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平成２４年第２回大玉村議会定例会会議録

第１日 平成２４年３月５日（月曜日）

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 ９番 佐 原 吉 太 郎

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。

なし

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

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５号～議案第３０号及び報告第１号、報告第２号）

議案第 ５号 大玉村暴力団排除条例の制定について

議案第 ６号 災害対策基金条例の制定について

議案第 ７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 ８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 ９号 大玉村税条例の一部を改正する条例について

議案第１０号 災害弔慰金の支給等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 大玉村介護保険条例の一部を改正する条例について
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議案第１２号 平成２３年度大玉村一般会計補正予算について

議案第１３号 平成２３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１４号 平成２３年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について

議案第１５号 平成２３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１６号 平成２３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１７号 平成２３年度大玉村介護保険特別会計補正予算について

議案第１８号 平成２３年度大玉村水道事業会計補正予算について

議案第１９号 平成２４年度大玉村一般会計予算について

議案第２０号 平成２４年度大玉村国民健康保険特別会計予算について

議案第２１号 平成２４年度大玉村玉井財産区特別会計予算について

議案第２２号 平成２４年度アットホームおおたま特別会計予算について

議案第２３号 平成２４年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算について

議案第２４号 平成２４年度大玉村土地取得特別会計予算について

議案第２５号 平成２４年度大玉村介護保険特別会計予算について

議案第２６号 平成２４年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算について

議案第２７号 平成２４年度大玉村水道事業会計予算について

議案第２８号 副村長の選任について

議案第２９号 教育委員会委員の任命について

議案第３０号 区長の委嘱について

報告第 １号 平成２４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増減及び福島県

市町村総合事務組合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）

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
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） 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、１２名全員であります。定足数に達しておりますので、平

成２４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（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 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９番佐原吉太郎

君、１０番須藤軍蔵君を指名いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

議会運営委員会委員長の報告を求めます。６番。

○６番（佐々木市夫） 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３月１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、村長提出の議案等で、その内容は条例関係７件、

予算関係１６件、人事関係３件、報告２件の合わせて２８件であります。

また、今期定例会の一般質問者は９名であります。

次に、会期につきましては、本日３月５日から１５日までの１１日間と決定いたし

ました。

また、審議日程につきましては、

本日 ５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・陳情の委員会付託

３月 ６日 休会（議案調査）

３月 ７日 本会議 一般質問６名

３月 ８日 本会議 一般質問３名、議案第５号～議案第１１号までの議案審議

３月 ９日 本会議 平成２４年度予算議案に対する総括質疑及び平成２４年度予

算議案の委員会付託

３月１０日 休会

３月１１日 休会
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３月１２日 委員会（付託事件の審査）

３月１３日 大玉中学校卒業式のため、午後、委員会（付託事件の審査）

３月１４日 委員会（付託事件の審査）

３月１５日 本会議 議案第１２号から議案第３０号までの議案審議、付託事件の

委員長審査報告及び審議、選挙管理委員及び同補充委員の選挙並び

に閉会中の継続調査申出

という日程で行います。

なお、先例により会期日程第５日、３月９日の総括質疑については、平成２４年度

予算案についての質疑となります。質問者は、自ら所属する常任委員会の予算項目以

外の質疑内容とし、予算書のページ数を明らかにし、議題に供された内容とするよう、

申し合わせをいたしましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

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を賜りますようお願いを申し上げまして、報告といたします。よ

ろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 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と決し

ました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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

付をもって報告にかえさせていただきます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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

賜りますこと感謝を申し上げます。

では、今次定例会にあたり、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、企画財政課関係から申し上げます。郵便事業株式会社の配分金１,０００万

円を原資に、昨年１２月に予算化した災害対策用備蓄倉庫についてはまもなく設計を

終え、建設に向けた事務手続きに入る予定であります。建設場所は、改喜センターグ

ラウンド南西側に１００平方メートル前後の面積で、非常時用の食料や防災資機材等

を収納し、災害時に備えるものであります。なお、建築工事は、繰越明許事業として

執行を予定いたします。また、東日本大震災からまもなく１年が経過する中、災害復



- 5-

旧は着実に進んでおりますが、原子力災害による産業の停滞、生活の不安はいまだ続

いております。そして、一日も早く安心で元気な大玉村を取り戻さなければなりませ

ん。１年が経過するこの３月１１日に村民が一体となり、大玉の復興、再生への誓い

を新たに改善センターを会場に復興イベントを開催いたしますので、多くの村民等の

ご参加をお願いするものであります。

農政課関係。１２月から１月に実施されました米の放射性物質、セシウム緊急調査

の結果が、先月公表されました。対象農家数６８１戸、調査分析点数は７２９点で、

うち検出せずが６５６点、１００ベクレル未満検出されたものが２３点、１００ベク

レル以上５００ベクレル未満が２点でありました。また、水田の除染事業については、

村計画に基づき、空間線量の高い１１区と１６区の耕作者を対象に２月９日、除染説

明会を開催し、事業受託者のＪＡから作業体系等について説明したところであります。

なお、作業体制を整備し、雪解けなどのほ場条件を考慮しながら、３月上旬からの実

施を予定しております。更に、事業対象地区以外の水田については、ＪＡと委託契約

を締結し、放射性物質の吸収抑制効果があるケイ酸カリを水稲作付け農家へ配布をい

たします。次に、中山間地域等直接支払事業も第３期対象の２年目を迎え、既に１７

地区と集落協定の締結を終え、協定締結面積２４６.９ヘクタール、対象農家数２８２

戸、交付金４,３４３万４,１３７円の事業取り組みとなりました。

次に、農地再生室関係。本年２月未現在の耕作放棄地再生面積は、畑が４ヘクター

ル、水田７.３ヘクタールの合計１１.５ヘクタールであります。再生中の面積は、畑

０.６ヘクタール、水田が０.５ヘクタールの合計１.１ヘクタールであります。雪に

よる影響はありますが、最終的に１３.５ヘクタールの再生を見込んでおります。ま

た、２１年８月から現在までの耕作放棄地再生面積は、田畑合計で２１.７ヘクター

ルとなりました。

次に、農業委員会関係。まず、農地法に係る申請許可状況ですが、農地法３条関係

５件、４条２件、５条３件、農用地利用集積計画７件、耕作放棄地に係る非農地の判

断１件を許可いたしました。また、贈与税、不動産所得税の猶予継続届の指導を行い、

件数で贈与税２９件、不動産取得税３４件を二本松税務署及び福島県県北地方振興局

に提出をいたしました。なお、耕作放棄地に係る農地、非農地件数については、新規

対象農地１筆、６２０平米、継続対象農地１０２筆、１２万８００平米、合計１０３

筆、１２万１,４２０平米となっております。

建設課関係。まず、被害の復旧関係について申し上げます。被災箇所は、農地１３

か所、農業用施設１５か所、道路４３か所、河川２か所であり、それぞれ年度内完了

を目標に復旧工事を進めているところですが、１月から断続的に降り続いた大雪の影

響と厳しい寒さから、工事に大きな遅れが生じている箇所が発生し、農地一か所、農

業用施設２か所について、繰越事業として手続きを進めているところであります。

次に、社会資本整備総合交付金事業について申し上げます。今年度の事業は、村道

南町・山口線ほかの測量設計を実施しており、用地測量と橋梁の予備設計を行ってい

るところですが、県河川担当課との協議に時間を要しており、年度内完了が難しい状
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況にあるため、繰越事業として手続きを進めているところであります。また、個人住

宅改良支援事業について、２月２０日までの補助金交付申請は８７件、その内訳は、

リフォームを目的としたものが１０件、震災による修理及び震災の修理に会わせてリ

フォームを行うものが、７７件となっております。

住民生活課関係。昨年の交通事故及び火災の発生状況については、交通事故２８件、

負傷者は３３名で、特に前年より変動はありませんでしたが、死亡事故が３件発生し、

残念ながら３名の方が亡くなっております。今後とも関係団体と協力して、事故防止

に努めてまいります。また、火災の発生件数は７件で、昨年より４件増加しておりま

す。建物火災が３件、車両火災が１件、林野火災が１件、その他火災が２件となって

おります。今後とも、消防団など関係団体の協力の下に、予防消防に努めてまいりま

す。次に、住宅用新エネルギー補助事業の状況について、太陽光発電に対する補助は

２３件、２８８万２,０００円、薪ストーブに対する補助１件で５万円。太陽光発電

の平均設置発電量は、約４.１７キロワットとなっております。更に、原発災害対象

にあたっては、村除染推進協議会を設置して各種団体等の協力をいただきながら、着

々と除染の準備を進めております。同時に個人住宅等の除染についても随時地区説明

会を開催し、地域住民の同意と協力を得ながら除染作業体系の整備に努めておるとこ

ろであります。なお、除染作業を受託する関係業者への説明会も既に実施をいたしま

した。

健康福祉課関係。まず、１月末現在の介護保険認定者は２８１名で、第一号被保険

者は２７０名、介護認定率は１３.９％となり、前年比１.０５％上昇いたしました。

介護度別では、要支援１が１６名、要支援２が１７名、介護１が５４名、介護２が４９

名、介護３が５４名、介護４が５５名、介護５が３６名となっております。なお、介

護認定者中、第二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、サ

ービスの利用については、居宅介護サービスの利用者が１４５名、地域密着型サービ

ス利用者は７名、施設サービス利用者が８４名、合わせて２８６名がサービスの利用

を受け、認定者のサービス利用率は８４％となり、前年度同期と比べ１.９ポイント

減少いたしました。

次に、放射線による健康影響を把握するために実施した内部被ばく検査については、

１月３０日から２月９日までは４歳以上就学前の子ども、その保獲者、更に妊婦を対

象に実施し、期間内に対象者４７０人中、４５０人が受検をいたしました。検査結果

については、幼児の付き添いの保護者１人から８００ベクレルの放射性物質が検出さ

れましたが、それ以外の方々からは、すべて検出しませんでした。また、２月２２日

と２３日には高校３年生を対象に実施し、１０８人の対象中、９９人が受診、いずれ

も放射性物質は検出限界以下という結果であります。

次に、平成２４年度保育所入所決定は、２月末現在、０歳児が２１人、１歳児が３１

人、２歳児が３９人、３歳児４９人の合計１４１人となり、前年より３人増となって

おります。現時点での待機者は、おりません。また、放課後児童クラブの入所希望の

状況は、２月末日現在、１１８人になり、定員９０人を上回っておりますが、内訳は
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通常９１人、短期１７人、長期休業中１０人となっております。なお、新たな子ども

