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平成２３年第７回大玉村議会定例会会議録

第７日 平成２３年９月１３日（火曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

１番 鈴 木 康 広 ２番 押 山 義 則 ３番 武 田 悦 子

４番 菊 地 利 勝 ５番 鈴 木 宇 一 ６番 佐 々 木 市 夫

７番 佐 藤 誠 一 ８番 遠 藤 文 一 １０番 須 藤 軍 蔵

１１番 遠 藤 義 夫 １２番 佐 藤 悟

２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。

９番 佐 原 吉 太 郎

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

会 計 管 理 者
健康福祉課長 武 田 孝 一 佐々木 正 信

兼 出 納 室 長

教育総務課長 武 田 伸 一 生涯学習課長 舘 下 憲 一

農 業 委 員 会 アットホーム
本 多 保 夫 菅 野 昭 裕

事 務 局 長 おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

決算認定

質疑・討論・採決（議案第５５号～第６４号）
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） 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、９番佐原吉太郎君より欠席届がありましたほか、１１名全

員であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

なお、農地再生室長武田好廣君より、葬儀のため欠席する旨の届出がありましたの

で、ご報告申し上げます。

（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１、議案第５５号「平成２２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」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） まず、監査報告書の中で、収納率が７２％で、収入未済額、あとに

も出てきますけども、６,４００万円ですか、そのくらいあると。前年と比較して１

０.１％の増となっている。下段に、今後とも税の収納率に控除してもらいたいとい

うことを指摘されておりますので、その点の努力は分かりますけども、今後ともどの

ようにしていくのか、まず、伺いたいと思います。

あと決算報告の１１５ページ、これもそっくり数字が出ておりますけども、特に不

納欠損額がもう２００万円以上超えているんですよ。この不納欠損額は、当然チャラ

にする金なんですけども、やはり努力の結果、どうしてもこの数字が払えなくなった

という惜しい結果なんですけども、この手続も当局はどのような考えで、無念の決算

書の報告を出しているのか伺いたいと思います。

まず、その２点だけお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ７番議員さんにお答えします。

まず、収納率と収入未済額ですね、これの関係で、今後の進め方ということかと思

いますが、７番議員さんおっしゃるとおりの数字になって、今回、収入未済額６,４

３０万円ほどございます。増える傾向でございますが、内容としましては、どうして

もまだ景気低迷続いております。それから、国保加入者の方は、低所得者の方が多い

んです。更には今回、震災、原発等によっても一時交渉を差し控えたという経過もご

ざいますが、そのようなことで増えているようなこともございますが、この特効薬的

なものはございませんが、今、考えられるのは、やはりそれぞれの滞納の方には、そ

れぞれの理由がございます。住宅ローンを抱えたり、営業不振とかいろいろございま

すので、その個々人の納税者の方々の実情を踏まえて、１軒１軒地道に交渉して納付

をいただくというのが基本になるかと思います。そのためには、新たな滞納者を少な

くするための措置とか、場合によっては納付交渉にどうしても応じられない方につい
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ては、それなりの滞納処分をさせていただくということで、引き続き地道にやってい

かざるを得ないのかなというふうに考えます。

それから、欠損額でございますが、これは毎年、その３年前と言いますか、執行停

止をされて、その後、欠損額ということで出てくるわけでございますが、今回の２１

７万９,０００円の中身につきましては、財産がないということで、６名、７５件、

それから生活困窮４名で３０件、財産、その他所在不明と言うことで２名の５件、以

上で１２名、１１０件の不納欠損額の内容でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 国保会計、村民の健康、命を守るという観点からして、非常に重要

な国保会計だというふうには認識、思っております。しかしながら、今、７番さんも

ご指摘したように、この財政事情、非常に大変な状況になっているかと思います。昨

年から比べますと、執行率、監査委員も指摘してありますが、７２％、かつてはもう

８５というのが数字だったんですが、毎年１ポイントから２ポイント、３ポイントほ

ど下落しております。そういう中で、昨年に比べて５８９万円ほどまた収入未済額が

増えたという現実でございます。そういう穴埋めは、じゃどうなのかということにな

りますと、やはり繰入金、ここで９,１００万円ほどありますが、これについても前

年からすると、約繰入金が３,０００万円ほど増えていると、増やさざるを得ないと

いう結果だろうというふうに思っています。詳細については、今、不納欠損額につい

ても説明もありました。未済額についてもいろいろと悩み多きこととは思いますが、

いろいろな事情があるというのは十分認識しておりますが、やはり税の公正、公平と

いう観点からして、それぞれの事情がある方でも、やっぱり国民の納税の義務という

観点から、苦労して苦労して納めているという現状だと思うんですね。ですから、そ

の点も十分踏まえながら、徴収努力をされていただくというふうに考えるわけでござ

います。その点について、第１点。

もう１点お伺いしますが、１３７ページの財産に関する調書ということで、基金と

いうのがうたってありますが、非常に乏しい。当然ながら容易じゃないんですが、乏

しいのは分かりますが、３１２万円ほどしかございません。この法定準備金というの

は、何パーセントだったか、２０だったか３０だったか私もちょっと忘れたんですが、

給付資に対する法定準備金、本来ならばいくらぐらいが妥当なのか、望ましいのか、

この辺についてもお答え願えればというふうに思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。

私のほうの収納率７２％の関係、それから繰入金が増えたということでございます

が、いろいろな事情によって地道に納付をお願いしたいということで、引き続き努力

をしてまいりたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 基金の適正な金額というようなことでございますけれど

