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平成２３年第２回大玉村議会定例会会議録

第１日 平成２３年３月２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した者。

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

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

議案一括上程

議案第２号～議案第３３号及び報告第１号、報告第２号まで一括上程

議案第 ２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について

議案第 ３号 村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第 ４号 教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部

を改正する条例について

議案第 ５号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
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議案第 ６号 大玉村特別会計条例の一部を改正する条例について

議案第 ７号 大玉村税条例の一部を改正する条例について

議案第 ８号 大玉村あだたらフレッシュ基金条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第 ９号 大玉村文化財保護条例の一部を改正する条例について

議案第１０号 大玉村子育て支援医療費助成に関する条例の一部を改正する条

例について

議案第１１号 大玉村国民健康保険条例の一部を改正する条例について

議案第１２号 大玉村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について

議案第１３号 福島県市町村総合事務組合規約の変更について

議案第１４号 平成２２年度大玉村一般会計補正予算について

議案第１５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１６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１７号 平成２２年度大玉村老人保健特別会計補正予算について

議案第１８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１９号 平成２２年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算につい

議案第２０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２１号 平成２３年度大玉村一般会計予算

議案第２２号 平成２３年度大玉村国民健康保険特別会計予算

議案第２３号 平成２３年度大玉村玉井財産区特別会計予算

議案第２４号 平成２３年度アットホームおおたま特別会計予算

議案第２５号 平成２３年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算

議案第２６号 平成２３年度大玉村土地取得特別会計予算

議案第２７号 平成２３年度大玉村介護保険特別会計予算

議案第２８号 平成２３年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算

議案第２９号 平成２３年度大玉村第二住宅団地造成事業特別会計予算

議案第３０号 平成２３年度大玉村水道事業会計予算

議案第３１号 平成２１年度入海・台線道路改良舗装工事の請負変更契約につ

いて

議案第３２号 村道路線の廃止について

議案第３３号 村道路線の認定について

報告第 １号 平成２３年度安達地方土地開発公社予算等について

報告第 ２号 福島県市町村総合事務組合を組織する団体数の減少及び規約の

変更に係る協議の専決処分について

施政方針並びに提案理由の説明

請願・陳情について（委員会付託）
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５．本会の書記は次のとおりである。

議会事務局長 後藤和吉、書記 渡辺佳織、国分郁夫、後藤芳一、鈴木健一
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会 議 の 経 過

○議長（菅野行雄） おはようございます。３月定例会が招集されましたところ、出席ご

苦労様でございます。

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２３年度第２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、議会運営に関する基準１５２及び１５３の規

定により、議員の表彰報告並びに表彰伝達を行います。

これより表彰報告並びに表彰伝達を行います。

本年２月９日に開催されました第６２回全国町村議会議長会定期総会において、私が

議会議長在職７年及び渡辺泰章君、佐藤悟君、遠藤義夫君、佐々木市夫君、鈴木宇一君

が議員在職１５年の自治功労により表彰されましたので、ここにご報告申し上げます。

これより表彰伝達を行います。

暫時休議いたします。（午前１０時０１分）

（休議中に表彰伝達）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１０時１０分）

◇ ◇ ◇

○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１４番佐原吉太

郎君、１５番大戸隆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２回３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２月２５日、午後１時３０分より第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３４件で、その内容は条例

等関係１２件、予算関係１７件、工事請負変更１件、村道廃止・認定２件、報告２件
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の合わせて３４件であります。

また、今期定例会の一般質問者は８名であります。

次に、会期につきましては、本日３月２日から１１日までの１０日間と決定をいた

しました。

また、審議日程につきましては、

本日 ２日 本会議、村長の行政報告、議案の一括上程、施政方針並びに提案理由

の説明、請願及び陳情の委員会付託。

３月 ３日 議案調査のため休会。

３月 ４日 本会議、一般質問６名。

３月 ５日 休会。

３月 ６日 休会。

３月 ７日 本会議、一般質問２名、議案第２号から議案第２０号までの議案審議。

３月 ８日 本会議、平成２３年度予算議案に対する総括質疑及び平成２３年度予

算議案の委員会付託。

３月 ９日 委員会。

３月１０日 委員会。

３月１１日 大玉中学校卒業式のため、午後１時３０分より本会議。議案第２１号

から議案第３３号までの議案審議、付託事件の委員長審査報告及び審議並びに閉会

中の継続審査申し出という日程で行います。

なお、先例により、会期日程第７日、３月８日の総括質疑につきましては、平成２３

年度予算案についての質疑となります。質問者は、自らの所属する常任委員会の予算

項目以外の質疑内容とし、議題に供された内容とするように申し合わせをいたしまし

たので、ご協力くださるようにお願いを申し上げます。

以上のように委員会として全委員一致をもって決定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、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会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会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。
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○村長（浅和定次） ご苦労様でございます。

本日、第２回定例会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様には何かとお

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申し上げます。

では、今次定例会に当たり、現時点における本年度の事務事業について、行政報告

を申し上げます。

まず、１２月以降の県町村会等の活動について、申し上げます。この間、県総合計

画審議会では「土地利用基本計画の変更について」、安全で安心な県土づくり推進会

議では「基本計画の進行管理を」、また、県学校教育審議会において、県内の中学卒

業者数が平成２６年度には２万人を割り込むとのことから「今後の県立高校の在り方

について」積極的に意見・提言を申し上げてまいりました。

更に、当面の緊急課題であります「政府のＴＰＰ交渉参加」を阻止するための決起

集会及びシンポジウムの開催や、関係省庁並びに福島県及び本県選出国会議員への要

請活動を関係団体等の協力の下に展開してまいりました。

併せて、「社会保険二本松病院の公的病院としての機能存続を求める要請活動」も

並行して実施してきたところであります。議員皆様には、引き続きお力添えを賜りま

すようお願い申し上げます。

それでは、「企画財政課」関係から申し上げます。

まず、第４次総合振興計画の進捗状況は、１月末までに企画調整小委員会案をまと

め、２月上旬に企画調整委員会での原案の決定、総合振興計画審議会への諮問を経て、

２月１０日よりパブリックコメントに付したところであります。同計画原案は、「力

強い産業と広がる交流」、「みんなで支える安心生活」、「夢を育てる教育・子育

て」を基本目標として、将来像を「小さくても輝く 大いなる田舎 大玉村」とした

ものであります。今後、様々なご意見等をいただきながら、当議会において最終原案

を審議していただくこととしております。

次に、村政執行基本方針でも申し上げましたが、平成２２年１０月１日現在で行わ

れました国勢調査の速報内容のとおり、本村は、人口で１２３人、増加率１.５％で

県下２番目に高い増加率となりました。これらは、地理的要因等も含め、今までの定

住人口増加のための諸施策等が確実に実を結んだ結果であると考えております。

次に、農政課関係。まず、水田農業対策について申し上げます。

今年度の生産調整は、生産目標面積９４１.４ヘクタールに対して、主食用作付面

積９４０.６ヘクタール、生産率９９.９２％となりました。主食用作付面積の栽培形

態別内訳は、慣行栽培７９８.２ヘクタール、特別栽培米１３５ヘクタール、直播栽

培が２.１ヘクタール、有機栽培５.３ヘクタールの作付けとなりました。

今年度から導入された米戸別所得補償モデル事業の１０アール当たり１万５,０００

円の定額部分につきましては、交付対象件数６８５件、交付見込額が１億２,３３４

万２,０００円であり、変動部分については、１月までの米価を基準に１０アール当

たり１万５,１００円と算定され、３月中に交付される見込みです。また、水田利活

用自給力向上事業につきましては、大豆、ソバ、飼料作物などの水田転作作物に交付
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されるものであり、交付対象件数１６１件、交付見込額４,８６１万９,０００円とな

っております。

次に、中山間地域等直接支払事業につきましては、１７集落が集落協定を締結し、

協定締結面積２４７.５ヘクタール、対象農家数２８３戸、直接支払交付金４,３５３

万９８円で事業を取り組みました。

次に、松くい虫防除事業については、伐倒駆除１５０.２２立米、事業費２８７万

７,０００円、地上防除が１.１ヘクタールを２回、事業費２６万２,０００円を実施

し、松くい虫の被害拡大防止を図りました。

次に、農地再生室関係であります。本年２月末現在の耕作放棄地再生面積について

は、畑が３.９ヘクタール、水田が１.８ヘクタールの合わせて５.７ヘクタールであ

ります。再生中の面積は、畑１.３ヘクタール、水田が０.４ヘクタール、合計で１.７

ヘクタールであります。また、現在までの再生面積は、田・畑会計で９.７ヘクター

ルとなりました。

次に、建設課関係。星内・西庵線（外）道路改良舗装工事について申し上げます。

本工事は、斎藤建設工業株式会社が請け負い、おおむね天候にも恵まれたことから

２月末の工事進捗率は９２％となっており、３月１８日には供用を開始する予定であ

ります。

次に入海・台線道路改良舗装工事については、川名建設工業株式会社が請け負い、

現在、歩道及び車道の表層工が終わり、安全施設設置工、区画線工を行っているとこ

ろであります。秋の不順天候に加えて１２月と１月には大雪に見舞われましたが、何

とか予定していた工程どおりに進んでおります。これから路肩盛土と種子吹き付けを

行い、完成工期である３月１８日には竣工検査を行う予定であります。

次に南町・山口線（外）道路改良舗装工事について申し上げます。本事業は、国土

交通省所管の社会資本整備総合交付金で実施しており、今年度は、測量設計と地質調

査を実施いたしました。昨年９月には線形案に関する「地区説明会」を、今年１月２６

日には実施計画案として、用地の影響幅まで概ね分かる図面をもとに説明会を開催い

たしました。説明会では、具体的に要望も出され、概ね実施計画どおり了解をいただ

いたものと考えております。今後は、交付会の動向を踏まえ、新年度において道路部

の実施設計、山口橋の予備設計、河川協議、不動産鑑定を行う予定であり、平成２４

年度には用地補償、山口橋の実施設計を、平成２５から２６の両年度に橋梁及び改良

工事を行い,平成２６年度末の完成を目指して取り組んでまいります。

次に、住民生活課関係。昨年１月から１２月までの交通事故の発生件数は２７件で、

一昨年より１５件減少しており、負傷者は３４名で１９名の減少となっております。

しかし、残念ながら本年１月に死亡事故が発生し、死亡事故ゼロは、１,６２２日で

途切れましたが、今後とも関係団体と協力し事故防止に努めてまいります。また、同

期間の火災発生件数は３件で、建物火災が１件、高速道路での車両火災が１件、建物

以外のその他火災が１件となっております。今後とも、関係団体等と連携を図りなが

ら予防消防に努めてまいります。
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消防車両の計画的な更新のため、本年度は小型動力ポンプ付積載車２台を１分団２

方部及び５分団２方部にそれぞれ配備いたしました。なお、国から貸与された消防団

救助資機材搭載型車両１台を６分団２方部に配備しております。

次に、住宅用新エネルギー補助事業の現在までの状況でありますが、太陽光発電に

対する補助が２４件で２８１万９,０００円、薪ストーブに対する補助が２件で９万

１,０００円となっております。なお、太陽光発電の平均設置発電量は４.１７キロワ

ットとなっております。

次に、全国瞬時警報システムの整備について申し上げます。このシステムは、現在、

村で使用している防災行政無線に緊急地震速報や弾道ミサイル情報、航空攻撃情報な

ど緊急に住民に伝達することが必要な情報について、国から直接放送されるものであ

りますが、３月末には整備を終え、５月未に緊急地震速報の訓練を行う予定でありま

す。

次に、健康福祉課関係。まず、１月未現在の介護保険認定者は２７０名、１号被保

険者の介護認定率は１３.３％となり、前年比で０.２％減少しております。介護度別

では、要支援1が２０名、要支援２が１８名、介護１が４３名、介護２が４３名、介

護３が５６名、介護４が５８名、介護５が３２名となっており、介護認定者中、第２

号被保険者の介護保険認定者は１１名となっております。また、居宅介護サービスの

利用者が１４７名、地域密着型サービス利用者は５名、施設サービス利用者が８０名、

合わせて２３２名がサービスの利用を受け、認定者のサービス利用率は８５.９％と

なり、前年度同期と比べ０.８％利用率が上昇いたしました。

次に、昨年１０月から１月未までの６５歳以上の高齢者の季節性インフルエンザ予

防接種者は、対象者１,９７０名で、うち１,２１０名がワクチンの接種を受けました。

接種率は６１.４％になり、前年度比で４.９％、実施人数で８７名の増加となってお

ります。また、１６歳未満の児童生徒及び乳幼児の接種者は、１月末現在６２８名で、

前年度とほぼ同数となっております。なお、今年度のワクチンは、従来の季節性と昨

年猛威を振るった新型インフルエンザワクチンの混合ワクチンを接種しております。

次に、保育所の入所者数は、２月末現在、０歳児２６名、１歳児３３名、２歳児が

４２名、３歳児が３２名の合計１３８名となり、前年より１１名増となっております。

また、放課後児童クラブの入所希望者は１０５名になり、定員９０名を上回っており

ます。また、保育所増築工事については、予定工期内に工事を完了し、県の完了検査

後、２月２５日に引渡しを受けたところであります。今後は、新年度からの乳幼児の

受け入れに向け、備品等の設置を進め、受け入れに万全を期したいと存じます。

次に、自殺予防対象事業の一環として実施した多重債務専門相談会は、１２月から

２月まで４回開催し、６名の方が相談を受けました。相談後は、それぞれ任意整理や

過払い金の請求などを行っております。なお、今回の相談を踏まえ、福島県司法書士

会と連携し、司法書士会相談センターに直接相談できるようなシステムを構築してま

いります。

次に、上下水逢課関係。１月現在の農業集落排水事業玉井第二地区の接続加入状況
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は３０６件で、既設・新築での公共マス設置済数は５９６件となり、接続加入率は