手当の支給のための申請については、対象者６７１名すべての申請を終了いたしまし

た。更に、東日本大震災に伴う住宅の全半壊の被災を受けた世帯に対して義援金の配

分が行われましたが、２月未現在の支給状況は、全壊２件、半壊１３件の合わせて１５

件、義援金総額で９７０万７,１２７円を支給しております。

上下水道課関係。農業集落排水事業玉井第２地区の接続加入状況は、１月現在で３２０

件であります。既設・新築での公共マス設置済数は５９７件で、接続加入率は５３.６

％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１地区

は、接続加入２０６件で、９１％の加入状況であります。

教育総務課関係。玉井幼稚園耐震改修工事は、今月２日に引き渡しを受け、工期内

で完了いたしました。園児たちには小学校と旧園舎に分かれての生活で、何かと不便

をかけました。これからは、明るく安全な新園舎で、みんな一緒にのびのびと生活で

きますので、園児たちはもちろん、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。大山小学枚耐震改修工事につきましても、既に引き渡しを受けて、無事に完

了することができました。既存校舎に在校のままの工事となったため、児童への安全

対象が心配されましたが事故等もなく、児童はじめ先生方には大変ご協力をいただき、

感謝を申し上げます。また、近隣住民の皆様には、長期にわたる工事にもかかわらず、

ご理解とご協力を賜り改めて感謝を申し上げる次第であります。今後は、安全で快適

な環境のもと、勉強にスポーツに励まれるものと大いに期待しております。また、本

年度から計画したコミュニティスクール推進事業は、これまで５回の委員会と１１月

に教育フォーラムを実施し、制度の推進と理解に努めてまいりました。今年は、特に

原発事故による放射線の影響から子どもたちをどのように守って行くべきかなど、子

どもたちへの安全対策について多く話し合われました。なお、３月９日には、本年度

最後の委員会を開催し、来年度の基本方針を審議する予定であります。また、次年度

の活動について、地域、保護者が学校や子どもたちにどのような支援ができるか協議

してまいります。

次に、生涯学習課関係。まず、放課後子ども教室については、ボランティアや保護

者の懇談会を開催して意見交換を行いましたが、非常に好評を得ており、引続き実施

してほしいとのことでありました。次に、２月１２日に開催しました第５回青年議会

では、１２名の青年議員の中から６名の皆さんより、村のビジョン、災害時の対応や

消防団員の確保、農畜産物の残留放射性物質の検査など、青年の視点からさまざまな

ご意見を頂だいいたしました。提言内容については、今後の施策づくりにいかしてま

いりたいと考えております。また、文化の夕べ事業「三遊亭兼好独演会」は、約２００

名が参加されて、大変好評でした。なお、冬季間の体育授業の一環として、両小学枚

の４年から６年生を対象に、歩くスキーの指導、講習を行い、スキー技術の向上や健

康づくりにも貢献をいたしました。

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（佐藤 悟） 行政報告が終わりました。
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第５号から議案第３０号及び報告第１号、報告第２

号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。事務局。

○書記（後藤芳一） 別紙議案書により朗読。

○議長（佐藤 悟） 事務局職員の朗読が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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） 第２回３月定例議会の開催にあたりまして、提案申し上げました議

案の説明に先立ち、平成２４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政方針を申し上げ、村民の皆様をはじめ議員各位のご理解

とご協力をお願い申し上げる次第であります。

未曾有の被害をもたらした東日本大震災、加えて福島第一原発事故災、正に、自然

の脅威に畏怖の念を抱き、茫然と立ちすくんだあの日から１年が過ぎようとしており

ます。やや遅すぎる感とはいたしますが、ようやく政府は、２月１０月に被災地再生

の司令塔となる復興庁を発足、福島、宮城、岩手の３県に現地出先機関として復興局

を設けて、被災地支援業務を開始させました。是非とも復興庁には与えられた権限を

最大限に発揮し、被災地の復興支援に全力を挙げて、本格的な日本の再生につなげて

いただきたいと期待しているところであります。同時に、復興元年となる正念場を迎

えた今日、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、ＴＰＰ交渉への

参加や安定的なエネルギー確保、更には持続可能な社会保障制度の構築と消費税増税

など、国民に痛みを強いる大きな難題に直面しています。正に明治維新、敗戦期に次

ぐ第３の大きな節目の中で、真の日本の底力が試されていると言っても過言ではあり

ません。このような情勢の中、放射性物質の除染対象という大きな壁が立ちはだかる

本県の人口は、転入より県外への転出が上回る転出超過が、実に４８年ぶりに３万人

を超えました。時の経過とともに、ふるさとの帰還への思いは遠のきます。そのよう

な観点からも、復興庁のワンストップ機能が確実に果たされ、スピード感のある福島

の復興が早急に実現するよう、現地復興局の機能強化についても強く求めてまいりま

す。また、先の政府の事故調査、検証委員会の中間報告において、大津波は想定外で

はない。福島第一原発事故は、安全神話に寄りかかった災害対策の甘さや、発生直後

の政府機関の不手際によって深刻な事態を招いたと指摘しました。要は、結果的に成

すべきことをやらなかったということであります。その結果、ふる里はとんでもない

状況となりましたが、私たちは負けるわけにはまいりません。震災は天災。しかし、

原発事故は人災を基本として、しっかりとこの現状を踏まえ、どんなことがあっても

前進策を見出していかなければなりません。村としても安心、安全な村民の暮らし、

将来を担う子どもたちの健康と生命を守るため、全村挙げて生活空間の放射線量の低

減化を最重要施策として取り組んでまいります。また、今世紀の村づくりは、若者が
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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基盤を確立することが一

番大切です。将求を担う人材を地域とともに育み、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まいります。同時に、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

の実現に努めます。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す。互いに地域住民としてのつながりを持ち続け、

地域全体で支え合い、助け合える持続可能な村づくりの実現に向けて取り組んでまい

ります。

さて、平成２３年度の事業執行につきましては、震災からの復興、復旧経費及び原

発事故関連対象事業を最優先に、そして、大山小学校、玉井幼稚園の耐震改修事業や

新たな雇用創出と耕作放棄地解消のための緊急雇用・ふるさと雇用対象事業の導入、

定住人口増加対策としての第二住宅団地造成、分譲事業などの各重点施策事業につい

て、順調に執行することができました。また、前年度の繰越事業として実施した地域

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等につきましても、所

期の目的を達成す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。

それでは、平成２４年度の当初予算編成にあたっての基本方針について申し上げま

す。

まず、原発事故災からの一刻も早い脱却を最重点施策に掲げ、除染対策の徹底、健

康不安の払しょく、災害に強い村づくりを目指すとともに、現下の厳しい国内外の社

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、第４次総会振興計画及び復興計画の基本理念に立脚

した本村の復興、再生のための予算編成を行いました。自治体を取り巻く社会環境は、

更に厳しさを増しておりますが、今後とも効率的な行財政運営に努め、必要な施策へ

の財源の重点選別と実効ある計画実現のため、職員ともども決意を新たに業務にまい

進してまいる所存であります。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、よろしくお願いを申し上げます。

以上、申し上げました基本姿勢を踏まえ、新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、各課ごとに順次説明を申し上げます。

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。３きょう・３徹・

３改革、「発想、その気になって事を成す」を柱に、積極的な意識改革を即し、真に

地方分権にふさわしい職員を育成する。目標とする職員像は、村民の目線で先を見据

えて行動し、積極的に地域づくりに貢献できる職員を目指します。そのため、財団法

人ふくしま自治研修センターを基本に、職員個々の計画かつ効率的な研修計画表を作

成し、より質の高い次元での職員意欲の向上と能力開発に努めます。併せて自己啓発

をはじめ、職場内研修を日常的に実践するよう喚起します。何より全体の奉仕者であ

ることを自覚し、厳正な服務規律に即した公務員倫理の徹底を図ると同時に、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
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めの支援活動に取り組みます。また、すべての住民に迅速、正確な行政情報等を提供

するための方策を検討するなど、行政サービスの機能向上に取り組みます。

次に、企画財政課関係。本村の振興発展は、引き続き健全な財政運営を基本とし、

効率的な行財政運営に努めることを基本としながらも、まず、原発事故からの早期復

興、再生のための諸施策に対し、集中して取り組める弾力的な対応を図ってまいりま

す。２４年度は第４次総合振興計画の２年目、復興計画初年度として災害対策関連経

費を９億５,０００万円ほど計上するなど、安心、安定の村づくりのため、着実な施

策の執行を図ってまいります。また、懸案であった教育施設の耐震改修の最終年度と

しての事業や、定住人口増加対象を重点事務事業と位置付け、子育て支援、医療、福

祉、教育の充実、企業立地などの諸施策に取り組んでまいります。更に、厳しさを増

す社会経済情勢において、村内中小企業の経営、雇用情勢の悪化が懸念されることか

ら、前年度にも増して商工会との連携や復興のための制度資金の充実、地元企業の受

注機会の拡大、緊急雇用創出事業による雇用の確保などの施策についても、積極的に

取り組む所存であります。

次に、安達地方広域行政組合の２４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、総務関係では、行政改革推進基本計画及び実施計画に基づく組合事

務の効率的な運用、執行を図ることとしております。衛生関係では、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

インフラであることから、各施設の点検、計画的修繕に努めるとともに、放射性物質

が含まれている焼却灰等の適正な管理及び処理のため、必要な措置を講じることとし

ております。消防関係では、専門化、高度化した消防業務に対応するため、人材育成

計画に基づき、資質の向上を図ってまいります。また、一人暮らし高齢者世帯等、災

害時要援護者家庭の防火指導を積極的に行うとともに、住宅用防災機器の普及を図り

ます。これらのことを踏まえた予算は、一般会計が対前年度比０.８％増となる３６

億４,８００万３,０００円となりました。また、地域振興事業特別会計では、文化振

興支援事業など、５３０万８,０００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などにより、収納率

の向上と自主財源の確保に努めてまいります。

次に、農政課関係。まずは、原発事故による農地の放射性物質の低減化を図るべく、

除染計画に基づく農地の除染を積極的に展開し、安心、安全な農産物の生産基盤づく

りを推進するとともに、放射性物質測定器による農産物の安全性の確保に努めてまい

ります。

次に、平成２４年度生産数量目標の配分については、２月１４日に開催されました

大玉村地域農業再生協議会において、今年度の基本有針及び実施方針を決定したとこ

ろであります。本年度の生産目標は、４７４万７,５７３キログラム、７万９,１２６.２

俵であり、生産配分換算面積で８４４万４,３８９平米、８４４.４ヘクタールとなり、

配分率は６４.５％の一律配分と決定されたところであります。今後とも水田農業の

経営安定を図るため、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
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とともに推進してまいります。また、中山間地域直接支払制度事業については、農業

生産活動を支援することにより、耕作放棄地の発生を防止し、中山間地域の多面的機

能の確保を図りながら、善良な維持管理に努めるよう指導してまいります。なお、産

業振興センターもオープン以来５年が経過しました。地産地消の推進や特産農産物の

ＰＲなど、地域活性化の拠点施設として定着したまさにその時、原発事故災による風

評被害等の影響により、農産物の生産及び販売額は大きく低迷してきております。こ

のような状況下ではありますが、昨年以上に各種イベント等を積極的に展開し、利活

用の促進に努めてまいります。

次に、農地再生室関係。耕作放棄地は、水田の保全管理の８７.５ヘクタール、畑

では非農地等として区分された面積を除いて２３.２ヘクタールの合計で１１０.７ヘ

クタールあります。本年度は福島県緊急雇用創出基金事業を活用し、耕作放棄地の解

消、農地の再生に全力で取り組みます。また、村推奨作物のソバ、菜の花の景観作物

作付け面積の拡大と菜種油をはじめ、その他の油糧作物などの加工品の開発を進め、

農商工連携による６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。まず、農地の耕作遊休化の防止に努めるとともに、村推奨

