１年度の事業延長は１５．６キロメートルとなってございます。平成３１年度は大

山地区、平成３２年度は玉井地区を実施する予定でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 村政執行の基本方針示されたのとかかわりで、予算書の出どころ

でお尋ねしますので、どこで使ったかはそちらで考える話で、答えはどちらでもいい

ですが、１つは、歳入で法人村民税なり固定資産税なりの滞納繰越分、大体それぞれ

存目で５０万というようなことになっていますが、村政執行基本方針では、昨年の滞
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納の徴収料は集めたのは何ぼ何ぼだということで明らかに大きく、声高らかに発表さ

れたわけでありまして、今回はそうしたことからすれば、今までそういう数字はなか

ったと思うのですけれども、方針の中には。中で今回新たに示されたので、相当な自

信があると思うのですよ。それで、新しいサービサーというのですか、活用含めて、

それらが裏打ちにされたもとでのだと思うのですけれども、存目というよりはむしろ

もう少し一定程度このくらいは見込んでいるんだというものがあれば、そういう先ほ

どの裏打ちからすれば出てくるのかなと思いますので、あればお答えをいただきたい

と思います。 

   それから、歳出関係の４８ページの１９の負担補助金、下から５番目になるんです

けれども、平和首長会議の納付金ということでありますが、これらの概要、さらには、

他市町村との訪れたときに非核平和宣言という看板が非常に大きく、目立つわけであ

りますが、大玉村のは一体どこにあるのかというくらいなものなので、その関係とか

かわりと含めて、もっと大きいものに、目立つものにすべきではないかというふうに

思いますので、これらに対する対応についてお伺いをします。 

   それから、３つ目には、６４ページ、災害対策の中での線量低減です。災害対策費

で挙がっているわけでありますので、８年たったから、１０年たったからということ

でどんどん縮小だというような、いろんなものがあるわけでありますが、村内各地で

測定がされていると思いますけれども、今後の進め方というようなことについてお伺

いをします。 

   さらに、あだたらを知る会の方から聞いた話では、月１回程度のペースでいろいろ

はかってやっているそうですが、ポケットパークの周辺、村長さんにもお話したとか

いうお話も聞きましたが、あの周辺が非常に、毎回同じだということないけれども、

高いと、０．７５だというような話ありました。私、けさ自分のところのあそこをは

かってきたら０．０８ということで、広報紙で発表されているのと同じでした。それ

で間違いはなかったなと思って確認したのですけれども、そのようにやっぱり、きち

っと今後も、これ自然災害とは違う特別なものなので、きっちりと、これ広報紙で出

ているのは、定点でずっとはかってきたわけでありますので、これはもう引き続きき

ちっとはかっていくべきだというふうに私思うのですけれども、今後のこれらの取り

組みなどについて、考え方についてお伺いをしたいと思います。 

   とりあえず、そこまでお願いします。 

○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。 

   ４９ページから、私のほうから答弁させていただきます。 

   総務費の一般管理費、事項①三役職員と庁内事務事業経費の中にございます、平和

首長会議メンバーシップ納付金２，０００円の関係でございます。これにつきまして

は、広島市長、長崎市長等が代表となりまして、各首長が構成団体ということにはな

っておりますけれども、基本的にこの両市におきまして、平和に関するニュース記事

でありましたり、国・県に対する陳情とか、そういったものの情報提供をいただくよ
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うな組織になってございます。そのため、年１回の総会でありましたり、そういった

事務的な会議等はございません。あくまでも、インターネット等を経由しまして、そ

ういった情報の提供を逐次受けるというふうな組織内容になってございます。 

   それに係ります平和宣言の記念碑関係でございますけれども、確かに村におきまし

ては、以前、平和宣言のほうさせていただきました、非核自治体宣言はさせてはいた

だきました。現在、村のほうで、そういった碑の建設につきましては今のところ構想

は持っておりませんけれども、以前、地区労さんのほうで、多分駐車場沿いの松の中

に碑を建設していただいております。そういったものを代用ではございませんけれど

も、そういったものがあるということで、ご理解を賜れればと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（中沢武志） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １３ページ関係で、滞納繰越分、民税それから固定資産税５０万円の存目というこ

とでございますが、これ法にのっとって徴収していくわけですが、どうしても残って

しまうということで、２９年度決算でございますが、村民税の個人村民税４５３万

１，４２３円、法人についても１，７２４円、それから固定資産税滞納繰越分という

ことで５７４万１，４２４円の歳入実績がございます。これにつきましては、徴収率

が読めないということでございますので、例年５０万の存目計上させていただいてお

るところでございます。しかしながら、過日の本会議で発表がありましたように、徴

税等の徴収嘱託員に関しての実績を掲載させていただきました。従来からも同様、同

額の同件数程度の実績がございましたが、今回改めて記載、発表させていただいたと

いうことには、ご指摘のとおり、サービサーと言われている債権回収業者に依頼をし

て税の徴収を上げる、それから従来どおりの滞納繰越解消を目指すということでの決

意のあらわれととっていただいて結構かと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 議長のほうから申し上げます。 

   ６５ページの放射能の部分は、産業厚生の。（不規則発言あり）委員会として。

１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） もし、それ悪いと言うならいいから。要は、私が聞いていること

はわかると思うの。それはいつどこかの場では言ってもらうのだけれども、今、先ほ

どの碑の話、私の質問の仕方が悪かったです。看板なり横断幕、こういうもの、大き

いのが、この間、美浦村も行ったし、あちらこちら行ったら、いっぱい大きいのなっ

ているのですよ。宣言の町とか村とか。そういう碑ではなくて、看板なり横断幕とい

うものがどうかなということの質問でございました。 

   では、せっかくだから引き続き。 

   １９２ページのふるさとホール関係の管理費の１９の中で博物館関係でございます

が、直接これとは関係がないと思うのですけれども、博物館と書いてあるのはここし

かないので、ここでお尋ねしますが、以前、大玉村は自然史博物館などの誘致という
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ようなことを高らかに話したようなことがあるのですけれども、最近はそうした話が

とんと出てこないような気がするのですけれども、最も美しい村にふさわしい博物館

ではないのかなというふうに思いますので、その後そういうことについてはどのよう

になっているかについてお尋ねをします。 

   それから、村政執行基本方針の中で、新学習指導要領にかかわって、特別教科の道

徳、特別の活動というようなことがあるのですけれども、これ特別のというところに、

何かそこいくと、特別の意味があるのかどうか、それらについてお尋ねをします。 

   それから、新学期はさっきお尋ねがあったのでいいですけれども。 

   とりあえず、その点お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（作田純一） １０番議員さんにお答えさせていただきます。 

   国立自然史博物館につきましては、日本学術会議の構想を受けて、福島県に自然史

博物館が必要であるとの記事が掲載されたことを受け、平成２７年５月２７日に、あ

だたらの知る会より村に対して要望書が提出されたところであります。それを受けて、

村では議会とともに連名で、内閣総理大臣及び福島県知事に対して、国立自然史博物

館の大玉村への誘致をすべく、本村への建設の要望書を平成２７年７月１０日付で提

出したところでありますが、その後の進展はないところでございます。 

   また、福島県自然史博物館設立協議会につきましては、平成１１年５月９日に設立

され、福島県知事や福島県教育委員会教育長へ福島県自然史博物館の設置について要

望活動がなされてきたところではあります。その後、県では設置の考えはないという

ようなことを考え、役員の改選時に協議会のスタンスが、既存の会津にあります県立

博物館を拡張して自然史博物館での補完とのスタンスに変更になったというようなこ

とであります。また、協議会におきましては、繰越金があるため、当面はその資金で

の運営をするということで、平成２９年度より分担金が課されなくなっておるところ

でありまして、２９年度、３０年度の村としての負担金の支出に至っていないという

ところでございます。平成３０年度の総会につきまして開催されていないのか、まだ

その案内がないというような状況でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １０番議員さんにお答えいたします。 