５１.３％となりました。引き続き、接続加入の推進を図ってまいります。また、大

山第一地区は、接続加入２０６件で９１％の加入状況であります。

次に、教育総務課関係。玉井小学校耐震改修工事につきましては、学校生活を続け

ながらの工事でありましたが、工期内に無事完了することができました。トイレ、廊

下などが大変明るくなり、安全・安心な校舎に改修されましたので、保護者の皆様に

も安心いただけるものと考えております。また、大山幼稚園につきましても、工事期

間中は小学校での保育となり、子どもたちの環境の変化を心配しましたが、学校の協

力により事故もなく完了することができました。新園舎は広々とした大変明るい安全

な施設に生まれ変わりましたので、子どもたちものびのびとした生活が送れるものと

考えております。

次に、コミュニティスクールに関しては、県教育委員会より学校運営協議会設置届

けの協議回答を２月１日付でいただいております。４月から本格的な活動運営に向け

準備を進めてまいりますので、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

大玉村教育ビジョンにつきましては、３月３日に策定委員会を開催し、最終の取り

まとめを行います。村の第四次総合振興計画と整合性を図りつつ、今後１０年間を見

据えた大玉村の目指すべき教育について策定いたします。

次に、生涯学習課関係。まず、毎週金曜日に開催している放課後子ども教室の新年

度に向けた保護者との意見交換を行いましたが、新年度も引続きお願いしたとの要望

がありました。また、学校支援本部事業では、読み聞かせ、そり遊びなどの要請に対

し、コーディネーターが支援を実施しております。

更に、冬季間の体育授業の一環として、県民の森で両小学校の４～６年生を対象に、

クロスカントリースキーの指導を行い、スキー技術の向上や健康づくりに貢献いたし

ました。

次に、第５回女性議会では、９名の方より女性の視点から様々なご意見・ご質問を

いただきました。

また、１月２３日に開催しました「三遊亭兼好独演会」につきましては、約２１０

名の参加があり、大変盛況を得たところです。

以上行政報告を申し上げました。ご理解とご協力を賜りますようお願いをいたしま

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２号から議案第３３号及び報告第１号、報告第２

号までを一括上程をいたします。

事務局職員に議案を朗読させます。

○書記（後藤芳一） 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。

◇ ◇ ◇
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○議長（菅野行雄） 日程第６、村長より施政方針並びに提案理由の説明を求めます。

村長。

○村長（浅和定次） 本日、第２回３月議会定例会の開催に当たりまして、提案申し上げ

ました議案の説明に先立ち、平成２３年度の村政運営に関する私の所見の一端と重点

事務・事業等についての基本的な施策方針を申し上げ、村民の皆様をはじめ議員各位

のご理解とご協力をお願いする次第であります。

エジプトなどで政権を崩壊させた反政府デモは、世界最大級の産油国をも巻き込み

中東全域に拡大しており、国際経済への影響が懸念されるところであります。また、

日本経済は、依然として先行きが不透明な状況が続いており、景気低迷の中で雇用不

安はますます拡大の一途をたどり、同時に、戦後初となる本格的な政権交代を経ても

なお、政局は、ねじれ国会や政党の権力闘争が絡み複雑な動きの中で迷走し、今や戦

後最大の国家的危機に直面しているといっても過言ではありません。

一方、地方主権への潮流は徐々に具体的な動きを見せはじめており、地方自治体を

取り巻く環境は、かつてない大きな転換期を迎えております。県内の１月末現在の高

校生の就職内定率は８０.９％で、過去５年間で最低だった前年に次ぐ低水準が続い

ております。「村民の暮らしと生活を守る」ことは行政に課せられた最大の責務であ

るとの原点に立ち返り、村政執行に取り組んでまいる所存であります。

今年で本村は、平成の大合併には組みせず「自立の道」を選択して７年目を迎えま

す。これまで先人が築き上げてきた歴史と文化を継承・発展させながら、「大玉村の

品格」としてしっかりと引き継いで、『小さいからこそ輝く自治体、凜として生きる

大玉村』を目指してまいります。

先に公表された「平成２２年国勢調査」速報値での本県の人口は、５年前に比べ６

万２,５６７人減少、残念ながら過去３回連続で減少しておりますが、本村は、人口

増加率では第２位、世帯増加率は第４位、１戸当たりの人員は３.８人で県下第１位

となりました。今世紀の村づくりは、若者が定住でき、子どもを健やかに生み育て、

しっかりとした教育を確立することが一番大切です。「子どもは村の宝です！」将来

を担う人材を育むためにも、幼・保・小、中学校と地域が連携を深めながら、学力向

上はもちろん人間性豊かな人格形成を醸成する機運を高めていきたいと考えておりま

す。同時に、今日の大玉村を築いてこられた経験豊富な高齢者の方々が、より健康で

生きがいを持って長生きできる健康・長寿社会の取り組みを強化し、思いやりと温も

りのある社会福祉の実現を目指してまいります。

その目指すところは、誰もが「いつまでも住み続けていたい村」、「いつまでも住

み続けていられる村」であります。

地域住民としてのつながりを持って、地域全体で支え合い・助け合える持続可能な

地域づくりに取り組んでまいります。

お陰さまで昨年度も特に大きな災害等もなく経過しており、重点施策事業の「教育

施設の耐震改修」、待機解消のための「保育所増築」、厳しい雇用情勢と耕作放棄地

解消のための「緊急雇用・ふるさと雇用対策事業」、定住人口増加としての「第２住
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宅団地造成事業」の分譲など、ほぼ順調に執行することができました。

更に、２１年度の国の第一次補正予算として繰越をし、「地域活性化経済対策臨時

交付金事業、公共投資臨時交付金事業」として取り組んだ基幹村道の整備や光ファバ

ー網の整備、学枚情報通信技術環境整備事業などの諸事業、また、国の第二次補正予

算の「地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業」による基幹村道の整備など多くの事

務事業等の執行にあたることができました。改めて議員各位のご理解・ご協力に感謝

を申し上げる次第であります。

また、２２年度、国の一次補正予算であります「地域活性化・きめ細かな交付金及

び住民生活に光を注ぐ交付金事業」、更には、「安全・安心な学校づくり交付金」に

よる耐震改修事業費等について、今後、繰越明許事業の事務手続きを経て、ご提案を

申し上げることとしております。

それでは、平成２３年度の当初予算編成に当たっての基本方針について申し上げま

す。

国内外の厳しい社会・経済情勢を踏まえ、現時点における国県の動向、地方財政の

状況を注視し、的確な行政水準の確保を図りながら、新しい総合振興計画の基本理念

に立脚した節度ある予算編戌を行いました。

具体的には、「地方自治体は国づくりの礎である」との基本理念のもとに、「住民

が主役、安心・安定の村づくり」のための村政執行に意を注いで取り組んでまいりま

す。更に、今後とも効率的な行政運営のための行財政改革の推準、中長期的に必要な

政策の選別と財源の重点的配分などに努めてまいる所存でありますので、その実効あ

る計画実現のため、引き続き議会の皆様はじめ村民各位の特段のご指導・ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。

自治体を取り巻く社会環境の厳しい状況は変わりありませんが、これまで以上に広

く村民の信頼に応えるべく、職員ともども決意を新たに業務にまい進していく所存で

あります。

以上、申し上げました基本姿勢を踏まえ、平成２３年度予算執行のために計画いた

しました主な重点事務・事業については、各課等別に順次ご説明申し上げます。

それではまず、総務課所管の重点事務事業から申し上げます。

自治体の総合力の向上は、職員一人ひとりの行動や取り組みにかかっており、職員

の「意欲」と「能力」の向上が、そのまま自治体の行政活動の質の向上に直結します。

職員の意欲的な行動を喚起しながら、より高い次元での職員意欲の向上と能力開発に

努めます。そして、何より「全体の奉仕者」であることを自覚し、巌正な服務規律に

即した公務員倫理の徹底を図ります。同時に、職場のメンタルヘルス対象として保健

専門スタッフとの連携による計画的な職場復帰のための支援活動に取り組みます。ま

た、超高速ブロードバンド環境の整備に伴い、行政情報サービスの高度化及び教育・

福祉・医療サービス等の質の向上に取り組みます。

その一環として、庁舎内の案内表示を「英語・中国語・韓国語」の多言語で表示す

る案内板の設置や、各行政区に相談・支援職員を複数配置し、地域のコミュニティー
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活動の強化を促進します。

次に、企画財政課関係。本村の振興発展は、健全な財政運営を基本とし、引き続き

効率的な行財政運営に努め、特に、この経済不況下における税収等の減や企業・雇用

情勢の厳しい環境を踏まえ、国県等の動向を注視しながら、着実な施策の遂行を図っ

てまいります。新年度は、第四次総合振興計画初年度として、更なる子育てや教育施

段の充実・整備等を図るため、地方債の発行の抑制とともに、特定目的基金の繰替え

運用をするなど、創意と工夫をこらしながら健全性を確保します。直近の国勢調査人

口が伸び率県下第２位を示すなど、着実に事業の成果が現れてきている状況を踏まえ、

引き続き「定住人口の増加対策」を最重要課題と位置付け、子育て支援、医療・福祉

・教育の充実、雇用対象、安心・安全なむらづくりなどの諸施策を積極的に推進し、

定住人口の増加に結びつけてまいります。

また、厳しい経済情勢において、村内中小企業の経営、雇用情勢の一層の悪化が懸

念される中で、地域経済を支え、地域の活力を回復させていく必要があることから、

前年度にも増して、商工会との連携や、緊急保証や景気対応緊急保証制度の活用、入

札・契約制度の弾力的運用による地元企業への受注機会の拡大、緊急雇用創出事業や

ふるさと雇用再生基金事業による雇用の確保などの施策に取り組んでまいります。

次に、安達地方広域行政組合の２３年度における重点事務事業について、説明を申

し上げます。

まず、一つ目は、「行財政改革の推進」であります。簡素で効率的な行財政運営の

推進を目的に「組織再編計画」、「定員適正化計画」、「人材育成基本方針」の見直

しを進めてまいります。

二つ目は、「施設の安定的な運転と維持管理」であります。本組合の衛生施設は、

いずれの施設も極めて重要な社会インフラであり、機器の整備不良に伴う施設の運転

停止は、住民生活に大きな影響を与えますので、こうした事態にならないように各施

設の点検、計画的な修繕に努めてまいります。

三つ目は、「ゴミ・し尿の適正な処理」であります。ごみ焼却施設からの排出ガス

・焼却灰、埋立処分場やし尿処理施設からの放流水につきましては、定期的に分析検

査を行い、国・県が定めた環境基準を遵守するよう努め、ごみの発生抑制と減量化・

資源化への取りみや環境炭の利用促進、消防業務の充実強化を図ってまいります。

これらのことを踏まえ、平成２３年度の予算は、一般会計が対前年度比０.６％の

減となる３６億１,９８７万９,０００円となりました。また、地域振興事業特別会計

では、基金の預金及び一般会計への繰替え運用収益により５２６万７,０００円とな

ったところであります。

次に、税務課関係。徴収嘱託員の設置や厳正な滞納処分の実施により、収納率の向

上と自主財源の確保を図ります。

次に、農政課関係。農業所得の激減、農業従事者の減少・高齢化などにより、農業

・農村が危機的な状況にある中で、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目

的とした「農業者戸別所得補償制度」が本年度より本格実施されます。米及び大豆、
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そば、菜種などの畑作物を生産する農業者に対し交付されますので、関係機関と連携

