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平成２２年第６回大玉村議会定例会会議録

第１日 平成２２年９月８日（水曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 押 山 義 則 ２番 武 田 悦 子 ４番 鈴 木 義 一

５番 菊 地 利 勝 ６番 渡 辺 泰 章 ７番 佐 藤 悟

８番 遠 藤 義 夫 ９番 佐 々 木 市 夫 １０番 鈴 木 宇 一

１１番 遠 藤 文 一 １２番 佐 藤 誠 一 １３番 須 藤 軍 蔵

１４番 佐 原 吉 太 郎 １５番 大 戸 隆 １６番 菅 野 行 雄

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

３番 小 沼 清 子

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 浅 和 定 次 副 村 長 遠 藤 武

教 育 長 押 山 利 一 総 務 課 長 菅 野 卓 也

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 遠 藤 勇 雄

農 政 課 長 鈴 木 幸 一 建 設 課 長 菊 地 健

上下水道課長 押 山 正 弘 住民生活課長 菊 地 平一郎

健康福祉課長 武 田 孝 一 農地再生室長 武 田 好 廣

会 計 管 理 者
佐々木 正 信 教育総務課長 武 田 伸 一

兼 出 納 室 長
農 業 委 員 会

生涯学習課長 舘 下 憲 一 本 多 保 夫
事 務 局 長

アットホーム
菅 野 昭 裕 代表監査委員 鈴 木 巧

おおたま支配人

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４９号～第６９号、報告第４号～第６号）

議案第４９号 平成２１年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について

議案第５０号 平成２１年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

議案第５１号 平成２１年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

議案第５２号 平成２１年度アットホームおおたま特別会計歳入歳出決算認定

について

議案第５３号 平成２１年度大玉村老人保健特別会計歳入歳出決算認定につい
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て

議案第５４号 平成２１年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について

議案第５５号 平成２１年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定につい

て

議案第５６号 平成２１年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て

議案第５７号 平成２１年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について

議案第５８号 平成２１年度大玉第二住宅団地造成事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議案第５９号 平成２１年度大玉村水道事業会計決算認定について

議案第６０号 平成２２年度大玉村一般会計補正予算について

議案第６１号 平成２２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６２号 平成２２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６３号 平成２２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６４号 平成２２年度大玉村介護保険特別会計補正予算について

議案第６５号 平成２２年度大玉村水道事業会計補正予算について

議案第６６号 平成２１年度入海・台線道路改良舗装工事請負契約について

議案第６７号 平成２２年度玉井小学校耐震改修工事請負変更契約について

議案第６８号 村道路線の認定について

議案第６９号 大玉村固定資産評価審査委員会委員の選任について

報告第 ４号 健全化判断比率の報告について

報告第 ５号 資金不足比率の報告について

報告第 ６号 平成２１年度安達地方土地開発公社決算について

提案理由の説明

議案審議

質疑・討論・採決（議案第６６号～６７号）

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 後藤和吉、書記 渡辺佳織、国分郁雄、後藤芳一、鈴木健一



- 3 -

会 議 の 経 過

○議長（菅野行雄） おはようございます。９月定例議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３番小沼清子君より欠席届がありましたほか、１５名全員で

あります。定足数に達しておりますので、平成２２年第６回大玉村議会定例会を開会

いたします。（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 会議に先立ちまして、本年８月１日付で職員の人事異動がありまし

たので、議会の運営に関する基準第１７章１６８の規定により、議会事務局兼任書記

の異動職員並びに執行機関の幹部職員の異動の紹介をいたします。

まず、議会関係について、議会事務局長から紹介をさせます。

○議長（菅野行雄） 局長。

（議会事務局職員について、議会事務局長より紹介）

○議長（菅野行雄） 続きまして、執行部より幹部職員の紹介をお願いいたします。

（幹部職員について、副村長より紹介）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 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１１８条の規定により４番鈴木義一君、

５番菊地利勝君を指名いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。１３番。

○１３番（須藤軍蔵） おはようございます。第６回９月定例会に当たりましては、先に

閉会中の委員会審査に付託されておりました今期定例会の会期、日程等について、去

る９月３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審査を

いたしましたので、その経過と結果について以下ご報告を申し上げます。

委員会は、議長出席の下、全委員出席、更に当局から総務課長、企画財政課長の出

席を求め提出議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程等について、次のように決

定をいたしました。

今期定例会に提出されます事件は、村長提出の議案等２４件で、その内容は、決算

認定関係１１件、補正予算関係６件、工事請負契約１件、工事請負変更契約１件、村

道認定１件、人事案件の同意１件並びに報告関係３件の合わせて２４件であります。

また、今期定例会の一般質問者は６名であります。

次に、会期につきましては、本日９月８日から１５日までの８日間と決定をいたし
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ました。

また、審議日程につきましては、

本日８日 本会議、村長の行政報告、議案の一括上程、提案理由の説明、議案審議、

請願・陳情の委員会付託、委員会。

９月９日 議案調査のため休会。

９月１０日 本会議、一般質問 ５名。

９月１１日 休会。

９月１２日 休会。

９月１３日 本会議、一般質問 １名、決算認定。

９月１４日 本会議、決算認定。

９月１５日 本会議、議案審議、付託事件の委員長審査報告及び審議、閉会中の継

続審査申し出という日程で行います。

以上のように委員会として全委員一致をもって決定をいたしましたので、なにとぞ

ご審議のうえ、ご賛同賜りますようにお願いを申し上げまして報告といたします。

○議長（菅野行雄） お諮りいたします。

会期、日程については、ただいま議会運営委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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長報告のとおり決しました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第３、諸般の報告を行います。

諸般の報告につきましては、配付いたしました報告書のとおりでありますので、配

付をもって報告に代えさせていただきます。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第４、村長より行政報告を求めます。村長。

○村長（浅和定次） ご苦労さまでございます。本日、第６回定例会の招集をお願いいた

しましたところ、議員の皆様には何かとお忙しい中、ご出席を賜り、提出案件のご審

議を賜りますこと、感謝を申し上げます。

では、今次定例会にあたり、議会の運営に関する基準第５章第５７に基づき、現時

点における本年度の事務事業について、行政親告を申し上げます。

先に、６月以降の県町村会活動について、ご報告させていただきます。この間、定

例の県農業振興審議会、県食肉流通センター取締役会をはじめ、県国土利用計画改訂

部会及び県総会計画審議会、県地域医療対象協議会、暴力団根絶県民会議等に出席を

し、積極的に意見、提言を申し上げてまいりました。特に、８月に実施された北海道

・東北６県町村会協議会主催の予算関連要望活動の中で、原口総務大臣と直接面談す

る機会を得ました。席上、私は、地方の疲弊化が予想以上に進んでいる現状を踏まえ、

農村、農業の確立を図ることこそが我が国を再生し、持続的発展を遂げていくための



- 5 -

最大の社会資本整備であると考えている。政府には、農は国家の礎と位置づけて、し

っかりと将求を見据えた国家ビジョンを確立されるよう強く要請してきたところであ

ります。

最後に、福島地方法務局、二本松及び須賀川出張所の分割統合の撤回活動や社会保

険二本松病院の存続に関しましては、引き続き関係機関はもちろん国、県の議会議員

等へ積極的な要望活動を展開しておりますので、議員各位のなお一層のお力添えを宜

しくお願いを申し上げます。

次に、企画財政課関係。まず、国有財産の取得について申し上げます。本年度の土

地取得特別会計で予算化していた国有財産、旧苗畑種苗事業所等の取得について、平

成２２年６月１４日付けで売貰契約を締結し、７月２６日付けで登記が完了いたしま

した。取得物件は、玉井字横堀平１５８－９の地目、山林１,８７１.６４平米と、北

側の玉井字横堀平１５８－１０、旧種苗事業所用地、地目、宅地２,３９５.８７平米

であります。合わせて４,２６７.５１平米、取得価格は８４４万円であります。なお、

旧種苗事業所休憩所５４.５４平米、倉庫６６.１１平米については、無償であります。

今後は、旧苗畑と合わせて、一体的な利活用を図ってまいります。

次に、大玉第二住宅団地造成事業について申し上げます。造成事業は順調に進捗し、

去る７月２９日に村の竣工検査並びに福島県による開発行為に関する工事の検査を受

け、いずれも設計図書や開発行為の内容に適合している旨の証明を得たところであり

ます。その後、合筆、確定測量、分筆登記等を行い、８月１０日より予約申込者との

売買契約の事務手続きを随時行っております。８月３１日現在の販売状況等は、３２

区画中、仮予約が２８件、うち売買契約締結者が１４件であり、未分譲は４区画とな

っています。引き続き定住促進ネットワーク会議、大玉村商工会と連携し、販売の促

進を図ってまいります。

次に、農政課関係。まず、平成２２年産水稲の作柄概況について申し上げます。農

林水産省福島農政事務所発表の８月１５日現在の県内の水稲生育概況では、５月中旬

から下旬の低温や日照不足で初期成育は抑制されましたが、６月以降は高温で日照時

間が多く順調に生育したため、県平均の作柄は「やや良」、地区別においても、中通

り、浜通り、会津のいずれも「やや良」となりました。初期成育の遅れから穂の数は

平年に比べ「少ない」と見込まれるものの、７月の高温、多照で一穂当りのもみ数は

平年より「やや多い」と見込まれ、７月下旬から８月中旬の出穂期が高温・多照で初

期登熟が順調に推移していることから、作柄が「やや良」と見込まれております。

次に、水田農業対策について申し上げます。本年度より実施されました米戸別所得

補償モデル事業につきましては、関係機関と連携し、説明会を開催するなど、制度の

趣旨徹底を図ってまいりましたが、本村の加入申請件数は７２７件となりました。ま

た、併せて実施される水田利活用自給力向上事業は、交付対象作物確認のため、現地

調査を８月上旬に終えたところであります。今後は、対象面積の確定により、交付対

象面積等通知書及び交付申請書が配布され、１０月より交付申請手続が開始されます。

また、中山間地域等直接支払制度事業は、本年度より３期対象が実施されますので、
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２期対象参加集落を対象に制度内容などの説明会を開催し、１７集落より集落協定書