   特別の教科、道徳でございますけれども、これは、道徳教育というのは、学校は

知・徳・体ということで、そういったことを基本にしてやっているのですけれども、

基本になるのは国が示す学習指導要領というものに基づいています。 

   それで、道徳教育というのと道徳の時間というのがありまして、道徳教育というの

は学校教育全体を通して全ての中で行っていくのが道徳教育です。そういった中で道

徳教育を戦後やってきたのですけれども、何というか、計画性という点で少し欠ける

んじゃないかというようなことで、子どもたちに豊かな心を養っていくためにという

ことで、昭和３３年に道徳の時間というようなことが設けられました。このときに設
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けられたのは、教科ではなくて領域という捉え方だったんです。 

   それが、ずっと６０年過ぎまして、道徳の時間の指導がちょっと手薄じゃないかと、

あるいはまた、指導の効果が薄いんじゃないかというようなことが、平成１０年の前

半からいろいろ話題になりまして、それを教科にしてはどうだろうかと。教科という

のは国語とか算数とかと言う教科ですね、そういったことにしてはどうかという議論

がありまして、その道徳の時間の指導、つまり、例えば道徳の時間といいますと内容

項目がありまして、大玉で今、重点にやっているのは親切とか強い意志とかというそ

ういう内容項目です。そういったことを計画的にやっていくのが道徳の時間なんです

けれども、どうもそこが教科という区分じゃなくて、領域区分だったものですから、

なかなか充実していないということで、今回の指導要領の改定でそれを教科に、ある

人は格上げと言っているのですけれども、私は格上げではないと思っているのですけ

れども、格上げすることによって道徳の時間をもっと充実させていきましょうという

そういう流れの中で教科になりました。 

   建物でいいますと、指導要領の構成は総則といって、全体にかかわるものが土台と

いうふうになります。それから、教科に関するものが１階というふうに、その２階以

上が道徳であるとか特別活動であるとか、そういった捉え方になったのですけれども、

それを教科にすることによってもっと強化する、強めていこうというようなことなん

ですけれども、今までやった教科と道徳の時間の特質が違うものですから、同じ階に

することができない、つまり、普通の教科でなくて特別の教科というようなことで、

新たに２階に特別の教科というものを設けて、３階以上に総合であるとか外国語であ

るとか、それから特別活動であるとか、そういう枠組みになったものですから、特別

の教科、道徳と、そういうような形で今進められております。 

○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） １２７ページお願いします。 

   ここで２つあります。 

   １９番の負担金及び補助金の環境保全型５５０万です。まもなく、一般会計補正予

算出てきますけれども、減額２００万くらいかな、ちょっと間違ったらごめん。そう

ですね、２２２万１，０００円。具体的にはこの数字、やっている方と人数と、こち

らはまた別だから、この根拠ということでよろしいと思います、５５０万の。 

   次が５番、農業再生事業に要する経費、村おこし係。いろいろと地域おこし協力隊

も踏まえて、いろんな事業展開しようとしておりますが。基本的には、このエゴマが

主になって栽培、改めてエゴマの面積と拡大の考え方と、６次化の精神でできました

よね、２つ、それの販売はここに出ているのか、出ていないのか、その辺がちょっと

確認できないので、その辺についてもお願いしたいと思います。 

   それで、共済費で臨時職員の社会保険料２００万、ちょっとこれ意味がわからない

んですけれども、この辺の根拠をお願いしたいと思います。 

   １２９ページお願いします。 

   ③のＰＲ事業です、要するに。毎年これやっていますけれども、同じようなことで
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また同じような方法でやるのか、今年は目新しい、何か新しいことを考えているのか、

何を言わんかということは、毎年同じほうに行ってやっても、何年か前にやりました

けれども東京とか、効果は薄いかもしれない。もうちょっとそこから結びつく方法が

ここから考えられるのかどうか、その辺についてお伺いしたいと思います。 

   １３３ページ、１３の委託料です。改めて堆肥生産管理業務委託料、あそこで働い

ている方々の賃金かなと思います。いろんな意味で、堆肥がこの震災以降売りさばき

が大変で、いろいろ業務体系が半日だとか、なかなかちょうどしないとかそんなこと

お聞きしております。現在の業務体制と今後堆肥の生産の販売方法はどのようになっ

ているか、改めてお伺いしたいと思います。 

   １３５ページです。１９番の国営と多面的機能の関係１，４８８万４，０００円ご

ざいます。一般質問とかでも当然話しておりますけれども、こういうふうな支援をし

ながら、ちょっと組織が減ったのをもう一回ふやしていきたいという願いもあるよう

ですけれども、恐らくこの予算の中にはそれは入っていないかもしれない。育成する

ための、今まで私ども山形に研修に行ってきていろいろと報告しながらそういうお願

いをしてきましたけれども、今までのその育成の方策をしてきたはずです。県の土地

改良区からも来ていただいたり、その辺の経過と今後の意気込み、一般質問でも聞き

ましたけれども、改めてこれお願いしたいと思います。 

   商工費関係です。１４１ページです。ちょっとこれ飛ばします。 

   １４３ページお願いしたいと思います。 

   １９の負担金及び補助金の交付金の中で、村観光協会補助金、これが１２０万ほど

あります。直接的なことではないのですけれども、私、実は１月１日、名倉山登山に

行ってまいりました。観光協会主催ということでの、去年からすると立派なチラシが

できて、新聞折り込みになったようです。でも、周知徹底はどこまでしているのか、

ちょっとクエスチョンマークだなと思っております。村内の方々がほとんど少ない、

村外が多い、そのこととやかくも、観光協会からは誰か来たのかなという形で、職員

の方１人と別な方が一生懸命になって、この重いジュースとか何か持っていってくれ

て、うちの職員です、前にもいますけれども。もう少し、やっぱりこれだけの金をか

けてやるのであれば、観光協会ももう少し本当はあれしてほしかったが、その事務方

のやったんだから、それはそれでいいという考えと、去年よりは人数少ないというこ

との情報も得ました。せっかくのいい天気の中で、もう少し工夫して、予算を生かし

てやっていただければなということからの見解がありましたらお願いしたいと思いま

す。 

   １４５ページです。１３の委託料、今、村づくり株式会社の委託料でございます。

１，５００万、改めて、前にもお聞きしましたけれどもこの根拠、どういうふうな積

算でこの１，５００万委託料としてはじき出されたのか、その辺も含めてお願いした

いと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 
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○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、１２７ページの環境保全型農業直接支払交付金の５５０万円の根拠でござい