も、基金については、現在、お話しありましたように、３１２万円ということで、最
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低のレベルということでございますが、５％程度は必要だというようなことで目標と

しておりますけれども、２３年度においては若干ではありますが、基金を増額してお

ります。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私の方から補足答弁をさせていただきたいと思います。

国民健康保険、これは皆保険という、最終砦の制度なんですね。言うなれば被保険

者というのは、最も弱者の集まりが多い。そういう形の中で所得が少ない、そして、

今言ったように容易でないような方々が、どうしてもいると。それに、経済不況下と

いうようなことになりますと、ダブルパンチというふうな状況なんですね。それで、

これは滞納等が多くなっている。これはやっぱり私も今年の３月まで３期、国保連の

会長をやってきて、運動取り組みをしてきた経過があるわけですが、皆保険制度なん

だという、最終の弱者の方が、ここでこれ救っているわけですから、国のやっぱり国

策として、しっかりとやっぱり下支えをしていただく必要がある。そういうことで、

今、出てきていることは、都道府県単位のそういうことに国保というものは、やっぱ

り組織を根本的に変えようと、そういう動きにもなっておるわけでありますが、大き

くしたから良いかと、じゃ、今のままで悪いのかと、いずれにせよ、解決することは、

弱者の集団には間違いないんだと。だから、これ国策として、これはちゃんとしっか

りと当初、発足した当時のような、これはやはり下支えをする責任があるのではない

か。長いこと運動してきているんです。確か私が住民課長時代はね、４５％の国庫補

助だったんです。そして、それがいっぺんに６％下げてね３９％になった。税金を５

割上げたんです。２か年間で５割上げた。私が産業課長から住民課長になっていたと

きに所管していたものですから、６％下げられたことによって、国保税金を５割上げ

なくちゃならない。そういう過去をたどって、そしてまた、そこからまた下げてきて

おる。弱者集団なのに下げてきているということでありますから、大玉の場合はこの

ぐらいにこれ徴収率なっておりますけれども、都市部はまだ大変です。市地部は、ま

た大変です。だから、先ほど言ったように、都道府県単位になることが、本当に国民

を健康保険制度として救われるのかどうかと。やっぱり根本的にこれ国策としての取

り組みの姿勢が非常に大である。そういう運動をむしろこれからは積極的に展開をし

ていく必要があるというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） この国保税の賦課調整事務の中身についてちょっと伺います。先ほ

どの前回の一般質問の中で、税の公正更正、公平を担保するという意味から、農民連

で申告すると国保税に差が出る。だから、申告が農民連でというようなチラシの内容

の一般質問した経緯があります。その後、何人かの申告後に追跡調査というか、それ

をしてまいりました。結局おおよその方で、約今まで村で申告したよりも農民連で申

告すると５万円ぐらいは安くなると、そういう皆さんの答えでありました。この中身

についてとやかく言うつもりはないんでありますが、賦課徴収事務の中で、そのこと

を担当者として実感あったかどうか伺っておきます。その辺お願いします。
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それから、もう１点、１６３ページの特定健診受診率４２.６％、これ目標値との