して制度の趣旨徹底に努めます。

また、平成２３年度生産数量目標の配分につきましては、２月１４日に開催されま

した大玉村地域水田農業推進協議会において、今年度の基本方針及び実施方針を決定

したところであります。新年度における本村の生産目標は４９７万２,７１６キログ

ラム（８万２,８７８.６俵）であり、生産配分換算面積で８８５.５ヘクタールとな

り、配分率は６７.５％の一律配分と決定されたところであり、農家の皆様のご理解

とご協力を求めながら、戸別所得補償制度とともに推進してまいります。

次に、ふれあい広場及び産業振興センターの利活用の推進について申し上げます。

ふれあい広場は、本村活性化を図る拠点施設として、各種イベント等を開催しており

ますが、より親しみやすい施設として利活用の促進を図るため、広場の芝生化を行い

ましたが、本年度は駐車場の舗装、防護柵の設置などを行い、計画的に環境整備を進

めてまいります。

また、産業振興センターにつきましては、オープン以来４年が経過し、本村農産物

等のＰＲ、地産地消などをはじめ、本村の活性化につながる施設として定着してまい

りましたが、本年度は、本村で生産された農産物を使った食堂部門の充実を図るため

の改修事業に取り組んでまいります。

次に、中山間地域直接支払制度事業につきましては、中山間地域の多面的機能の確

保を図るため、善良な維持管理に努めるよう指導を強化してまいります。

続いて、堆肥の利用拡大、減農薬、減化学肥料による特別栽培米の取り組みを推進

するとともに、エコファーマーや本年度から実施される環境保全型農業直接支払制度

への誘導を図るなど、環境にやさしい循環型農業を推進し、安心・安全な農産物等の

供給基地としての確立を目指してまいります。

また、畜産農家から供給される畜糞と稲作農家から供給される籾がら等を有効に利

活用し、今後とも、環境保全型農業の定着と堆肥センターの良質堆肥の安定供給を図

ってまいります。

次に、農地再生室関係。本年度は「福島県ふるさと雇用再生特別基金事業」の最終

年度となりますので、目標である３０ヘクタールの耕作放棄地の解消に全力で取り組

み、併せて村推奨作物のソバ、菜の花の景観作物作付けの定着と、ナタネ油や大豆に

よる加工品の開発を進め、農商工連携による六次産業化の確立を図ってまいります。

次に、農業委員会関係。県の「オーダーメイド方式による権限移諺の導入により農

地法に関する許可・勧告等に関する事務処理業務を、本年４月１日から村が実施する

ことになります。これにより、村の主体的な意思決定や地域の実情に即した事務処理

の迅速化が図られるものと大いに期待しておりまます。なお、今後の総合的かつ効率

的な事務執行に万全を期すため、事務局を庁舎二階へ移転したところであります。

また、引き続き、農地の利用状況調査を実施しながら、遊休農地の解消に努め、併

せて、違反転用調査、指導に万全を期してまいります。

次に、建設課関係。村道南町・山口線（外）道路改良舗装工事は、本年度において
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最終線形を決定したところであり、新年度では、道路部の実施設計、山口橋の予備設

計と河川協議、更に不動産鑑定を行う予定であります。また、村道町尻・当地内線に

ついては、舗装の損傷が甚だしい３か所について、国の交付金を充当し、舗装の修繕

を行う予定であります。更に、平成２２年度繰越事業として村道台・六社山線の道路

改良工事を実施したいと考えております。

なお、村道横堀平一号線については、地元区長はじめ地権者より拡幅改良の陳情が

なされ、加えて、拡幅に伴う用地については沿線土地所有者全員が村に寄付するとの

申し出もあり、測量設計を実施したいと考えております。

次に、生活道路及び水路側溝等の整備については、未舗装道路と路面の損傷が甚だ

しい箇所の舗装改修工事を実施し、生活環境の向上と安全対策に努めてまいります。

次に、木造住宅耐震診断者派遣事業について申し上げます。大玉村村震改修促進計

画に基づき、「木造宅耐震診断者派遣事業」や「木造住宅耐震改修支援事業を積極的

に計画し、安全に暮らせる住環境整備に努めてまいります。また、村民の消費活動を

促し、地域経済の活性化を図るため、「大玉村住宅リフォーム支援事業」を創設し、

快速な住環境整備を進めてまいります。

次に、上下水道関係。農業集落排水事業については、引き続き供用率の向上を推し

進めるため、玉井第二地区浄化センターへの接続加入の推進を重点に、大山第一地区

浄化センターとともに安定した事業運営が図られるよう努めてまいります。また、計

画的な保守点検を実施し、各施設の機能を損なわないよう維持管理に努めながら、区

域外の水質保全を図るため、合併処理浄化槽の設置及び単独処理浄化槽から合併処理

浄化槽への切替えの推進に努めてまいります。なお、水道事業については、常に安心

安全でおいしい水を安定的に供給するため、引き続き施設の適正な管理運営に心がけ

てまいります。

次に、住民生活課関係。消防団の屯所については、移転等も含め計画的に進めてい

るところであり、本年度は、敷地が狭く隣接する土地も十分なスペースが確保できな

い３分団１方部の屯所を、移転・新築により計画いたしました。

また、外国人住民を対象とする住民基本台帳法の一部が改正され、施行期日が公布

後３年以内の政令で定める日とされました。平成２３年度から２年間でシステムの改

修を行う必要が生じましたので、本年度は、仮住民票作成機能・外国人データ移行業

務のためのシステム改修を計画しております。

次に、健康福祉課関係。長引く不況と地域産業基盤である農業経営の厳しい現状は、

住民生活に様々な影響を及ぼしています。特に生活苦からの自殺者や精神疾患（うつ

等）の患者を生み出し、これらを背景に児童虐待や高齢者虐待、ＤＶなどを引き起こ

すなどの危険性をはらんでいます。このような状況を踏まえ、引き続き多重債務や心

の健康相談の充実と迅速な生活保護行政の対応をしてまいります。

次に、予防接種事業の充実を図るため、新たに小児用肺炎球菌ワクチン接種を実施

するとともに、昨年度から実施しておりますヒブワクチン接種に対する自己負担をな

くし、予防接種率の向上を図ります。また、高給者の肺炎死亡を減らすため、肺炎球
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菌ワクチン（２３価）ワクチン接種事業を実施し、インフルエンザ予防ワクチンとの

同時接種を進めます。

また、子ども医療費無料化年齢を１８歳までに拡大し、年少者の疾病の早期治療を

目指すとともに、子育て世代への経済的支援の強化を図り、定住人口増加にむけた村

政の中心政策を後押しします。更に、経済的負担の大きい顕微鏡受精や体外受精など

不妊治療を希望する夫婦に対する経済的支援を行うため、不妊治療助成事業を創設し、

国県の事業を踏まえ、村としての支援を確立をいたします。

なお、高齢者の生活の安全を確保するため、地域包括支援センターの機能を充実さ

せるとともに、高齢者虐待防止ネットワークを確立し、虐待等防止地域協議会との連

携も踏まえ、高齢者虐待の未然防止を図ってまいります。

次に、アットホームおおたま関係。施設利用による村民の健康増進と村に人を呼ぶ

施設として、集客力の向上に努めます。特に村内６０歳未満の利用促進を図るため、

村広報紙等を利用し、ウイークデイチケット（平日割引）について周知を行うほか、

近隣市の広報紙への広告掲載やインターネットのホームページの充実など多様な媒体

を通じた広報活動を強化してまいります。

また、産業振興センターとの連携強化を図り、大玉の米、野菜、山菜等の利用を更

に進めるとともに、畜産肉等においても地場産品を料理や土産品として提供するなど、

ＰＲ効果と売り上げの増加を図ります。更に、宿泊及び宴会料理、食堂メニューの定

期的な見直しを図り、季節感と大玉村の特色を生かした料理の提供に努めるとともに、

スタッフ全員の接客マナーの向上に努め、顧客満足度の向上を図ります。

なお、機械設備については、計画的な維持・修繕・更新が必要となってきておりま

す。本年度は、広間系統の空調機器更新を行い、快速性の向上を図ります。

次に、教育総務課関係。本年度より、幼稚園、小学校、中学校に学校運営協議会を

設置し、地域住民等が学校運営に積極的に参加し、共に子どもたちの豊かな学びと育

ちの創造を目指す「コミュニティースクール事業」に取り組みます。本年度は、大玉

中学校を対象に自己評価・学枚関係者評価・第三者評価の効果的な実施と活用を図り

ます。

なお、引き続きスクールソーシャルワーカーを配置し、小学校、幼稚園を含めて教

育相談体制を充実させるとともに、いじめ・不登校・児童虐待などの問題に迅速な対

応をとれる体制を確立します。小中学校には、「村費負担非常勤講師」を配置し、個

別指導や少人数指導、習熟度別指導など、個に応じた指導の充実を図ります。そして、

心身に障がいを持つ幼児、児童が安全・安心に学べる環境の確保のため、必要に応じ

て幼稚園、小中学枚に「支援員」を配置するとともに、中学校に１名、小学校２校に

１名の「外国人英語教師」を配置し、国際理解と英語教育の充実を図ります。

また、幼小中１１年間を見通した「おおたま学園」として計画的・系統的な教育と

教職員の交流及び研修の充実を促進してまいります。その他、玉井幼稚園と大山小学

校の耐震改修工事や大玉中学校のグランド暗渠排水工事、大山幼稚園の芝生化を実施

し、園児、児童、生徒の安全安心な環境の整備に努めます。
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次に、生涯学習課関係。昨年に引続き、多忙化する教職員の子どもたちと接する時

間の確保と、地域の教育力を生かした学校への総合的な支援を目的に「学校支援地域

本部」を設置し、学校の求めに応じ、学校支援ボランティアを派遣してまいります。

また、両小学校の４年生以上の児童を対象に、安全・安心な居場所の提供、学習習

慣の形成、学習意欲の向上を目的に、両学区に「放課後こども教室」を各々週１回程

度開設いたします。

次に、村内の各種文化団体の育成を推進するとともに、村文化祭などの文化事業に

対して積極的な支援を行い、村内の文化活動の振興を図ります。

また、安達地方ふるさと市町村圏文化事業補助金を活用し、住民のニーズに合った

事業を展開するものであります。

更に、文化財保護のための適切な措置及び各種文化財の保護・伝承を通じて、村民

の文化財保護意識の啓発に努めます。

次に、社会体育関係について申し上げます。スポーツクラブも設立から３年が経過

し、村民の健康増進と交流が活発に図られていますので、更なる支援を行います。住

民の一人ひとりがスポーツに親しみ、年齢や性別にかかわらず楽しめるスポーツ行事

等を実施し、生涯スポーツの振興に努めてまいりますので、議員各位のご協力を賜り

ますようお願いいたします。

以上、平成２３年度の村政運営に当たっての基本的な考え方、及び重点事務事業に

つきまして所信の一端を申し上げました。時代は地方にとって大きな変革の時を迎え

ております。私は、「「創造」その気になって事を成す」を信条として、どのような

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

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

様をはじめ、村民の皆様の一層の御支援と御協力をお願い申し上げ、所信表明といた

します。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで暫時休議をいたします。再開は１１時１５分といたします。

（午前１１時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 再開いたします。（午前１１時１５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） 本定例会における提出議案は、条例等の改正案件が１２件、補正予

算案件が７件、当初予算案件が１０件、工事請負変更契約案件が１件、村道路線の廃

止・認定案件が２件、報告事項２件の合わせて３４件であります。

それでは、議案第２号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について申し上げます。

文化財調査委員の報酬年額を４万円から２方円に改め、新たに文化財保護審議委員

として日額５,５００円を追加するもがであります。なお、本件については、議案第
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９号、大玉村文化財保護条例の一部改正にかかる措置内容であります。

次に、議案第３号であります。村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例について申し上げます。本案につきましては、昨今の地域経済や雇用情勢等を

勘案して実施しております、村長の給与の５％減額及び副村長の給与３％減額を継続

実施するための改正であります。

次に、議案第４号、教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部

を改正する条例につきましても、同様の理由により、教育長の給与の３％減額を継続

実施するための改正であります。

次に、議案第５号について、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て申し上げます。まず、第１点目が、通勤手当の改正でありますが、県の通勤手当に