作物等の作付けを積極的に進めます。併せて安達農業普及所との連携による６次産業

への誘導と後継者づくりを進めながら、生活の安定化を図ってまいります。また、農

地の集積化を図り、規模拡大の促進に努めるとともに、権限移譲による申請許可関係

のスピード化を図り、適正な農地法の運用と指導に努めてまいります。更に、除染物

を仮置きする場合の農地の適正利用とともに、安全利用に努めます。

次に、建設課関係。まず、平成２３年度において道路部の実施設計、山口橋の予備

設計と河川協議、更に不動産鑑定を行った村道南町・山口線ほか道路改良舗装工事に

ついては、山口橋の詳細設計と事業用地の取得を行う予定であります。また、村道間

黒・皿久保線については、線形の変更を含めた改良の検討を前提に、概略設計のため

の測量設計を行う予定であります。次に、地元の強い要望を受け、拡幅に伴う用地に

ついても、沿線土地所有者全員が村に寄付するとの申し出があった村道横平１号線に

ついては、本年度から改良工事を行う予定であります。また、平成２３年度に引き続

き村道神明・小名倉線の道路改良舗装と村道上ノ台・新座線改良工事を行う予定であ

ります。なお、村道大山・松沢線については、大型車の通行量が多く舗装の損傷が甚

だしいため、国の交付金を充当し、舗装の修繕を行う予定であります。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

装工事や道路側溝、大型水路の整備、河床の堆積土砂撤去を実施し、生活環境の向上

と安全対策に努めてまいります。次に、大玉村耐震改修促進計画に基づき、木造住宅

の耐震診断を行う木造住宅耐震診断者派遣事業、住宅の耐震改修を行う木造住宅耐震

改修支援事業を計画し、安全に暮らせる住環境整備を進めてまいります。また、平成

２３年度に創設した大玉村住宅リフォーム支援事業は、東日本大震災により被災した

住宅等の修繕にも活用できることから、支援事業スタート直後から多くの住民に利用

され、復旧復興の一助となっており、平成２３年度に引き続き助成を行い、快週な住
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環境整備や被災住宅等の修繕を進めてまいります。

次に、上下水道課関係。まず、農業集落排水事業につきましては、引き続き供用率

の向上を推し進めるため、玉井第２地区浄化センターへの接続加入の推進を重点に、

大山第１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、機能を損なわないよう維持管理に努めてま

いります。なお、農業集落排水事業区域外における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。次に、水道事業経営につきましては、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努めてまいります。なお、今後、石綿

セメント管の計画的な布段替えを実施するため、村内に約１０キロメートル布設され

ているすべての石綿管の測量設計を実施し、布設替え事業全体計画の策定を行います。

次に、住民生活課関係。まず、敷地が狭く隣接する土地も十分なスペースが確保で

きないため、昨年度に用地取得した消防団第２分団２方部屯所の新築工事の設計、工

事を実施をいたします。また、放射性物質の除染については、学校や公園等公共施設

を中心に実施してまいりましたが、今後は、国のガイドライン及び村の除染計画に基

づき、一般住宅や事業所等の生活圏についてもより積極的な面的除染を進めてまいり

ますので、よろしくご指導、ご協力をお願いをいたします。

次に、健康福祉課関係。引き続き外部被ばく検査をはじめホールボディカウンター

による内部検査を進めるとともに、保育所給食食材の放射性物質含有の検査を進めて

まいります。また、県民健康管理の実施に伴う１９歳から３９歳までの検診について

受診勧奨を積極的に行うと同時に、それ以外の検診、がん検診についても受診が図ら

れるよう住民負担の軽減に努めるとともに、放射線による健康影響の懸念が広がり不

安を抱える住民も数多いことから、心の健康相談の実施回数を増やし、対応してまい

ります。更に、県外に自主避難している乳幼児等に対する支援の一環として、保育所

入所に関して広域入所ができるよう、保育の実施体制の整備を図ります。障害者福祉

の推進に関して、地域活動支援センターを委託しているＮＰＯ法人大地が運営する

「ふれんどりー大玉」が、自立支援法に基づく給付事業に移行することから、円滑な

移行を果たすとともに、地域活動を必要とする障害者の受け皿となるよう、必要な支

援を実施してまいります。なお、介護保険は、平成２４年度から３か年、第５次事業

計画期間に入ります。地域で安心して生活ができるよう、地域密着型施段の計画を新

たに計画に盛り込むとともに、介護保険料については、法改正、介護需要の見極め等

適切に推計を行い、前年度比１７％増の４,０００円を基準として定めました。この

水準は県北地域では最も低い水準ですが、必要な介護が十分にできるよう、サービス

供給面の体制についても十分に配慮し進めてまいります。また、東日本大震災を受け、

一人暮らし高齢者等、支援の必要な方々の安否確認や情報の提供、避難の円滑な実施

のため、要援護者台帳の整備を進めておりますが、平成２４年度は、高齢者のみ世帯

や在宅の要介護者の調査を進めてまいります。

次に、アットホームおおたま関係。村民の憩いと健康増進を図るとともに、保養と
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交流という施設の基本に立ち、安全で快速な施設管理とお客様に満足いただける運営

に努め、より多くの皆様にご利用いただくため、村広報紙により定期的に周知を行う

ほか、近隣市の広報紙や新聞への広告掲載、インターネットのホームページの充実な

ど、様々な媒体を通じて集客力の向上に努めます。また、料理、食堂メニューの定期

的な見直しと更新を図り、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、食材については、直売所とのより一層の連携を図り、地元産品の利用を進めま

す。更に、安全で快適な施設管理とともに、従業員の接客技術及びマナーの習熟に努

め、顧客満足度の向上を図ります。

次に、教育総務課関係。本年で２年目となるコミュニティースクール事業を具体的

に取り組むため、委員会及び各部会の活動を展開してまいります。本年度は、大山小

学校、大山幼稚園を対象に、自己評価、学校関係者評価、第三者評価の効果的な実施

と活用を図ります。また、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、小中学校に支援員を配置するとともに、中学校に１名、

小学枚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。

更に、幼小中の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。具体的取組みとして、咋年度に引

き続き小中学校全校生による漢字・英語検定受検及び幼小中一貫カリキュラム作成の

ための検討委員会の設置並びに幼稚園の３年保育について、調査研究を進めてまいり

ます。本年で３年目となる広島平和記念式典派遣事業を引き続き実施し、平和教育を

推進してまいります。なお、学校施設の耐震化事業につきましては、教育施設耐震化

の最終年度にあたり、大山小学校体育館の耐震改修工事と大玉中学校の体育館新築工

事を実施をいたします。また、大玉中学校への太陽光発電設置により、次代を担う子

どもたちの環境教育を推進してまいります。

次に、生涯学習課関係。様々な年齢層に応じた社会教育事業や体験事業を通じて、

特に次の項目を重点事項として取組んでまいります。昨年に引続き地域の教育力を生

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

て支援ボランティアを派遣します。また、小学四年生以上の児童を対象に、安全、安

心な居場所の提供及び学習習慣の形成と学習意欲の向上を目的に、両学区に放課後子

ども教室を各々週１回程度開設いたします。なお、子ども読書活動の推進に関する法

律及び福島県子ども読書活動推進計画に即した大玉村子ども読書活動推進計画を策定

いたします。次に、文化振興については、各種文化団体の育成を図りながら安達地方

ふるさと市町村圏文化事業補助金を活用し、住民のニーズにあった事業の展開や各種

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。なお、名誉

村民の斎藤良夫先生の画業５０周年を記念した「ふるさと展」を開催し、先生の業績
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をたたえるとともに、村民の芸術に対する意識の高揚を図ります。社会体育関係につ

いては、スポーツクラブも設立から４年目を迎え、村民の健康増進と交流の推進が図

られておりますので、更なる支援の充実を期してまいります。特に３年に一度の村民

運動会を９月３０日に計画しておりますので、関係各位の特段のご協力を賜りますよ

うよろしくお願いいたします。また、本年度の新たな取り組みとして、村内の小中学

校の全児童、生徒を対象に、村外の参加者も募りながら、「あだたら健康マラソン大

会」を実施をいたします。

以上、平成２４年度の村政運営にあ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ときを

迎えております。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、時代の

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ので、村議会の皆様をはじめ、村民の皆様の一層のご支援とご協

力をお願い申し上げ、所信の表明といたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） それではここで暫時休議いたします。再開は、１１時５分といたし

ます。（午前１０時４７分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時０５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 引き続き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、条例の制定、改正案が７件、補正予

算案が７件、当初予算案が９件、人事案が３件、報告事項２件の合わせて２８件であ

ります。

それでは、議案第５号、大玉村暴力団排除条例の制定について申し上げます。本案

につきましては、暴力団が社会生活や経済活動に与えている脅威や人権を脅かしてい

る状況に鑑み、暴力団の排除を推進し、安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健

全な発展に寄与することを目的に制定するものであります。昨年７月１日には、福島

県暴力団排除条例が制定されております。今回、市町村と一体となった暴力団の排除

を推進するものであります。

次に、議案第６号について申し上げます。災害対策基金条例の制定についてであり

ます。本案につきましては、東日本大震災発生直後から寄せられた心温まる義援金、

寄付金を原資に、今後の大規模災害に備え、非常用食料や資機材の備蓄の購入資金に

充てるため、新たな基金を増設するものであります。まず、第１条では、基金設置の

目的と根拠、第２条では積立について、第３条では、基金の管理について定めており

ます。第６条の処分については、第１条に定める非常時用資機材等の購入、更新をす

る場合に特定財源として取り崩すことができると規定しております。なお、今定例会

提出の一般会計補正予算において、２３年度中における災害対策関連寄付金の受入見

込み額１,３００万円を積み立てる予算を計上しておりますので、併せてよろしくお
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願いを申し上げます。

議案第７号について申し上げます。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。昭和３６年に制定されたスポーツ振

興法は、スポーツの発展に大きく貢献してきました。制定から５０年が経過し、スポ

ーツは広く国民に浸透し、スポーツを行う目的が多様化するとともに、地域における

スポーツクラブの成長や競技・技術の向上など、スポーツを巡る状況が大きく変化し

たことから、新たにスポーツに関する施策の基本を定めたスポーツ基本法が、昨年８

月２４日に制定されたことにより、旧法の体育指導委員をスポーツ推進委員に変更す

るため、条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第８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。平成２１年６月に設置された大玉第二住宅団地造成事業特別