差はいくらぐらいあるのか伺います。それと人間ドックの受診率、これ軒並み上がっ

たんでありますが、その要因となったのはどういうことなのか、実感ありましたら伺

っておきます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。

調査の時点で５万円安くなるというような、そういうお話しでございますが、賦課

事務の中においては、そういう認識は特にございません。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

特定健診の受診率でございますが、４２.６％、２２年度の目標数値が５１％とい

うことで８.４％、９％ですか、目標との差がございます。なかなかその受診率が伸

びないというような現状でございますが、鋭意努力していきたいというふうに考えて

おります。

それから、人間ドックの受診率が伸びているというようなことでございますけれど

も、人間ドックが伸びた要因、健康への不安とかなんかがあってのことだというふう

には思いますが、単年度では伸びておりますけれども、今後の結果を見ながらという

ことで、一概に伸びたから喜んでもいられないなというような、そういうふうに考え

ております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。

○６番（佐々木市夫） ただいまの質問に関して、ちょっと質問させていただきます。

ページ１６３ページ、１６４ページ、成果報告書の中でお願いしたいと思います。

今申したように、その特定健診、更にその人間ドック、いろんな努力のおかげで受診

率は向上しているというような形でありますけども、残念ながら６５歳、これが特に

前年２１年度に比してがたんと受診率が下がっている。これらの要因が、もし確認で

きているとすればお願いしたいというようなことです。

更に、人間ドックについては、そのようなことですけども、先ほど目標率５１％う

んぬんとありましたけど、人間ドックにおきましては、どのような受診率の目標設定

値を設定しておるのか。

更に、この特定健診も含めて人間ドック、これらの健診で、ある意味では重大病気

につながるようなことを未然に防げたとか、そのような実績がもしあれば、ご披露し

ていただきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。

人間ドックの６５歳が受診率が落ちているというようなことでございますが、これ

らの原因については、なかなかこう思い当たるところはございません。全体としては

５％程度伸びているということでございますので、各年齢層によってたまたまという

ようなとらえ方をしております。
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それから、目標設定ということでございますが、ドックについては、特に目標を設

定はいたしておりません。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 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、採決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５５号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、日程第２、議案第５６号「平成２２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」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） １６５ページ、成果報告書の中で、２２年度末の基金の残高１,９

２２万円ほどあるようでございますが、近い将来、これを利活用する考えがあるかど

うかちょっと伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

かつて保育所、あるいは改善センター改修工事等において、基金を取崩しながら大

玉村のほうに寄附というような形で財政援助してきたということで、２,０００万円

を割っております。また、今後、更に財産形成に努めながら基金を充実して、その後、

そういうことがあれば、その時点で考えたい。現時点では、基金の取崩し等について

は検討はしておりません。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） これ年の差で財産区に対する考え、思いというのは全く違うのかな

というふうに思ってございます。我々学校を卒業して、財産区の森林を手入れするな

んていうのは、もうそれぞれ自分たちの財産を管理するようなつもりでそれぞれみん

な否応なしに出とったと、強制的にももう半強制的にももう行って作業をしておった

と。そういう思いからすると、こういう基金があるならば、今、それぞれ出て管理し

ましょうと言ったってできっこないんだから、こういう基金を使ってまだまだ財産区
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林を手入れ、管理するということも、十分必要な状況でなかろうかなというふうに思

っていますので、この基金を今までのようにどこどこに寄附したり、どこどこで物を

買ったり、どこどこに何か建物を建てるとか、そういう考えよりも、むしろ財産区林

の手入れ、管理、それを徹底してやるべきかなと。やはり今現在は、財産区の区林な

どと言ったって、役員の人しか頭にないんじゃないかと思うんですよ。だから、それ

をもっと区民にも理解してもらって、考えてもらって、きちっとした手入れをすべき

じゃないかなというふうに思いますが、その方法についてはまだ別ですけども、やは

りこの基金をもっと手入れ、立派な自然というものに対する基金の使い方があっても

良いのかなというふうに思っているんですが、どうでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

８番議員さんが若いころに山を手入れしたということ、恐らく財産区の中で各地区

に委託林と称してそれぞれ山を貸していると。その地区の方が自分の山だというよう

な形で一生懸命手入れしてきたと。その契約は現在もまだ更新中であります。そうい

う意味で現在、各地区において、委託林の手入れをする人が少なくなっているという

ことを言えるかと思います。また、財産区３９０町歩あります。そのうち自主管理に

ついては、今回の執行成果の報告のとおり、管理会、補助員一堂となって、現在は自

主管理の中で、こういう作業をしているということであります。ご指摘のとおり、今

後、その自主管理の中で大規模なそういう手入れとか、そういうのが必要があれば、

区有林の維持、管理のために、あるいは財産形成の更なる形成ということも踏まえれ

ば、当然、そういう時点では基金の活用ということは検討していきたいというふうに

考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 最後なんですけども、交流の森、実のなる木を植えて交流していく

んだという森林の使い道を明確にして久しいわけでございますけれども、これいった

いどういう形になっているのか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

交流の森、平成１２年に始めました。当時は杏とか柿とかいろんな実のなる木を植

えて、その後、財産区の役員、更には財産区のＯＢの方々に手伝っていただきながら、

現在まできております。なかなか実のなる木が育たない。いろんな熊の被害なんかも

あったでしょう。ただ、この中で過去にも何回か議会のほうでそういう質問も受けて

きましたが、現在、管理会の中で、その交流の森については、今後、どうしたらいい

のか。山に戻して元の桑園の跡地の現在のそういうような同じ山林に戻すのが良いの

か、あるいはあの辺一帯、水が大変豊富でございます。そういうのも含めながら、小

高倉山一帯について、次世代に残せるような、なんかそういうような環境、景観、自

然学習ができるような場が良いのかどうか、現在、管理会の中で検討中でございます。

以上です。
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○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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