が提出されたところであり、１０月に現地の作業状況確認を行うべく準備を進めてお

ります。

次に、農地再生室関係であります。本年度現在の再生面積は、畑が２.５ヘクター

ル、田が０.５ヘクタールの合計３ヘクタールであります。再生中の面積は、畑０.２

ヘクタール、田が０.５ヘクタールの合計０.７ヘクタールであります。２１年８月か

らの再生面積は７ヘクタールとなりましたが、利用者が決まっていない再生農地が

１.２ヘクタールほどありますので、農業委員会や各関係団体に情報を披供しながら、

早急に未利用地の解消と再生農地の適正な利活用が図られるよう、指導に努めてまい

ります。

次に、上下水道課関係。まず、農業集落排水事業について申し上げます。玉井第二

地区内の７月現在の接続加入の状況は、３０４件であります。既設、新築での公共マ

ス設置済数は５９６件で、接続加入率は５１.０％となりました。引き続き接続加入

推進を図ってまいります。また、大山第一地区は、接続加入２０４件で、９１％の加

入状況であります。

次に、浄化槽設置補助申請は、７月現在で５人槽が６基、７人槽が３基、１０人槽

が１基であります。浄化槽切替えに伴う単独浄化槽撤去の件数はまだありませんが、

昨年度から新たに段けられた汲取り便槽撤去の申請は２件であります。

次に、県道石筵・本宮線改良拡幅工事に伴う水道配水管布設替工事の測量設計業務

及び一部の工事状況は、現在、県において用地交渉が進められている段階であり、今

後の事業進捗状況を確認しながら対応してまいりたいと考えております。

次に、住民生活課関係。交通事故死ゼロが平成１８年７月２６日の事故を最後に継

続中であり、本年の７月２７日をもって４年を達成いたしました。今後とも死亡事故

が終生しないよう、村民意域の高揚を図るとともに、関係団体の協力を得て記録継続

に努力してまいります。なお、本年１月から７月までの交通事故の発生件数は１３件

で、昨年より７件の減、負傷者につきましても１７人で昨年より９人の減となってお

ります。また、１月から７月までの火災の発生状況は、発生件数３件、住宅火災が１

件、枯れ草焼却中の延焼によるその他の火災が１件、高速道路の車両火災１件であり

ます。今後も消防団や女性消防協力隊等の協力を得て、予防消防に徹してまいります。

次に、健康福祉課関係。まず、本年度の総合健診は、７月２１日から８月１日まで

の６日間にわたり実施いたしました。受診状況は、４０歳未満の一般健診は、受診者

が９２人、前年比６.９％、４０歳から７４歳までの特定健診受診者が４９１人、前

年比３.４％、後期高齢者健診受診者が２５１人、前年比３.７％、介護予防健診受診

者が１５０人、前年比が４.１％、胃がん検診受診者が６２０人、前年比０.５％、大

腸がん検診受診者が６７３人、前年比１.２％となり、すべての健診で受診が増加い

たしました。８月以降実施しております施設検診や人間ドックの実施により、さらに

受診者が増加するものと期待をいたしております。

次に、介獲保険事業について申し上げます。７月末現在の介護認定者は、２７７名
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であります。要支援１が１５名、要支援２が２６名、要介護１が４６名、要介護２が

３９名、要介護３が６２名、要介護４が５２名、要介護５が３７名となっております。

また、サービスの利用状況は、居宅介護支援サービス利用者１４４名、施設介獲サー

ビス利用者７３名、地域密着型サービス利用者が５名、合わせて２２２名の利用で、

サービスの利用率は８０.１％となっており、前年同月比で約２.７ポイント減少いた

しました。介護度の傾向をみると、軽度者が減り，介護４・５の重度者が増える傾向

にあります。

次に、敬老会について申し上げます。８月２５日から９月３日までの８日間に、招

待者１,６１５名中、５９９人、３７.１％が出席いたしました。また、表彰該当者は、

白寿が２人、米寿が３２人、喜寿９１人、金婚夫婦１８組３６人になりました。本年

度も敬老会には、婦人会など女性団体や文団連のみなさんはじめ、幼稚園、保育所の

子どもたちが参加して踊り等を披露し、お祝いに花を添えていただきました。また、

議員の皆様方にもご多忙の中、ご臨席賜りました。改めて御礼を申し上げたいと存じ

ます。

教育総務課関係。まず、玉井小学校耐震改修工事について申し上げます。夏休み中

に騒音の伴う工事を集中的に実施してまいりました。校舎南側への補強ブレス工事と

校舎内部の補強壁工事がまもなく完了予定であります。現在、東側トイレが工事中の

ため、子どもたちには不便をかけますが、安全対策を十分配慮するよう、学枚と協議

を重ねております。また、大山幼稚園耐震改修工事は、夏休み中に解体作業を終了し

ております。今後、建築工事に入りますが、特に工事車両の出入りに十分注意し、子

どもたちの通園、通学の安全を確保するよう、指導に努めてまいります。なお、２学

期より園児が小学校で生活するようになりますので、環境の変化にとまどうことのな

いよう、学枚、幼稚園と十分協議をしてまいります。

次に、コミュニティスクールの推進についてであります。去る７月２０日に第１回

の推進委員会を開催し、１１名の委員に委嘱状を交付し、今後の取り組みについて協

議をいたしました。

大玉村小中学生広島平和記念式典派遣事業について申し上げます。村内の小学６年

生、中学３年生の団員６名と生涯学習課長、小学枚教諭１名の計８名により、８月６

日の広島平和記念式典へ出席してまいりましたが、平和を願う多くの式典出席者や語

り部による被爆体験談、平和資料館見学を通し、平和の尊さ、核兵器の悲惨さをじか

に肌で感じ取ることができました。今後は、報告会等の機会を通じて、平和教育の推

進に努めてまいります。

次に、生涯学習課関係。本年度は、８７名の新成人者に対し、成人証書を交付をい

たしました。放課後子ども教室は、順調に運営することができました。今年度新たに

取り組んだ野菜づくりを通して、食や農業の大切さを学習できました。

次に、学枚支援本部事業について申し上げます。ボランティアの登録者数が７４名

となり、多くの方に協力いただきましたが、引き続き募集を行い、地域で学校の支援

を行ってまいります。
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文化振興関係についてでありますが、去る６月１６日、玉井小学枚体育館におい

て、丈化の夕べとして演奏会が開催されました。両小学枚の児童及び村民の方を前に、

中野久美子さん外２名によるフルート、ピアノ、箏の演奏が行われました。また、３

年目を迎えたスポーツクラブは、現在１６種目で活発に活動を行っており、会員数も

４４４人となっております。

次に、第２２回ふくしま駅伝競争大会について申し上げます。現在、実行委員会を

立ち上げ、候補選手を募集し練習を開始しております。更に大玉村駅伝選手応援会の

組織拡大を図り、全村に呼びかけ、大玉村挙げての応援体制をとるべく、活動を開始

するところでございます。議員各位にもご支援を賜りますようお願いを申し上げます。

以上、行政報告を申し上げました。よろしくお願いをいたします。

○議長（菅野行雄） 行政報告が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第５、議案第４９号から議案第６９号まで及び報告第４号から

報告６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。

○書記（鈴木健一） 別紙議案書により朗読。

○議長（菅野行雄） 事務局職員の朗読が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第６、村長より提案理由の説明を求めます。

なお、説明に当たっては、議案第４９号から議案第５９号までの説明をお願いいた

します。村長。

○村長（浅和定次） 本定例会における提出議案は、今、朗読ありましたように、平成

２１年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定など決算認定の案件が１１件、２２年度大

玉村一般会計補正予算などの補正予算の案件が６件、平成２１年度入海・台線道路改

良舗装工事請負契約など契約案件が２件、村道路線認定案件が１件、大玉村固定資産

評価審査委員会委員の選任にかかる人事案件が１件、報告事項３件の計２４件であり

ます。

それでは、議案第４９号から議案第５９号までを説明をいたします。

全会計における歳入決算額は５６億２,３５０万１,８６７円、歳出決算額は５３億

７２万３,０７３円となり、歳入歳出差引総額は３億２,２７７万８,７９４円となり

ました。平成２１年度の会計全般については、去る８月１５日から２７日までに、監

査委員に決算審査をお願いしたところでありまして、決算及び財政健全化等並びに基

金の運用状況に関する審査意見書と決算資料である成果報告書を添えて、議会の認定

に付するものであります。

それでは、議案第４９号、一般会計より説明を申し上げます。歳入歳出決算書９０

ページ、実質収支に関する調書をご覧願います。一般会計の歳入総額が３６億７,４７９

万２,１１６円、歳出総額が３４億５,４１３万１,８７５円となり、翌年度に繰越すべ

き財源３,９２３万２,０００円を差引いた実質収支額は、１億８,１４２万８,２４１
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円となりました。これらを前年度と比較いたしますと、歳入で３.２％、歳出で１.６