会計は、平成２３年度においてすべての事務事業が終了したため、本年度未において、

その会計を閉じることとするための改正であります。この事業は、定住人口増加対策

事業の一環として、大山字仲ノ内地内の農地１万１,７９５平米を取得、造成し、３２

区画の宅地を分譲、販売したものであります。総事業費は、１億１,２５６万３,０００

円となり、土地売払代金１億２,６０２万円との差額１,３４５万７,０００円を年度

内に一般会計に繰り出しをし、歳入歳出差引０円として会計を閉じるものであります。

次に、議案第９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、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための

地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律並びに東日

本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源

の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が、昨年１２月２日に公布されたことに

伴い、本条例の一部を改正するものであります。主な改正内容を申し上げます。第９５

条は、たばこ税の税率を１,０００本につき、４,６１８円から５,２６２円に、附則

第１６条の２は、「しんせい」、「エコー」、「わかば」など、いわゆる旧３級品の

たばこ税の税率を、１,０００本につき２,１９０円から２,４９５円にそれぞれ引き

上げるものであります。この改正は、法人実効税率の引き下げにより都道府県及び市

町村の法人住民税が減収となる一方で、課税ベースの拡大により都道府県の法人事業

税は増収となるため、都道府県に増収、市町村に減収が生じます。この都道府県と市

町村の増減収を調整するため、平成２５年度から道府県たばこ税の一部を市町村たば

こ税に移譲するものであります。附則第９条は、退職所得に係る村民税額の１０％を

税額控除する制度を、平成２５年１月１日以後に支払われるべき退職所得から廃止す

るものであります。附則第２５条は、平成２６年度から平成３５年度までに限り、個

人の村民税の均等割の税率を年額３,０００円に５００円加算し、３,５００円とする

ものであります。この改正は、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施

する防災のための施策に必要な財源の確保をするための臨時措置に基づくものであり

ます。

次に、議案第１０号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につ
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いて申し上げます。本条例は、国の災害弔慰金の支給に関する法律に基づき制定され

ているものですが、昨年７月２９日に災害弔慰金の支給に関する法律の一部を改正す

る法律が公布され、平成２３年３月１１日以後に生じた災害に係る災害弔慰金に関し

て適用されることになったことから、法律の改正の趣旨にのっとり、本条例を改正す

るものであります。改正の趣旨は、災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲を拡大す

るものであり、災害時に死亡した遺族と同居していた兄弟姉妹を新たに加えるもので

あります。

それでは改正の条文について、説明いたします。災害弔慰金を支給する遺族の範囲

を規定する第４条に第３号を加え、死亡者に配偶者、子、父母、孫、又は祖父母のい

ずれもが存しない場合であって、兄弟姉妹がいるときほ、その兄弟姉妹に対して災害

弔慰金を支給するものであります。

次に、議案第１１号について申し上げます。大玉村介護保険条例の一部を改正する

条例について申し上げます。本条例の改正は、第５期介護保険事業計画に基づき、計

画期間の介護保険料を定めるものであります。介護保険料の算定にあたっては、高齢

者人口の伸び、介護認定状況、介護給付費の動向及び国の介護保険関係法令の改正、

第１号被保険者の負担割合の引き上げや、介護報酬改定増を踏まえ、適切な推計を行

ったものであります。その結果、第５期介護保険料につきましては、第４段階の標準

保険料が月額４,０００円となり、第４期計画期間の標準保険料月額３,４００円から

およそ１７.７％の引き上げとなるものであります。

それでは、改正条文の説明をいたします。

第２条中、保険料率の適用期間について、始期２１年度を２４年度に、終期２３年

度を２６年度に改め、同条第１項各号中の保険料の額を１号中、２万４００円を２万

４,０００円に、２号中、２万４００円を２万４,０００円に、３号中、３万６００円

を３万６,０００円に、４号中、４万８００円を４万８,０００円に、５号中、５万１,０００

円を６万円に、６号中、６万１,２００円を７万２,０００円にそれぞれ改めるもので

あります。

続いて、議案第１２号について、平成２３年度大玉村一般会計補正予算について申

し上げます。１ページ、今回の補正は、年度末における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編成をしたもの

であります。補正予算第９号は、第１条において、既定の予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ１,４４２万５,０００円を減額し、予算の総額を４８億３,５１４万７,０００

円と定めるものであります。第２条では、学校の空調設備設置や災害復旧事業等の財

源の精査等により地方債の変更を、第３条では、備蓄倉庫建設や線量低減化事業等に

関する繰越明許について定めたものであります。明細は、６ページ、第２表地方債補

正、また、７ページの第３表の繰越明許費のとおりであります。

それでは、補正予算の内容について、歳出から申し上げます。２６ページ、一般管

理費、通信運搬費等７２万２,０００円の補正計上。文書広報費は、各種行政システ

ム経費の見直し、組替等により１０６万１,０００円の補正減。財産管理費は、６,１６２
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万６,０００円の補正計上であります。２９ページ、事項の③、公共用地の取得に要

する経費で６,２６５万７,０００円。これは２９ページの上段のほうに記載しござい

ます。これは、本村産業の復興、活性化に向け、農商工一体となった６次化産業推進

の拠点となる用地４,２８３平米の取得費を計上するものであります。基金費は、財

調・庁舎基金の利子積立と災害時の非常用食料・防災資機材の計画的配置に充てるた

めに新設する災害対策基金１,３００万円。これは２９ページの後段のほうにありま

す。計上したものであります。２８ページから３０ページにかけての諸費３４４万２,０００

円の減額計上。これは、村表彰やアットホーム特会、広域生活バス運行費等、所要額

の精査によるものであります。ふるさと創生事業費は、あだたらフレッシュ基金利子

積立金５,０００円の計上。災害対策費は、財源の調整と所要見込額の精査、事業の

組替等により１７０万１,０００円の減額補正となったものであります。賦課徴収費

は、財源調整。３０ページから３２ページにかけての福島県議会議員一般選挙費は、

事業費の確定による補正減３６５万２,０００円の減額計上であります。民生費の社

会福祉総務費は、社会福祉協議会運営費として３９万５,０００円、これは３３ペー

ジの中ほどにあります。国保特別会計の保険基盤安定や財政安定化支援、財政安定化

調整事業として１,８３３万円、これは中段以降であります。補正計上したものであ

ります。障がい者福祉費は、陣がい者自立支援給付費における利用者のサービス需要

の増加により、２５５万４,０００円、これは下段のほうにあります。老人福祉費は、

１７万７,０００円の補正計上。３３ページ、下段で介護保険制度改正に伴うシステ

ム改修費１１０万３,０００円、下段の方。これは介護特会へ繰出しする補正計上と、

３５ページの居宅老人等の対策事業費の精査による補正減によるものであります。保

育所費は、保育所運営費の所要見込による補正減２６４万５,０００円の計上であり

ます。衛生費の予防費は、母子保健事業関係で１７万３,０００円、予防接種事業費

で定期接種や法定外接種に係る所要見込額による補正が、７１５万６,０００円、３５

ページの下段のほうにあります。計上であります。３６ページ、環境衛生費は、水道

事業会計繰出金４１６万９,０００円の補正減。それから、労働費の緊急雇用創出事

業費は、自動車借上料６万円の計上。農林水産業費、農業振興費は、事務費の確定に

よる補正１万４,０００円の計上。生産調整推進対策費は、事務事業の確定により

１１１万７,０００円。これは減額計上であります。３８ページにかけての地域農政

推進事業対策費につきましても、事業確定により１７万２,０００円の補正減となっ

たものであります。畜産業費は、３１万３,０００円の補正減。これは、イベントの

中止や堆肥センターの運営、工事費等の確定によるものであります。農地費について

は、農村公園に係る管理経費９万円の減額計上。環境改善センター費は、電気料等の

所要見込額３６万１,０００円の計上であります。農業集落排水事業費は、農集排特

別会計繰出金４１６万７,０００円の補正減であります。３８ページから４０ページ

にかけての林業振興費は、２７万２,０００円の補正減であります。これは、松くい

虫防除事業の増や里山再生対策事業費の確定等によるものであります。商工費の商工

振興費は、財源調整であります。観光費は、コテージ使用料等の減による管理業務委
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託料の補正減であります。土木費の土木総務費の道路橋梁総務費は財源調整。道路維

持費は、除雪費用の補正と所要見込額の精査等により、５７０万２,０００円を減額

計上するものであります。４１ページの下段のほうにあります。４２ページをお開き

ください。道路新設改良費についても、財源調整と所要見込額の確定等により、２７０

万９,０００円の減額計上。河川総務費は、９０万円の補正減、都市計画総務費は、

財源調整。住宅管理費は、住宅リフォーム支援事業など１４０万円の補正計上。４３

ページの下段のほうにあります。４４ページにかけての消防施設費は、屯所建設費の

確定による減や各分団に配置予定の発電機・投光機等の購入費用等、合計１２１万

７,０００円の計上であります。４３ページの一番下になります。教育委員会費は、

４,０００円の補正減。４４ページから４８ページにかけての事務局は、２６７万８,０００

円の補正減。これは、要保護児童生徒援助費やスクールバス運行費用等、各事項ごと

の事務事業の所要見込の精査等により補正計上したものであります。４８ページ、耐

震改修事業費は、２４年に実施予定の耐震改修工事設計業務委託料９７０万１,０００

円、これは４９ページの下段のほうにあります。学校改修事業費は、小中学校の空調

設備設置工事費２,１４２万６,０００円、これも４９ページの下段をそれぞれ事業確

定等により減額補正をするものであります。５０ページにかけての教育施設災害復旧

費についても、財源調整や事業確定等による補正減５６７万円の計上であります。

４９ページの下段にあります。小学校費の学校管理費は、玉井小学校駐車場整備事業

の見直しによる減やダムウエーター修繕工事など、所要見込の精査等により１,５１９

万８,０００円の減額計上ということであります。これは５０ページの中ほどにあり

ます。教育振興費につきましても１８万２,０００円の補正減であります。５２ペー

ジ、中学校費の学校管理費及び教育振興費は、グラウンド暗渠排水事業費の確定や所

要見込の精査等により、それぞれ２,４５３万５,０００円、５２ページの上段の方。

それから、５万６,０００円の減額計上。５４ページにかけての幼稚園費につきまし

ても、所要見込等により２４万１,０００円の補正減であります。社会教育費の社会

教育総務費１２９万６,０００円、公民館費は９万４,０００円、５６ページにかけて

の文化財保護費は６７万５,０００円それぞれ減額計上であります。これらは、それ

ぞれ事務事業の所要見込の精査等によるものであります。保健体育費の保健体育総務

費２万５,０００円の補正減。体育施設費は、テニスコートの全面改修に向け、一部

修繕工事費を減額したため、５６ページの２１９万３,０００円であります、下段で

すね。５８ページ、農地農業施設災害復旧費は、事業費や財源の確定等により４７６

万４,０００円の減、土木施設災害復旧費は財源の調整をしたものであります。予備

費は歳入歳出問の調整をし、３７万１,０００円の補正計上。

続きまして、歳入について申し上げます。１２ページ、村税の個人村民税、固定資

産税は、現年分帯納繰越分でそれぞれ２００万円。一番上であります。そして、１,４６９

万５,０００円の計上であります。たばこ税は９２１万６,０００円の増。入湯税は入

込客数の減により、２３８万３,０００円の減額計上。地方揮発油譲与税、自動車重

量譲与税及び利子割交付金については、これまでの交付状況等を勘案し、今後の収入
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見込額を積算したものであります。それぞれ２０８万円、８７万６,０００円の増、