ついて、自動車等交通用具使用者に対する支給額が引き上げられたことから、これに

準じた改正を行うものです。２点目は、超過勤務手当に関する改正で、再任用短時間

勤務職員が、１週間の正規の時間を超えて勤務した場合にあっても、週当たり３８時

間４５分に達するまでの勤務については、超過勤務手当を支給しない旨の規定を追加

し、関連条文の文言を整理する内容で、本改正も県の給与条例に準じて改正を行うも

のであります。

次に、議案第６号について申し上げます。大玉村特別会計条例の一部を改正する条

例についてであります。老人保健制度は、老人保健法に基づき７５歳以上の者を対象

に実施してきましたが、新たに後期高齢者医療制度が創設され、平成２０年３月３１

日に廃止されました。これに伴い、平成２０年度から３年間を医療費精算期間として

事務を行ってまいりましたが、本年３月３１日付で精算期間が終了するため、大玉村

老人保健特別会計を廃止するものであります。

次に、議案第７号について申し上げます。大玉村税条例の一部を改正する条例につ

いてであります。本案は、固定資産税の第１期の納期内に第２期から第４期までを含

み固定資産税を納付された場合、１万５,０００円を限度額に報奨金の交付がなされ

ていましたが、事務・事業の見直しを踏まえ、これを平成２５年度から廃止するもの

であります。なお、経過措置として、報奨金の交付割合を平成２３年度は現行の１００

分の１から１００分の０.８（限度額１万２,０００円）に、平成２４年度は１００分

の０.８から１００分の０.５（限度額７,５００円）にそれぞれ改正するものであり

ます。

次に、議案第８号、大玉村あだたらフレッシュ基金条例の一部を改正する条例につ

いて申し上げます。本基金は、平成元年に設置後、各種地域づくり事業に運用されて

きました。この度、ふくしま拠点まちづくり協議会の「ふるさと市町村圏基金」の廃

止に伴い市町村返還金が生じますので、これを当基金に充てるための改正を行うもの

であります。

次に、議案第９号、大玉村文化財保護条例の一部を改正する条例について申し上げ

ます。文化財の保渡や指定において、更なる専門性を持った組織を設置し、適正に文

化財を保護するため、第６章に文化財保護審議委員を加え、文化財保護審議委員の補
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助として、文化財調査委員を位置づけるための改正であります。

次に、議案第１０号、大玉村子育て支援医療費助成に関する条例の一部を改正する

条例について申し上げます。本条例は、大玉村の子育て支援の一環として、子育て世

代の経済的負担を軽減するために保険診療に係る自己負担相当額を村が助成する制度

で、今回の改正は、これまで１５歳まで対象としていたものを、１８歳まで対象を引

き上げるものです。特に、高校生の時期は、思春期特有の疾患や母性の芽生え等もあ

り、適切な医療を受ける機会と位置づけ、自治体の責務として、医療費無料化を拡大

するものであります。なお、１０月実施につきましては、医師会や国保連合会、社会

保険診療報酬支払基金との調整、更に保険証の更新時期等を考慮したものであります。

次に、議案第１１号について申し上げます。大玉村国民健康保険条例の一部を改正

する条例についてであります。本案につきましては、出産育児一時金の支給額及び医

療費の一部負担金減免の対象年齢について改正を行うものであります。第５条につき

ましては、平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間、暫定的に引き

上げた出産育児一時金の支給額について、平成２３年４月１日から恒久化されること

に伴い、附則で規定した経過措置を本条の規定に改正をするものであります。第７条

の２につきましては、子育て支援の一環として保護者の経済的負担の軽減と子どもの

健やかな成長を図るため、医療費の一部負担金を免除してまいりましたが、大玉村子

育て支援医療費助成に関する条例の一部改正と併せ平成２３年１０月１日より対象年

齢を１５歳から１８歳に引き上げるための改正であります。

次に、議案第１２号、大玉村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について申

し上げます。平成２０年度から国が管理する直轄国道の占用料の額が改定され、また、

平成２１年に行われた固定資産税評価額の評価替えや地価下落に伴う地価に対する賃

料の変動等を反映するため、県条例の改正がなされたことから、本村においても、

「福島県道路占用料徴収条例」に準拠した改正を行うものであります。

次に、議案第１３号について申し上げます。福島県市町村総合事務組会規約の変更

につきましては、福島県市町村総合事務組合より、同組合規約の変更について協議が

ありましたので、規約の変更について議会の議決を求めるものであります。変更の内

容は、市町村合併により市及び町村の構成が変わったことに伴い、現状に沿った内容

とするため、関係規定を改めるものであります。

続いて議案第１４号、平成２２年度大玉村一般会計補正予算について申し上げます。

今回の補正は、年度末において村税や国県支出金等の収納や交付見込額、事務事業の

確定等に伴う予算の調整を図ることを目的に予算の編成を行ったところであります。

１ページ、第１条において、既定の予算額の総額に歳入歳出それぞれ１,４２３万

７,０００円を追加し、予算の総額を３９億９,７３２万１,０００円と定めるもので

あります。第２条では、学校等耐震改修事業に係る地方債の変更を、第３条では、子

ども手当に係る電算システム改修に関する繰越明許について定めるものであります。

明細は５ページに記載の「第２表 地方債補正」、それから「第３表の繰越明許費」

のとおりであります。
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それでは、補正予算の内容について、歳出からご説明申し上げます。

２２ページをお開きください。議会費２９万９,０００円の補正減、一般管理費は、

事務事業等の精査により８５万６,０００円の減額計上であります。文書広報費、区

長等の報酬などで５５万１,０００円、これは２３ページの下段の方にあります。

２５ページの情報処理事務では電算処理システムリース料等５３７万８,０００円の

減となり、合計４８２万７,０００円の減額計上となったものであります。財産管理

費、庁舎等維持管理費で１５５万８,０００円、２５ページの中段にあります。の減。

公有林等の整備で２５万円の減、公共用地の維持管理で１５２万２,０００円の減と

なり、合計３３３万円、これは２４ページの中ほどに財産管理費の減額ということで

あります。３３３万円の補正減となります。２６ページ、基金費は、庁舎建設基金の

利子積立で１６５万６,０００円の補正計上。諸費２４万３,０００円は、それぞれの

費目の所要見込みによる計上であります。２６ページから２８ページにかけてのふる

さと創生事業費、事務事業の確定によるもののほか、福島地方拠点都市地域ふるさと

市町村圏基金の廃止に伴う返還金４,５９０万円をあだたらフレッシュ基金に編入し、

引き続き個性的な地域づくりのための原資とするものであります。２９ページの上段

に４,５９０万円とあります。徴税費の賦課徴収費は財源調整であります。選挙管理

委員会費２万４,０００円は、電算処理委託料の所要見込みを計上したものでありま

す。参議院議員通常選挙費が１３８万６,０００円の減、３０ページの福島県知事選

挙費１９２万３,０００円の減、それぞれ事業費確定による計上であります。福島県

議会議員一般選挙費は、予算組み替えのための計上。３２ページ、社会福祉総務費は、

国保特別会計への繰出金２,７４８万９,０００円の計上であります。これは、保険給

付費等の所要見込額と国県等の交付見込額を精査して繰出すものであり、国保財政の

安定化を図るための支出を補正計上したところであります。老人福祉費は、老人福祉

施設措置費で３５万８,０００円、これは３３ページの上段の方にあります。減。居

宅老人等対策費で２６９万１,０００円,その下の方にあります。高齢者地域活動費で

で７０万９,０００円の減と、それぞれ実績等に基づく補正計上であります。３２ペ

ージから３４ページにかけての児童措置費は、子ども手当支給のための電算システム

改修費５２万５,０００円、３３ページの下の方にあります。計上であります。これ

は全額が補助対象となる繰越明許事業であります。３５ページ、児童手当・子ども手

当の所要見込みによる減であり、１,９７０万４,０００円の計上。これは３５ページ

の上段に記載してあります。保育所費は、財源調整であります。

保健衛生総務費は、８０万９,０００円の補正減。３６ページ、予防費、減額補正

が１０万４,０００円の計上。環境衛生費は、住宅用エネルギー設備設置費補助金で

３０万円の計上。水道事業会計の所要見込みによる繰出金が８３８万８,０００円の

減,これは３７ページの上段の方にあります。そして合計で３６ページになりますが、

８０８万８,０００円の減額計上になったものであります。保健師の設置費は、補正

減１３万３,０００円。老人保健費は、検診事業で１６３万８,０００円の減、これは

３７ページの中段に。検診以外の事業費で５万６,０００円の減、後期高齢者医療関
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係で２６１万４,０００円、これは３７ページの下段の方にあります。差引９２万円

の計上となったものであります。３６ページから３８ページにかけての保健センター

管理費は、燃料費等１０万円の補正計上。緊急雇用創出事業費５３万５,０００円の

減は、事業費等の確定によるものであります。農業振興費２３５万８,０００円、生

産調整推進対策費は５万７,０００円、地域農政推進対策費は１４万３,０００円、そ

れぞれ事務事業の確定等により減額補正となったものであります。４０ページ、畜産

業費は、今後の所要見込み額１３万５,０００円補正。農業集落排水事業費は、農集

排特会の収支状況を精査し、繰出金７３４万２,０００円の減額計上となったもので

あります。これは４０ページの農業集排のところの補正額のところに記載のとおりで

あります。林業振興費、事業等確定により９万４,０００円の補正減、土木総務費及

び都市計画総務費は、財源の調整を行ったものであります。４２ページ、小学校費の

学校管理費は、燃料費９万３,０００円の計上。中学校費の学校管理費１８万９,０００

円の減額補正。４６ページ、社会教育費の社会教育総務費は、事務事業の確定等によ

り５８万円の補正減。公民館費は、修繕料等１５万５,０００円の計上。ふるさとホ

ール管理費は１３万６,０００円の減額計上。保健体育費の保健体育総務費は、所要

見込み額２９万６,０００円の減額補正であります。４８ページ、体育施設費は、体

育館・運動場管理費で５８万６,０００円、これは４９ページの上段の方に書いてあ

ります。プール・テニスコート管理費で１４５万６,０００円、これも４９ページの

中ほどに書いてあります。減額計上であります。これらも事務事業等の所要見込みに

よるものであります。予備費は、歳入歳出間の財源調整を行い１６７万９,０００円

の補正計上。

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。

１０ページをお開き願います。村民税、所得割額の落ち込みなどによる減額補正が

１,６４６万円の計上。法人村民税は、当初に比べ、企業の業績回復の兆しが見え、

１,０３９万２,０００円の計上となったものであります。固定資産税、課税客体の増

や滞納整理などにより、１,３７８万５,０００円の補正計上。それから軽自動車税は、

７５万９,０００円の補正計上であります。たばこ税、これは６１万６,０００円、入

湯税は６７万８,０００円の減額補正となったものであります。１２ページ、地方揮

発油譲与税は１２７万３,０００円、自動車重量譲与税は５９６万円、地方消費税交

付金は２１９万７,０００円、ゴルフ場利用税交付金は２０９万３,０００円の減、自

動車取得税交付金は４２５万４,０００円の補正計上。これらは社会・経済情勢を踏

まえ、それぞれ交付見込み額を積算計上したものであります。分担金及び負担金の目、

民生費負担金は、保育料１１７万６,０００円の減。使用料及び手数料の目、総務使

用料は、行政財産使用料９万８,０００円の計上。土木使用料は道路占用等４６万

３,０００円の補正計上であります。１４ページ、土木手数料は、屋外広告物関係手

数料５万６,０００円の計上。国庫支出金の民生費国庫負担金は、国保保険基盤安定

負担金で６５万６,０００円、これは１５ページの上段の方に記載してあります。子

ども手当の所要見込み等による減額、１,５９４万１,０００円の補正計上であります。
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国庫補助金の土木費国庫補助金６万円の補正減。それから教育費国庫補助金は、玉井