％の減となり、実質収支では７.７％の増となりました。財産に関しては９２ページ

からの財産に関する調書に記載のとおりでありまして、地方債の現在高の状況につい

て、９９ページからの調書のとおりであります。また、これらの事務事業の執行概要

につきましては、お手もとに配付の成果報告書に掲載のとおりであります。なお、一

般会計を主とした普通会計の決算状況で明らかとなる財政の各指標につきましては、

成果報告書１９５ページに掲載のとおりであります。まず、財政の弾力性を表す経常

収支比率は８０.９％、これは９０を超してならないということの数字であります。

財政力指数０.４０４、指数も順調に上がっております。前年度は０.３９８でありま

した。公債費比率９.６、これは１５以上になると赤ということであります。準公債

費比率１１.０％、これは２０以上だと赤ということであります。実質公債費比率

１３.９％、これは１７以上だと赤ということであります。という状況であり、言う

なれば指数から示す、いずれも健全財政という状況下にあると。このほか連結実質赤

字比率、将来負担比率なども含め、引き続きすべての指標が県で定める健全化判断の

策定要領で示す数値をクリアーしており、本村の財政状況は、健全であると言えるも

のであります。また、財政健全化法に基づく健全化の判断比率につきましても、４つ

の健全化判断比率、公営企業会計における資金不足比率とも、いずれも基準内数値で

あり、その内容は、審査意見書や報告案件のとおりであります。地方債の現在高は、

普通会計ベースの２１年度末で３５億１,６２５万円であります。このうち１４億

９,０００万円ほどは、国が地方財政の不足を補うために許可した特例債で、後年度

に全額交付税措置されるものであり、村が投資的事業に充てるために発行した建設地

方債の残高は、１８億８,０００万円ほどとなるものであります。詳細は、決算書の

９９ページから１００ページをご覧いただきたいと思います。

次に、議案第５０号について申し上げます。大玉村国民健康保険特別会計の歳入歳

出決算についてであります。１３４ページ、ご覧になっていただきます。歳入総額が

７億８,１５５万４,８４４円、歳出総額が７億２,３３３万３,５２５円であり、実質

収支額は５,８２２万１,３１９円となりました。これらを前年度と比較いたしますと、

歳入で７.５％、歳出で６.２％の減となっております。また、財産に関しては１３５

ページの調書のとおりであり、これら事務事業の執行については、成果報告書掲載の

とおりであります。

続きまして、議案第５１号について申し上げます。大玉村玉井財産区特別会計の

歳入歳出決算について、その概要を申し上げます。１４８ページ、歳入総額が５０８

万２,１２８円、歳出総額が３０４万９,０８０円であり、実質収支額は２０３万

３,０４８円となりました。これらを前年度と比較いたしますと、歳入で６８.５％、

歳出で７９.８％の減となりました。これは、前年度において、玉井字東光地内の伐

採事業を実施したことによるものであります。また、財産に関しては１５０ページの

調書のとおりであリ、これら事務事業の執行につきましては、成果報告書の掲載のと

おりであります。
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次に、議案第５２号について申し上げます。アットホームおおたま特別会計の歳入

歳出決算であります。１６６ページ、歳入総額が１億２,７１５万５,４３６円、歳出

総額が１億１,７５２万７,５９７円であり、実質収支額は９６２万７,８３９円とな

りました。これらを前年度と比較いたしますと、歳入で５.１％の増、歳出で１.１％

の減となっております。また、財産に関しては、１６７ページの調書のとおりであり、

これら事務事業の執行については、成果報告書掲載のとおりであります。

次に、議案第５３号について申し上げます。老人保健特別会計の歳入歳出決算につ

いてであります。１８２ページ、歳入総額が４４４万６,３８２円、歳出総額が３０４

万６６１円であり、実質収支額は１４０万５,７２１円となりました。これらを前年

度と比較いたしますと、歳入で９５.８％、歳出で９７.１％の減となっております。

これは、後期高齢者医療制度への移行により、老人保健特別会計が精算事務のみとな

ったための大幅な減であります。また、これら事務事業の執行については、成果報告

書をご覧になっていただきたいと思います。

次に、議案第５４号について申し上げます。農業集落排水事業特別会計の歳入歳出

決算であります。１９４ページ、歳入総額が１億１,６３８万９,８７０円、歳出総額

が１億１,１９４万１,０７４円であり、実質収支額は４４４万８,７９６円となりま

した。これらを前年度と比較いたしますと、歳入で１０.０％、歳出で８.２％の増と

なっております。また、財産に関しては１９６ページの調書、地方債の現況について

は１９８ページの記載のとおりであります。なお、これら事務事業の執行については、

成果報告書の掲載のとおりであります。

次に、議案第５５号について申し上げます。土地取得特別会計の歳入歳出決算につ

いてであります。２１０ページ、この会計は、基金による土地の取得と財産収入での

基金への戻し入れという定額運用の基金会計であるために、歳入、歳出決算額が同額

の２,０６３万８,４９７円となったものであります。また、財産に関しては２１１ペ

ージの調書のとおりであり、これら事務事業の執行については、成果報告書の掲載の

とおりであります。

次に、議案第５６号について申し上げます。介護保険特別会計の歳入歳出決算につ

いてであります。２４０ページ、歳入総額が５億１,０４８万２,６４９円、歳出総額

が４億９,３６５万５,３３３円であり、実質収支額は１,６８２万７,３１６円となり

ました。これらを前年度と比較いたしますと、歳入で５.７％、歳出で６.４％増とな

っております。また、財産に関しては２４１ページの調書のとおりであります。

次に、２５２ページをお開き願います。介護サービス事業勘定については、歳入総

額が２６３万４,３５５円、歳出総額が１５８万８,５７９円であり、実質収支額は

１０４万５,７７６円となりました。なお、これら事務事業の執行については、成果

報告書掲載のとおりであります。

次に、議案第５７号について申し上げます。後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決

算についてであります。２６８ページ、歳入総額が６,０６２万６,６２２円、歳出総

額が５,８７４万５,２１９円であり、実質収支額は１８８万１,４０３円となりまし
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た。これらを前年度と比較いたしますと、歳入で７.３％、歳出で５.０％の増となっ

ております。これら事務事業の執行につきましては、成果報告書掲載のとおりであり

ます。

議案第５８号について申し上げます。大玉第二住宅団地造成事業特別会計の歳入歳

出決算についてであります。２８０ページ、２１年度における特別会計の決算は、歳

入歳出同額の８万６,６００円となりました。また、安達地方土地開発公社へ委託し

た事業用地の取得、測量設計業務委託、造成事業等については、本年７月までに全て

完了したものであります。なお、年度末に財産については、２８２ページの調書に掲

載のとおりであります。

次に、議案第５９号について申し上げます。水道事業会計決算についてであります。

２８６ページ、予算第３条で定めた収益的収支の決算は、事業収益が１億５,５３５

万６,４９９円、事業費用が１億４,８７２万９,１６４円で、前年度に比べ、それぞ

れ２.９％、２.０％の減であります。２８８ページは、予算第４条で定めた資本的収

支の決算であり、収入は繰上償還借換えの企業債１億７７０万円、支出では、建設費、

企業債償還金で１億６,４２５万５,８６９円となり、不足する額５,６５５万５,８６９

円は、２８８ページ下段に記載のとおり留保資金等で補てんし、決算を行ったもので

あります。２９０ページ、損益計算書であります。給水収益など営業収益で１億６７４

万２,０００円、維持管理など営業費用で１億１,６６３万３,５２４円、一般会計繰

入金など営業外収益で４,３１８万７,０８９円、支払利息など営業外費用で３,１３１

万１,６２５円となり、これら収支差引により１９８万３,９４０円の当年度純利益と

なりました。２９１ページは、水道資産の状況を示した貸借対照表であります。有形

固定資産、無形固定資産、流動資産を合わせた資産の部の合計は、２１億２,８１１

万４,１１３円となるものであります。２９２ページ、負債の部、資本の部は記載内

容のとおりでありまして、負債・資本合計は、資産の部の合計と同額になるもので

あります。２９３ページ、剰余金計算書であります。まず、利益剰余金の部では、公

的資金補償金免除繰上償還の原資として減債積立、建設改良の積立金合計は９００万

２,２２１円、前年度剰余金処分積立金２００万円、当年度純利益１９８万３,９４０

円を加えた当年度末未処分利益剰余金は、２,２２５万２４１円であります。２９４

ページの資本剰余金の部は、受贈財産等の発生もなく前年同額であり、下段の剰余金

処分計算書は、記載のとおりであります。２９５ページからは、財務諸表付属調書と

して損益計算書、貸借対照表の明細書であります。また、３０４ページからは、給水

の状況などをまとめた事業報告書であります。

以上、平成２１年度における各会計の決算について申し上げました。よろしくお願

いをいたします。

○議長（菅野行雄） 議案第４９号から議案第５９号までの提案理由の説明が終わりまし

た。

ここで、監査委員より決算審査についての報告を求めたいと思います。

代表監査委員の鈴木巧君、お願いします。鈴木巧君。
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○代表監査委員（鈴木 巧） おはようございます。９月定例会、大変ご苦労様でござい