４０万５,０００円の減の予算計上であります。１４ページ、地方消費税交付金につ

いても同様であり、５６７万円、一番上段の補正計上であります。ゴルフ場利用税交

付金は入込客数の減により、自動車取得税交付金は販売台数の減によりそれぞれ３５０

万３,０００円、２５８万４,０００円の減額計上。地方交付税は、特別交付税交付金

の見込額１億１８３万８,０００円の計上であります。これは、通常分の見込額２,５００

万円に加え、震災復興枠として表土除去や学校空調設備設置費の補助裏に対し交付さ

れるものであり、７,６８３万８,０００円を見込んだものであります。１４ページか

ら１６ページにかけての使用料及び手数料については、それぞれ収納見込額の精査等

を行い、総務使用料で４万２,０００円の増、商工使用料で２３１万９,０００円の減、

土木使用料で３８万５,０００円の増、土木手数料で４万７,０００円の補正計上とな

ったものであります。民生費国庫負担金は、国保保険基盤安定や障がい者の給付事業

費で１５７万６,０００円、土木費国庫補助金は道路整備や住宅修繕助成事業費の確

定等による補正４２万４,０００円の補正計上であります。教育費国庫補助金は中学

校の暗渠排水工事費の確定による減であり、災害復旧費国庫補助金は災害査定設計委

託費等の補助金であり、それぞれ６４０万円の減、１９６万４,０００円の増となる

ものであります。県支出金の民生費県負担金は、国保保険基盤安定や障がい者自立支

援給付費３２７万８,０００円の計上であります。総務費県補助金は、除染対策事業

費の組替や所要見込により１,９４０万６,０００円、衛生費県補助金は、高齢者肺炎

球菌ワクチン接種事業費等５０５万４,０００円の計上ということであります。１８

ページ、農林水産業費県補助金８７万３,０００円の減、土木費県補助金は３万３,０００

円の減、教育費県補助金は５６万４,０００円の減であります。これらは、事務事業

の確定等による交付見込額の補正計上であります。消防費県補助金は、各分団への発

電機等配置のための補助金１０１万８,０００円の計上。総務費委託金は、８１９万

９,０００円の補正計上。これは、権限移譲交付金で８５万２,０００円、１９ページ

の中ほどにあります。個人県民税徴収取扱費で５５万４,０００円、県議会一般選挙

執行経費で３６４万１,０００円の減、避難所運営費に係る災害救助費繰替支弁金で

１,０４３万４,０００円の計上によるものであります。財産貸付収入は、６万円の補

正減であります。２０ページにかけての利子及び配当金は、各基金の利子収入３１万

４,０００円の計上であります。財産売払収入の不動産売払収入は、法定外公共物の

払下げや築館地内の分譲代金５７７万７,０００円の計上であります。２１ページの

上段にあります。物品売払収入は、不用品の売却代金３万円、生産物売払収入は、公

有林の間伐材売払代金３０万円の計上。一般寄付金は、秋田犬保存会県支部より２万

９,１６９円、ふるさと納税寄付金は、京都府在住の村出身者の方より２万円、災害

対策寄付金は、年度末までの見込額１０４万２,０００円の計上であります。繰入金

のうち、財政調整基金及び庁舎建設基金については、震災対応一般財源や繰替運用財

源としてきましたが、各事業等の充当財源が確定しつつあること、震災復興特別交付

税が創設されたことなどにより、それぞれ１億１,０００万円、２１ページに記載の
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とおりであります。それから、同じく５,２６９万７,０００円を基金に戻す予算計上

としたものであります。大玉村復興基金繰入金９,３２２万９,０００円は一番下であ

りますけれども、損壊住宅修繕の助成、復興特別資金保証料助成、堆肥一時保管庫建

設、農商工連携による６次化産業の拠点施設用地取得費など、震災からの復興・再生

に向けた取り組みに対し、充当する補正計上であります。２２ページ、諸収入の延滞

金は、２８万２,０００円の補正計上。雑入は、堆肥売捌代金の減や復興宝くじ交付

金の交付、その他収納見込の精査等により８９万５,０００円の減額計上となったも

のであります。村債の消防債は、屯所建設費の確定、起債充当率の変更等による減額

５９０万円、教育債は、中学校暗渠排水工事費の減や学校空調設備工事費の財源調整

による減５,６７０万円、災害復旧債は、事業費等の確定により農地農業施設で２,１６０

万円、２３ページの下段の方であります。公共土木で２,６３０万円、合計４,７９０

万円の減額計上であります。

以上、一般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。

続きまして、議案第１３号について申し上げます。平成２３年度大玉村国民健康保

険特別会計補正予算について申し上げます。

６１ページ、今回の補正は、年度末における国保税や交付金の収納見込、保険給付

費の動向等を精査、編成したものであり、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ

３,３５８万円を追加し、予算の総額を８億４,９４６万２,０００円とするものであ

ります。６８ページ、総務費の一般管理費は、国保連合会への負担金が７万７,０００

円の計上であります。保険給付費の一般被保険者療養給付費は１,６００万円の増、

退職被保険者等療養給付費は２００万円の減、一般被保険者療養費は１１０万円の減、

退職被保険者等療養費は４０万円の減、審査支払手数料は４万２,０００円の増、高

額療養費の一般被保険者高額療養費は６００万円の増であります。これらは、過去３

か年の保険給付費の動向や本年度の推移を元に、推計、積算したものであります。７０

ページ、後期高齢者支援金、介護納付金は、いずれも財源調整であります。共同事業

拠出金の高額医療費共同事業拠出金は、６５万８,０００円の減、保険財政共同安定

化事業拠出金は、２３１万９,０００円の計上。これらは、それぞれ拠出金の確定に

伴う補正計上であります。諸支出金の一般被保険者償還金は、前年度療養給付費の確

定に伴う精算額１,３０６万３,０００円、７１ページの下段にあります、計上。予備

費は、歳入歳出問の調整を行い、２３万７,０００円の補正計上。

続きまして、歳入について申し上げます。６４ページ、国民健康保険税は、一般被

保険者分で３１７万４,０００円の減、退職被保険者等分で１０６万６,０００円とな

り、合計２１１万３,０００円の減額補正であります。これらは、低所得者や非自発

的失業者等の軽減該当者の増に伴うものであります。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や過年度分の額の確定等に伴い、４１２万４,０００

円、６４ページの一番下になります。減額計上となったものであります。６６ページ、

共同事業交付金の高額医療費共同事業交付金は、３７１万８,０００円、保険財政共

同安定化事業交付金１,７７６万９,０００円であります。これらは、交付見込額の確



-21-

定等により、補正計上したものであります。一般会計繰入金は、保険基盤安定制度分

で１７８万７,０００円、６７ページ、財政安定化支援分が３５４万３,０００円、国

保財政安定化調整分で１,３００万円、それぞれ所要見込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１４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

会計補正予算について申し上げます。７３ページ、今回の補正は、年度末における歳

入歳出の精査による剰余金の管理のための編成をしたものであり、既定の予算に歳入

歳出それぞれ１８５万８,０００円を追加し、予算の総額を７０４万６,０００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。７８ページ、総務費の一般管

理費は、管理運営費用の精査と剰余金管理のための基金への積立１８７万９,０００

円の補正計上。予備費は、２万１,０００円の補正減。７６ページ、財産貸付収入は、

汚染土壌等の仮置き場用地の賃借料で１５万１,０００円の補正計上。利子及び配当

金は１万６,０００円の補正減、繰越金は、前年度の繰越金１７２万３,０００円の補

正計上であります。

以上、玉井財産区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１５号について申し上げます。平成２３年度アットホームおおたま

特別会計補正予算についてであります。８１ページ、今回の補正は、年度末における

所要額等の精査、整理を行った予算編成をしたものであり、既定の予算から４８８万

円を減額し、予算の総額を１億７４万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。８６ページ、管理運営費の施設管理費は、コテージ等の利用の減や空

調設備の改修費等の精査により、財源の調整をしたものであります。予備費は歳入歳

出間の調整を行い、４８８万円の減額補正となったものであります。続きまして、歳

入について申し上げます。８４ページ、一般会計繰入金は、３５０万円の補正減であ

ります。諸収入の受託事業収入は、コテージ等の業務受託費１３８万円の減額計上。

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。

続いて、議案第１６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

業特別会計補正予算について申し上げます。今回の補正は、施設の管理運営経費の精

査による所要見込と災害復旧工事費等に係る繰越明許手続きのための予算編成をした

ものであり、既定の予算から歳入歳出それぞれ３１６万７,０００円を減額し、予算

の総額を１億６,３０４万１,０００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。９６ページ、農業集落排水施設維持管理費は、電気料や業務委託料等の

所要見込により３５万４,０００円の補正減であります。公債費の元金は、財源調整

であります。予備費は、歳入歳出間の調整を行い、２８１万３,０００円の減額計上。

歳入について、９４ページ、施設使用料は、１００万円の補正計上であります。一般

会計繰入金は、４１６万７,０００円の補正減であります。また、９１ページで農業
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集落排水施設に係る災害復旧事業について、年度内竣工が見込めないため、繰越明許

とするものであります。

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１７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

計補正予算について、９９ページ。今回の補正は、制度改正に伴う電算システムの改

修のための予算を編成したものであり、保険事業勘定の既定の予算に歳入歳出それぞ

れ２２０万５,０００円を追加し、予算の総額を６億１,７４６万８,０００円とする

ものであります。それでは、１０４ページ、総務費の一般管理費は、介護保険システ

ム改修費２２０万５,０００円の計上であります。続いて、１０２ページをお開きく

ださい。歳入であります。介護保険システム改修のため、介護保険事業費補助金１１０

万２,０００円、残り２分の１について、その他一般会計繰入金で１１０万３,０００

円の計上であります。

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。

続いて、議案第１８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補

正予算について、１０７ページ。今回の補正は、収益的収支や資本的支出の所要見込

の精査による財源調整のための編成をしたものであり、補正予算第２条では、水道料

金や材料費等の調整によリ、予算の総額を１億４,９３８万６,０００円とし、第３条

では、工事費や量水器購入費用等の減により資本的支出の額を５,８６６万６,０００

円として、留保資金の充当を減額するものであります。それでは、その内容、１１０

ページ。収益的収支の予算明細書であります。まず、収入については、給水収益で２

５０万円、他会計繰出金で４１６万９,０００円の減。下段の支出では、原水及び浄

水費で１０万円、配水及び給水費の材料費で１７６万９,０００円の減、収入支出と

も１６６万９,０００円の補正減となったものであります。１１２ページ、資本的支

出は、測量設計業務や工事費、量水器購入費用などの減により、１,３０６万７,０００

円の減額計上であります。また、減額後の資本的支出の額５,８６６万６,０００円に

対して、５,８６６万４,０００円については、留保資金５,８６６万４,０００円を充

てるものであります。

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。

続いて、議案第１９号について申し上げます。平成２４年度大玉村一般会計予算に

ついて申し上げます。本年度の予算編成に当りましては、東日本大震災、そして原発

事故に伴う放射性物質による汚染からの復興、再生を最重要施策と掲げ、「安心・安

全な村民の暮らし」、「将来を担う子どもたちの健康と生命」を守るため、全力を挙

げて生活空間線量の低減化に取り組むこととしております。また、村づくりの基本理

念の実現に向け、定住人口の増加対策や活力ある村づくり、安心して暮らせる環境の

整備、少子化対策や子育て支援、保健、福祉、教育の充実などの重点施策に加え、復
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興、再生に向けた農商工連携による新たな仕事づくりや再生可能エネルギーの検討防