小学校耐震改修費等に係る追加交付金２,３１９万４,０００円の計上。これは１５ペ

ージの中段から下の方にあります。教育費委託料は、事業費確定による減額５１万

３,０００円、これは計上であります。それから県支出金の民生費県負担金は、国保

・保険基盤安定負担金で４７９万円、後期高齢者医療関係で４４万６,０００円、子

ども手当関係で１８７万５,０００円の減と、合計３３６万１,０００円の補正計上と

いうことになります。１４ページの下段の方に記載してあります。１６ページ、県補

助金の民生費県補助金は、老人福祉費で３９万６,０００円の減、児童福祉費で４３

万７,０００円の増で合計４万１,０００円の補正計上であります。これは１６ページ

の上段の方に。農林水産業費県補助金、土木費県補助金は、事務事業の確定等により、

それぞれ１６８万５,０００円、３万円の減額計上であります。委託金の総務費委託

金もそれぞれ所要見込みの確定等により３０８万９,０００円の補正減となってお

ります。教育費委託金は、２３万７,０００円の補正減であります。財産収入の目、

財産貸付収入は、土地貸付で３４万８,０００円、次のページの物品貸付で４６万

２,０００円、１９ページの上段に書いてあります。合計８１万円の補正計上。利子

及び配当金は基金利子収入見込額１７０万２,０００円、財産売払収入の物品売払収

入は、不用品等の売払代金１９万２,０００円、１９ページの上段に記載してありま

す。出資金返還収入は、平成６～７年度に福島地方拠点都市地域ふるさと市町村圏基

金に出資した元金４,４８０万円と利子相当分、計４,５９０万円を基金廃止に伴い、

受け入れるものであります。１９ページの中段から上の方に記載してあります。老人

保健特別会計繰入金は、会計廃止のための調整金１万２,０００円、後期高齢者医療

特別会計繰入金は、前年度の精算に係る戻し入れ１８８万円の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、収支状況を勘案して４，０００万円、これは

１９ページの下段の方に書いてあります。あだたらフレッシュ基金は確定事業費の精

査で２９４万７,０００円,これもその下に書いてあります。それぞれ減額補正となっ

たものであります。次、諸収入の目の延滞金は２８万１,０００円の補正計上であり

ます。２０ページ、雑人は、宝くじ交付金の交付額確定による増で１１９万６,０００

円の計上。村債の教育債は１,８７０万円の減額補正であります。これは、事業費及

び補助金等の確定により、地方債を減額するものであります。

以上、一般会計補正予算についてご説明申し上げました。よろしくお願いをいたし

ます。

続いて議案第１５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、ご説明申し上げます。

５１ページ、今回の補正は、年度末における保険給付費等の所要見込額の精査を行

い、既定の予算の総額に、歳入歳出それぞれ３,４７７万円を追加し、予算の総額を

７億７,９５６万９,０００円と定めるものであります。

それでは、歳出よりご説明申し上げます。５８ページ、一般管理費９万円の補正減、

賦課徴収費は電算処理業務に要する費用３１万５,０００円の計上。保険給付費の目、
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一般被保険者療養給付費は２,５２１万４,０００円、退職被保険者等療養給付費は

２５１万８,０００円、一般被保険者療養費は２０３万円減、目の審査支払手数料は

５万円の補正計上であります。これらは、保険給付費等の実績や本年度の支出状況を

勘案し、積算・計上したものであります。６０ページ、高額療養費、一般被保険者高

額療養費は財源調整であります。出産育児一時金４２万円は、所要見込みによる補正

計上。共同事業拠出金の高額医療費共同事業拠出金１６万９,０００円の減、保険財

政共同安定化事業拠出金１２３万８,０００円は、それぞれ国保連合会からの所要見

込による補正計上であります。諸支出金の一般被保険者償還金７３０万４,０００円

は、平成２１年度の療養給付費等の確定に伴う超過交付額の返還金の計上であります。

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。５４ページ、国民健康保険税の一

般被保険者国民健康保険税は、医療給付費に係る滞納繰越分３１０万８,０００円

の計上。国庫支出金の療養給付費等負担金は、療養給付費等の所要見込みにより、

１,１８３万円の補正計上。高額医療費共同事業負担金は、補正減４万２,０００円の

計上。国庫補助金の財政調整交付金、県負担金の高額医療費共同事業負担金は、それ

ぞれ所要見込によリ９万円、４万２,０００円の減額補正をしたものであります。共

同事業交付金の高額医療費共同事業交付金は５２２万１,０００円の減、保険財政共

同安定化事業交付金は２，２６万２,０００円の減、これらは、国保連合会による交

付見込み額による補正計上であります。５６ページ、一般会計繰入金は２,７４８万

９,０００円の補正計上。これは、保険基盤安定のための制度繰入７２６万２,０００

円、職員給与費等繰入で３１万５,０００円、出産育児一時金等で２８万円、財政安

定化支援事業で３４２万５,０００円に加え、国保税と保険給付費の調整機能、更に

は国保会計全体の安定化を図ることを目的に、新たに国保財政安定化調整事業繰入金

１,６２０万７,０００円を計上したところでであります。

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１６号について申し上げます。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。６３ページ、今回の補正は、年度末における所

要見込みの精査を行い、既定の予算から、歳入歳出それぞれ７９万７,０００円を減

額し、予算の総額を１億２,１４３万５,０００円とするものであります。

それでは、歳出から６８ページ、一般管理費は、放送受信料２万２,０００円の計

上。施設管理費は、浄化槽汚泥引き抜きで１７万円、施設備品費等で１１３万円減で、

合わせて９６万円の補正減、施設運営費は、燃料費７万５,０００円の計上で、予備

費は、歳入歳出間の調整を行い６万６,０００円の補正計上であります。

続いて歳入についてご説明申し上げます。６６ページ、施設使用料は、宿泊料、入

浴料における入り込み客数の減少を踏まえ５７９万７,０００円の減額を補正をした

ものであります。繰入金は、アットホーム管理運営基金から５００万円を取り崩す予

算の計上。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１７号について申し上げます。平成２２年度大玉村老人保健特別会

計補正予算について申し上げます。７１ページ、今回の補正は、本年度で会計を閉じ

るための編成をし、歳出のみの補正予算となったものであります。

それでは、内容についてご説明申し上げます。７４ページ、諸支出金の償還金は、

補正減１万２,０００円の計上。一般会計繰出金は１万２,０００円の計上。これらは

会計を閉じる際に残金を生じさせないための予算計上であります。

以上、老人保健特別会計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１８号について申し上げます。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、７７ページであります。今回の補正は、農集排会計の

所要見込み額や収支状況を勘案し、一般会計の負担の軽減を図るための編制をしたも

のであり、既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ５３４万２,０００円を減額し、

予算の総額を１億６９１万３,０００円と定めるものであります。

それでは、歳出より申し上げます。８２ページ、農業集落排水施設維持管理費は、

所要見込みの精査により１５４万５,０００円の補正減、公債費は財源調整でありま

す。予備費は３７９万７,０００円の減額計上。

続いて８０ページ、歳入について申し上げます。施設使用料は、加入者の増により

２００万円の補正計上。一般会計繰入金は７３４万２,０００円の減額補正の計上で

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１９号について申し上げます。平成２２年度大玉村後期高齢者医療

特別会計補正予算について申し上げます。８５ページ、今回の補正は、保険料の組替

えや広域連合関係費、前年度の繰越金等に係る所要見込額の精査を行ったものであり、

既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ２６２万７,０００円を追加し、予算の総額を

６,１３２万９,０００円と定めるものでありま

それでは、歳出より申し上げます。９０ページ、一般管理費は、前年度決算に係る

精算金１８８万円を一般会計に戻し入れするための補正計上であります。後期高齢者

医療広域連合納付金は、広域連合への納付金７４万７,０００円の計上。

続いて、歳入８８ページ、後期高齢者医療保険料は、特別徴収から普通徴収への切

り替え等により、特別徴収で３８９万７,０００円の減、普通徴収で４０４万８,０００

円の増となったものであります。保険基盤安定繰入金は５９万６,０００円の補正計

上。繰越金は、前年度繰越金１８８万円の計上。

以上、後期高齢者医療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２０号について申し上げます。平成２２年度大玉村水道事業会計補

正予算であります。９３ページ、今回の補正は、年度末に当たり給水収益の見込みな

ど、水道会計における所要額等の精査により、繰入金を減額するなどの予算の編成を

行ったものであります。
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それでは、その内容についてご説明申し上げます。補正予算の第２条は、収益的収入

及び支出の予定額をそれぞれの総額から１７３万１,０００円を減額し、１億４,６２２

万７,０００円と定めるものであります。次ページにかけての補正予算第３条は、資

本的収入及び支出の予定額において、他会計繰入金１６５万７,０００円を減額し、

資本的収入の予算総額を１,３３４万４,０００円とし、資本的支出においては、建設

費８７７万７,０００円を減額、企業債１１６万６,０００円を補正増として、予算の

総額を６,７０３万６,０００円とするものであります。これは、県道拡幅工事と合わ

せて予定していた水道本管布設替え等に伴う建設費等について減額するものでありま

す。９５ページから９６ページは、補正後の予算実施計画であります。９８ページ、

補正内容の明細、収益的収入の営業収益、水道料金で３００万円の増、営業外の収益

で、一般会計からの繰入金を６７３万１,０００円減額、加入金を２００万円補正増

とするものであります。下段の支出の営業外費用は、繰上償還借換債の借入利率の確

定により２７３万１,０００円を減額し、予備費は、１００万円の補正計上でありま

す。１００ページ、資本的収入では、他会計繰入金を１６５万７,０００円減額し、

資本的支出では、建設費の委託料、工事請負費８７７万７,０００円を減額し、企業

債償還金は、借換債の元金償還額の確定による所要額１１６万６,０００円の補正計

上となったものであります。

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。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） ここで昼食のため、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。（午前１１時５２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） 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） 議案第２１号、平成２３年度大玉村一般会計予算について説明を申

し上げます。

本年度の予算編成に当りましては、引き続き財政の健全性を維持しながら村政振興

発展のための基本理念の実現に向け、定住人口の増加や活力ある村づくり、安心して

暮らすことのできる環境の整備、少子化対策・子育支援などの保健・福祉・教育の充

実等、これらの諸事業を的確に推進するため、内外の厳しい社会・経済情勢を踏まえ、

現時点における国県等の動向、地方財政対策の概要を注視し、第４次総合振興計画の

着実な実行を基本として編成に取り組んだところであります。

予算の概要につきましては、まず、歳入関係では、現下の経済・雇用情勢を踏まえ、

村税では個人村民税が、更には地方消費税交付金等の減収が見込まれる中、村税全体

では０.９％の減にとどまる８億円台、地方交付税においても地域主権の下での財源

補てん措置などにより、厳しい財政環境の中で、前年度並みの財源を確保したところ
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であります。国県支出においては、前年度において耐震改修事業費の計上があったこ