ますけれども、こちら補正のほうでは減額しております。こちらの３０年度の当初の

見込みを６０名としておりましたけれども、実際、実施した方が４０名、２０名ほど

減ったということで減額補正しております。来年度につきましては、一応今のところ

５５名の見込みで、このような金額で計上させていただいております。 

   続きまして、地域おこし協力隊の件ですけれども、エゴマの作付面積なんですけれ

ども、村全体で７町歩くらいだったと記憶してございます。エゴマの６次化、確かに

エゴマの会ができまして、搾油機等も設備投資いたしました。自分たちで搾油して販

売しておりまして、今年につきましては、ＮＨＫで報道があった関係もございまして、

非常に売れ行きが好調ですので、今後もこういった面をサポートしていければという

ふうに考えてございます。 

   あと、賃金のほうの２００万円になります。こちらのほうは、地域おこし協力隊補

助金が４００万ということでなっております。そのうちの半分は賃金としてお支払い

するようになっておりますので、地域おこし協力隊の賃金として支払う金額というこ

とになってございます。 

   １２９ページのＰＲ事業になります。こちらにつきましては、予算の中身はほぼう

まいもの祭りのほうの予算の中身、うまいもの祭りに関する中身がほとんどですので、

うまいもの祭りにつきましては、今年も畜団連のほうと協力しながら、同じような形

で進めていこうかというふうに今のところは考えてございます。 

   続きまして、１３３ページ、堆肥センターの関係でございました。 

   今の作業員の方ですけれども、３名の方が在駐しておりまして、生産量が、資料ち

ょっとあるのですけれども、ちょっと見つからないので、後ほど答弁させてください。

すみません。 

   続きまして、１３５ページ、多面的機能支払の関係でございます。こちらに関しま

しては、県の方に来ていただいて、説明会等を行って、広域化も見通した関係で説明

会等を行ってまいりました。今後も広域化について、今度は土地改良区さんとも一緒

に協議して、あと県のほうとも協議しながら、広域化に向けて取り組んでいければな

というふうに現在のところ考えてございます。 

   続きまして、１４３ページの観光協会のほうの関係でございます。 

   村のほうでもチラシ等作成しておりまして、村内外にお配りしているところでござ

いますけれども、あと事務方のほうのお手伝いということなんでしょうか、そちらの

ほうに関しましては、商工観光係の職員２名ございまして、物販等いろいろ多忙でご

ざいますので、スケジュールによってはなかなか出席できない部分もあるかと思いま

す。その辺は調整しながらなるべく協力してまいりたいというふうに考えてございま

すので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

   続きまして、１４５ページ、アットホームの指定管理のほうになります。 

   こちらの根拠になりますけれども、従業員の被服費、郵便料、あと営業に関する許
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可申請の証紙、オープンに関するパンフレット、チラシ等、あとは厨房、客室関係の

消耗品関係、あとは重油であったり燃料費、あと機械設備の保守点検料、あと人件費、

通勤費、機械リース、原材料、この辺はオープンまでの２カ月分、その分を見越して

おりまして、トータルでこの１，５００万というようなことで計上させていただいて

いるところでございます。 

   以上でございます。 

○８番（佐々木市夫） 議長、ちょっと、再質問ではなくて、６次化の製品が開発したの

あるんだけれども、それの予算には、ここには入っていないんでしょう。販売にやっ

ぱり、積極的に販売しなければなと思うんだけれども、それはどうなんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 答えられるかな。 

○産業課長（渡辺雅彦） 大変申しわけございませんでした。 

   ６次化の商品の関係ですけれども、現在、煎餅に関しましては、株式会社さんのほ

うとお話し合いを持ちまして、直売所のほうで販売していただくような形には話は進

んでおります。あと、よもぎ大福の件につきましては、きねでつくのか、機械でつく

のかというような問題もございますので、あと生産者どなたにお願いするかという部

分もございますので、その辺は引き続き、また検討させていただきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 答弁漏れないかな。 

   ほかにございませんか。産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほど課長のほうから１４５ページ、指定管理料に係ります積算ということで答弁

がございました。この中で、これはあくまで１，５００万、年間を通した指定管理料

ということで、その積算の中身として、そのうちオープンまでの人件費の２カ月分と

いうふうな積算、それ以外の項目につきましては年間を通した積算ということで、ご

理解を賜りたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） １点だけ、改めて事業展開について伺います。 

   １４３ページの名倉山登山道の苗木植栽業務委託料ということでございますが、こ

れまでもいろんな形で植栽されてきたと思うんですが、実際これ何を植える考えなの

か、それを伺っておきたいんです。 

   この前、山開きとかいろいろな形で、あの辺の地元の方ともお話するんですが、昔

でありましたが、大玉村の玉井部分というのは鶴塚周辺あたりの沢をコブシ沢といっ

たそうです。それほどコブシの植栽が一番合うんだそうです。春先に一番咲く花でご

ざいますが、コブシとは、時々山の仲間ともお話するんですが、花言葉が友情とかつ

ながりとか、そういう花言葉もあって、ぜひそういうものを考慮に入れた植栽を考え

ていただきたいと思うんでありますが、できればこれ村長に考え伺えれば。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   コブシは多分何本か、過去の植栽で植えておりますし、枯れたというふうには聞い

ていないので、多分大丈夫かなというふうに思っていますが、毎年アジサイを中心と

して植えてまいりました。花木については、天然記念物のカモシカに葉っぱを食べら

れてしまって、なかなか厳しいということもあるのと、それから下がやっぱり石切り

場ですから、岩盤で相当、バックホー等で割らないと花木については定着が難しいと

いうようなこともありまして、今年は登山道というよりは、駐車場周辺に花木を植え

てはどうかというふうに予算段階では考えていました。それは重機を持ち込みやすい

しということもありますので、なお、これについてはまだ検討中で、予算のつかみで

とっておりますので、今のコブシの件につきましても参考にさせていただきたいと思

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） さっき聞いた碑の建立は考えていないというけれども、看板とあ

れのことはどうなのかな、幕のことは、答えはなかったけれども。まず、それ１つ。 

   それから、５６ページの企画費の健康長寿の村づくりの推進という、先ほどの話は

わかりましたが、それにかかわって、やっぱり今回大きな事業を進めるわけですから、

さまざまな住民の意見、提言というのをどんどん聞いていく必要があるのではないか

というふうに思いますので、それが最終的に生かされるか否かはまた別問題として、

そういう門戸をまずは開くということが大事かなと思うので、そういうことはする気

があるかどうかということと、もう一つは、意気込みの問題でありますが、推進する

部署、教育委員会等々もそうでしょうが、とにかく元気を出したやる部署でないと、

健康づくりの部署がくたびれていたのではしようがないというふうに思うんです。顔

で笑って何とやらというのはあるけれども、あとは容易でなくても頑張るというのが

必要なので、そこら辺を頑張ってやっていただきたいと思うんです。 

   我々も百笑元気の会なんていうのに何回も出ているんですけれども、百笑というの

は百笑いなのですけれども、最近具体的に進めていくと、笑って言う話がなくなって、

余り、苦笑いくらいで困っているんです。そういう意味では、今度のこの出てきたや

つは、ここに活路を生み出したいなという、強く思っているのですよ。だから、しっ

かりこれ成功させていただきたいです。役場でつくって、役場でやって終わりだとい

うのでは根っからはやらないので、そこら辺も含めて一つ、意気込みなり取り組みな

どについて、これ副村長どのような考えですか、お尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。 

   なお、この健康長寿、村長も冒頭から申し上げておりますとおり、３１年度からの

重点事業というふうに位置づけております。そう言った意味では、全庁挙げて取り組

むんだというようなことも申し上げております。 

   そういった中で、各部署部署いろいろあるわけでありますが、例えば、健康福祉課
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だと県のほうの健康長寿の福島県づくりというような形での、当然、縦のパイプもご