災対応力の強化など、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

次総合振興計画及び復興計画の着実な実行を基本として編成をしたものであります。

予算の概要につきまして、ご説明申し上げます。まず、歳入関係では、村税の固定資

産税において、評価替や災害原発損耗等により大幅な落ち込みとなり、村税全体でも

８.３％の減となっております。地方交付税等については、譲与税や特例交付金での

減は見られるものの、交付税において前年度並みが確保でき、震災復興特別交付税等

を加え、５％増を見込んだところであります。国県支出金は、９億円にのぼる除染対

策費用などを計上したことにより大幅な伸びとなっていますが、その他経常的な支出

金についても確保を図ることができました。繰入金については、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の繰替運用、復興基基金の活用など、

弾力的運用を図ることとしております。地方債は、臨時財政対策のほか、道路整備や

防災施設の整備等に充当することとしております。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事業に取り組む編成をし

たところであります。主な事業といたしましては、線量低減化事業、農業関係除染対

策事業、庁舎改修事業、農商工連携による復興活性化や再生可能エネルギーの調査事

業、住宅用工ネルギー設備設置費助成事業、緊急雇用創出事業、地域活力基盤創造交

付金による道路整備事業、住宅耐震改修及びリフォーム支援事業、消防団第２分団２

方部屯所改築事業、大山小学校プールサイド改修事業、農地等や公共土木施設の災害

復旧事業などに加え、子育て支援や各種予防接種等による保健医療等の充実、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、安心安定の村づくり

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、積極的な取組

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全力を注ぎ、

「いつまでも住み続けていられる村」、「小さくても輝く 大いなる田舎 大玉村」

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、予算書により説明いたします。説明は、例年同様、各目ごとに、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、重点事業を中心に説明さ

せていただきます。平成２４年度の一般会計当初予算の総額は、４９億８８１万７,０００

円となり、前年度の当初予算と比較して１３億４０万４,０００円、率にして３６.０

％の増となっております。次に、予算第２条で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。予算第３

条では、一時借入金の限度額を５億円、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。歳入について、款ご

との前年度との比較になっております。１０ページ、歳出については、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、歳出からの款ごとに、事項別明細書により説明いたします。４０ページ、
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議会費は、対前年度比２７.７％減の７,３４２万３,０００円の計上であります。こ

れは、議員定数の減や昨年度において、議員共済制度の廃止に伴う議員共済会負担金

があったことによるものであります。４２ページ、総務費１６億２,９２０万３,０００

円の計上で、対前年度比１６５.８％の増となりました。４５ページ、下段の一般管

理費の事項②の委託料で、管内図作成業務費１,５００万円、これは４５ページの下

段にあります。それから４６ページには、文書広報費を計上。それから４８ページに

は、財産管理費等を計上しております。５３ページの事項⑤では、役場庁舎改修事業

費、これは５３ページの７,７７０万円、ちょうど中段ほどにあります。計上したと

ころであります。５４ページ、交通対策費を、それから５６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の計上であります。６１ページの上段、

諸費の事項⑤は、震災からの復興・再生事業である農商工連携による６次化産業の推

進に向けた予算１,０００万円を計上したものであります。６１ページの一番上段で

あります。次ページにかけての災害対策費は、９億４,８１８万円の計上。事項の①

は、災害対策本部経費として１,０２０万円、６３ページの中ほどになります。再生

可能エネルギー等の調査もすることとしております。事項②の応急復旧工事費等７００

万円、これは下段の方。震災の影響により、未だ陥没等が発生する道路等について対

応するための予算計上であります。事項③は、線量低減化のための対策事業として、

個人住宅や道路等の公共施設の除染作業費と仮置き場の管理経費等８億１,９４４万

８,０００円の計上。これは、６３ページの一番下であります。６５ページの事項④

は、農地等の除染や農業系汚染廃棄物処理事業に要する費用１億９６３万６,０００

円の計上。これは６５ページの下段のほうに記載してあります。６５ページから６７

ページにかけては、原発事故関連の健康管理対策としての費用１８９万６,０００円。

６７ページの上段にあります。中段からは、徴税費を、６８ページからは戸籍住民基

本台帳費を、７０ページには選挙費を、７２ページから７４ペ－ジにかけては、統計

調査費、監査委員費の計上であります。７４ページ下段の民生費、これは下段に記載

してあります。８億９,２３２万３,０００円で、対前年度比で４.６％の減となりま

した。主な事業としては、７７ページの下段の事項③、社会福祉協議会に要する経費

として５,１５０万円、７９ページの下段の事項⑦、これはちょうど中段であります

が、７９ページであります。５,１５０万円。７９ページ中段の事項⑦、国保特別会

計に要する経費は、国保財政安定化調整事業４,２１２万９,０００円、下段に記載の

とおりであります。を含む両方で９,６２９万３,０００円の計上であります。８１ペ

ージの障害者福祉費の事項②、重度心身障害者援護に要する経費は２,３７４万４,０００

円、ちょうど中段であります。事項③の障害者自立支援法に要する経費は、１億２,２７３

万円、下段であります。８５ページの老人福祉費の③、居宅老人等の対策に要する経

費は６２９万６,０００円、事項④の高齢者の地域活動等に要する経費は６１３万６,０００

円の計上であります。８９ページの児童福祉総務費の事項③、８９ページの下段にな

っています。少子化対策経費として３６９万６,０００円。９１ページの児童措置費

の事項①、これは、子どものための手当支給に要する経費として上段にあります１億
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６,２６５万７,０００円、事項②の子育て支援医療費等の助成に要する経費は、９１

ページの中段になります。５,４５７万９,０００円の計上であります。９４ページ、

衛生費は、対前年度比５.８％増の４億２,５８２万１,０００円の予算計上。９８ペ

ージの予防費の事項①は、母子保健事業費に要する経費には、妊婦健康診査等、９９

ページの１,０４４万３,０００円、中段から上の方です。１００ページにかけての事

項②、予防接種事業関係では、ヒブや子宮頸がん、肺炎球菌などのワクチン接種等

２,９６５万５,０００円、これは９９ページの下段にあります。１０３ページの環境

衛生費の中段、委託料では太陽光発電設置工事設計委託料１,３００万円、１０３ペ

ージのちょうど中段になります。補助金では住宅用エネルギー設置費で２７０万円、

その下、下段の事項④は、墓地火葬場に要する経費で、安達地方広域行政組合の斎場

負担金８８４万９,０００円、これも一番下のほうにあります。１０５ページ上段の

事項⑤は、水道事業会計繰出金２,５２９万円の計上であります。上段に記載してあ

ります。１０７ページにかけての老人保健費の事項①は、検診事業費等１,９９２万

９,０００円、１０５ページの下段にあります。事項④は、後期高齢者医療制度に要

する経費１億１,０５５万９,０００円、１０７ページの一番下にあります。を計上し

たものであります。清掃総務費は、安達地方広域行政組合清掃費負担金１億２,５０５

万３,０００円、これは１０９ページの下段にあります。１１０ページをお開きくだ

さい。労働費は、対前年度比８５.０％増の３,３７０万６,０００円の計上でありま

す。引き続き厳しい雇用情勢を踏まえ、雇用の創出と原発事故関連対策として実施す

るものであります。１１２ページ、農林水産業費は、２億８,２９０万１,０００円の

計上。前年度に比べ３.９％の減。１１７ページ、農業振興費の事項②は、中山間地

域等直接支払制度に要する経費として４,４２８万７,０００円、１１７ページの下段

であります。１２１ページの事項④、環境保全型農業直接支援対策事業に要する経費

として、１２１ページの４９０万円、一番上に書いてあります。１２５ページの農地

費には、三ツ森溜池流域のハザードマップ作製費用３５０万円、これは１２５ページ

の下段にあります。１２７ページにかけての農地・水保全管理支払交付金４５１万３,０００

円、１２７ページの上段に記載してあります。農業集落排水事業費は、特別会計への

繰出金６,４６８万４,０００円、これは１２７ページの一番下段であります。１２９

ページの農地再生費は、耕作放棄地解消対策として４３６万９,０００円の計上であ

ります。これは１２９ページの上段であります。林業振興費は、１３１ページにかけ

て松くい虫防除や作業道整備、ふれあい村民の森管理費や緑化推進事業費等８４２万

９,０００円、これは１２８ページの中ほどに記載してあります。１３２ページ、商

工費は、対前年度比０.８％増にあたる４,６３９万４,０００円、それから１３２ペ

ージ、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の３,２３２

万円、これは１３３ページの上段に記載してあります。観光費につきましては、コテ

ージの継続的な維持改修や観光振興のための予算を計上したところであります。１３４

ページ、土木費は、対前年度３５.２％増にあたる２億２,８５８万５,０００円の計

上。１３６ページの道路維持費の事項①は、道路維持に要する経費７,７９７万８,０００
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円の計上であります。１３８ページからの道路新設改良費は、補助事業として南町・

山口線、間黒・皿久保線の設計や用地取得、単独事業として神明・小名倉線、上ノ台

・新座線、横堀平１号線などの改良等に係る経費の計上をしたものであります。１４２

ページの住宅管理の事項②では、１,１０６万円の計上。これは１４３ページの中ほ

どであります。消防費１億７,８７８万９,０００円、１４２ページの記載のとおり。

前年度に比べ６.４％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

域行政組合消防費負担金１億８４７万９,０００円。それから、１４６ページの消防

施設費には、２分団２方部の屯所改築事業費、１４７ページ、２,６２０万円。これ

は上段のほうに記載してございます。これは今の屯所建築屯所敷地外外構とかね、解

体工事費、これらを含めて関連関係でトータルで２,６２０万円ということになりま

す。パンザマスト移設費３００万円、１４７ページの中段にあります。戸別受信機が

１００台の購入、これも３５０万円、中段より上のほうにありますね。教育費は、対

前年度比５０％増の７億１,２１３万３,０００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、２３年度に施工した大山小、玉井幼稚園の改修工事につ