ます。それでは、決算審査意見書について申し上げます。

平成２１年度大玉村各会計決算審査意見書

第１ 審査の対象

平成２１年度大玉村一般会計歳入歳出決算

平成２１年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算

平成２１年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決算

平成２１年度アットホームおおたま特別会計歳入歳出決算

平成２１年度大玉村老人保健特別会計歳入歳出決算

平成２１年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

平成２１年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算

平成２１年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算

平成２１年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

平成２１年度大玉第二住宅団地造成事業特別会計歳入歳出決算

第２ 審査の期間

平成２２年８月１８日から２７日まで

第３ 審査の場所

大玉村役場・議会図書室

第４ 審査の手続

決算の審査に当たっては、平成２１年度一般会計・特別会計決算及び関係諸表等

の計数の正確性の検証とともに、予算執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行わ

れたか、更に健全な財政運営・資金収支が図られたか等を主眼において、特に共通

の審査内容では、①前年度の収入未済額は当年度の繰越調定額と符合しているか。

②収入区分及び経費の負担区分は明確かつ適正になされているか。③各会計及び経

営的性質を有する事業の収入は均衡が保たれているか。

歳入では、①収入済額は予算現額に比して著しい差異はないか。また、前年度と

比較して著しい増減はないか。②収入未済額、不納欠損処分及び滞納処分停止の事

務処理は適切か。③収入済額は調定額に比して著しい差異はないか。また、前年度

と比較して収入率の著しく低下しているものはないか。④調定の時期を遅延してい

るものはないか。

歳出では、①予算額に比して、多額の不用額を生じているものはないか。②事務

の合理化、経費の節減に努力しているか。③委託料、工事請負費等の支出の時期の

妥当性及び検査・検収は確実に行われているか。④明許繰越等の事由及び事務手続

は適正か。⑤予備費支出又は流用は適正であるか。

以上の項目を重点的に、それぞれの関係帳簿及び証拠書類等と照合しながら、細部

については参考書類等の提出と併せて主管関係職員の説明を求めながら、その実態の

把握に努めた。

第５ 審査の結果
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(1) 総括

審査に付された平成２１年度一般会計ほか特別会計９件の決算書及び同付属

書類は、いずれも関係諸法令に基づいて作成され、その計数は関係諸帳簿と符

合している。なお、同会計の予算執行状況は別表のとおりであるが、収入・支

出とも合法的に処理されており、財政運営全般についてもおおむね適正である

と認められた。

(2) 財産に関する調書

土地、建物、山林及び出資による権利物品等、債権、基金についての増減高

は適切に記載されており、それぞれ適正と認められた。なお、今後とも財産台

帳の整備計画等に当たっては、特に留意するよう要望する。

(3) 基金の運用状況

定額の資金を運用するために設置されている高額療養貸付基金をはじめ財政

調整基金、土地開発基金、減債基金、あだたらフレッシュ基金、役場庁舎建設

基金、国民健康保険給付費支払準備基金、中山間ふるさと水と土保全基金、地

域福祉基金、高齢者等肉用牛飼育型事業導入基金、高齢者等肉用牛導入事業基

金、アットホームおおたま管理運営基金、介護保険基金、介護保険臨時特例基

金及び玉井財産区管理運営基金における歳入歳出簿の計数は正確であり、設置

の目的に従って適正に運用されていると認められる。

第６の審査の概要については記載のとおりでございますので、省略させていただき

ます。

次に、６ページをお開き願いたいと思います。下の方になりますけれども、

第７ 審査意見

予算執行に関する事務処理については、毎月実施している出納検査とその際に実

施している財務監査並びに定期監査において審査しており、改める必要があると思

われる事項については、その都度指導している。予算執行効果や事業等については

執行成果報告書に記載されており、かつ決算事項別明細書によって説明されている

ので、監査上の詳細については省略し、必要と思われる事項のみ述べることとする。

(1) 平成２１年度における一般会計、国民健康保険特別会計、玉井財産区特別会

計、アットホームおおたま特別会計、老人保健特別会計、農業集落排水事業特

別会計、土地取得特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、第

二住宅団地造成事業特別会計における計数は正確であり、適正に執行されてい

るものと認めた。

(2) 財源確保及び財政運営については、景気の低迷が長期化・深刻化している経

済状況の中で、公債費比率は前年度より２.１％減少し、９.６％になった。ま

た、準公債費比率も前年度より２.２ポイント減少し、１１.０％となり、財政

指標はおおむね適正の範囲ではある。一方、経常収支比率は０.６ポイント減

となり、弾力性が少し改善方向を示した。今後、計画される事業の計画的・重

点化に配慮し、今後とも健全財政を確保する取り組みを進められたい。
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また、本年度も厳しい財政状況ではあったが、中山間地域等直接支払制度事

業、耐震補強設計事務事業、村道整備事業、合併処理浄化槽設置整備事業、耕

作放棄地等の解消事務事業など、重点的に取り組んだことに対して評価するも

のである。

今後、耐震改修工事等各種事業実施に伴う公債費、債務負担行為に基づく将

来にわたる負担が予想されることから、計画的、効率的、必要性に基づく事業

の展開を図り、健全な財政運営を望むものである。

(3) 税の収納率については、村税で前年度に比較して１.１％減の９２.７％、国

民健康保険税で２.４％減の７３.２％となった。また、介護保険料は収納率

９９.７％であった。村税を詳しく見ると、村税全体に占める割合が大きい村

民税と固定資産税においては、収納率が前年度より村民税で１.３％減、固定

資産税で１.２％減であり、引き続き収納率の向上に努められたい。また、国

保税においても、対前年度２.４％減と収納率が低下しており、特段の徴収取

り組みを図られたい。

税務関係事務は、依然として地方の景気低迷等による企業の雇用環境の悪化

など、税収確保が困難な状況ではあるが、一般財源の確保のため、今後ともな

お一層の徴収努力を図り、収納率の向上に努められたい。

(4) 歳出面における不用額の内容については、経費の節減による事業執行の努力

によるもの、事業計画の変更によるもの等もあり、全体的には、おおむね適正

に執行されているものと認めた。なお、事務的経費については、特に計画的な

予算編成等を考慮のうえ執行されたい。

また、本村地域活性化に当たっては、生活環境の整備、幹線道路等社会資本

の基礎的分野の整備、更に教育施設の整備、子育て環境の整備などの諸施策な

どが進められており、それが今後の村政発展に寄与するものと思料される。

少子高齢化が一層進展する中で、住民が現実に直面している問題を的確に把

握し、住民の視点に立った創造性あふれる施策の立案と、計画的、効率的事務

事業の展開を図り、住民の生活と福祉の向上に向け努力されることを念願して、

決算審査の意見とする。

次の８ページ、９ページについては、一般会計等の構成、それから執行状況等の一

覧表になっておりますので、ご覧いただきたいと思います。

次に、１０ページをお開き願いたいと思います。

平成２１年度大玉村水道事業会計決算審査意見書。

１ 審査の対象

(1) 審査の対象 平成２１年度大玉村水道事業会計決算

(2) 審査の期間 平成２２年８月１８日から２７日まで

(3) 審査の場所 大玉村役場・議会図書室

(4) 審査の手続 この決算審査に当たっては、管理者から提出された決算書類が、

水道事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検討するた
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め、会計帳簿・証拠書類との照合等、通常実施すべき審査手続きを実施したほ

か、必要と認められるその他の審査手続きを実施した。

２ 審査の結果

審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び同施行令、その他関係法令の定め

るところにより整理されており、平成２１年度末における事業会計の現金残高は預金

残高と一致した。予算の執行状況についても関係法令に従い適正妥当なものと認めら

れた。更に、水道事業の経営成績及び財政状態もおおむね適正に表示しているものと

認めた。また、財産、物品等については、年度中の増減並びに年度末現在高が関係台

帳及び書類と符合し適正であった。

３ 決算の概況については記載のとおりでございますので、省略させていただきた

いと思います。

次に、１１ページをお開き願いたいと思います。下の方になりますけれど、

４ 審査意見

給水計画人口１万人に対する給水人口は７,７５３人となり、２０年度に比し水道

利用者の異動により６人の減、普及率７７.５％となっている。

年間使用量は前年度に比し２.７％の増、年間給水量で１万７,０３５立方の増とな

った。

経営面について見ると、総収益に対する総費用は９８.７％となった。給水収益に

占める企業債償還額は、平成１９年度より繰上償還等を実施したために、１７８.６

％で、前年より６０.２ポイント上がっている。給水収益は前年度比較で、２.２％の

増、企業債償還額が対前年度比較５４.２％の増となっている。供給単価よりも給水

原価は少しずつではあるが、改善傾向を示しているものの、依然として大きく上回っ

ており、今後とも厳しい経営が見込まれる。

地方公営企業法の本旨にのっとり、今後とも安定した事業運営が図られるよう一層

の経営努力を望むものである。

次に、１３ページをお開き願います。

平成２１年度財政健全化審査意見書

１ 審査の概要

この財政健全化審査は、村長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

２ 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された下記健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

表でございますけれども、実質赤字比率はございません。②の連結実質赤字比率も

同じでございます。③の実質公債比率が１３.９％。④将来負担比率６５.３％でござ

います。なお、備考に記載しております△でございますけれども、これは黒字のパー

セントを示しておるものでございます。
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(2) 個別意見

①実質赤字比率について

平成２１年度の実質赤字比率は△７.４５％と黒字となっており、早期健全化

基準の１５％と比較すると、これを下回っている。

②連結実質赤字比率について

平成２１年度の連結実質赤字比率は△２２.０１％と黒字となっており、早期

健全化基準の２０％と比較すると、これを下回っている。

③実質公債費比率について

平成２１年度の実質公債費比率は１３.９％となっており、早期健全化基準の

２５％と比較すると、これを下回っている。

④将来負担比率について

平成２１年度の将来負担比率は６５.３％となっており、早期健全化基準の３

５０％と比較すると、これを下回っている。

(3) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

次に、平成２１年度大玉村水道事業会計経営健全化審査意見書

１ 審査の概要

この経営健全化審査は、村長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

２ 審査の結果

(1) 審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

資金不足比率は、これはございません。

(2) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

次に、平成２１年度大玉村農業集落排水事業特別会計経営健全化審査意見書

１ 審査の概要

この経営健全化審査は、村長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

２ 審査の結果

(1) 審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

資金不足比率は、これは資金不足ないため数値はございません。

(2) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

次に、平成２１年度大玉第二住宅団地造成事業特別会計経営健全化審査意見書

１ 審査の概要

この経営健全化審査は、村長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎と
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なる事項を記載した書類が、適正に作成されているかを主眼として実施した。

２ 審査の結果

(1) 審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

資金不足比率は記載ございません。

(2) 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

以上でございます。

○議長（菅野行雄） 決算審査の報告が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。再開は１１時２０分といたします。

（午前１１時０５分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１１時２０分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 引き続き、村長より提案理由の説明を求めます。村長。