ざいましょうし、保健のほうには同じく健康長寿推進係というような部署も、専任部

署もつくるんだということもございますし、生涯スポーツ運動とかあとは食育とか、

いろんな担当分野を集めて全庁的に取り組む、そのかなめになるのは政策推進課の企

画担当部署において一生懸命頑張っていただく調整力と、それからみんなをまとめる、

そういうような形で進めて、そこを扇のかなめとしながら、各部、各署が一緒になっ

て、健康長寿の村実現に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○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。 

   先ほどの非核宣言関連の看板の関係でございます。 

   １回目のご質問で、私、碑ということで、石づくりのものを想定しましたので、大

変申しわけございませんでした。今現在、各自治体でどういった看板、懸垂幕設置さ

れているのか、私も十分周知している部分ではございませんので、その辺ちょっと調

べさせていただきまして、今後の補正予算なりそういった対応で検討はさせていただ

きたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 歳入についてお尋ねしたいと思います。 

   今回の３１年度の予算編成に当たりましては、歳入が２．９％増ということで、そ

れぞれ１３ページから網羅されておるわけでございますけれども、特に、個人村民税、

法人村民税は前年度並みだなというふうなことかなと思っております。 

   そういう中でも固定資産税がかなり伸びていると、２，０００万アップということ

で計上されておりますが、その中の右のほうの家屋償却資産、土地もありますけれど

も、特に家屋については１４５億４，６６６万７，０００円というような数字が出て

おります。償却資産においても４０億６４７万という数字が出ていますが、この家屋

が大幅に伸びているのです、１５億。これは近年、大山または玉井地区の住宅新築ラ

ッシュのことで計上されていると思うんです。償却資産においても２億ほどアップし

ております。 

   この積算根拠、いわゆる１５億アップした積算根拠、新築住宅何戸ぐらい、または

いろんな企業が加算されているのかどうかはわかりませんけれども、この１５億につ

いての根拠、単純に住宅計算しますと、例えば３，０００万だと約５０戸かなという

ふうには思いますけれども、どのような根拠でこれを上げていただいたのか、お尋ね

しておきたいと思います。 

   それから、全般に同じなんですけれども、たばこ税は昨今の状況から減っていると

いうことございます。自動車取得税交付金が５００万ほどこれ三角なんですけれども、

いろいろ制度改正があったとも聞いておりますが、これの税率の変更、わかる範囲内

で結構ですので、どのように変わったのかお尋ねしておきたいと思います。 

   もう一つは、３７ページになりますけれども、条例にもありました帰還環境整備交
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付金基金繰入金というのが、ここに１，８７２万ほど計上されております。これは、

ため池除染がほぼ終わったということで、７つでしたか、岩高、東、全ため池が終わ

ったということで、これを繰り入れとして戻して、ただ、これは条例にもあったよう

に、いわゆる国に返還しなくてはいかんということらしいんですが、今年度もどこか

村内においてため池が除染しなくちゃならないところがあれば、それらにも充当する

考えなのかどうか、もうこれで終了だということで考えておられるのか、お尋ねして

おきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（中沢武志） ７番議員さんにお答えいたします。 

   １３ページの税関係でございますが、土地家屋償却資産、それぞれ前年度よりも伸

びてございます。これらの原因、土地については残価率が変わったというところが一

番の要因かと存じますし、評価替えの年でもございましたので、そういった要因が絡

んでの増かと解釈しております。 

   それから、家屋につきましては、平成２９年度で新築家屋が１０４棟木造でござい

ました。それから木造以外についても１４棟ということで、いずれもその前、２８年

度よりも伸びてございますと同時に、ご指摘のとおり住宅着工がかなり多くなってい

るということがありまして、家屋の原価率よりもそういった要因での伸びが多かった。

加えて、工場、倉庫等も非木造関係ですがございましたので、そういった伸びでござ

います。償却資産につきましても、そういった事業系の家屋が建ちますと、当然のご

とく、機械設備等導入されますので、それによる償却資産の評価額、課税客体がふえ

ているということで、これも原価率を超えた伸びということでの増額ということでご

理解いただければと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   １６ページ上段より２こま目の自動車取得税交付金関係の減額についてのご質問で

ございますけれども、これにつきましては、消費税の増税関連も当然減額の要因にな

ってございます。これは、そういった増税になった際に、自動車取得税の大幅な見直

しが行われるようでございます。従来、これは車を購入した際に全てに課税されると

いうことでございますけれども、その課税になった部分で、基準的には各自治体に道

路の延長とか面積割で交付を受けておりますけれども、この見直しが１０月以降行わ

れると。エコカー関係については、かなりの減税になってくるというふうな内容も聞

いております。 

   詳細、算定数字を示されておりますけれども、この減税後の算定数値については、

全く今のところ不明でございます。福島県から今回予算編成指針で示された数字にお

きましては、従来の係数に４８．９％掛けなさいというふうな指針の提示がございま

す。こういった関係で、計算としましては、平成３０年度の歳入見込み額

１，６５５万２，０００円に４８．９％を掛けた数字、さらに収入の見込み数字を若
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干低く見まして、０．８を掛けた数字で今回計上させていただきました。今後、国に

おいて交付額、どのように制度設計をするのか示されれば、それに合わせて、補正予

算におきまして対応をしてまいりたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。ため池のもう一つあった。再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ３７ページ、１番、帰還環境整備交付金基金の繰入金１，８７２万１，０００円の

ご質問ですが、こちらのほうは本年度については、ため池対策事業については一応平

成３０年度にて完了としております。国との基金の精算事務になりますが、住民に一

番近い村として実施しておりますので、ご相談にはもちろん乗るつもりはございます。

国、環境省と協議しながら進めていきたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 説明ありがとうございました。 

   固定資産税について再度ご質問いたしますが、昨年度は１０４棟だと、今年はそれ

らの勘案しながら、この１５億に対して計上したということございますが、その土地

のいわゆる標準額は全く変わっていないんです。この家屋を建てる前提としては、土

地があって初めて建つわけですから、空中には建てられないので、もう少し評価、標

準額を上げてもよろしかったんではないかなと思うんですが、それがなされていない

というのがどういうことなのか、お尋ねしていきたいと思います。 

   あとは、今ほど説明ありましたが、自動車取得税においてはまだまだ流動的なんだ

と、１０月の増税はどうなるのか、またはエコカー、または面積延長の制度が今後ど

うなるのかわからないけれども、そういう中で、いわゆる計算上４８．９％の数字も

出ておりましたが、そういうことで減額したんだということでございますね。 

   ため池については、これは今後村民の意向を聞いて、どうしてもいわゆる放射能レ

ベルが高い場合はやるということでよろしいんですね。それだけをお尋ねしておきま

す。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（中沢武志） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ご指摘の事項でありますが、土地と家屋、伸び率の違いということでございます。

正確な数字は持ってございませんが、考え方としては、土地については、家屋を建て

る前に地目変更もしくは農地転用をかけます。その際、地目が宅地になれば宅地の価

格ということで、通常の農地よりも相当高い値段、今、単価ちょっと手元にございま

せんので申し上げられませんが、なるようになってございます。 

   家屋を建てて、それが専用住宅である場合に、２００平米までは課税標準額は評価

額の６分の１、それ以降、ほぼそれ以外は、ほぼほぼ２分の１の価格になるというこ

とで、何も建っていない宅地、それから農地転用した田畑に比べれば、住宅が建って

いる宅地というのはおおむね安く上がるということでのこの乖離、伸びの差が出てい
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るのかなと思ってございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ７番議員さんに再度お答えいたします。 