いて、２２年年度繰越事業として執行したため、当初予算の比較で減額となったもの

であります。１５１ページ、事務局費の事項③は、スクールバス運行に要する経費

１,２０３万９,０００円を、事項④は、外国青年招致に要する経費４４７万７,０００

円、１５１ページ下段の方。１５３ページの事項⑧は、スクールソーシャルワーカー

活用事業で２８３万円、事項⑨特別支援教育支援員配置に要する経費６８０万円、１５３

ページの一番下。１５５ページ下段には、事項⑬コミュニティスクール推進に要する

経費１４７万６,０００円を、１５７ページには、事項⑭平和教育推進に要する経費、

これが６４万２,０００円を計上しております。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分とい

たします。

（午後０時０２分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 引き続き提案理由の説明を求めます。村長。

○村長（浅和定次） それでは、２４年度の一般会計１５６ページから説明を続けます。

耐震改修事業費につきましては、大玉中学校体育館改築事業として３億５６万３,０００

円を計上、これは１５７ページの中ほどになっておりますが、大山小学校体育館の改

修費は国の３次補正での対応を検討してまいりましたが、本年２月末において、両事

業について文科省より第３次補正での事業認可の内示があったところであります。繰

越明許事業として実施することにより、補助金の嵩上げや地方債の充当率、後年度の

交付税措置等、財政上で有利な事業展開となることから、当初予算での執行を見合わ

せ、３月最終補正予算において大山小、大玉中両体育館の耐震改修工事費等を編成す
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る予定でおりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。１５６ページ

下段からは、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

したものであります。１６１ページ中段には、工事請負費で大山小学校プールサイド

改修費１,１００万円を計上しております。１６４ページ、中学校費は、学校管理費

でグラウンドの防球ネット設置及びバックネット修理工事費５００万円、１６５ペー

ジの一番下になります。の計上で、教育振興費と合わせて２,４７８万４,０００円、

１６４ページの右上のほうに書いてあります。の予算計上であります。１６８ページ

からの幼稚園は、幼稚園の管理運営、預かり保育等に要する経費８,６８３万８,０００

円、１６８ページに記載のとおりでありますが、８,６８３万８,０００円の計上。

１７２ページからの社会教育費は、総額で２,３７４万６,０００円の計上であります。

これは１７２ページに記載のとおりであります。１７５ページの社会教育総務費には、

事項③で放課後子ども教室に要する経費１３５万２,０００円、これは１７５ページ

下段のほうにあります。１８２ページからの保健体育費は、総額で８,０４１万４,０００

円の計上。保健体育総務費の事項②は、駅伝大会に要する経費で１８８万５,０００

円、１８３ページの下段のほうに書いてございます。１８５ページの事項⑤で村民運

動会に要する経費３１０万８,０００円、これは１８５ページの下段の方であります。

１８９ページ中段では、本宮方部学校給食センターの運営、建設に係る負担金４,０４８

万７,０００円、１８９ページ上段のほうに書いてある数字であります。災害復旧費

は７８３万円、１８８ページですね計上であります。農地農業施設災害復旧費は、震

災による災害復旧工事費で３００万円、県営事業として実施している三ツ森溜池災害

復旧事業の村負担額３５０万円、１８９ページの下段のほうに計上。林業施設災害復

旧費は、存目計上であります。１９０ページの土木施設災害復旧費は、公共土木施設

災害復旧工事費等、１９１ページの５７万円、上段のほうに記載。公債費は、対前年

度比２.８％増にあたる３億７,３１７万５,０００円の計上、１９０ページでありま

す。年度末における地方債の現在高見込額は４１億円となりますが、現在高の４７％

については、本来、国が交付税として交付すべきものを臨時財政対策債として自治体

単位で発行、全額を後年度交付税措置とする地方債を含む現在高見込となっておりま

す。諸支出金は、存目２万円の計上であります。１９２ページの予備費は、歳入歳出

間の調整を行い、前年度に比べ８.４％増となる２,４５１万４,０００円、１９２ペ

ージの予算計上であります。

続きまして、歳入について申し上げます。１２ページ、村税は、前年度に比べ６,６７８

万３,０００円、８.３％減となる７億３,４８６万３,０００円の計上であります。個

人村民税は、年少者扶養控除の廃止等により１０.５％増の２億５,５３４万円、法人

村民税は２.７％増の３,４４７万８,０００円の計上であります。固定資産税は、評

価替えや原発事故による家屋の損耗補正により９,０５３万８,０００円、率にして２０.９

％減にあたる３億４,２２４万３,０００円の計上となったものであります。軽自動車

税は、１１万８,０００円増の２,１９０万３,０００円、たばこ税は６,８２６万９,０００

円、１４ページの入湯税は９９０万円とそれぞれ計上したものであります。地方譲与
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税は、対前年度比４.４％減の７,２４４万９,０００円、利子割交付金は１５１万９,０００

円、配当割交付金は３５万円、株式等譲渡所得割交付金は１０万円、地方消費税交付

金は５.６％増の６,１３０万８,０００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。ゴルフ場利用税交付金についても、震災後

の利用状況を基に１,３１０万４,０００円の計上をしたものであります。１６ページ、

自動車取得税交付金につきましては、販売台数の落ち込等により７.５％減の１,１８３

万４,０００円の計上となったものであります。地方特例交付金は、自動車取得税に

係る減収補てん分や公務員に係る児童手当特例分が無くなったことにより７８０万

４,０００円減の４４３万３,０００円となったものであります。地方交付税は、対前

年度比５.１％増にあたる１４億６,０５０万円の予算計上であります。普通交付税の

積算につきましては、前年度の交付実績や地方財政計画に示す地域経済基盤強化・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て積算し１４億円を計

上したものであります。また、特別交付税を５,０００万円、震災による災害復旧事

業に係る震災復興特別交付税１,０５０万円をそれぞれ計上したものであります。交

通安全対策特別交付金は１９７万６,０００円の計上。１８ページにかけての分担金

及び負担金は、災害復旧費分担金や老人福祉施設の入所費、保育料等２,０４８万４,０００

円の計上であります。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

政財産や産業振興センター、道路占用料及び公営住宅、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、総額４,６９３万３,０００円の計上であり

ます。国庫支出金は、対前年度比３４.４％増の３億４２４万６,０００円の計上であ

ります。２３ページ上段の民生費国庫負担金では、子どものための手当１億１,１０９

万１,０００円、中段の土木費国庫補助金では、地域活力基盤創造交付金として５,６２４

万３,０００円を計上しております。なお、教育費国庫補助金の学校施設環境改善交

付金につきましては、事業全体を２３年度繰越明許事業として補正予算で対応するこ

ととしております。２４ページからの県支出金は、前年度よりも９億７,０２４万６,０００

円増の１１億６,５３０万７,０００円の計上であります。民生費県負担金８,３２１

万５,０００円は、国保基盤安定や障害福祉サービス等給付、後期高齢者医療保険基

盤安定負担金等の計上によるものであります。中段の総務費県補助金は、除染対策事

業等９億２,８１２万４,０００円の計上であります。２６ページの衛生費県補助金は、

自殺対策支援事業費や子宮頸がんワクチン接種、再生可能エネルギー導入支援事業な

ど２,４５５万４,０００円、農林水産業費県補助金では、中山間地域等直接支払事業

や農地・水・環境保全向上対策営農活動支援事業費など４,７０５万９,０００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３.０％減の２,３４７

万２,０００円の計上であります。財産貸付収入は、工業団地やスーパーセンター等

への土地の貸付や教員住宅、光ファイバー網の貸付など２,１４２万５,０００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２０４万３,０００

円の計上であります。３２ページ、寄付金は、存目計上。繰入金は、対前年度比２３.４

％増の４億２,７９０万１,０００円の計上であります。基金繰入金は、財政調整基金
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取崩しで２億１,０００万円、庁舎建設基金は、役場庁舎改修工事取崩しと、繰替運

用で１億１,４５０万円、地域福祉基金についても繰替運用等で４,００２万６,０００

円の予算計上となったものであります。復興基金繰入金は、各事務事業等において、

復興、再生への取組みに対して４,８９４万６,０００円を充当するものであります。

３４ページ、繰越金は、前年度同額の８,０００万円の計上であります。諸収入は

４,６１３万６,０００円、対前年度比１.７％の減となる予算計上。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に係る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入では、堆肥売捌代金、３７ページの下

段のほうにあります７２５万円、消防環境整備交付金５４７万５,０００円、これは

下段のほうにあります。村債は、対前年度比７６.３％増にあたる４億３,１９０万円

の計上であります。３８ページですね。同じく総務債３１０万円は、地域活性化事業

として低公害車購入に対し、充当するものであります。民生債は、災害援護資金貸付

のため３００万円、土木債１,０７０万円は道路新設改良事業に充てるため、それぞ

れ計上したものであります。消防債は、防災施設整備事業として建設する２分団２方

部屯所建築１,９６０万円と県総合情報通信ネットワーク更新事業負担金に１３０万

円をそれぞれ充当する予算計上であります。教育債は、大玉中学校体育館の改修事業

に充当を予定していたものであり、当該事業が２３年度事業として前倒しで実施され

ることに伴い、発行を見合わせることなるものであります。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。続いて１９４ページ、地方債の現在高の見込に関する調書で

あります。この表の下から２段目が、交付税に代わって自治体が起債をする臨時財政

対策債に関するものであります。一番右側の数値は、２４年度末における現在高見込

額であります。総合計４１億４,９１４万２,０００円のうち４７.３％を臨時財政対

策債が占めるものであります。１９６ページは、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。２４年度以降の債務負担行為は４事業で、支出予定額は

６,８９６万６,０００円となっております。１９８ページからは給与費の明細につい

て、２１０ページには、性質別、目的別歳出の予算分類表を掲載してあります。

以上、平成２４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２０号、平成２４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。２１３ページ、本年度の予算編成におきましては、引き続く経済不況等

による離職者の増により、被保険者数、保険給付費とも増加する一方、国県支出金等

の財源の大幅な増加を見込むことは難しく、非常に厳しい状況下の中で、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、編成をしたものであり

ます。本年度の予算総額は７億８,６６３万５,０００円となり、前年度に比べ３,９１２

万１,０００円、率にして５.２％の増となりました。それでは、歳出より申し上げま

す。２３０ページ、総務費は、国保事務に係る一般管理経費２,３０８万２,０００円

の計上であります。２３２ページ下段からの款２保険給付費は５億５７４万２,０００
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円で、前年度より５４２万８,０００円の増であります。これは、過去３か年間の実

績や伸び率等を勘案して計上したものであります。２３８ページ、下段の款３後期高

齢者支援金等は、９,４９０万３,０００円の計上であります。これは、後期高齢者の

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。２３９ページの一番下になります。２４０ページ中段の、款４前期高齢者納付