○村長（浅和定次） それでは、議案第６０号について申し上げます。平成２２年度大玉

村一般会計補正予算についてであります。今回の補正は、前年度決算による繰越金や

地方交付税等の確定額を主な財源として、今後見込まれる事務事業に対応する予算の

編成を行いました。それでは、予算書により申し上げます。１ページ、補正予算第２

号は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ１億５,２３３万６,０００円を追加し、

予算の総額を４０億７,１１９万９,０００円とするものであります。また、補正予算

第２条に定める地方債の変更は、学校教育施設等整備事業債の減額や臨時財政対策債

の発行可能額の確定などにより、４ページの第２表地方債補正のとおり変更するも

のであります。それでは、補正予算の内容について、事項別明細の目ごとに歳出から

申し上げます。１４ページ、一般管理費の２０万円は、文書保管庫等の庁用備品購入

のための補正計上。文書広報費は、光ファイバー網整備に要する経費として１３万

１,０００円の補正。企画費の３１万１,０００円は、安達地方３市村による企業立地、

観光ＰＲに要する費用の計上。基金費は、決算剰余金による積立１億円を、そして諸

費は、各ふれあいセンターの地デジ対応テレビ等購入費６９万円の補正計上でありま

す。統計調査費の統計調査総務費は、交付金確定による消耗品費７,０００円の計上。

１６ページ、社会福祉総務費５０万５,０００円は、民生委員協議会への業務委託や

農業集落排水施設への接続等による社会福祉協議会との業務委託の変更による補正計

上。障がい者福祉費は、障害者自立支援法改正による給付費の増、地域活動支援セン

ター利用者の増、前年度給付費負担金の精算による返還金等１,０４９万２,０００円

の計上。児童福祉総務費１８４万８,０００円は、児童遊び場の維持管理費、すこや

か祝金の計上であります。予防費は、ヒブや子宮頸がん、高齢者インフルエンザ等の

ワクチン接種の所要見込み額４４３万９,０００円の補正計上。環境衛生費３３８万
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４,０００円は、太陽光発電等の住宅用エネルギー設備設置費７５万円、１８ページ

の墓地環境整備費補助金１７９万６,０００円、水道事業繰出金８３万８,０００円の

計上。老人保健費１５８万３,０００円は、前年度交付のガン検診事業費の精算によ

る返還金であり、保健センター管理費１７万９,０００円は、燃料費等の所要見込み

による補正計上であります。農業振興費３３万６,０００円は、イベント用ポン菓子

機の購入、生産調整推進対策費１０万円の減は、事業確定によるものであります。畜

産業費８６万４,０００円は、フレコンパッグ被覆用シートの購入やマニアスプレッ

タ修繕に要する費用の補正。農地費は７万３,０００円、農村公園の遊具修繕費用の

計上。２０ページ、環境改善センター管理費１０４万６,０００円、非常照明器具や

誘導灯の修繕、バッテリーの交換等消防設備の保守点検などによる費用の補正計上。

道路維持費は、村道維持補修工事費で７００万円、道路新設改良費は、測量設計業務

費や用地購入費用５７６万円の補正計上。消防施設費１１７万５,０００円は、防火

水槽の修繕に要する費用の計上。事務局費４８１万６,０００円は、臨時雇い６５万

１,０００円、スクールバス修繕料で１０万円、次のページの教育ビジョン策定費で

５万８,０００円、コミュニティスクール推進関係で２万円、当初、中学校費単独事

業で予算化していた中学校の武道必修化に向けた剣道防具等の購入を地域連携指導

実践校事業として取組むこととして２７５万３,０００円、環境対策推進支援事業で

１２３万４,０００円計上するものであります。２４ページ、耐震改修事業費は、地

方債の変更による財源調整であります。小学校費の学校管理費３１万円は、玉井小学

校の遊具や玄関照明設備の修繕、レーザープリンタの更新などに要する費用の計上。

中学校費の学校管理費は、グランド暗渠排水調査業務費５０万円、教育振興費は剣道

防具等の備品購入費の補正減２３０万円の計上。幼稚園費は、教諭の産休による補助

教諭の委託料７４万４,０００円の計上。２６ページ、社会教育費の目４ふるさとホ

ール管理費は、施設修繕料で１万９,０００円、保健体育費の体育施設費５０万円は、

バレーボール支柱の修繕で１６万円、村民プールの塩素供給装置やテニスコート防風

ネットの修繕などで３４万円の補正計上。給食センター費３２万９,０００円は、負

担割合の変更による補正計上。予備費は、財源の調整を行い、７４９万５,０００円

の補正計上となったものであります。８ページ、地方特例交付金３０２万４,０００

円、地方交付税２,２７２万４,０００円は、それぞれ交付決定に基づく補正計上。民

生費国庫負担金は、障害者自立支援給付費として２７０万円の補正計上。委託金の目

３教育費委託金は、コミュニティスクール推進事業費や武道必修化事業費に向けた地

域連携指導実践校事業費、環境対策推進支援事業費など３７５万５,０００円の計上

であります。民生費県負担金は、障害者自立支援給付費で１３５万円、衛生費県負担

金はインフルエンザＨＡワクチン接種事業費で６０万円の計上。１０ページ、民生費

県補助金は、６９万６,０００円の補正減。農林水産業費県補助金は、事業確定によ

る補正減１０万円の計上。総務費委託金は交付金確定により、６,０００円の計上。

一般寄付金は、官野伝氏から１０万円、ふるさと納税寄付金は神奈川県在住の朝倉定

氏より５万円それぞれ寄付いただいたものの計上であります。介護保険特別会計繰入
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金１,４８９万５,０００円は、特別会計の前年度決算の精算により、繰入する補正計

上であります。基金繰入金の財政調整基金繰入金は、基金の取くずしを減額する補正

２,０００万円の計上であります。繰越金は前年度の決算により、繰越明許費繰越額

を除いた１億２,１４２万８,０００円の計上。１２ページ、教育債は、学校教育施設

等整備事業費で２,５００万円の補正減、臨時財政対策債は、本年度の地方交付税の

本算定による発行可能額の確定により、２,７５０万円の補正計上をしたものであり

ます。

以上、一般会計補正予算について説明申し上げました。よろしくお願いをいたしま

す。

議案第６１号について申し上げます。平成２２年度大玉村国民健康保険特別会計

補正予算についてであります。２９ページ、今回の補正は、繰越金等を主な財源とし

て、一般管理経費の所要見込みによる予算の編成を行い、既定の予算の総額に歳入歳

出それぞれ４１３万１,０００円を追加し、予算の総額を７億４,５３２万２,０００

円とするものであります。それでは、歳出より申し上げます。３４ページ、一般管

理費は、審査支払関係システム開発に要する電算処理業務や国保連合会負担金など、

１８４万９,０００円の計上。出産育児一時金は、財源調整であります。疾病予防費

５万５,０００円は、ジェネリック医薬品使用に係る差額通知書件成に要する費用の

計上。国民健康保険給付費支払準備基金積立金は、利子積立金９,０００円の補正計

上。予備費は財源を調整し、２２１万８,０００円の計上となったものであります。

続いて、歳入、３２ページ、財政調整交付金は、審査支払関係システム開発に係る特

別調整交付金６６万２,０００円の計上。出産育児一時金補助金は、２４万円の補正

計上。利子及び配当金は、基金利子収入９,０００の計上。その他繰越金は、前年度

繰越金の確定等により、３２２万円の補正計上であります。

以上、国民健康保険特別会計補正予算について申し上げました。よろしくお願いを

いたします。

続いて、議案第６２号について申し上げます。３７ページ、平成２２年度アットホ

ームおおたま特別会計補正予算についてであります。今回の補正は、繰越金の確定等

により、基金積立・備品修繕、施設備品購入等今後の所要見込による予算の編成をし、

既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ９１２万７,０００円を追加し、予算の総額を

１億２,２２３万２,０００円とするものであります。それでは、歳出より申し上げま

す。４２ページ、一般管理費は、リーフレット作成と運営安定化のための基金積立に

要する経費５２１万円の補正計上。施設管理費１９３万３,０００円は、ラウンジ用

椅子の修繕や客室用座椅子の購入、館内分煙のための施設備品の購入などの予算計上。

施設運営費は、施設消耗品やカラオケリースに要する費用が３３万４,０００円の計

上。予備費は、調整財源として１６５万円の計上であります。続いて、歳入、４０ペ

ージ、繰越金は、前年度繰越金９１２万７,０００円の補正計上であります。

以上、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した。よろしく

お願いをいたします。
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続いて、議案第６３号について申し上げます。４５ページ、大玉村農業集落排水事