   ため池関係ですが、先ほど相談等、国と環境省という言葉申し上げましたが、一応

ため池については順を追って実施してきておりますので、今年、平成３０年度で完了

ということで考えております。ただ、今もたまにご相談しに来られる方もいますので、

その方々には対応していきたいと。 

   国に、あくまでも国との協議の上で実施しますので、村もその住民の方と一緒に国

に再度協議はいたしますが、一応村内には８，０００ベクレルを超えるようなため池

はないということで、今のところ考えております。 

   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３０分と

いたします。 

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 先ほど、８番さんの質問に対して、産業課長の答弁漏れがございま

したので、答弁させます。 

   産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ８番議員さんの質問でございました堆肥センターの生産量でご

ざいますけれども、今年度につきましては、１２月末現在の数字になりますけれども、

３，１１７立米というふうになってございます。 

   あと、もう一つなんですけれども、エゴマの栽培面積につきまして、先ほど７町歩

というふうな回答をいたしました。そちらの７町歩なんですけれども、エゴマの会で

コンバインを購入される際の補助事業の申請の目標設定数値が７町歩ということでご

ざいまして、すみませんでした。実際は２．２町歩になります。申しわけございませ

んでした。 

○議長（遠藤義夫） 引き続き質問を許します。 

   ほかにございませんか。２番。 

○２番（松本 昇） １２５ページなんですけれども、中山間直接支払の団体なんですけ

れども、現在何団体で、前年よりふえているのか減っているのか一つと。 

   あと、１３９ページの鳥獣保護です。村には、猟友というか鉄砲撃ちです、それが

現在何人くらいいるか。 

   あと、平成３０年度に、主にイノシシです、捕獲頭数わかればお知らせ願いたいと

思います。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ２番議員さんにお答えいたします。 

   まず初めに、１２５ページ、中山間地域直接支払の団体数でございますけれども、

現在のところ１５組織がございまして、昨年度と組織数は変更ございません。 

   あと、１３９ページになります。猟友会のほうの人数ですけれども、現在のところ

１４名が加入しておりまして、イノシシの頭数ですけれども、現在のところ６４頭を

捕獲してございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） １６３ページ、中段にあります外国語教育推進に要する経費と村政

執行基本方針の中にあります英語教育の部分、英語専科教員の配置、この外国語指導

助手というのがここの部分の④なのかなというふうに理解したんですが、あわせてこ

の英語専科教員の配置によって小学校の外国語教育というのが行われるとすれば、ど

ういう形でこれが行われるのか伺います。 

   １６５ページ、下段の幼小中連接に要する経費の中の１９負担金補助及び交付金の

中で、小中学生に漢検・英検の補助金というのが出ておりますが、これは１人当たり

幾らぐらいの補助金として出されているのか伺います。 

   １６７ページ、⑫の適応指導教室設置に要する経費、子どもたちの該当人数を伺い

ます。 

   １８１ページ、幼稚園の預かり保育委託料掲載されておりますが、現在の預かり保

育の園児数伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ６番議員さんにお答えいたします。 

   まずは、１６３ページ、外国語教育に関してのご質問ですが、こちらにつきまして

はＡＬＴに関する費用の計上でございまして、施政方針の中にありました英語専科教

諭につきましては、県からの配置の教員でございますので予算のほうの計上にはなっ

てございません。英語専科という形で、小学校の英語教育について、英語に特化した

先生が配置になります。両小学校とあわせまして本宮の１校について、英語について

指導を行うという形でＡＬＴの外国語英語教諭と連携しながら、英語教育を進めてい

くということで考えております。 

   続きまして、１６５ページの漢検・英検の補助でございますが、こちらにつきまし

ては、児童生徒１人当たり５００円の補助ということで考えております。 

   続きまして、１６７ページ、適応指導教室の該当人数でございますが、本年度小学

生１名、中学生１名ということで対応しております。次年度につきまして、現在のと

ころは同程度の人数ということで検討をしております。 

   続きまして、１８１ページ、預かりの現在の人数でございますが、少々すみません、

お時間いただきたいと思います。 
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   大変申しわけございません、今、手元にちょっと具体的な数字ございませんので、

後ほどご説明したいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１番。 

○１番（佐原佐百合） すみません。１３３ページ、一番下の段の１５番、農村公園遊具

撤去などの工事費とありますが、場所はどこなのか、内容、あと公園何カ所かあると

思うのですけれども、ほかの公園について大丈夫なのかお伺いします。 

   それから、１３７ページの中段、①林業の振興に関するところの１３委託料、森林

環境交付金事業委託料、その下のふくしま森林再生事業委託料、この中身を、詳細を

教えてください。 

   それから、１５１ページ、中段になります。河川管理に要する経費の１５工事請負

費とありますが、場所とか内容がわかれば教えてください。 

   以上です。 

○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。 

   １３３ページ、農村公園遊具撤去工事の場所、公園でございますが、上ノ台農村公

園、南小屋農村公園の遊具撤去を行うものであります。 

   続きまして、１５１ページ、河川の維持工事箇所でございますが、これは矢沢川筋

の河川維持工事を行うものです。具体的には土砂払い等を行うものでございます。 

   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） １番議員さんにお答えいたします。 

   １３７ページ、森林環境交付金とふくしま森林再生事業ということでございますけ

れども、森林環境交付金の件につきましては、松くい虫等の森林整備を考えてござい

まして、場所は小高倉地内ということになってございます。ふくしま森林再生事業に

つきましては、こちら放射性物質の流出防止ということも、目的もございまして、場

所につきましては、横堀平のほうで間伐等の、あと放射性物質の流出防止策を考えて

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。１１番。 

○１１番（菊地利勝） ２つほどお願いします。 

   まず、７１ページの②の台湾交流についてお伺いしたいと思います。 

   今回、村長の表明等々伺いますと、５年目で玉川と北塩原と３村合同による村民の

翼を企画しているということで、確かに中学生やってきて５年目ということで、地域

住民とか村民までおろしてきたのかなと思いますけれども、その内容ちょっと伺いた

いと思います。 

   あともう一つは、ずっといきまして、１９１ページ教育費の中で、文化財保護に対

する経費の総額７８５万３，０００円の中で、地域おこし協力隊あるいは斎藤良夫ふ
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るさと美術展開催の経費、また大玉村文化財芸能大会の経費とありますけれども、こ

の内容、具体的にお知らせいただきたいと思います。 

   以上、とりあえず２点お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（作田純一） １１番議員さんにお答えいたします。 