とにより５億円台の予算となりましたが、本年度においては、２２年度予算の前倒し

に計上予定のため、国庫支出金で２６.４％の減少となりましたが、経常的な福祉・

農政・建設関連経費の確保を図ることができました。繰入金につきましても、財政調

整基金の取崩しのほか、庁舎建設基金や地域福祉基金において繰替運用を行うなど、

弾力的な運用を図ることとしております。地方債は、耐震改修事業費が２２年度補正

となったため、２３年度予算においては、臨時財政対策債を主なものとし、前年度に

比べ５５.７％の減少となっております。

一方、歳出につきましては、引き続き経常経費等の抑制に努め、効率的な予算配分

により重点諸事業に取組む編成をしたところであります。主な事業といたしましては、

子育て支援医療費公費負担の対象年齢の延長、肺炎球菌ワクチン接種の公費負担、住

宅用エネルギー設備の設置費助成、緊急雇用創出事業、地域活力基盤創造交付金によ

る村道南町・山口線、宮下２号線の整備、消防団第３分団１方部屯所改築、住宅耐震

改修及びリフォーム支援事業、大山幼稚園芝生化事業などに加え、子育て支援の充実、

障害者や高齢者への支援、学校等への非常勤講師・特別教育支援員の配置、耕作放棄

地等の再生・活用、更には交通・防犯対策、消防等の充実を図り、定住人口の増加、

活力ある村づくりに向け、予算の重点的配分に努めたものであります。本予算の効率

的、積極的取組みにより、「住民が主役の民主主義」を根幹とした住民自治の村政執

行に意を注ぎ、「住民が生き活き、自然が輝く村」、「小さくても輝く大いなる田舎

大玉村」づくり実現のため、議員各位のご支援、ご協力をお願いするものであります。

それでは、予算書により説明を申し上げます。例年同様、各目ごとの経常・継続・

義務的経費の説明を省略し、各款における新規事業、重点事業等を中心に説明をさせ

ていただきます。

１ページ、平成２３年度の一般会計当初予算の総額は３６億８４１万３,０００円

となり、前年度の当初予算と比較して３億８１４万１,０００円、率にして７.９％の

減となっております。

次に、予算第２条に定める地方債の目的、限度額、起債の方法等については、６ペ

ージの「第２表 地方債」に記載のとおりであります。

予算の第３条は、一時借入金の限度を５億円と、第４条は予算の流用について定め

たものであります。

８ページ、歳入歳出予算の事項別明細書であります。歳入につい前年度との比較に

なっております。１０ページにつきましては、歳出についての前年度との比較、予算

額の財源内訳となっております。

それでは、歳出から款ごとに、事項別明細書により説明をいたします。４０ページ、

議会費は、対前年度比２６.１％増の１億１４９万７,０００円の計上であります。こ

れは、議員共済制度の廃止に伴う議員共済会負担金の増によるものであります。４２

ページ、総務費は６億１,２９８万２,０００円の計上でありまして、対前年度比で

０.１％の増となっております。４６ページには文書広報費を、それから５０ページ



- 26 -

には財産管理費等を、それから５６ページには交通対策費を計上してあり、５９ペー

ジの基金費では、基金利子の積立や繰替運用に係る返済分について計上しております。

６０ページから６２ページにかけては、ふるさと創生事業費等の計上であります。６６

ページから７０ページにかけては各種選挙費の計上であります。７４ページ、民生費

であります。９億３,５４１万５,０００円の計上であり、対前年度比１１.７％の増

となりました。７７ページの中段③であります。社会福祉協議会に要する経費は、指

定管理業務と運営補助金４,９８１万８,０００円の計上であります。中段からやや下

の方に記載のとおりであります。７９ページ中段⑦であります。国保特別会計に要す

る経費は、従来の繰出金に加え、新たに国保税と保険給付費との調整や国保会計全体

にわたる安定化を図るため、国保財政安定化調整事業繰出金７,５１７万６,０００円

を計上したところであります。７９ページの中ほどに記載のとおりであります。８１

ページ、障害者福祉費の②、これは８１ページの②であります。重度心身障害者援護

費に要する経費は２,４９６万３,０００円、③の障害者自立支援法に要する経費は、

９,６６９万３,０００円の計上であります。８５ページの老人福祉費③になります。

の居宅老人等の対策に要する経費は６３６万８,０００円、次のページの④、高齢者

の地域活動等に要する経費は５５５万７,０００円、上段の方に記載のとおりであり

ます。９１ページ、児童措置費の①、子ども手当支給に要する経費は２億９０４万円、

②の子育て支援医療費等の助成に要する経費は、１８歳までの医療費の公費負担に要

する費用等５,０１３万４,０００円の計上。９６ページ、衛生費、対前年度比２％増

の４億２５１万７,０００円の計上。保健衛生費の②、保健衛生共通事務に要する経

費には、安達地方病院群輪番制等運営負担金２５４万６,０００円を計上しておりま

す。９７ページの中段から下に記載のとおりであります。９９ページから１０１ペー

ジにかけての予防費①の母子保健事業に要する経費に、妊婦健康診査に要する費用の

ほか、特定不妊治療助成事業費を計上いたしました。また、②の予防接種事業に要す

る経費には、ヒブや、子宮頸がんに加え、肺炎球菌ワクチン接種についても新たに公

費負担とする予算計上であります。１０５ページ、環境衛生費の②、生活環境対策等

に要する経費には、住宅用エネルギー設備設置費として３１５万円、これは１０５ペ

ージの上段の方に３１５万円、④の墓地・火葬場に要する経費には、安達地方広域行

政組合負担金１,１９８万６,０００円、⑤の水道事業に要する経費は、水道事業会計

繰出金として４,０６６万９,０００円の計上であります。１０９ページ、老人保健費

の④、後期高齢者医療制度に要する経費は、負担金、繰出金を合わせ１億４７５万

８,０００円の計上。１０９ページの中段より下段の方になっております。労働費は

１１０ページですね。清掃総務費、安達地方広域行政組合負担金１億１,２４９万

５,０００円、１１１ページの中段から下の方に記載のとおりです。労働費は、対前

年度比１７％増の１,８２２万３,０００円の計上であります。本年度においても引き

続き厳しい雇用情勢を踏まえ、緊急雇用の創出と、併せて農地の再生、活用を図る

ふるさと雇用事業を実施するものであります。１１４ページ、農林水産業費は２億

９,４３６万４,０００円の計上。前年度に比べ０.９％の減であります。１１９ペー
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ジ、農業振興費の②、中山間地域等直接支払制度に要する経費として４,４３６万

７,０００円、③の産業振興センターの管理運営に要する経費は２,７７７万３,０００

円となり、１２１ページの工事請負費で改修工事費７００万円を計上したところであ

ります。これは１２１ページの上段の方になっております。１２７ページ、農地費に

は、基幹水利ストックマネジメント事業負担金８６２万円、中段から下になっており

ます。農地・水・環境保全向上対策事業負担金は５９２万５,０００円を計上してお

ります。これはその下になっております。１２９ページ、農業集落排水事業費は、特

別会計への繰出金６,５４６万３,０００円、１２９ページの中ほどになってます。農

地再生費は、耕件放棄地解消対策として４４０万９,０００円の計上であります。林

業費は１３１ページにかけて、松くい虫防除や間伐事業費、ふれあい村民の森管理費

や緑化推進事業費等１,１０５万１,０００円の計上であります。１３２ページ、商工

費は、対前年度２.３％増に当たる４,６０１万７,０００円の計上。①の商工業の振

興に要する経費には、商工会等に対する運営補助金や支援事業、制度資金の原資の拠

出など３,５２７万１,０００円を計上したところであります。１３５ページからの観

光費につきましては、観光振興のための諸経費と、コテージの維持改修費、大名倉山

緑化事業費も含めた観光協会への補助金等を計上したところであります。土木費は、

対前年度２４.６％減に当たる１億６,９０３万５,０００円の計上で、１３９ページ、

道路維持費の①であります。道路維持に要する経費は５,７２３万５,０００円の計上。

１４０ページからの道路新設改良費は、本年度の補助対象事業費が測量・設計業務と

なったため、大幅な予算の減少となりましたが、基幹村道の整備については、国の

２２年度補正予算、繰越明許事業で予定しているところであります。１４４ページ、

住宅管理費の②、住宅耐震改修及びリフォーム支援事業は、木造住宅の耐震改修の支

援と、新規事業として、快適住環境の整備と村内建築業等の仕事づくりに資するため、

住宅リフォーム支援事業を行うこととしたものであります。１４６ページ、消防費、

１億６,８０４万４,０００円で、前年度に比べ７％の増となる予算の計上であります。

常備消防費は、安達地方広域行政組合負担金１億５５９万２,０００円の計上。１４９

ページの消防施設費には、３分団１方部の屯所改築事業費,１４９ページ、２,４７０

万円や、県総合情報通信ネットワーク整備費負担金５６８万７,０００円を見込んで

おります。教育費は、対前年度比４４.７％減の４億７,４７４万５,０００円の計上

であります。これは、学校等の耐震改修事業費について、本年度予定の大山小学校、

玉井幼稚園分が国の２２年度補正予算において実施することとしたため、当初予算の

比較で減額となったものであります。１５５ページ、上段④、外国青年招致に要する

費用４５１万３,０００円、それから⑥、小学校英語指導非常勤講師の配置に要する

費用４７４万５,０００円、１５７ページ、⑨特別支援教育支援配置に要する経費

６００万円、⑪、新学習指導要領に要する経費６６８万４,０００円、１５９ページ

の⑬には、コミュニティスクール推進に要する経費１２６万２,０００円、次のペー

ジにかけての⑮は、大山幼稚園の芝生化に要する経費１４７万８,０００円を計上し

ております。１６０ページ、中段に耐震改修事業費１,７６７万５,０００円を計上し
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ております。これは、２４年度予定の学校体育館の改修のための設計業務等に係るも

のであります。１６０ページ後段から、玉井・大山両小学校に係る学校管理費、教育

振興費に関する経費を計上したところであります。１６８ページ、中学校費は、学校

管理費で、グランド環境整備事業で３,２００万円の予算計上。教育振興費と合わせ

４,２４６万円の計上ということになります。１７２ページからの幼稚園費は、幼稚

園の管理運営、預かり保育等に要する費用８,１２９万円の計上であります。１７９

ページ、社会教育費③、放課後子ども教室に要する経費１３５万６,０００円、④で

す。学校支援地域本部事業に要する経費は１２３万１,０００円の計上。１９１ペー

ジの①、体育館・運動場の管理に要する経費には、施設の管理運営費や、村民体育館

駐車場フェンス改修費等を計上したところであります。１９３ページ、下段の給食セ

ンター費は、本宮方部学校給食センターの運営、建設負担金４,１８４万９,０００円

の計上であります。

なお、教育関係における図書の購入等につきましては、国の２２年度補正予算であ

る「住民生活に光をそそぐ交付金」を充当し購入することとしております。

１９４ページ、災害復旧費は、存目計上。公債費は、対前年度比０.８％減に当た

る３億６,２８４万９,０００円の計上。１９６ページ、諸支出金は、存目２万円計上。

予備費は、前年度より１９.３％減の２,２６１万５,０００円の予算計上であります。

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１２ページ、村税は、前年度に比

べ７５１万４,０００円、０.９％減となる８億１６４万６,０００円の計上。個人村

民税は２,１８５万４,０００円減の２億３,１００万４０,０００円、法人住民税は

７２６万９,０００円増の３,３５６万３,０００円の計上。固定資産税は、ほぼ前年

度並みの４億３,２７８万１,０００円、軽自動車税は８３万４,０００円増の２,１７８

万５,０００円、たばこ税は６,８０９万４,０００円、１４ページの入湯税は１,１７０

万円と、それぞれ計上したものであります。地方譲与税は、対前年度比１０.５％増

の７,５８０万４,０００円、利子割交付金は２０７万８,０００円、配当割交付金３４

万１,０００円、株式等譲渡所得割交付金は１０万円、地方消費税交付金は１.５％減

の５,８０５万２,０００円と、それぞれ現下の経済情勢や予算編成指針を踏まえ、積

算計上したものであります。１６ページ、ゴルフ場利用税交付金についても、昨今の

利用状況を基に１,５９２万５,０００円の計上をしたものであります。自動車取得税

交付金は、エコカー補助金の打ち切等により、前年度決算見込に比べ１６％程度の落

ち込みはあるものの１,２７８万７,０００円を計上したところであります。地方特例

交付金は、児童手当や減収補てん、自動車取得税減税分で１,２２３万７,０００円の

計上。地方交付税は、対前年度比０.２％増に当たる１３億９,０００万円の予算計上。

地方交付税の積算については、前年度の交付実績や、地方財政計画に示す「地域活性

化・雇用等対策」に係る別枠加算、国税５税や地方税の動向等を勘案し積算計上した

ものであります。交通安全対策特別交付金は２２１万４,０００円、次のページにか

けての分担金及び負担金は、老人施設の入所費や保育料等の２,１０８万４,０００円

の計上。１８ページから２０ページにかけての使用料及び手数料は、行政財産や産業
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振興センター、道路占用及び公営住宅、幼稚園授業料、社会体育施設等の各使用料と

税務・戸籍住民手数料等５,１８９万３,０００円、１８ページに記載のとおりであり

ます。２２ページ、国庫支出金は、対前年度比で２６.４％減の２億２,６３２万円の

予算計上。民生費国庫負担金は、子ども手当等の１億８,７８６万４,０００円、土木

費国庫補助金は、社会資本整備総合交付金２,２０９万５,０００円の計上であります。

２４ページ、中段の県支出金１億９,５０６万１,０００円、対前年度比１.０％の増

であります。民生費負担金７,９９１万７,０００円は、国保及び後期高齢医療の基盤

安定負担金や子ども手当等の計上によるものであります。２７ページ、中段の衛生費

県補助金では、自殺対策緊急強化支援、子宮頸がんワクチン接種助成等の補助金、２６

ページの９８５万４,０００円、労働費県補助金は、緊急雇用創出等で１,８０６万

３,０００円の計上であります。農林水産業費は、中山間地域直接支払事業や２９ペ

ージ上段の森林整備加速化・再生基金事業費等で４,１３４万１,０００円を計上した

ものであります。３０ページ、財産収入は、対前年度比２２.３％増の２,４１８万

７,０００円の計上。財産貸付収入は、第二工業団地やスーパーセンター等への土地

貸付や、教員住宅、光ファイバー網の貸付など、２,１５１万７,０００円の計上であ

ります。利子及び配当金は、各基金から発生する利子収入の計上。３２ページ、寄付

金は存目計上であります。繰入金は、対前年度比１４％増の３億４,６７２万円、基

金繰入金は、財政調整基金取崩しが２億５,０００万円、庁舎建設基金４,３２０万円

と地域福祉基金３,００４万５,０００円は、繰替運用により耐震改修の設計業務、大

玉中グランド環境整備事業費等に充当するものであります。３４ページ、繰越金は

８,０００万円の計上。諸収入は４,６９６万３,０００円、対前年度比２.５％の減と

なる予算計上であります。貸付金元利収入は、農業後継者育成資金や中小企業融資対

策の預託貸付元利収入の計上であります。３７ページから３９ページにかけての雑人

では、堆肥売捌代金８９５万円や消防環境整備交付金５４７万５,０００円などを計

上したところであります。村債は、対前年度比５５.７％減に当たる２億４,５００万

円の計上。消防債２,７３０万円は、消防屯所建築に要する事業費や福島県総合情報

通信ネットワーク整備事業に、教育債は大玉中グランド環境整備事業に、それぞれ充

当するものであります。臨時財政対策債は、地方の財源不足を普通交付税と併わせて

発行を認められる一般財源であり、本年度は２億円の予算計上であります。次に、

１９８ページをお開きいただきます。地方債の現在高の見込みに関する調書でありま

す。次に２００ページ、債務負担行為に関する支出予定額等に関する調書であります。

２０２ページからは給与費の明細について、それから２１４ページには、性質別・目

的別歳出の予算分類表を掲載しております。

以上、平成２３年度の一般会計予算について、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２２号について申し上げます。議案第２２号、平成２３年度大玉村