打ち切りにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５６号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、日程第３、議案第５８号「平成２２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」を議題といたします。

質疑を許します。１１番。

○１１番（遠藤義夫） 東日本大震災と原発事故によって、各宿泊施設がだいぶ影響を受

けているわけなので、アットホームも例外でないと思いますので、今後、集客に向け

た方策というものは、何か考えているかどうかお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） アットホーム支配人。

○アットホームおおたま支配人（菅野昭裕） １１番議員さんにお答えいたします。

今ほどのご質問のとおり、宿泊施設、アットホームに限らず大きな影響を受けてい

るところでございます。８月１日からおかげさまで営業を再開したところですが、前

年度の同月と比較いたしまして、売上額で約３０％ほどの減額となっている現在のと

ころの集計の状況でございます。今後につきましては、開業時に合わせて今までのご

利用の方々にダイレクトメールを送ったり、それから夏まつりに合わせました新聞広

告、更に村内の広報、近隣の本宮、二本松市への広告掲載等々の方策を打っているわ

けですが、今後、更にチラシの配布ですかとか、それからＦＭモットコム等での活用

いたしました、そういった広報ということも活用して周知に努めてまいりたいという

ふうに考えております。また、集客でありますが、一番のリピーターを増やすのは、

心のこもった接客ということで、また、おいでいただく、特にこういった時期ですの

で地元大玉、更には本宮、二本松、近隣の県内の方々、そういった方々に多くおいで

いただける方策を考えていきたいというふうに考えております。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 決算書の１６６、１６７ページの歳出事項別明細書の中の８番、１
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８番、報償費、備品購入費がありますが、これいずれも支出がゼロなんですが、執行

率ゼロですね。報償費の２１万円、備品購入費の９万５,０００円、これはどのよう

な過程を経て、このような結果になったのかご説明を願います。

○議長（佐藤 悟） アットホーム支配人。

○アットホームおおたま支配人（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えいたします。

報償費２１万円でありますが、計画においては従業員の講習に要する外部講師の招

へいということで計画いたしてございました。その後、従業員との内部の協議の中で、

どういった形の講習、研修が良いかということでの話し合いを行いまして、臨時休館

時に、お互いにグループ討議をしながら、より良い接客について話をすると、そうい

うふうな討議、あるいは私のほうからアットホームをこういうふうなサービスをして

いきたいんだと、そういうふうなことで研修をしたらいいんじゃないかということに

なりましたので、外部から講師を招いての研修は行わないということで、内部で協議

をいたしまして、こちらの報償費について執行を見送ったところでございます。

更に、１８番、備品購入費でありますが、こちらについてはコードレスホン、中で

フロントを離れた場合での電話の受け答えということで、コードレスホンの新たな購

入ということで予算をお認めいただきましたけれども、現有の機種の中で、今あるも

のの機種の設定の変更と運用で対応できるということで、いずれもできるだけ経費を

節減したいという内容から、こちらも執行を見送ったところでございます。

以上であります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 分かりました。むやみやたらに予算計上したから使うべきというふ

うには私は考えていないんですね。やっぱり節約という観点からして、無駄ものは使

わないほうが良いというふうな認識では同じですが、これもやっぱり監査委員から指

摘はあったと思いますよ。やっぱりゼロというのは、少ない予算の中でやっぱり計上

しているわけですから、やはり昨日も申し上げましたが、やっぱり補正を組んで減額

してやっぱり修正すべきだなと。そして、本会計に入れるということになれば、また、

新たな使い道が出てくるわけですから、そのままにしておいておくというのは、やは

りもったいないような状況だなという観点からでございます。ひとつその辺の改善を

よろしくお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） アットホーム支配人。

○アットホームおおたま支配人（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えいたします。

今後、このような未執行が見込まれる費目については、補正予算等に十分に精査を

して対応してまいりたいというふうに考えております。以上であります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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）
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○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５７号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、日程第４、議案第５８号「平成２２年度大玉村老人保健特別

会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５８号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第５９号「平成２２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」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 何度も何度も指摘はしているんですけども、監査委員にも再度指摘

しております。玉井第２においては、加入率５０.８％、大山の方は相当進んでいる

というふうに聞いておりますけども、この５０.８％は、現況下の中での数字として

妥当なのか、妥当でないのか伺いたいと思いますし、これでは収入も少ないわけでご

ざいますので、借金も集落については相当あるわけでございますので、何らかの役に

も立ってほしいということでございますので、これらについて、当局どのような今後
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の取り組みをしていく考えでいるのか伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。