   ７１ページ、台湾交流事業に関する経費ということでございます。この７１ページ

に記載してございます台湾交流事業に係る経費につきましては、これまで同様、中学

生を台湾に派遣する経費ということで記載してございます。 

   村長が申しておりました３村合同での村民の翼につきましては、福島空港からチャ

ーター便が出るということで福島空港の利用促進、それを台湾と現在交流があります

北塩原村、玉川村と合同で福島空港のチャーター便を利用して行きましょうというこ

とでございます。３村それぞれの行程で行くということで、飛行機の行き帰りは一緒

でございますが、向こうに着きましてからは、それぞれ交流している地域が違います

ので、それぞれの市町村ごとに行程を組んでいくというような内容でございます。た

だいま、北塩原村、玉川村の担当者と協議をしている最中でございまして、まだ詳細

は決まってございません。これより担当者間で協議を詰めていくというところでござ

います。 

   以上でございます。 

○生涯学習課長（溝井久美子） １１番議員さんにお答えいたします。 

   １９１ページ、文化財関係の経費についてお答えいたします。地域おこし隊の関係

ですが、人件費的なものについては２００万、あと活動費的なものについては

２００万、合計で４００万の計上をしております。主な内容としましては、活動の関

係では、来年度、家づくり勉強会の開催を予定しております。こちらは村外の大学の

先生等を講師に講演会を開く予定としております。 

   あとは、ふるさと美術展のほうですが、こちらは斎藤良夫先生の美術展を開催する

予定としております。主なものとしましては、受付の報償費、あとは看板の作成、消

耗品費等、あとはチラシ等の印刷製本等を予定しております。 

   あと、芸能大会のほうですが、こちらは３年に１回の開催ということで３回目とな

ります。村内の主な団体、本揃田植え、あと神原田、あと玉井２区の太鼓台、玉井

３区の太鼓台、あとは学校の学習発表でしております本揃と神原田の関係で、子ども

たちのほうにも出席していただくということで予定をしております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １１番。 

○１１番（菊地利勝） ありがとうございました。 

   １つだけ、１９１ページの文化財保護に関して、先ほどの中で家づくりの勉強会と、

大分大きい題みたいなんですけれども、これ村に住んでいる方あるいはいろんな意味

で、こういう家をつくったらいいとかそういうあれなのか、それとも環境に合った家

とか、どういう家つくりの勉強会をするのか、ちょっとそこら辺を詰めて聞きたいと
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思います。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（溝井久美子） １１番議員さんにお答えいたします。 

   現在のところ、家づくりを検討するということで、ものづくり、あとは子どもたち

についても、ものづくりに対する勉強会とか、詳しい関係は今後検討して決めていき

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。８番。 

○８番（佐々木市夫） 民生費のほうから二、三点お願いします。 

   ９９ページです。最後の２０番に扶助費とありまして、ちょっと内容もわからなく

てお聞きしていますけれども、この対象とかその内容、ちょっとお願いしたいと思い

ます。 

   次に、１０１ページお願いします。子育てワンストップ、真ん中あたりに出てくる

んですよね。この事業の内容と対象、これお願いしたいと思います。 

   １０５ページ、報償費の講師謝礼、運動インストラクター報償、どなた様にお願い

して、内容的なものを改めてお願いしたいと思います。 

   とりあえずそれでいいでしょう。お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ８番議員さんにお答えいたします。 

   扶助費ということで、９９ページになるんですが、何項目かちょっとあるんですが、

一番下の地域型保育給付事業費の扶助費かなと思いまして、そちらのほうで話します。

こちらにつきましては、給付事業、ちょっとお待ちください。保育所関係で……。す

みません、こちらはちょっと後ほどにさせていただきます。大変すみません。 

   先に、１０１ページの１４番ワンストップサービスについてなんですが、こちら福

祉関係の各種手続を電子申請でできるような形にするということで、各種手続、申し

込みするような形にて利用する形態でありまして、こちらは国のほうが進めている事

業であります。ただ、なかなか手続に時間がかかってしまったりということで、なか

なか利用率が伸びておりませんで、現在、改善について検討している状況でございま

す。また、対象については子育て関係の申請をする全ての方が対象となっております。 

   続きまして、１０５ページ、こちらのインストラクターの経費につきましては、イ

ンストラクターにつきましては保育所のほうで実施しておりまして、福島県の被災地

支援の関係の補助金を受けて実施しております。運動不足になりがちな子どもたちに

対して、専門のインストラクターを派遣しまして、保育所内で運動するというような

形で行っております。講師については毎回かわるということで、県内の専門講師を呼

んでおります。 

   先ほどの、失礼しました、９９ページに戻らせていただきます。子ども・子育て支

援に関する経費の扶助費の内訳でございます。金額が２１６万４，０００円なんです

が、まずは事業所内保育事業に対する地域型保育ということで、保育所もいろいろな
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民間の事業ありまして、そちらのほう、大玉村の保育所に入っていない方、村外でい

る方が事業所タイプの保育所ということで１名、今利用がおりまして、そちらに対す

る経費。さらに施設型給付ということで、現在は福島の保育所の方なんですけれども、

民間になります。こちらに１名入所しておりまして、そちら大玉村の保育所と別に利

用されていることで、委託して払っている扶助費になっております。こちら補助事業

になっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「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が、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２４号「平成３１年度大玉村一般会計予算について」に対する質疑

を終了いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○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５１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２５号「平成３１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。５番。 

○５番（押山義則） 事務内容についてあと１点伺います。 

   保険税のこと、滞納のことに尽きるわけでございますが、それぞれ資格者証などを

出す場合があります。それで、発行件数について確認しておきます。 

○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。 

   こちら３０年１２月の数字になりますけれども、資格者証の件数はゼロ件でござい

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。５番。 

○５番（押山義則） 改めてお伺いします。 

   ゼロ件というのは、正直言ってびっくりしたのですが、あと例えば、この滞納して

いる方とか何かのそういう取り扱いについては、ほかに別なような取り扱いで医療に
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かかれるようなシステムがあるのか、それだけ確認しておきます。 

○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。 

   資格者証のほかに短期証というのがございます。こちらにつきましては、滞納の状

況によりまして、有効期間が１カ月、３カ月、６カ月とそれぞれございます。 

   先ほどの３０年１２月の数字でございますが、１カ月証が２４件、３カ月証が

１８件、６カ月証が２３件となってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な説明ありがとうございました。 

   この１カ月２４件、３カ月１８件、６カ月が２３件、この数字でございますが、こ

れ、それぞれの自治体でかなり数字は違うのかと思いますが、大玉村がこの数字につ

いて、どういった位置づけにあるかだけ確認しておきたいんですが。 

○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。 

   ただいまの短期証の大玉村の位置づけでございますが、他市町村の状況を把握して

おりませんので、正確な比較はできないものと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） １点だけお伺いしたいと思います。 

   ２５４ページの保険事業費の中の疾病予防費というような形の人間ドック関係です。

いずれにしましても、去年から７０歳までという形で、私も該当していろいろお世話

になりました。この人間ドックの受診率というか、それがいつも問題なんですけれど

も、７０歳も含めて、受診率のことも踏まえて、今年の見通しなどと経緯もお願いし

たいと思います。 

   追加健診事業委託料、実際、人間ドックでいろいろまたあって、また追加というこ

とも含めてあるのかなと想像しますけれども、きのうの一般質問で私、５０歳から

６０歳の方々が問題というのは少し漏れましたので、ここで改めて、傾向的にはそう

いう年代でやっぱり問題の大きな疾病率が多いとか、その辺の傾向がもしあればお知

らせいただきたいと思います。その辺の要望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。 

   本村で行っている人間ドック事業でございますが、３０年度の受診率につきまして

は、現在も施設で受診されている方もおりますので集計しておりません。２９年度の

受診率を申し上げますと、対象者数３０９名に対しまして１３１名の受診、

４２．３９％になっております。前年度２８年度では３３％となっておりますので、

わずかな伸びとなってございます。今年度も同数字、同程度の割合を推移していくも

のと考えております。 
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   人間ドックの傾向といたしましては、やはり若い方の受診率が低目になってござい