国民健康保険特別会計予算について申し上げます。２１７ページです。本年度の予算

編成におきましては、引き続く経済不況による離職者の増により、被保険者数、保険
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給付費ともに増加の傾向にある一方、国県支出金等の財源の大幅な増加は難しく、非

常に厳しい状況の中で、基礎となる医療費については、保険給付費の過去の実績と伸

び率を踏まえ編成を行いました。本年度予算の総額は、７億４,７５１万４,０００円

となり、前年度に比べ４,７０８万４,０００円、率にして５.９％の減となりました。

それでは、歳出よりご説明申し上げます。２３４ページ、総務費は、国保事務に係

る一般管理経費２,２０６万８,０００円の計上。２３６ページの下段からの保険給付

費は５億３１万４,０００円で、前年度より１,６９２万１,０００円の減であります。

これは、過去３か年の実績や伸び率を勘案して計上したものであります。２４４ペー

ジ、後期高齢者支援金等は７,９１９万８,０００円であります。これは、高齢者の医

療の確保に関する法律に基づき、社会保険診療報酬支払基金に支出するものであり

ます。前期高齢者納付金等は２７万９,０００円の計上。２４６ページ、老人保健

拠出金は１万円の存目計上。介護納付金は３,９４０万円の計上。共同事業拠出金は

８,５１７万９,０００円の計上。前年度と比べ１,３９４万円の減であります。これ

は、高額医療に要する保険者の財政運営の安定化を図るための拠出金や保険財政共同

安定化事業のための拠出金で、国保連合会に拠出するものであります。２４８ページ、

保健事業費は８５５万１,０００円、これは、糖尿病等の生活習慣病に着目した特定

健康診査等事業費を実施するための費用や、国保被保険者の人間ドック事業などに要

する経費の計上であります。基金積立金、２５０ページ、公債費は、いずれも存目計

上。諸支出金は、保険税還付金等８６万３,０００円の計上であります。２５２ペー

ジの予備費は１,１６５万円の計上であります。

続きまして２２４ページ、国民健康保険税は１億６,８４４万９,０００円でありま

す。これは、現時点における国県支出金及び共同事業等の交付金、歳出における各種

納付金・拠出金等の額が明確でないことなどから、過去の実績や今後の動向等を踏ま

え積算計上したものであります。国庫支出金は１億９,１９７万３,０００円の計上。

このうち、療養給付費等負担金、一般被保険者の療養給付費等補助対象経費から、保

険基盤安定負担金繰入金の２分の１相当額及び前期高齢者交付金に係る調整額等を差

引いた額の３４％を、後期高齢者医療費支援金負担金及び介護納付金負担金は、後期

高齢者支援金及び介護納付金の３４％を、２２６ページ、中段の財政調整交付金は、

基準額の９％を見込んでおります。県支出金は３,４６４万９,０００円であります。

これらにつきましても、国庫支出金と同様に、それぞれ基準額の積算により計上した

ものであります。２２８ページ、療養給付費等交付金は３,９０７万３,０００円の計

上。これは、退職被保険者の療養給付費等から保険税を差引いた額を計上したもので

あります。前期高齢者交付金は９,４５１万６,０００円、各保険者間における前期高

齢者に係る費用負担の調整を図るものであります。共同事業交付金は７,９２０万円

の計上。高額医療費及び保険財政共同安定化について、国保連合会の試算に基づき計

上したものであります。２３０ページ、繰入金、１億３,８９０万６,０００円の計上。

保険基盤安定制度繰入金は、前年度実績見込額の９０％に被保険者の伸び率を加算し

たものを、職員給与費等繰入金は、国保従事職員や運営協議会経費、事務費等物件費
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の計上であります。出産育児一時金等繰入は、所要額の３分の２を、財政安定化支援

事業繰入は、過去３か年の平均値を計上したものであります。その他一般会計繰入

金は、子育て支援医療費や、人間ドック事業に加え、保険税と保険給付の調整、更

に国保会計全体の安定化のため、国保財政安定化調整事業繰入金として７,５１７万

６,０００円を計上したものであります。２３１ページの中段ほどに記載してありま

す。下段の繰越金は存目計上。２３２ページ、諸収入は７４万５,０００円の計上。

主に特定健診に係る受診者負担金等の計上であります。２５４ページからは、給与費

の明細書であります。

以上、国民健康保険特別会計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２３号について申し上げます。平成２３年度大玉村玉井財産区特別会

計予算について申し上げます。玉井財産区につきましては４００ヘクタールに及び山

林等の保全・管理、更には環境への寄与、将来の財産形成のため管理会を中心に運営

しているところでありまして、本年度予算につきましても、管理会での十分な審議と

管理会の同意を踏まえ編成をしたものであり、予算の総額を３５％増となる５１８万

８,０００円と定めたものであります。２７４ページ、総務費は２７３万２,０００円

の計上。これは、管理会委員、補助員の人件費に加え、改選時に要する作業着等に要

する経費の計上。農林水産業費は２１３万１,０００円、引き続き小高倉山や東光地

内の下刈りや枝打ち、施業地の調査等に要する経費の予算計上であります。２７６ペ

ージの予備費は３２万５,０００円の計上。

続きまして、歳入について申し上げます。２７２ページ、県支出金は存目計上。財

産収入は３９８万５,０００円の計上。主にゴルフ場や茸山の土地貸し付けと基金利

子収入を見込んでおります。繰越金は、前年度繰越見込額の１２０万円を、諸収入は

存目計上の予算となっております。

以上、玉井財産区特別会計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２４号に付いて申し上げます。平成２３年度アットホームおおたま

特別会計予算についてであります。本年度の予算に当たっては、施設の安全性や維持

管理に、より一層の意を注ぎ、村民の「憩いの場・交流の場」の提供と、利用者の

「保養及び健康増進」に資するための編成をしたところであります。予算の総額を、

対前年度比１.９％増となる１億１,５２６万１,０００円となったものであります。

それでは、歳出より申し上げます。２９０ページ、総務費は２,４０５万２,０００

円の計上。これは、職員給与等や事務管理経費等の予算計上であります。２９２ペー

ジ、管理運営費は８,８７０万７,０００円の計上。施設管理費は、施設に係る光熱費

や機械設備等の維持管理、修繕等に加え、一般会計繰入による大広間の空調設備の改

修工事費５００万円を計上したところであります。次のページにかけての目、施設運

営費は、主としてフロント事務、配膳及び厨房、宿直員等の委託業務や、食材、売店

等の仕入費など６,９３７万円の計上であります。予備費は２５０万２,０００円の計
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上。

続いて、歳入について申し上げます。２８６ページ、使用料は５,７５０万円の

計上。これまで、今までの入り込み状況などを勘案し、宿泊料では年間４,８００人

で３,２５０万円、休憩料は１万５,０００人で１,０００万円、入浴料は４万人で

１,５００万円と見込み、積算計上したものであります。財産収入は、管理運営基金

の預金利子収入１万円、繰入金は、大広間の空調設備改修のための一般会計繰入金

５００万円、繰越金は、前年度繰越見込額５０万円の計上。諸収入は５,２２５万

１,０００円の計上。２８６ページ、下段の受託事業収入は、コテージや観光レク

施設の管理業務費３３５万円、２８９ページの雑人は、売店や料飲、食堂収入など

４,８９０万円をそれぞれ見込んでの予算計上であります。２９６ページからは、給

与費の明細であります。

以上、アットホームおおたま特別会計予算について申し上げました。よろしくお願

いをいたします。

続きまして、議案第２５号について申し上げます。平成２３年度大玉村農業集落排

水事業特別会計予算について説明をいたします。３０７ページ、農集排特別会計の本

年度予算の総額は、対前年度比で３.４％減に当たる１億４１０万７,０００円と定め

るものであります。これらは、主に平成１１、１２年度に借入れた資金の償還が終了

したことによるものであります。

それでは、歳出からご説明申し上げます。３１６ページ、維持費は２,５８５万

８,０００円の計上。これは、職員給与費や経常経費、浄化センター処理施設に係る

維持管理等に要する経費の計上であります。需用費中の備品修繕料１３８万６,０００

円、これは３１７ページの中ほどにあります。大山・玉井両浄化センター機器類の分

解修繕費であります。役務費中の手数料３１３万１,０００円は、浄化槽検査や脱水

作業、汚泥処理等に要する費用であります。備品購入費の６０万４,０００円は、玉

井第二浄化センターの水位計、変換器の購入経費の計上であります。３１８ページ、

公債費は、前年比４.３％、３４７万３,０００円減の７,７９４万９,０００円、予備

費は３０万円の計上であります。

続いて、歳入についてご説明申し上げます。３１４ページ、使用料及び手数料は、

対前年度比５.７％、２０８万１,０００円増、対象件数が５２３件に係る使用料

３,８６４万円の計上であります。繰入金は、公債費償還のための充当財源として一

般会計からの繰入金６,５４６万３,０００円の計上。繰越金、諸収入は存目計上であ

ります。３２０ページには、地方債の現在高の見込みに関する調書を、３２２ページ

からは、給与費明細書であります。

以上、農業集落排水事業特別会計予算について申し上げました。よろしくお願いを

いたします。

議案第２６号について申し上げます。平成２３年度大玉村土地取得特別会計予算に

ついてであります。３３３ページ、この会計は、土地開発基金による公共用地の先行

取得と、基金運用益の管理等を行う会計でありまして、本年度の予算総額を２,８０４



- 33 -

万円と定めるものであります。

それでは、歳出より説明いたします。３４２ページ、土地開発基金費は、今まで

取得してきた用地の譲渡代金と預金利子を基金に積立てるものであり、１,２７７万

９,０００円の予算計上であります。土地取得費は１,５２５万１,０００円の計上で

あります。これは、村道用地や横堀平地内の国有林採種園７.２ヘクタールを取得す

るための予算計上であります。予備費は１万円の計上。

次に、歳入についてご説明申し上げます。３４０ページ、財産収入は、基金預金利

子と一般会計からの土地売払代金１,２７７万９,０００円の計上。繰入金は、国有林

等を取得するため、基金の取崩しを行う予算１,５２６万１,０００円の計上でありま

す。

以上、土地取得特別会計予算について説明申し上げました。よろしくお願いいたし

ます。

続いて、議案第２７号について申し上げます。平成２３年度大玉村介護保険特別会

計予算についてであります。３４５ページ、本年度予算に当たりましては、これまで

の給付実績と第４期介護保険事業計画の見込量等を勘案して編成したところであり、

保険事業勘定の予算総額は、前年度と比較して２.７％増に当たる５億８,５２２万

１,０００円に、介護サービス事業勘定の予算総額は８.３％増の１３０万円と定める

ものであります。

それでは、保険事業勘定の歳出からご説明申し上げます。３６８ページ、総務費の

総額は１,６８４万円の計上であります。一般管理費は、人件費、介護保険運営協議

会、電算システム運用、第５期計画策定に要する費用１,１１２万１,０００円の計上

であります。３７０ページ、徴収費は１２９万４,０００円の計上。次ページにかけ

ての項３の介護認定審査会費は、あだち地方介護認定審査会の共同設置に係る事務

費負担金や認定調査に要する経費４４２万５,０００円の計上。保険給付費の総額は

３.０％増の５億４,６００万円であります。３７２ペ一ジ、中段からの居宅介護サー

ビス給付費、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、福祉用具購

入・住宅改修費、３７４ページの居宅介護サービス計画給付費につきましては、要介

護認定者が利用できる各種サービスを、これまでの実績や今後の見込量の動向推計し、

計上したものであります。項２の介護予防サービス等諸費は、要支援認定者が利用す

る各種サービスを計上したものであります。３７６ページ、中段の項３、その他の諸

費は、国保連合会への審査手数料８０万円の計上。高額介護サービス等費は、基準を

超えた自己負担額に対する給付費８１０万円の計上。３７８ページ、高額医療合算介

護サービス等費は、高額医療と高額介護の合算制度が創設されたことによる１７０万

円の計上。項６の特例入所者介護サービス等費は、低所得の施設入所者に対する給付

費２,０４０万円の計上。３８０ページ、中段の款３、財政安定化基金拠出金は、存

目計上であります。地域支援事業費は、対前年度比８.１％減の２,１２２万７,０００

円の計上。次ページにかけての介護予防事業費は、要介護者を除く６５歳以上の第１

号被保険者に対し、介護予防のための生活機能評価を実施し、継続的な介護予防事業
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等を展開するための予算２５６万２,０００円の計上であります。３８２ページ、包