玉井第２地区におきます加入率５０.８％でございますけれども、これにつきまし

ては、昨年度よりは２３戸ほど増加をしておるところでございます。まだまだ加入率

低い状況にはございますけども、これにつきましても、職員のみならず農業集落排水

施設には維持管理組合という組織がございます。この組織の皆様方のご協力をいただ

いたうえで、毎年戸別訪問等を実施をしておるところでございます。この訪問により

まして、２２年度につきましては２３戸増というふうな結果が出ておりますので、今

後もそういった役員の方々とのご協力をいただきながら、加入推進を図ってまいりた

いというふうに思っております。また、そのほかは広報紙等を活用しまして、水の浄

化の大切さといったものも併せて周知を行いまして、加入の一助としていきたいと思

っております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 今の質問については、十分理解しました。

それでは、決算書の１９４、１９５ページにおいて、収納未納額が相当これ出てい

るんですね。８０万円、あと１７９万円ということなんですけども、これ我々議会で

すので、オープンにしてもらって、どのような形なのか、どのようなものなのか、ご

説明をしていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ７番議員さんにお答え申し上げます。

１９４、１９５ページの収入未済額の関係でございますけども、まず、上段にあり

ます施設使用料の８０万８,７６７円、これにつきましては、２２年度の未収金とい

うことになります。内容としましては、人数にしまして１８人、件数にしまして７１

件分の未収となります。未収の主な内容としましては、これ先ほど国保税の未収状況

の内容とほぼ同様でございますが、景気の低迷と収入の減少というふうな内容が主な

内容となっております。

下段にあります雑入の１７７万９,６１３円でございますけれども、この内容を申

し上げますと、平成１２年度から平成２１年度までの過年度分の未収金でございます。

人数にしまして１６人、件数にしまして１６８件分の未収となっております。これに

つきましては、約１０年の長い期間での積み重なった未収ということになるわけでご

ざいますけれども、これも未収の対象者の方々の状況は同じでございます。ただ、最

近、私も訪問しまして気がついた点が１点ございますけれども、今まで日中訪問して

もいらっしゃらなかった方が、日中いらっしゃるというふうな現象も現れてきており

ます。これはやはり正職員であった方がパート職員になってしまったということで、

日中訪問していらっしゃると、そこで毎月定期的な訪問をさせていただきまして、全

額納付というのはかなり困難な方がほとんどでございますので、５,０００円なり１

万円なりという、毎月定額での納入を今現在、お願いしながら徴収に努めているとこ
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ろでございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 上段については分かりましたけども、下段の雑入ですか、諸収入で

すね、これらについては、平成１２年から２２年になりますと１１年間の積み重なっ

たものでございますけれども、５,０００円や１万円ずつ払ってもらうんだというの

も理解できますけども、やはりこれらについては適切な措置と逃げられないという大

前提の下でやっぱりしてもらいたい。逃げ得の人もいるわけでございますので、その

辺の配慮も今後、どのような対処をしていくのか再度伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ７番議員さんに再度お答えを申し上げます。

まあ、逃げ得と言いますか、これ本人と私たち職員とのある程度の信頼関係も築き

上げていかなければならないという大切さもございます。それで、自宅をお持ちにな

って家族もいらっしゃるということで、私どもとしましても定期的に通知は差し上げ

ております。催促、督促それぞれありますし、そのほか私の名前で徴収のお願いとい

うふうな文書も投函する場合もございます。そういったことで信頼関係も築き上げな

がら、先ほど申し上げましたとおり、額には大小はございますけども、そういったこ

とで地道な徴収を続けさせていただき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（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 村長に伺いたいんですが、これやろうとしたときの所期の目的、大

変な思いがあって、これを始まったわけでございますが、それにもかかわらず加入率

５０％というのは、やはり低いであろうと。やるならば、所期の目的をできるだけ達

成するためには、やはり設置者側のハードルを低くするということも考えるべきじゃ

ないのかなというふうに思っているんですが、要するに加入金とか使用料についても

再考しても良いのかなというふうに思いますが、村長はどう思いますか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えいたします。

この集排関係第２というのは、これ３,３００人規模なんだよね。これは東北６県

では、確かこの規模でいきますと青森県に１か所、そして大玉ということで、このク

ラスは２か所だけだと思うんです。当時これ計画をしたときには、エリアを結局玉井

２区、それから３区、これを中心としたエリアということで、これはもちろん４区も

入っていますが、将来を見越して、これはやはりしっかりした排水処理施設を造らな

いと、これは環境は良くならないだろうということで、これエリアを広くしたんです

ね。だからいっぺんにはなかなかこれは上がらない。上がらないけれども、まだまだ

今の昔からの単独処理場、こういう方が相当いるんですね、街中には。だから、そう

いう方が今度いずれ住宅改修とか、あるいは新築ということになりますと、このエリ

ア内は合併処理浄化槽でなくして、全部これ集排に加入してもらうことになりますか

ら、いずれ、これは十分ある一定の８０くらいの加入率にはつながる。ついては促進
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をするためにどうするか、地方としてね。今言ったそういう加入金の関係とか、そう