ます。一番多い受診ですと６０歳代が全体の５２％の受診、一番若い３５歳ですと

１３％と、年齢によって大変開きがございます。この辺につきまして、村の広報、そ

れから区長の文書等々、ＰＲを進めて受診率の向上に努めてまいりたいと考えており

ます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 私の質問の中で、顕著にこの５０歳から６０歳とか、４０から

６０でもいいですけれども、いろんな形で疾病率が多いとか医療費がすごく上がって

いるとか、そのような傾向はないんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   ５０代から６０代の疾病率ということで、特に高いというような傾向には、大玉村

の場合はないということでございます。 

○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２５号「平成３１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２６号「平成３１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２６号「平成３１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。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第２７号「平成３１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） １点、繰入金について伺います。 
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   今年度、前年度と比べまして、繰入金が減っているわけですが、これどういう要因

か、それだけ確認しておきます。 

○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。 

   繰入金の減額理由でございますが、償還金の減及び支出に伴う維持修繕等の大きな

工事が３１年度は予定されていないということで、繰入金が減ったものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「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３１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２８号「平成３１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。１１番。 

○１１番（菊地利勝） この会計において、大山小学校の駐車用地等の目的で買うと伺っ

ておりますけれども、現在も農協の脇、大分駐車スペースあると思うんですけれども、

今回ふやすというのはほかに何か理由あるか、そして全体的に駐車場用地として約何

台を見越しているのか、その点をお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   今回、用地求める、先行取得の関係で用地のほうを取得させていただきます。現在

の駐車場用地につきましては、ごらんのとおりかなりの面積はございます。ただし、

大きな学校行事等がありますと満車、駐車ができないというような事態も起きてはご

ざいます。さらに、現駐車場用地取得した際には、これは期間がいつまでということ

ではございませんけれども、今の大山公民館、かなり場所が狭いということで、現在

駐車場に使用している用地内に設置するというふうな計画もあって、用地を以前買収

した経過がございます。その際に、逆に今度は駐車場が不足してまいりますので、あ

らかじめ先行取得という形で用地の買収を進めさせていただくという基本的な計画で

ございます。 

   なお、駐車場の台数でございますけれども、今現在の求める面積が２，５７２平米

でございますので、大体２００台程度の駐車は可能かと思います。ただ、形状的にか

なり奥行きが長く、間口が狭いというふうな形状になってございますので、その辺に

ついては、今後精査の上、駐車台数のほうは設定をさせていただきたいと思っており
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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。７番。 

○７番（鈴木宇一） 先行投資の土地ということでございますが、２，１８１万

５，０００ということですね。これらのいわゆる総面積、そしていわゆる基準単価、

これは地価公示の標準的な価格とあわせて妥当だろうとは思いますけれども、どのよ

うな基準でこの値段になったのか、お知らせ願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   今回、先行取得させていただきます用地につきましては、面積が２，５７２平方メ

ートルになります。坪に直しますと約７７８坪ということになります。買収単価につ

きましては、平米当たりにしますと８，４７０円、坪当たりにしますと２万

８，０００円の単価となります。この単価を算出した基準でございますけれども、こ

れは当然、近傍類似で比較しますとかなり高額な値段になってまいります。これにつ

きましては、以前買収をさせていただきました現在使用中の駐車場、こちらの買収単

価にほぼ近い数値で設定をさせていただいたところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） いわゆる農協との用地の間の土地、あれは恐らく１，３００坪くら

いだと思いますが、あのときの単価、ちょっと記憶忘れましたが３万前後かなと思っ

たんですけれども、それからすると裏側は、いわゆる今、農地、農地転用だから宅地

でもないですね。そういう中で、いわゆる地価公示価格というのがあると思いますけ

れども、それと照らし合わせて妥当だかどうかということをお尋ねしているわけです

けれども、２万８，０００円ということになれば、多少高いと今お話しましたが、妥

当なんですか。 

   先行投資となれば、いろんな条件が重なり合ってやむを得ない場合もあろうとは思

いますけれども、大幅な差があってはいかんなというふうに考えておりますので、副

村長、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。 

   まず、今、総務課長が申し上げたとおり、現在使っています大山小学校の駐車場用

地、あそこよりも低いと、あそこが９，０００平米、９，８００円台だったかと認識

しております。それよりも安い金額で、なおかつ今あそこにある不動産で、不動産会

社があそこに住宅を建てております。そのときの取引価格、その取引価格も参考にさ

せていただくということで、その取引価格と同等かそれより下回る金額、なおかつ大

山小学校の駐車場用地よりも低い価格、それから公共用地の先行取得ということで、

あそこに住宅がぎっちりあそこまでいくかあるいは違うものがあそこに建つか、大山

小学校のプールというそういうふうな事情もございまして、今この値段で先行取得し
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ておくべきだろうと、将来のあの辺の大山公民館の代替施設等も視野に入れながら、

妥当な値段で購入したいというふうな形での今回の予算計上でありますので、そうい

う点、ご了承賜りたいと思います。 

○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２８号「平成３１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２９号「平成３１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） 何点か伺います。 

   介護保険料、３１年度が１，３２０万の増との保険料超えていますが、まず最初確

認したいのは、それぞれの保険者数について数字をつかんでおりましたら伺いたいん

ですが。３０年度と３１年度の予定しているその数字、できれば、わかればよろしく

お願いします。 

   それから、今回、第８期介護保険事業計画の策定を計画していらっしゃいます。国

の方針で全世帯型社会保障というようなことでございますが、そういうものに関係し

た策定になるのか、そしていつまでこれが策定されるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず、介護保険の歳入関係ですが、保険料の伸びはご指摘のとおり、対象は第１号

被保険者等の増加によって、増額になってございます。 

   人数でございますが、平成２９年度の数字でありますが、村内の６５歳以上の高齢

者人数が２，２２６人になってございます。第２号被保険者の４０代以上の数字につ

いては、今ちょっと手元に持っておりませんので、ご了承ください。 

   あと、計画につきましては、今現在、昨年度と第８期高齢者福祉計画と第７期介護

保険事業計画を策定しまして、３年間ごとに見直しを諮ってございます。こちらにつ

きましても、また、今年度につきましては第８期の介護保険事業計画を策定するため

のアンケート調査を実施しまして、定期的な見直しと現状把握に努めてまいりますの

で、そちらを計画のほうに盛り込んで、随時見直しと更新を図っていきたいと考えて

おります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 
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○５番（押山義則） 改めて伺います。 

   ２９年度は２，２２６人ということでなっていたようですが、今年度の保険者数の

推移だけでもわかれば、お知らせ願います。 

   それから、今年度、これで事業がふえたのに国庫支出金が減っているわけですが、

この辺の理由もあわせて伺います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ５番議員さんに再度お答えいたします。 