業特別会計補正予算であります。今回の補正は、繰越金を財源として、住宅誘導イン

フラ整備に関する予算の編成を行い、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ４４４万

７,０００円を追加し、予算の総額を１億１,２２５万５,０００円とするものであり

ます。それでは、歳出より申し上げます。５０ページ、農業集落排水施設維持管理費

は、住宅誘導インフラ整備として、本管取り出し等に要する費用３６万８,０００円

の補正計上。予備費は、財源を調整し、４０７万９,０００円の計上であります。続

いて、歳入について申し上げます。４８ページ、繰越金は、前年度繰越額の確定等に

より、４４４万７,０００円の補正計上であります。

以上、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した。よろしくお願

いをいたします。

続いて、議案第６４号について申し上げます。５３ページ、平成２２年度大玉村

介護保険特別会計補正予算について、今回の補正は、繰越金や過年度の精算金を主

な財源として、各費目の精算や基金の積立のための予算の編成を行い、保険事業勘定

の既定の予算の総額に、歳入歳出それぞれ２,２４８万４,０００円を追加し、予算の

総額を５億９,２５１万６,０００円とするものであります。また、介護サービス事業

勘定では、既定の予算の総額に９４万５,０００円を追加し、予算の総額を２１４万

５,０００円とするものであります。それでは、保健事業勘定の歳出より申し上げま

す。６２ページ、保険給付費の居宅介護サービス給付費から次のページの地域支援

事業費まで、今後のサービス利用動向等を見込んだ組替え補正予算を計上したもので

あります。介護保険基金積立金２１５万５,０００円は、決算による剰余金管理とし

て積み立てし、後年度負担の軽減を図るものであります。償還金は、前年度交付額の

精算の結果、国・県支払基金へ返還する額３７３万５,０００円の補正計上でありま

す。一般会計繰出金は、前年度繰入の精算による一般会計への戻し入れ１,３９５万

１,０００円の計上であります。６６ページ、財源の調整を行い、予備費に２６４万

３,０００円を補正計上したものであります。続いて、歳入、５８ページ、介護給付

費負担金は、現年度分において組替により、県支出金の介護給付費負担金との財源調

整であります。その他過年度分の５２３万３,０００円、地域支援事業交付金の国庫

分７万８,０００円、県分３万８,０００円、一般会計繰入分３０万９,０００円は、

いずれも前年度の精算により交付されるものを補正計上したものであります。６０ペ

ージ、繰越金は、前年度決算に基づく繰越額１,６８２万６,０００円の計上でありま

す。次に、介護サービス事業勘定について、歳出より申し上げます。７４ページ、居

宅介護予防サービス等事業費９４万５,０００円は、前年度の事業の繰越相当額を一

般会計へ繰出すための補正計上であります。続いて、歳入、７２ページ、繰越金は、

前年度繰越金の確定等により、９４万５,０００円の補正を計上したものであります。

以上、介護保険特別会計補正予算について申し上げました。よろしくお願いをいた

します。

議案第６５号、平成２２年度大玉村水道事業会計補正予算について申し上げます。
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７７ページ、今回の補正は、給水施設関連の修繕や住宅誘導インフラ整備に要する所

要見込みにより、予算を編成したものであります。それでは、内容について申し上げ

ます。第２条は、予算第３条で定めた収益的収入及び支出の予定額にそれぞれ８３万

８,０００円を追加し、総額を１億４,７９５万８,０００円とするものであります。

なお、財源は、一般会計繰入金により補てんするものであります。７９ページは、補

正後の予算実施計画であります。８０ページ、補正内容の明細であります。一般会計

からの繰入金を財源として、８０ページ下段の支出の原水及び浄水費３３万円は、第

３水源の塩素滅菌設備の修繕賛用の計上であります。配水及び給水費は、玉井字岩玉

地内の減圧井の電気設備修繕費や玉井字北東町地内の給水管取り出し等のインフラ整

備に要する費用の補正計上であります。

以上、水道事業会計補正予算について申し上げました。よろしくお願いをいたしま

す。

次に、議案第６６号について申し上げます。議案書になります。

議案第６６号、平成２１年度入海・台線道路改良舗装工事請負契約について申し上

げます。本案につきましては、平成２１年３月補正予算において、地域活性化・きめ

細かな臨時交付金事業として編成した事業を繰り越して実施するものであります。去

る９月１日に、大玉村、本宮市に本支店を置く登録業者を対象に、条件付一般競争入

札を執行いたしました。その結果、川名建設工業株式会社が、７,７４２万円で落札

し、同日付で工事請負仮契約を締結したところであります。本路線は、施工延長７１８

メートル、車道幅員が５.５メートル、歩道幅員が２メートルで、契約工期は平成

２３年３月１８日とし、工種によっては、全面通行止めの期間を設定するなど、安全

対策についても十分留意のうえ、施工いたします。なお、本事業費全額が、臨時交付

金対象工事となります。

以上、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条に基

づき、提案するものであります。

次に、議案第６７号について申し上げます。平成２２年度玉井小学校耐震改修工事

請負変更契約について申し上げます。本案につきましては、去る５月２４日の臨時議

会において、可決されました請負契約の内容について変更するため、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を

求めるものであります。主な内容は、廊下部分の天井、内壁、床及び手洗い場の改修

工事の追加です。以前から学校、保護者からの強い要望があったものでありますが、

今回の耐震改修により、部分的に施工された箇所と一体的に改修し、子どもたちが明

るい環境で学校生活が送れるよう学習環境の整備を図るものであります。

次に、議案第６８号、村道路線の認定について申し上げます。整理番号１番の大江

田中団地線及び整理番号２番の木ノ下団地１号線については、それぞれの住宅団地の

開発道路で、土地所有者から公衆用道路として寄附採納願いがあったこと、さらには、

住宅団地における生活道路としての維持管理の適正を期すために、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。整理番号３番から５番までの仲
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ノ内団地１号線、仲ノ内団地２号線及び仲ノ内団地３号線については、大山字仲ノ内

地内の住宅団地整備による開発道路であり、公共施段の維持管理を適正に図っていく

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。整理

番号６番の神明線については、小姓内共同墓地施設に接続する道路で、地元区長によ

る道路拡幅に関する請願書が出されたこと、さらには、不特定多数の用に供する道路

として、維持管理の適正を期すために、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６９号について申し上げます。大玉村固定資産評価審査委員会委員

の選任についてであます。本案は、現在の委員であります鈴木みやさんの任期が９月

２８日をもって満了となり、本人より辞任の意向がありましたので、その後任に松井

ひろ子さん、大玉村玉井字西庵９番地１、昭和２５年５月２４日生を最適任と認め選

任したいので、地方税法第４２３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。よろしくお願いをいたします。

以下、報告第４号、第５号及び第６号、健全化判断比率及び資金不足比率の報告、

平成２１年度安達地方土地開発公社決算、これは別冊のとおりでありますので、ご覧

をいただきたいと思います。

以上のとおり提案理由の説明を申し上げました。よろしくお願いを申し上げ、提案

理由の説明といたします。

○議長（菅野行雄） 提案理由の説明が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第７、議案第６６号「平成２１年度入海・台線道路改良舗装工

事請負契約について」を議題といたします。

質疑を許します。１２番。

○１２番（佐藤誠一） 予定価格が分かりませんでしたけれども、落札率はいくらだった

のかご説明願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １２番議員さんにお答えいたします。

落札率９４.６％でございます。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） だいぶ最近の落札率は大体７０％～８０％くらいいっているんで

すが、この９４.６％というのは、ごく最近の落札率ではちょっと高いと思うんです

が、その点、当局はどのように思っているのか伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １２番議員さんにお答えいたします。

平成２１年度１年間の条件付一般競争入札における平均落札率が、８８.１％でご

ざいます。今回、地域要件として、大玉村、本宮市ということでの条件付一般競争入

札に結果が、９４.６％となったということでございます。

○議長（菅野行雄） １２番。
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○１２番（佐藤誠一） ごく最近の仕事の内容では、落札率が平均では８８.１％だとい

うことで、かつてはまあ下請け、孫請け、ひこ請けくらいまでいったんですが、自分

の会社でほぼ全部やるようなシステムになってきたんですが、この９４.６％の比率

の中で、下請け、孫請け等の仕事に配分する可能性はあるのかないのか、念のために

お聞きしておきます。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １２番議員さんにお答えします。

この落札業者がどういう下請け、孫請け対処をするかは、その会社、会社の方針で

ありまして承知はしておりませんが、十分直接工事費、それから間接工事費、共通仮

設費等におきましては、品質を確保できる、あるいは地域経済に寄与できるというよ

うな金額というふうに感じております。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） 入札比較調査基準価格、これ非公表となっていますが、これらに

ついての非公表にしている理由について、それぞれ伺いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １１番議員さんにお答えいたします。

入札比較調査基準価格の非公表、これについて公表していきますと、この調査基準

価格が大体推計できるというようなことになりますので、この金額については非公表

というふうにさせていただいております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） 企業の立場になってものを考えると、それぞれ自分なりに計算を

して入札をしたと。でも、結果的に低すぎて、もちろんそれは協議あるようなんです

が、納得、例えば自分が落札できなくとも、納得するためには、そういう数字がきち

っと分かって、ああなるほどということになって、初めてそれぞれの次の入札に参加

するという意欲も出てくるのかなというふうに思いますし、その透明性といいますか、

きちっと内容を分かったうえならば納得するという部分もあろうかと思いますが、そ

の分からないところが多ければ多いほど、その納得いかないで終わっている。要する

に入札に参加した人にとってみれば、どうもひき甲斐がないというようなこともあろ

うかというふうに思いますが、だから例えば大玉村では予定価格は大体この辺になる

んだなと。要するに設計価格に対して、なんパーセント落ちるんだなと、あるいは調

査基準価格は何パーセントまでさげているんだなと、それは分かってもいいと思うん

ですよ。だって、それは分かったって、その企業、企業は、自分らの計算してやるん

だし、大玉村はこの範囲内でやってますよということをお互いに分かったって、何ら

問題ないというふうに思いますが、分かって困るというのは、どういう根拠なんです

か。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １１番議員さんにお答えいたします。

調査基準価格を最初から公表するということになれば、各業者が健全な設計を自分
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の仮試算を行う必要がないと。その数字をそのまま出せば、イコールになるというこ

とになれば、うちの方では今度はくじ引きで落札業者を決定するような方向と。かつ

て最低制限価格を設けて、すべて同じ金額になって、くじ引きによる入札が激増した

ということもあります。そういう意味でも、また、それぞれの業者が健全な自分なり

の積算をしていただくということも踏まえて、現在、大玉村では非公表という形で運

営をさせていただいております。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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。質疑打

ち切りご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第６６号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、日程第８、議案第６７号「平成２２年度玉井小学校耐震改修

工事請負契約変更契約について」を議題といたします。

質疑を許します。１１番。

○１１番（遠藤文一） あのこれ今日議決すると思わなかったものだから、後でこれは何

かゆっくり聞けばいいなというふうに思っていたんですが、この変更する箇所、内容、

量的なもの、あるいは金額的なもの、それを明確に出していただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １１番議員さんにお答え申し上げます。