いう何かの策がないかということでございますが、これは収支のバランス等を考えて、

入っていただいた方が、多少今、支出してもプラス要素が強いなというようなことも

あり得ると思いますから、今後、十分政策的に考えていきたいというふうに思ってお

ります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

これより議案第５９号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、日程第６、議案第６０号「平成２２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」を議題といたします。

質疑を許します。６番。

○６番（佐々木市夫） 成果報告書の１７９ページ、基金残高と、あとは取得した用地の

利活用についてお伺いしたいと思います。

まず、取得した土地の利活用という点で、昨年、玉井種苗事業所約４町歩、８４０

万円という形でいろいろと今、考えていると思いますけども、現時点でその利活用で

我々に示されることかあればお願いしたいと思います。

更に基金の活用、次の一手、土地をどのような形で取得する考えがあるのかどうか。

私の今、立場からすれば、以前にも質問しておりますけども、ふれあい広場、そろそ

ろ手狭な土地から西側の土地を意向あるようですけども、いつどこでどのような手を

打つか、これが非常に微妙な点だと思いますけども、そろそろうちの方の地元でもあ

のふれあい広場の利活用で、このようなことをしてほしいということありますけど、

今回のこの議会に時期尚早なので、もう少し練り上げてからということも含めてあり

ますけども、さて、当局とすれば、そのような考えがあるかどうかも含めて併せてお

伺いできればと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。
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○村長（浅和定次） 後段の方のふれあい広場のもっと広くという、取得の考えあるかど

うかということでございますが、これは相手があることでございますから、できれば

当初から西側のほうにもっと求めたいという考えを持っていたんです。なかなかちょ

うどしなかったということで、あの面積が精一杯であったと。だから今後、相手のあ

ることから迂闊なことは言えませんが、やはりあの面積で満足はしていないというこ

とであります。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ６番議員さんにお答えいたします。

玉井種苗事業所跡地でありますけども、これについては当時ふれあい農園の道路を

挟んだ東側ということで、ふれあい農園の二次的なそういう施設もどうだろうという

ようなことを視野に入れて、当時先行取得したものでございます。ただ、現在、ここ

については富岡町の避難所の中の一環としての診療施設、現在ここに建築されており

ます。今後の利活用につきましては、これらのめどが立つと同時に、更にまた検討委

員会を開きながら検討を重ねながら、旧苗畑土地一帯どのように持っていくかをその

時点で再度検討してみたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 成果報告書の一番上の土地開発基金積立金なんですが、どうもこれ

だけでは理解できないものですから、もうちょっとまでいに説明してください。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

土地開発基金という基金がございます。この中には、ここに掲載のとおり２２年度

末で１億３,７００万円程度の基金があるというふうに記載しておりますが、この基

金の中身については、現金と、それから土地というふうな二通りで管理しております。

これについては先行取得ということでございますので、例えば種苗所跡地を買ったと

いうのは、土地開発基金を取り崩して予算化をして買い求めると。翌年度以降、一般

会計の方で１０年間にわたって１０分の１ずつ買戻しをする。その金が一般会計から

土地取得特会の方の予算を通しながら基金に戻すというふうな、そういうふうな会計

でございますので、この基金の中は１億３,７００万円の中には土地と建物と両方混

在しているということであります。それについては一般会計で逐次返済していくとい

うような制度を取っております。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） それはいいんですが、例えば土地開発基金積立金、利子積立金とな

っておって、内訳積立金１,６２３万６,８８４円とこうなってますよね。だけど、２

２年度中増置したというのは、その利子積立金だけですよというから、どうなっての

と。例えば昨年度の２１年度の方向もっと違う説明されたのかなと思っているから、

これだけ理解しろというのはなかなか容易じゃないんでないのかなと思うんで、もう

ちょっと見ただけで分かるような記載の仕方あっても良いのかなということの質問で

ございます。
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○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えします。

確かに昨年度の調書とは違う部分があるかと思います。この辺については、工夫し

ながら分かりやすいような調書を作ってまいりたいと思います。なお、１億３,７０

０万円の中の土地代金につきましては、２２年度末で１,２７０万円程度、残りが全

部土地というふうな分け方になっております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

これより議案第６０号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第６１号「平成２２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」を議題といたします。

質疑を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） 決算書の２３６、２３７、毎度執行率のことで申し訳ないんですが、

地域密着型介護予防サービス給付費ということで２００万円ほど上がっておるわけで

ございますが、これいずれもゼロなんですね。その地域密着型予防サービスというの

は、非常に重要だと思っているんですが、その辺の支出に至らなかった原因ですね、

あまり重要でないというふうに思っておられるのか、その辺についてご説明を願いま

す。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ５番さんにお答えいたします。

地域密着型サービスは、高齢者の認知症のグループホームとか、その入所者が他の

サービスを受ける場合に適用される。地域密着型サービス利用につきましては、高齢

者のグループホーム等々の入居者が、そこで受けられないサービスを受ける場合に発

生するわけでありますが、ここはあくまでも予防給付でありまして、サービスの事業

所もなかなか少ないということもありますし、決して密着型のサービスを求めている
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方がいないわけではありませんが、需要全体がないということで、執行はゼロという