括的支援事業費・任意事業費は、地域包括支援センター職員の人件費や高齢者全体へ

の総合相談支援事業等を行うための費用１,８６６万５,０００円の計上。３８４ペー

ジ下段の基金積立金は、介護保険基金及び介護保険臨時特例基金積立金の利子積立

１０万円の計上。３８６ページ、公債費は存目計上であります。諸支出金は、保険料

の還付金等５万２,０００円、予備費は１００万円の計上。

次に、歳入、３５４ページ、お開きをいただきます。介護保険制度の財源は、保険

給付費等に要する費用の半分を国・県・村が負担し、残り半分を保険料で賄うこと

となっております。介護保険料は、６５歳以上の第１号被保険者の保険料であり、総

給付費の２０％に当たる７,９３５万７,０００円の計上。国庫支出金の総額は１億

３,９１０万４,０００円であります。介護給付費負担金は９,６００万１,０００円で、

保険給付費等の施設介護サービス給付費は１５％相当額、その他のサービス給付費は

２０％相当額の計上であります。３５６ページ、上段の財政調整交付金、介護給付費

等の７％相当額の計上。地域支援事業に対しての補助金の計上で、介護予防事業分は

２５％相当額、包括的支援事業・任意事業分は４０％相当額を見込んでおります。次

のページにかけての支払基金交付金の総額は１億６,４５７万円の計上。これは、第

２号被保険者に係る保険料として、社会保険診療報酬支払基金から、保険給付費等

の３０％相当額が交付されるものであります。３６０ページにかけての県支出金は

８,３８９万３,０００円で、保険給付費等の施設介護サービス給付費は１７.５％相

当額、その他のサービス給付費は１２.５％相当額を、地域支援事業交付金の介護予

防事業は１２.５％、包括的支援・任意事業は２０％相当額をそれぞれ見込んだ予算

計上であります。財産収入は、介護保険基金等に係る利子収入１０万円の計上。３６０

ページ下段からの繰入金１億１,８１９万円の計上であります。介護給付費繰入金は、

保険給付費等の１２.５％相当額となる６,８２５万１,０００円、次ページの地域支

援事業繰入金等は、県負担と同様であります。下段のその他一般会計繰入金は、人件

費や運営事務費等に要する費用相当額を繰入する予算の計上であります。３６４ペー

ジ、基金繰入金２,１５３万９,０００円を取り崩すものであります。繰越金、諸収入

はそれぞれ存目計上。３９０ページからは給与費の明細であります。

以上、介護保険事業勘定に係る予算について申し上げました。

次に、サービス事業勘定について申し上げます。４１０ページ、サービス事業費は、

要支援１、２の方の介護予防支援計画件成費等１３０万円の計上。

次に、歳入についてご説明申し上げます。４０８ページ、サービス収入は、居宅介

護予防支援計画作成にかかる介護報酬１２０万円の計上。繰越金は１０万円の計上で

あります。

以上、介護保険特別会計予算について申し上げました。よろしくお願いをいたしま

す。

続いて、議案第２８号について申し上げます。平成２３年度大玉村後期高齢者医療

特別会計予算についてであります。４１３ページ、後期高齢者医療制度につきまして



- 35 -

は、市町村が保険料を徴収して広域連合に納付する事務や、高齢者健診事業を受託

して行う経費についての予算の編成をしたところであり、予算の総額を対前年度比

１.４％増に当たる５,９５０万円と定めるものであります。

それでは、歳出より申し上げます。４２４ページ、総務費は、一般管理や徴収事務

に要する経費１６４万７,０００円の計上。後期高齢者医療広域連合納付金は１.３％

増に当たる５,４４７万７,０００円の計上。これは、保険料並びに保険料軽減額繰入

金を広域連合に納付するものであります。４２６ページ、保険事業費は、広域連合か

ら受託して高齢者健診事業を実施する費用３２７万４,０００円の計上。諸支出金は、

次のページの款５、予備費については、いずれも存目計上。

続きまして歳入、４２０ページ、後期高齢者医療保険料は、対前年度費０.９％減

となる３,４３８万７,０００円の計上ですが、６月の本算定により、新年度の保険料

が確定するものであります。款２及び款３は、存目計上。繰入金は、事務費や健診事

業への一般会計繰入と保険料軽減相当額の繰入で２,２９１万９,０００円の計上。繰

越金は存目計上。４２２ページ、諸収入は２１９万１,０００円であります。主に、

健診事業に係る受託事業収入を見込んでおります。

以上、後期高齢者医療特別会計予算について申し上げました。よろしくお願いをい

たします。

続いて、議案第２９号について申し上げます。平成２３年度大玉第二住宅団地造成

事業特別会計予算について申し上げます。本年度の予算は、前年度の造成、分譲事業

等の整理・調整のための予算を編成したものであります。本事業につきましては３月

１日現在、すべての売買契約を完了し、年度末までには安達地方土地開発公社に委託

した事業資金の全額繰上償還を行うこととしております。平成２３年度は、予算の総

額を２０万１,０００円と定め、歳入歳出とも存目計上となっておりますことから、

事項別の明細については、後でご覧いただきたいと思います。

続いて、議案第３０号について申し上げます。平成２３年度大玉村水道事業会計予

算についてであります。４４３ページ、予算の編成に当たりましては、企業会計の原

則・目的に沿うべく、それぞれの事務事業を検討し、企業の経済性を発揮する自立性

をもった事業運営に努めるよう、予算措置をしたところであります。本年度も引き続

き、確保した水源を安全で、安定的に供給すべく施設の維持管理に努めるとともに、

道路改良舗装工事に合わせた配水管布設替工事等を進めてまいる所存であります。

それでは、事項ごとにご説明申し上げます。予算第２条は、業務の予定量でありま

す。給水戸数は２,２３９戸、前年度に比べ５５戸の増で、年間総給水量は６６万

４１３立方、一日平均給水量は１,８０９立方、主な建設改良は、県道改良に伴う本

管布設替工事等７１２万円と定めるものであります。第３条は、収益的収入及び支出

の予定額を２.７％増となる１億５,１０５万５,０００円と定めるものであります。

収入は、料金収入を主とする営業収益で１億７１４万円と、一般会計繰入金や加入金

等の営業外収益４,３９１万５,０００円の計上であります。支出は、各施設の維持管

理に要する経常経費や人件費等の営業費用は１億２,６２２万６,０００円となり、企
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業債支払利息等の営業外費用は２,３８２万９,０００円の計上であります。第４条は、

資本的収入及び支出の予定額を定めるものであります。収入は、他会計繰入金及び工

事負担金の存目計上。４４４ページ、これに対する支出の総額は７,１７３万３,０００

円であります。これは、県道改良工事に合わせて予定している水道管本管布設替に伴

う建設費１,７３９万９,０００円と企業債償還金５,４３３万４,０００円の計上であ

ります。なお、資本的収入に対する支出額の不足額７,１７３万１,０００円について

は、前のページの第４条カッコ書きに記載しております内部留保資金等を充当するも

のであります。４４４ページの第５条は、一時借入金について、第６条は、経費の流

用について、第７条は、たな卸資産について定めるものであります。４４５ページ、

予算を款・項・目別にした実施計画であります。４４６ページ、資本的収入及び支出

の実施計画であります。収入は存目計上。支出は拡張整備費で７１２万円、量水器購

入のための固定資産購入費１,０１７万９,０００円、９件の企業債償還金５,４３３

万４,０００円の計上。４４７ページは、水道事業会計の資金計画であります。平成

２２年度の経営収支を基に、期間中の仮決算の見込額と２３年度事業収支に基づく

資金の計画を試算したものであります。下段の繰越現金の額は、２２年度末で２億

９,４８６万３,０００円、２３年度末では２億９,６３７万５,０００円となる見込み

であります。４４８ページからは、職員の給与費明細書であります。４５３ページは、

保有する資産、負債の内容を示した平成２３年度の予定貸借対照表であります。年度

末の総額は２０億２,７９３万１,４７５円となるものであります。４５５ページは、

平成２２年度決算見込みによる損益計算書であります。年度中の収益及び支出を消費

税抜きで仮決算したもので、当期純利益は１２２万円であります。４５５ページに記

載してあるとおりであります。４５６ページは、平成２２年度の予定貸借対照表であ

ります。年度末の総額は２０億８,２２２万７,７４４円であります。４５８ページか

らは、参考資料として水道事業会計予算明細書を掲載しております、

以上、水道事業会計について申し上げました。よろしくお願いをいたします。

それでは、議案第３１号について申し上げます。平成２１年度入海・台線道路改良

舗装工事請負変更契約について申し上げます。本工事の進捗率は８５％であり、現在、

車道表層工、区画線工を行っております。今回、ご提案申し上げます変更は、まず、

終点、台付近の設計高について平坦性を重視した設計としておりましたが、隣接する

宅地との擦り付けに不具合が生じたため、路盤工を変更したことによる盛上量及び法

面の面積が減少したものです。二つ目は、水田への進入路へ布設するコンクリート蓋

について、水路詰まり等を考慮した数量の減、三つ目は、現場において詳細に数量等

を調査・調整した結果、路盤工の減、舗装工については、擦り付けの関係から車道、

歩道ともに増、歩車道境界ブロック等の安全施設については減となったところであり

ます。四つ目は、撤去したコンクリート構造物が予想以上に多かったこと、路盤の入

れ替え時に、農集排施設の玉井第二処理場からの送水管切り回しが必要になったこと

により、雑工、産業廃棄物処理費が増となったものであります。五つ目は、昨年の不

順天候により隣接水田の秋上げが遅れたために、実質工期が短縮されたことから、文
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通誘導員が大きく減少しました。

以上の理由から、工事請負内容を変更し、当初契約金額８,１２９万１,０００円か

ら３３１万３,８００円を減額し、請負金額を７,７９７万７,２００円とする変更契

約を締結するものであります。

次に、議案第三十二号について申し上げます。村道路線の廃止について申し上げま

す。台～六社山線については、玉井字台及び西庵地内の道路改良一部新段工事に伴い、

村道の起点が変更になることから、道路法第十条の規定に基づき路線を廃止するもの

であります。

次に、議案第三十三号について申し上げます。村道路線の認定について申し上げま

す。西庵～六社山線については、玉井字台及び西庵地内の道路改良に伴い、村道の起

点が変更になることから、起点を西庵、終点を六社山とし、道路法第８条の規定の基

づき、路線を認定するものであります。次に、中森５号線については、玉井字築館地

内の集会所施設に接続する道路で、地元区長等から村道認定に関する陳情書の提出を

受けたこと。更には、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、

道路法第８条の規定に基づき、路線を認定するものであります。また、仲ノ内一号線

及び仲ノ内二号線については、土地所有者から寄附採納願いがあったこと。更には、

住宅団地の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条の規定に基

づき、路線を認定するものです。

以上のとおり提案理由の説明を申し上げました。よろしくお願いをいたします。

○議長（菅野行雄） 以上で村長の施政方針並びに提案理由の説明が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（菅野行雄） 日程第７、請願・陳情について常任委員会付託を行います。

１２月定例会以降、本日までに受理した請願・陳情は、お手もとにお配りいたしま

した写しのとおり、陳情第１号及び陳情第２号の合計２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。

配付していたしております付託表のとおり、陳情第１号を総務常任委員会、陳情第

２号を厚生文教常任委員会にそれぞれ付託をいたします。なお、議長への委員会審査

結果の報告につきましては、３月１１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２時３５分）