今回の施工箇所でございますが、それぞれ玉井小学校１階、２階、３階の廊下、そ

れからそれをつなぐ階段部分でありまして、天井の塗装、それから壁の塗装、床のは

り替えですか、それから手洗い場の改修ということで、手洗いのシンクですか、それ

らの箇所１１か所を予定しております。

○議長（菅野行雄） １１番。

○１１番（遠藤文一） これなんで最初から出さなかったんだと。こういうふうな今の追

加してやるようなことになった結果は、だれが責任なんだと。我々は、この改修に対

しても、設計もまともに見ていないんだと。そういうところに契約して、出た端を今
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度はこれだけの増額になりました。最初から我々がそれを見て、そして議決している

ならまだしもそういうことがあろうかと思いますが、設計もだれがどうして取ったか

分からないで議決して工事発注している。結果が、今度はこれだけ増額しましたと。

だから、なんでそんなになるんだと。だれの責任だと。責任をきちっと取ってやれと

言いたいの。まず、今の言葉でづらづらと言われたけども、この妥当性があるかどう

かという、我々がここで議決するときに、今、ポッと出されて、ああ異議なし、異議

なしというわけにはいかない。ですから、議長、この事件だったらば、もっと後の機

会に議決していただきたい。それまでに十分研究をして、内容を精査する必要があろ

うというふうに思いますので、議長、今日でない日に議決をお願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １１番議員さんにお答えいたします。

大変工事の途中で追加ということですので、今のようなお話しが出たと思いますが、

当初は学校の工事というのは、３月に行事が目白押しだということになると、２月で

工事を終わらないと、３月の学校行事に支障が出るということですので、終わる日程

というのは、どうしても守らなきゃいけないと。ですから、発注する当時は無理をし

ていろんなものを入れますと、工期が延びてしまう可能性があります、天候によって。

たまたま今年は天候も大変良くて、大変暑かったんですが、外部工事が予定よりも早

く進んでいるという状況を踏まえて、当初より学校から強く要望のあった内装、本当

は教室の中もやってほしいという強い要望があるのですが、それまでやると、今回は

ちょっとやっぱり工期が間に合わないということで、来年度以降に実施をしますが、

この廊下、それから階段の内装と、それからあと手洗いの問題については、一番学校

の強い要望でしたので、当初入れると先ほど言ったみたいに、工期の問題で難しいと。

ただ、それが見通しが立ったということですので、当初の設計業者に全部数値を拾っ

ていただいて、正規に設計額を出して、落札額をかけて、この金額の範囲内でできる

工事ということになりますと、今言ったような金額で内容で工事をやると。これは例

えば皆さん３０日に見られたときに、廊下を歩いたときに真っ白いものと昔の黒い天

井とがずうっと続いていきます。これも非常に教育環境としてはまずいということな

ので、今回、是非それを直してほしいという強く教育委員会の方で要望いたしまして、

追加を入れていただいた。条件は、期間内に、工期内に終了するということでござい

ます。まだ、学校からの要望について先ほど言ったように、その教室の床とか内装に

ついては、工期の関係で来年度以降と。一日でも早く良い教育環境を造っていただき

たいということで、これも一日でも早く議決いただければ、もう明日にでも工事に入

れるということで、既にもうそういう時期的になってますので、是非先延ばしにしな

いで、信用していただいて、今日、議決をいただきたいと。子どもたちのためによろ

しくお願いします。以上です。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 全く１１番議員さんと私も同じ考えなんですけども、今までの村

のこういった入札についても、第二工業団地しかり、村民の森しかり、そこの健康セ
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ンター付近の排水工事もしかり、１回目の入札のときには低めに取ってですね、後で

追加工事する。これ随意契約なんでしょ。１回取った会社というのは、こういった仕

事が１割も増えるわけです。そういったことを今日ここで出されて、急きょ審議して、

我々に採決してくださいというのは無理がありますので、もっとやっぱりしっかりし

た資料を提出した中で、採決していただきたいと私もそう思うんですけれども、まあ

随意契約についてはこれいくらいくらとまでは分かりませんけども、随意契約に持っ

ていくということ自体無理がありますので、その点もよろしくお願いしたいと思いま

す。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 今の変更する理由、教育長の方からお話しがございました。限られ

た工期内でということになると、廊下の塗装とか、それからあとは今の天井とか、そ

れから手洗い関係、これは当初にはちょっと工期には無理だなと、そういうことで外

したということなんですよ。だけれども、天候にも恵まれて、工期内にそれらを追加

しても、なんとかこれできそうだと。だから、この際、この工事に合わせれば格安に

できるだろうと。それではまた、要望があることだから、みたしてやりましょうと、

そういうために工事というのには、変更契約という堂々とそういう道が開けられてい

るんです。だから、今、これはいろんな工事のことを挙げられましたが、全部それ相

当の理由と根拠があって変更契約をやるわけでありますから、今、内容については申

し上げました。内容について、よく皆様方分かったと思いますので、そういう内容な

んだなということで、ひとつ議決方お願いしたいと思います。

○議長（菅野行雄） １４番。

○１４番（佐原吉太郎） 今、教育長さんからそれぞれ学校側から要望があったという説

明がございましたが、やはりですねこれは私ちょっと３０日ですか行けなかったんで

すが、その時点でやはりそういった要望というのがあったんですか、ないんですか、

それからお答え願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） ３０日は、私同行しておりませんでしたので内容については承知

しておりませんが、これは当初、この耐震改修を行うという計画時点で、学校からも

強く要望出ましたし、教育委員会でも強く要望しましたが、先ほど村長が申されたと

おり、工期の関係で確実にできる内容でまず、スタートしたということでございます

ので、ご理解いただきたいと思います。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。１４番。

○１４番（佐原吉太郎） とにかくこれ随契なんでしょうから、やはりこれ正当性という

かな、あっちで見積もりだしたやつなのか、それともこっちでもちろんこれ設計なの

でしょうから、この箇所この箇所でいくらになると。あくまでも向こうに一切価格と

いうのはお任せなんですか。だれがこれどういう形の中で、もちろん専門分野が要す

るに計算して、これ増額されたんでしょうが、それらも適正か適正でないかと、やっ

ぱりこれからこういうものに対しては、地方自体ももちろん国もそうなんですが、非
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常に高いと言われていますね。そういうことも踏まえて、やはりきちっとした対応を

したのかしないのかね。ただ、単なる随契だから、同じ会社だから、こうだこれくら

いかかるよと、ただ出したんじゃ、やはり困ると思うんです。その点を慎重にやった

かどうかね、ひとつその点を含めて。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） 本契約をして、今回のようにそれに変更契約ということについての

変更契約の額ね出す根拠というのがございます。そういう根拠の仕組みについて、こ

れは担当課長の方から答弁をさせます。

○議長（菅野行雄） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １４番議員さんにお答えします。

今回の変更額につきましては、施工管理を依頼しております真島建築設計事務所

に依頼をしまして、数量を拾いました。その数量を設計の中で反映して、設計額を

変更設計額を出して、その出した金額に当時の請負率を掛けて、今回の１,４２４万

９,５５０円というような変更額を算出したものであります。

○議長（菅野行雄） ほかに質疑ございませんか。１１番。

○１１番（遠藤文一） とにかく提案する側のその理由と根拠は分かりました。それで、

そのルールも分かりました。ただ、これ執行者におれは言っているんじゃないんだよ

ね。議員我々１６人が、どう考えるかなの。今、ポッと出されて、はいこうしますよ

と、こう変更しますよといって、何も話を聞いただけで図面見るわけでない、どうの

こうのでない言葉だけのことを言われて、はい、異議なしでここで議決するのが我々

の仕事かどうか。やっぱり議会の責任にして、もっと内容をきちっと把握したうえで、

異議なしなら異議なし、それは結構だと。だけれども、今、さっさとここで議決する

んでなくて、明日なり明後日なりに後の時間にきちっと議決をすべきでないかという

ことで、これは執行者側にどうのこうの言うんでなくて、おれは議員の皆さんにおれ

は考えるべきでないかなということで、議長にお願いします。とにかくこれを今日で

なくて、もっと後の時間に議決するようお願いします。

○議長（菅野行雄） 今のご意見でございますが、議長にということでございますが、今、

執行者の方から内容の説明いろいろございました。それらの内容について、現地を見

ていないからとか、どこをどうと言うよりも、この金額についても最初の請負金額に

追加金額を率合いを掛けてということの中身でもございますし、当初から今の工事の

中身というのは、学校側からも教育委員会側からも要望が出ていたと。それが、工期

内に仕上がらないということの関係で、当初の関係ではその部分を外したというよう

な説明の内容だと思いますので、ここでこの工期の関係もございますので、一日も早

く議決するのが、議会としての使命かなと、このように私なりに考えております。

以上です。

はい、１４番。

○１４番（佐原吉太郎） やはり先ほど課長が説明あったが、やはりこの全くその緊急に、

耐震の場合ね、これ崩れたら人命に影響あるわけですね。これは当然速急にやらなく
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てならない。これはだれでも認めるところですね。しかしながら、屋根が汚れていた

とかね、裏板が、それが果たして緊急性があるのか、これやらないと子どもたちが、

例えばねどうしようもないのかと、耐震に影響があるのかないのか、それらも含めて

ひとつ説明を願いたいと思います。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １４番議員さんにお答えいたします。

今、なぜこの工事をということでございますが、当初に発注した工事で、子どもた

ちがもう既に授業が始まっておりますので、一部工事を内装をやっていますが、今の

時期で例えば天井をですね同じように修復すると、これを全面的にやるのか部分的に

やるのかという時期に来ていますので、これをそのまま遅れますと、二重手間という

んですかね、１回いじったところだけ直して、それ以外には手を付けないで後で発注

すると、全面的にもう１回やり直しになるとかと、そういうことも含めて、時期的に

一日でも早く議決をいただいて、その今やっている既存の工事と併せてやりたいとい

うことです。（不規則発言あり）あの今回はですね

○議長（菅野行雄） １４番さん、こちら答弁ですから、それに対して、また質問をお願

いします。

○教育長（押山利一） それで、今、言いましたのは、学校の耐震工事というのは、大玉

中学校のように耐震工事と大規模改修とあるんです。今回の補助金は、耐震改修だけ

ではなくて、学校の大規模ではありませんが、小規模改修という２本の補助金でやっ

ているんですよ。ですから、耐震改修絡みで今、やろうとしているのではなくて、学

校の改修、文科相では、耐震改修するときに、耐震のブレスとか付けるだけでなくて、

やはり内装もやる場合は補助金出しますよということで、２本立てていっております

が、それを１本で発注しますので、当然、内装部分として、学校の改修部分として、

今回、それを追加としてお願いしたいという内容でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） １０番。