ふうになっております。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 毎年これ上がっているかと思うんですが、結局やろうと思っても希

望者がいないためにこういう結果になっているということなんでしょうかね。それに

しては金額が大きいので、どうなのかなという観点から質問しているわけでございま

す。これ２３年度も予算化されていますか。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） あのサービス給付の項目がありますので、予算化しており

ます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 報告書の１８２ページでございます。下のほうの保険料徴収状況、

収納状況、これ滞納繰越分、そして今度は未収額ということで出てますが、これ内容

的に不納欠損にするような内容でないからこうなっているとは思いますが、改めて確

認しますが、不納欠損になるようなものでも欠損にしないんだということで未納にし

て未収にして続けていくと、どんどんどんどん膨れ上がっていくと。それが良いか悪

いかじゃなくて、不納欠損にすべきでない内容であるかどうかをとにかく確認したい

というふうに思います。

それから、１８９ページの一番上、包括的というやつで、虐待・権利擁護延べ５４

人と、困難事例延べ５１件というふうにございますが、それぞれ実人員と事例、差し

支えなかったらこういう事例がありますということで、お答えいただきたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

１８２ページの保険料の収納状況に関して、不納欠損にすべき事例はないのかとい

うことでありますが、現時点では、全体的には未納者が１０名ほどいらっしゃいます。

うち転出で未納という方が１件ございまして、これらについても決して資産のない状

況じゃないということで、引き続き納付の督促に当たっていると。全体的に村内在住

者が９名おるわけですが、１９年から２１年までが５名、うち転出者が１名でござい

ます。中には生活困窮者と生保移行の方もいらっしゃいますが、その方についてもま

だ１期のみという状況で、不納欠損には至らないということで、納付の督励に当たっ

ていると。現時点で方向不明であるとか、あるいは資産の売却とか、そういったこと

を進める状況にはないので不納欠損の処理にはやっておりません。介護給付の場合に

ついては、法令上、未納が残ってて介護の給付サービスを受ける場合には、未納が完

了するまで給付制限が当然行われるということで、そういう説明を申し上げながら、

少しでも収納に努力いただいているというところでございます。

次に、１８９ページ、包括的支援事業、虐待・権利延べ５４人ということです。困

難事例５１件というのは、当然、上段にも含まれるダブりの数字というふうにご理解
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いただきたいと思いますが、ちょっと今、実数延べ５４人で、実数はという質問であ

りますが、ちょっと今、数字持っていないので後ほどお知らせいたします。

○８番（遠藤文一） 差し支えなかったら、その例も、こういう例もあるという。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ここにも書いてあるとおり、虐待です。権利擁護は、高齢

者同士間の暴力もあります。それから、家族が高齢者の金品、主に預金通帳とかなん

かの管理をしながら経済的な虐待ということもあります。夫婦間のＤＶもあるし、そ

れから介護者が寝たきりの高齢者といいますか、介護を受けている方を虐待する。そ

ういう夫婦間もありますし、年齢も様々です。そういうケースが主です。困難事例に

関して申し上げますと、会ってくれない、それから事実を認めない、そういう事例も

中にもありまして、様々包括支援センターであるとか、それからケアマネージメント

を業務としている事業所、そういったところと連携しながら話し合いのきっかけをつ

くる、あるいは遠くに離れている家族とも連絡取りながら、その介入の糸口を見つけ

るということもあります。事例によっては、警察との連携も含めて、対応するという

ようなことです。困難事例というのは、やっぱりそういう１つの部署、ここでは包括

支援センターでありますが、そこだけでは解決できないという事例で、かなり広範囲

なセクションで情報を共有しながら対応する事例を困難事例というふうに考えており

ます。

○議長（佐藤 悟） ほかに質疑ございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第６１号を採決いたします。

本案は原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議をいたします。再開は午前１１時１０分といたしま

す。 （午前１０時５９分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時１０分）
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第６２号「平成２２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」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第９、議案第６３号「平成２２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」を議題といたします。

質疑を許します。２番。

○２番（押山義則） １点だけ伺います。

報償費、当初で６２０万円出ておりました。その内容については理解しております

が、これ何名の方に何件分あったのか、それをお示しください。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ２番議員さんにお答えいたします。

報償費４８０万円、１万１,５００円については、これは別のものでありまして、

４８０万円を２４区画分、報償費として支払いをしております。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１０、議案第６４号「平成２２年度大玉村水道事業会計決算