   事業者の伸びにつきましては、いろいろな報道でありますとおり、本村についても

高齢化率はどんどん上がってきております。県内におきましては、平成３０年の

１０月１日現在で高齢化率２６．０％ということで、県内では２番目に低いほうであ

りますが、年々状況的には高齢化が進んでおりますので、今後、介護保険に係る費用

等につきましてはどんどん増額していくと考えております。 

   先ほどご指摘の国庫支出金の減額につきましては、こちら介護保険特別会計の性質

上というものがございまして、他の予算額を策定するときに保険料、歳入がふえると

いうことを見込んでおりますので、その分の減額になってございます。 

   ただ、サービスのほうにつきましては支出がふえておりますので、そちらの支出に

見合った分を財政調整交付金という形で、国庫支出金の歳入を計上していくというこ

とで、こちら確定でございませんので、年度内に推移があれば補正予算等で対応した

いと考えております。 

   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） 一、二点お願いしたいと思います。 

   ３５８ページです。一般介護予防事業に要する経費の中で報償費８４万とあります。

その次の１３委託料、脳の健康教室業務委託料、対象者はどういう方々で、これ一般

介護予防なので、人数的なこともあわせてお伺いできればと思います。 

   あと同じ３６１ページ、１３の委託料にあります認知症初期集中支援チーム委託料。

認知症というのは、最近特に在宅介護も含めて大きな問題かなと思っておりますので、

この辺の委託料、どんな形で委託するのかを教えてください。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず３５８ページ、款項目でいくと４・１・１の介護予防日常生活支援サービス事

業費の中の委託料、介護予防マネジメント業務委託料についての質問と認識してお答

えいたします。こちらにつきましては、介護予防ということで、皆さんご存じのとお

りケアマネジャーのほうにマネジメントをしていただいております。こちらについて、

ケアマネジャーのほう、例えば村の社会福祉協議会、また事業所等にということで業

務委託をしておりますので、こちらのマネジメント委託料になってございます。 
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   続きまして、３６１ページ、包括的支援事業費の中の報償費、認知症初期集中支援

チームの委員の報償と委託という関係なんですが、こちらにつきましては、認知症初

期集中支援チームということで東北病院さんを中心に組織していただいていまして、

そちらの事業を委託して、何か問題が発生したときに、まず、すぐそちらの集中支援

チームに協力をお願いして対策を講じるということで、毎年年１回更新で委託してお

ります。会議についても随時開催しておりまして、連携を図っているところでござい

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ちょっと質問の仕方も悪くてすみませんでした。 

   ３５９ページの一番下の枠の中での報償費８４万なっていますけれども、講師謝礼、

どのような形の報償費なんでしょうかというようなことと、次のページの３６１ペー

ジの逆に一番上の委託料、脳の健康教室、それのほうの関係で、どういう方々とどん

な健康教室なんでしょうかという質問でした。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ８番議員さんに再度お答えいたします。 

   一般介護予防事業の講師謝金ということでありますが、こちらにつきましてはさま

ざまなサロン等もございまして、そういったところに報償等を専門講師等を呼んだ場

合に払うということで、報償があります。ちょっとお待ちください。 

   大変失礼しました。まず、内訳なんですが、報償費ということで、地域介護予防活

動支援事業で、例えば出前講座として老人クラブ、サロンなどに生活機能訓練員とか

健康運動指導士とか歯科衛生士などを派遣するといった派遣事業の報償費でございま

す。 

   続きまして、先ほどありました３６１ページの上段ということで、脳の健康教室で

ございますが、こちらにつきましては新規事業で考えております。こちらにつきまし

ては、現在さくらで行っています生きがいデイサービス等の利用者を対象としまして、

まず今年度につきましては脳トレという形でモデルで実施していて、認知症の予防等

につなげるような形にしたいと考えております。 

   また、サロン等につきましても、モデルという形で対象を限定されたと思うんです

が、そちらにもお願いして、まずは１年目やっていきまして、継続してできれば

３２年以降も実施したいと考えてございます新規事業となります。 

   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。 
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   よって、議案第２９号「平成３１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３０号「平成３１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３０号「平成３１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３１号「平成３１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。８番。 

○８番（佐々木市夫） ４０７ページのこの中で、予定量とかいろいろありますけれども、

住宅戸数がふえている割には給水戸数は少ないのかなと思って、その辺のもし何かあ

りましたらば。当然、５２戸増というようなことのようですから、先ほどの答弁です

と百何戸か家は建っているということですので、その辺のことの因果関係を教えてい

ただければと思います。 

   あと、いずれにしましても、収益的収入及び支出、これ毎年のことでほとんどここ

何年かずっと収入と支出が同じで、下のほう補塡しながらやりくりしていると。当然、

水道料金も据え置きという形で来ていますけれども、その辺のからくりとその水道料

金に対する現状の認識は、上げたいけれども、上げる要素がないとかいろいろそうい

うことがある。近隣の水道料金も含めてどう考えていらっしゃるのか、お願いしたい

と思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ８番議員さんにお答えします。 

   住宅戸数に対して給水戸数の割合が少ないのではないかというご質問でございます

が、平成３０年１１月現在の給水世帯２，８２２、これが実数でございまして、実際、

住宅戸数と同じではないということでご理解いただければと思います。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（菅野昭裕） ８番議員さんに、水道料金の考え方

についてお答えをさせていただきたいと思います。 
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   近隣の市等と比較して、料金の設定の方法が若干異なるものですから、基本料金と

それから重量料金のその設定の仕方が若干異なるものですから、お隣の本宮市との比

較ですと、大玉だと逆に単身世帯のほうが若干割高に出るというふうな試算もござい

ます。そういったこともありまして、それから現在の経常収支比率等々、現在推移を

見ておりますけれども、一番の変動の、大玉における大きな要因となりますのは施設

の老朽石綿管の更新等による企業債の増大、そういったものが主なこれからの水道財

政的な部分の懸念材料となってくるかなというふうには考えてございます。 

   しかしながら、通常の収支、これに関しては、現在の水道料金についてはほぼ妥当

なものではないかというふうに認識しておりますが、なお、近隣の動向あるいはその

他の動向等を見きわめながら運営審議会等で検討いただき、確認をいただきながら進

めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 水道料金関係も含めて、その辺の事情はわかりました。ただ、収

益的収入及び支出とこの資本的収入及び支出の中でのやりくりといいますか、さっき

やりくりという言葉では、ちょっと言葉適切ではないのですけれども、収入支出が大

体同じで、なぜ資本的収支等で補塡して、過年度分とかその辺の実際問題としての経

営上のやりくりといいますか、それがあればちょっとお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ８番議員さんのほうに、私のほうからわかる範囲でちょっとお

答えをしたいと思います。 

   今、ご指摘の点につきましては、３条予算の収入支出それぞれ１億６，１００万、

４条につきましてはこういった形で留保資金等で補うということで、３条から４条、

これのやりくりができないかという。（不規則発言あり）３条予算につきましては、

あくまでも営業収益、水道料金なり固定加入金等、こういったものの収入で賄うとい

うのは大原則でございます。一方、４条予算の資本的収支につきましては、これは建

設的な勘定が主なものでございます。道路改良資金とかそういったものを行うための

会計区分になります。 

   したがいまして、３条予算で幾らの収益が上がったとしましても、これを４条予算

には同一年度では持ってはいけないと。３条で一旦決算をしまして、これが留保資金

という形で貯蓄になります。次年度以降は、今度は建設改良する際にはその留保資金

を４条予算に充てられるということで、同一会計年度でのやりくりはちょっとできな

いというふうな、これが水道事業会計の基本的な仕組みということになります。 

   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。 
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   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３１号「平成３１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３１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３１年度予算議案である議案第２４号から議案第３１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２４号から議案第３１号までの平成３１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いたしました。 

   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、議場で行います。 

   ここで、議事運営の都合上、暫時休議いたします。再開は２時２５分といたします。 

（午後２時０９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） 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。事務局長。 

○議会事務局長（矢崎由美） 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

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。 
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（午後２時２６分） 