○１０番（鈴木宇一） 先程来、説明がるるありました。学校現場、教育の振興、そうい

う点からすれば、より良い環境造るということは至極当然。私たちもそのことに関し

ては、何ら異論はないんです。私たちも議会も、今までにおいても、学校関係におい

ては、必ず協力してきたというふうに思っております。しかしですね、私ども３０日、

議長を筆頭に全員で現場を見ているんです。非常に３４度～３５度の暑い時期です。

もう作業服を着て、１階から３階まで全部見ております。そういう中で、なぜ一言説

明がなかったのかなと。それは入札しないからということかもしれませんが、何も数

字は言う必要ないんですよ。壁、天井、廊下、こういうものも直す、まあ設計変更し

たいんだと、協力お願いしますというような一言丁寧な説明、なぜないのかなと、私

は今、思っているんですよ。３０日から当時は、３０日はもうできておったんでしょ、

３日議運なんですから。それが残念でなりませんね。ですから、もう少し議会軽視と

は言いませんが、議会の皆さんにも丁寧な説明をしてほしいなというのが、私の率直

な意見でございます。
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○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。

ちょっと私同行していなかったので、その内容については今、お聞きしましたが、

課長の方としては、予算書とか確実にそれが原案として載るというような確信がまだ

はっきりしないうちは、たぶんその説明ができなかったんだろうというふうに考えて

おりますが、その可能性について、こういうことを要望しているという点ぐらいまで

は、まあお話ししても可能かなと思いますので、今後はそのように、そういう時期で

あれば、そのように対処してまいりたいというふうに考えております。

○議長（菅野行雄） １２番。

○１２番（佐藤誠一） 全く前質問者が言ったとおりですね、我々１週間も前に現場スタ

ートしたわけですよ。そのときに一言の追加工事ありますなどと聞いた議員いないと

思いますよ。それなのに今日になってこうやってポッと出されてね、我々こういった

数字示されて採決させられるというのは、これいかがなものか。これ議会軽視となり

ませんよ。ただ、教育長の先ほど説明では、３月では目白押しに行事があるから、そ

のときに計画組みはちょっと無理だったみたいな説明したんですけども、それでは我

々納得できませんよ。今年は天気が良かったから工事の進行状況も良かったからとい

うような説明があって追加工事になるということなんですけども、これ１割も追加工

事する。しかも、随意契約なんですよ。こういう仕事を待っている業者も、今、たく

さんいるんですよ。そこをどう当局は見ているのか、私は不思議でなりませんよ。数

字だってこれ１,４００万円ですよ。これ大変です。やっぱりその辺を軽視しては絶

対ならんと。議長、やっぱりねこれは保留という形で、そういった形も取れますので、

やっぱり保留して、後日、審議してやっぱり採決に持っていくというのがベターだと

思いますので、我々は反対はしませんけども、その方向に持っていってほしいと要望

しておきます。

○議長（菅野行雄） 教育長。

○教育長（押山利一） １２番議員さんにお答えいたします。

私、３月にと言いましたのは、当初、小学校の耐震工事と改修工事を合わせてやる

場合に、今回、追加になる部分については、やっぱり一緒にやりたいという強い要望

を持っておりましたが、設計段階でそれを全部入れてしまうと、２月いっぱいでの工

期が難しいという設計屋との話の中で、それを外したという経過があるということで

す。３月に各種卒業式とかですね離任式とか、学校の大きな事業が入っておりますの

で、その前に２月中に工事を終えて、新しい改修された安全な学校で学校行事をやっ

ていただくということでの３月という話でございます。で、２月までにやっていただ

くというのが、一応我々の方としての最低守っていただきたいという部分ですが、今、

工事をやって、改修工事をやって、そこを一旦全部形を終えてから、来年以降、再入

札と再工事ということになりますと、（不規則発言あり）いや、説明しなかったこと

については、先ほど１０番議員さんにお答えしたとおりでございます。以上です。

◇ ◇ ◇
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○議長（菅野行雄） 議案第６７号の審議途中でございますが、昼食のため、暫時休議を

いたします。再開は午後１時３０分といたします。(午後０時１２分)

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。(午後１時３０分)

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 議案第６７号に対する質疑を許します。村長。

○村長（浅和定次） 私の方から申し上げます。

午前中のそれぞれお話しの中で、期間的な問題とか、それから工種の内容、こうい

うことについては申し上げました。しからば、今回の変更額の１,４２４万９,５５０

円、これの例えば手洗い場、あるいは塗装の関係、要するに総額でいくらなるのか。

それが、要するに請負率関係で、このような数字になると、こういう関係等について、

担当の方から説明をさせます。

○議長（菅野行雄） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） ただいま村長が申し上げました今回変更の中身でございま

すが、設計額で申し上げますが、塗装改修、天井、壁、それから床の改修でございま

すが、こちらが５２４万６,１０４円であります。それから、手洗い場の改修であり

ますが、８６８万６,９６７円。これらの改修に伴います電気工事関係でありますが、

１５万２,０００円。それから手洗い場関係の改修工事関係、先ほどのシンク改修と

は別に改修する訳なんですが、こちらが８９万４,３２３円。それから、共通仮設費、

現場管理費、一般管理費、こちら３つ合わせまして２９６万２,０００円であります。

それで、設計額の今回の変更増でありますが、１,８８３万８,０５０円になります。

こちらの設計額の増分に、当初の請負率７５.６４、まあ小数点２位までで計算しま

すと、７５.６４％で計算しますと、今回の変更額であります１,４２４万９,５５０

円というような数字になります。以上でございます。

○議長（菅野行雄） 質疑に移ります。１番。

○１番（押山義則） 先日の現場視察で、流し台の状況とか、それから天井の状況、床の

状況、全く教育施設としては耐え難い状況であることは理解いたします。ただ、今回

の追加工事の必要性は認めるんでありますが、私が疑問に思うのは、なぜ当初からこ

の計画を提示していなかったかということであります。道路工事とかなんかであった

なら、工事の経過の途中で突発的に追加工事が生じるのは理解しますが、今回の工事

の必要性は、当初から分かっていたんじゃないかと、そう私は理解しています。例え

ば今回、追加工事する理由として、先ほど予算の関係で当初から織り込めなかったと

か、あと今回、入札の差額が生じたことによって、発注できる状態になったというな

ら理解できるものでありますが、当初に提示されていないものが追加工事になるとい

うことは、皆さんにも、村民にとっても理解に苦しむのは当然だと思っております。

ただ、しかしながらやっぱり先ほども言いましたけども、必要性は認めます。ただ、

今回、当局の配慮が、そういった意味で足りなかったことと説明責任が果たしていな

いということ、それはあの認めていただきたいと思うんです。今後、こういう追加工
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事のことに関して、認識を改めていただくことを確認して、私は、今回の追加工事は

承認したいと考えるんでありますが、村長お願いします。

○議長（菅野行雄） 村長。

○村長（浅和定次） この当初に分かっていたのではないかということでございますが、

分かってはいたんです。分かってはいたけれども、金額の問題とかね、それから先ほ

ど言ったように工期の問題、教育長の方からるる説明がございました。そういうこと

で、結果的には思ったよりも天候にも恵まれて工事が進んだと、そういうことで、こ

の際、後というと新たに発注になると。そして、これ当初の関係も比較的計画してい

る金額よりも各安く落札になったと、こういう関係で、この際、これをやった方が、

結果的には学校なり、あるいは父兄の要望にもこたえることにもなる。そして、結果

的には、金も安上がりになると、合わせてやればね。そういうことで、今回、変更契

約と。変更契約というのは、そういうやっぱり性格のものであるなと。ただ、機会が

現場なりなんなりあって、そしてもっと説明をする機会があったのではないかなと、

こうしたことについては、今後、十分配慮をさせていただきたいと、このように考え

ております。そういうことでご理解をいただいて、ひとつここでこの最終の、あるい

は日程に基づいて議決の日にというと遅れると、こういう関係で、日々工事をこれ進

めているわけでありますから、だから、それに支障のないようにということで、今日

は初日に議決をと、こういうことで提案をしているわけでありますので、ご理解をい

ただいて議決をお願いをしたいと思います。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １１番議員さんに塗装の面積をお知らせいたします。

天井部分でございますが、６５４平米です。それから壁の部分ですが、１,０８５

平米。それから床の改修が、５８０平米でございます。以上です。

○議長（菅野行雄） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 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。質疑打

ち切りにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第６７号を採決いたします。

本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（菅野行雄） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 次に、日程第９、請願・陳情について常任委員会に付託を行います。

６月定例会以降、本日までに受理した請願・陳情は、お手もとにお配りいたしまし

た写しのとおり、請願第５号から請願第１０号まで及び陳情第６号の合計７件であり

ます。

お諮りいたします。

議長から所管の常任委員会に付託したいと思いますが、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（菅野行雄） 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６号を総務常任委員会に、請願第８号から請願第１０号までを産業建設

常任委員会に、請願第５号から請願第７号まで厚生文教常任委員会にそれぞれ付託を

いたします。

なお、議長への委員会の審査結果の報告につきましては、９月１５日の本会議前ま

でにご報告をお願いいたします。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 以上で日程による議事が終了いたしましたので、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１時３８分）