認定について」を議題といたします。

質疑を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） 水道会計企業会計についてお尋ねいたします。

２９４ページ並びに２９５ページでございますが、決算書のほうですね。資本的収

入のこの下段のほうなんですが、文字、数字書かれておりますが、資本的収入額が資

本的支出額に対して不足する額５,３５９万３,９５０円というふうになっております
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が、これは第１款の資本的収入の１,３３４万２,３５０円から資本的支出、下の６,

６９３万６,３００円を引いた額、マイナスが５,３５９万３,９５０円というふうに

理解してよろしいんでしょうね。それで、問題は当年度消費税及び地方消費税資本的

収支調整額６５万６,７２８円、これがこの備考の欄に記載されておるこの数字かな

というふうに思っておりますが、そこの次の過年度分損益勘定留保資金５,２９３万

７,２２２円で補てんして差引０にしたんだと、穴埋めしたんだということでござい

ますが、この過年度分損益勘定留保資金というのは、そもそもどこの資金でどこから

これが充当されているのか、貸借対照表の資産の部２９７ページ、これの裏側の負債

の部、その下の資本の部、その下のイロハの中の当年度未処分剰余金が２,４００万

円なので、これでは充当しきれない。その下の剰余金合計８億３,１２１万８,１０９

円、ここからなとは思うんですが、そもそもこの剰余金が８億ほどあるのかどうかで

すね。もろもろ言いましたが、その辺についての詳しい説明をお願いしたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをいたします。

大変申し訳ございません。５,２９７万３,２２２円、補てん分でございますけれど

も、現在、詳細資料そこまでちょっと手持ち資料ございませんので、後ほどご答弁を

させていただくことでご了承いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） ２２年度の大玉村の水道事業会計決算審査意見書の中の１１ページ

なんですが、１立方メーター当たりの単価、原価について記載されております。見て

みますと、給水原価をこれほど年々下げてこれたというのは、その努力は認めますが、

どのような原因でこれだけの結果を得られたのか、その内容について伺いたいと思い

ます。

それから、ちょっと違うかもしれませんが、村長に伺いたいと思います。現在、三

ツ森池貯水池、全く水なくからからで草ぼうぼうになっております。私は、今まであ

そこに確か貯水量として７２万トンとかの説明があったのかなと思っていますが、７

２万トンの水があるということは、非常に安心感を持っておったわけでございます。

それは農業用水でありますが、あれがあることによって、いつでも何にでも利用でき

るなどというふうな頭があって非常に安心しておったところでありますが、ああいう

ふうにカラカラになってますと、農業用水はもとより、我々の飲料水だって非常に心

配するところがあると。ですから、あれがあるかないかによって、我々の生活用水だ

って、万が一のときにはということを考えると、やはり生活用水としてのことも頭に

入れておくべきではないのかなというふうに思っておりますから、これからあるいは

県なり土地改良区の仕事でやろうかと思いますが、やはり村としても十分に心して、

あそこの水源と考えて、あるいは貯水池と考えて目を通しておくべきかなというふう

に思いますが、村長はあの７２万トンたまっている資源をどのように考えておられる

のか、それについても伺いたいと思います。
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○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） お答えをいたします。

今、あそこの堤防の亀裂の関係で危険性があるということで、今のところ水をなく

しておりますが、これは貴重なかんがい用水はじめ、それから水瓶があるということ

は、これは生活用水にもこれはつながってくるわけでありますから、そういう意味で

はしっかりと土地改良区が事業主体でありますが、これはもちろん行政のほうも支援

するようになります。早く完成をしまして、しっかりとあの水をたっぷりためられる

ように早くしたいなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えを申し上げます。

給水原価と供給単価の関係でございますけれども、監査意見書にございますとおり、

改善が図られてはございます。この改善の内容でございますけれども、まず、供給単

価のほうはですね、これは収入関係で皆様方からご使用いただいた１立方メートル当

たりの平均単価でございますけれども、これにつきましては水道料金収入の増、１.

６％ほど伸びてございます。そういった関係と逆に給水原価の方では、これにつきま

しては、水道水を１立方メートル造るのに必要な経費ということで、それぞれ収益費

用関係の支出の方でそれぞれ減額になっている部分がかなりございます。そういった

関係で収入の増と経費の減、それぞれ影響しまして、その差額が縮まってきていると

いうふうな内容でございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 給水原価をこれだけ下げられたのは、私はそれぞれ毎年努力してい

るから大したものだなと、こういうふうな目で見ておったの。だから、ただね偶然そ

うなっちまいましたでは困っちゃうんだけども、それぞれ努力したと。つまりそれは

こういうことで努力しましたからこうなりましたと、それを聞きたかったんだな。お

願いします。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ８番議員さんに再度お答えをいたします。

議員さんおっしゃるとおりでございますが、営業費用関係、それから営業外費用関

係、それぞれ経費の節減によりまして、支出のほうを抑えたという結果によりまして、

単価が下がったということでございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散

会いたします。ご苦労さまでした。（午前１１時２２分）