金等は２８万円の計上であります。老人保健拠出金は、１万１,０００円の存目計上。

２４２ページの款６介護納付金は、５,３３８万５,０００円の計上であります。共同

事業拠出金は、８,７８７万５,０００円の計上。前年度と比べ２６９万６,０００円

の増であります。これは、高額医療によ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あり、国保連合会に拠出するもので

あります。２４４ページ、保健事業費は８６９万４,０００円であります。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、次ページ

の款１０公債費は、いずれも存目計上であります。諸支出金は、保険税の還付金等８６

万３,０００円の計上であります。２４８ページの予備費は、１,１７６万円の計上で

あります。

続きまして、歳入について申し上げます。２２０ページ、国民健康保険税は、１億

８,５０６万６,０００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や２３年度

の決算状況等も考慮し、積算計上したものであります。２２０ページ下段からの款２

国庫支出金は、２億２９０万１,０００円の計上であります。このうち、療養給付費

等負担金は、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し引いた額の３２％を、

介護納付金負担金及び後期高齢者支援金負担金は、介護納付金及び後期高齢者支援金

の３２％を、２２３ページの財政調整交付金については、基準額の９％を見込んでお

ります。款３県支出金は、４,７３５万９,０００円の計上であります。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。

２２４ページ、療養給付費等交付金は、３,５７２万６,０００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、１億２,８４３万８,０００円の計上であります。この交付金は、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。款６共同

事業交付金は、７,７０２万５,０００円の計上。高額医療費及び保険財政共同安定化

事業については、国保連合会の試算に基づき計上したものであります。財産収入は、

存目計上であります。２２４ページから２２６ページにかけての款８繰入金は、１億

９７３万８,０００円の計上であります。一般会計繰入金の保健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、次ページの職

員給与費等繰入金は、国保従事職員や運営協議会経費、事務費等物件費見込額を計上

しております。出産育児一時金等繰入金は、所要額の３分の２を、財政安定化支援事
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業繰入金は、過去３か年間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、保険税と保険給付費の調整、更に

は、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４,２１２

万９,０００円を計上したものであります。繰越金は、存目計上であります。２２８

ページにかけての款１０諸収入は、特定健診に係る受診者負担金等３７万円の計上で

あります。２５０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２１号について申し上げます。平成２４年度大玉村玉井財産区特別

会計予算についてであります。２６１ページ、玉井財産区につきましては、４００ヘ

クタールに及ぶ山林等の保全、管理、更には環境への寄与、将来の財産形成等のため、

管理会を中心に運営しているところであります。また、今般の震災、原発事故対策に

おいても、一時仮置き場の用地提供など、村と一体となった施策の推進に努めている

ところであります。本年度予算につきましても、管理会での十分な審議を経て編成を

したものであり、予算の総額を対前年度比１９.８％減の４１６万円と定めるもので

あります。

それでは、歳出より説明いたします。２７０ページ、総務費は、１３３万４,０００

円の計上であります。これは、管理会委員、補助員の人件費や事務的経費の計上。農

林水産業は、２３３万４,０００円であります。引き続き小高倉山や東光地内の下刈

りや枝打ち、施業予定地の調査等に要する経費の計上であります。２７２ページの款

３予備費は、４９万２,０００円の計上。続きまして、歳入について申し上げます。

２６８ページ、財産収入は、４０５万７,０００円の計上であります。主に北上台の

ゴルフ場用地や小高倉山の草地、又兵衛山の一時仮置き場用地に係る土地貸付と基金

利子収入等を見込んでおります。なお、高松山の貸付については、原発事故関連に鑑

み、本年度の入札については、取りやめることとしております。繰越金は１０万円を、

諸収入は存目計上であります。

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２２号について申し上げます。平成２４年度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す。２７５ページ、本年度の予算にあたりましては、

村民に憩いと健康増進の場を提供するとともに、利用者の保養と交流に資する編成を

行ったところであり、予算の総額を対前年度比６.１％減となる１億８２０万１,０００

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。２８６ページ、総務

費は、１,４８３万９,０００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。２８６ページ下段からの管理運営費は、９,０３６万３,０００円の計上であり

ます。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、修繕等のほか、源

泉の揚湯ポンプ予備機購入等の費用など１,９０３万７,０００円を計上したところで

あります。２８８ページから２９０ページにかけての施設運営費は、７,１３２万６,０００
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円の計上。これは、主としてフロント事務、配膳、清掃、厨房、宿直員等の業務委託

費や食材、売店等に係る仕入費などの計上であります。予備費は、２９９万９,００

０円の計上であります。

続きまして、歳入について申し上げます。２８２ページ、使用料は、５,６１０万

円の計上であります。これは、現在までの入込状況等を勘案し、宿泊料は、年間５,１００

人で３,２０４万円、休憩料は１万４,０００人で９２４万円、入浴料は３万９,００

０人で１,４８２万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、繰越金は、前年度繰越見込額５０万円の計上であります。

諸収入は、５,１５９万１,０００円の計上であります。受託事業収入は、コテージや

観光レク施設の管理業務費３１５万円を、雑入は、売店や料飲、食堂収入など、４,８４４

万円をそれぞれ見込んで予算計上したものであります。２９２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。

続いて、議案第２３号について申し上げます。平成２４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申し上げます。３０３ページ、農業集落排水事業は、引

き続き施設の安定的な維持管理を図るべく、本年度予算においては、対前年度比０.６

％増にあたる１億４７７万８,０００円と定めるものであります。それでは、歳出か

ら申し上げます。３１２ページ、維持費は、２,５８６万６,０００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、備品修繕料２７０万円は、３１３ページの中段にあります。

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。役務費の手数料３２３万

６,０００円は、浄化槽検査ほか脱水作業並びに汚泥処理に要する費用の計上であり

ます。負担金補助及び交付金は、農業集落排水利用促進事業利子補給金１０万円は、

玉井第二地区の加入促進を図るため、借入資金の利子補給金の計上であります。３１４

ページ、公債費は、長期債の元利償還金７,７９４万９,０００円の計上。予備費は、

９６万３,０００円の計上であります。続いて、歳入について申し上げます。３１０

ページ、使用料及び手数料４,００９万円は、前年度に比べ１４５万円、３.８％増で、

対象件数５３３件に係る施設使用料の計上であります。繰入金６,４６８万４,０００

円は、公債費償還への充当財源として、一般会計から繰入するものであります。繰越

金、諸収入は、存目計上。３１６ページには、地方債の現在高の見込に関する調書を、

３１８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。

続いて、議案第２４号について申し上げます。平成２４年度大玉村土地取得特別会

計予算についてであります。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、本年度の予算の総額を対前年度比１０.４％

減の２,５１３万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
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す。３３８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、１,３９１万７,０００円の予算計上であります。土

地取得費は、１,１２０万３,０００円の計上であります。これは、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。国有林の取得につ

いては２３年度当初予算にも計上したところでありますが、関東森林管理局から原発

災害関連で、国有林野を仮置き場用地として提供してほしいなどの要望が多く寄せら

れ、本件の売買契約を２４年度当初に延期したい旨の強い要望を受けての計上となっ

たものであります。取得単価等についても、更に交渉を重ねてまいりますので、ご理

解を賜りますようお願い申し上げます。予備費は、１万円の計上であります。次に、

歳入について申し上げます。３３６ページ、財産収入は、基金預金利子と一般会計か

らの土地売払い代金１,３９１万７,０００円の計上であります。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１,１２１万３,０００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２５号について申し上げます。平成２４年度大玉村介護保険特別会

計予算について申し上げます。３４１ページ、本年度の予算の編成にあたりましては、

これまでの給付実績と第５期介護保険事業計画の見込量等を勘案して編成したもので

あり、保険事業勘定の予算総額は、対前年度比４.４％増の６億１,０８６万１,０００

円に、介護サービス事業勘定の予算総額は、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説明申し上げます。３６２ページ、総務費は、

１,４４６万円の計上であります。職員給与等や介護保険運営協議会、電算システム

運用に要する経費や３６４ページの介護認定等に要する経費の計上であります。３６６

ページ、保険給付費は、対前年度比４％増、５億６,８００万円の計上。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、居宅介護サービス計画費につきましては、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を推計し算出、計上した

ものであります。３６８ページ、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。３７０ページ、高額介護サービス等費は、

基準額を超えた自己負担額に対する給付費の計上であり、項５の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による給付費の計上であります。３７２

ページ、特定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食費、居住費

の給付であります。３７４ページ、財政安定化基金拠出金は、存目計上。地域支援事

業費は、２,７３２万円の計上。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

業等を展開するための計上であります。３７６ページの包括的支援事業・任意事業費

は、地域包括支援センター職員の人件費並びに高齢者全体への総合相談支援事業等に

係る経費の計上。３７８ページ、基金積立金は、介護保険基金の利子積立金２万７,

０００円の計上であります。公債費は存目計上。諸支出金は、保険料の還付金等５万



-34-

円の計上であります。３８０ページは、予備費１００万円の計上。続きまして、歳入

について申し上げます。３５０ページ、介護保険料は、第１号被保険者保険料で、給

付費の２１％相当にあたる９,２６８万９,０００円の計上。国庫支出金は、１億４,６８６

万５,０００円の計上であります。介護給付費負担金は、施設介護サービス給付費で

保険給付費等の１５％、その他のサービス給付費は、２０％相当額を見込んでおりま

す。３５０ページ下段からの財政調整交付金は、保険給付費等の８％、４,２６０万

１,０００円を計上しております。３５２ページ下段からの支払基金交付金は１億６,５４３

万７,０００円の計上であります。これは、第２号被保険者に係る保険料で、保険給

付費等の２９％相当が交付されるものであります。３５４ページ、款５の県支出金は、

８,７７８万３,０００円の計上であります。国庫支出金と同様、基準額に対して一定

割合で交付されるものであります。３５６ページの款６財産収入は、介護保険基金利

子収入２万７,０００円の計上であります。繰入金は、１億１,８０５万３,０００円

の計上。３５６ページから３５８ページにかけての介護給付費繰入金は、７,１００

万１,０００円で、保険給付費等の１２.５％相当を見込んでおります。地域支援事業

繰入金や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経費について繰入

するものであります。下段の介護保険基金繰入金は、保険料の抑制と平準化のため、

１,５２０万３,０００円を繰入するものであります。３６０ページ、繰越金及び款９

諸収入は、それぞれ存目計上。３８２ページからは、給与費の明細であります。次に、

サービス事業勘定について説明申し上げます。４０２ページ、サービス事業費は、１３０

万円の計上。これは、要支援１、２の方の介護予防支援計画作成費等に係るものの計

上であります。４００ページをお開き願います。サービス収入は、１２０万円の計上。

これは、居宅介護予防支援計画作成に係る介護報酬の計上。繰越金は、前年度繰越金

見込額１０万円の計上であります。

以上、介護保険特別会計の保険事業勘定、サービス事業勘定に係る予算について申

し上げました。よろしくお願いをいたします。

次に、議案第２６号について申し上げます。平成２４年度大玉村後期高齢者医療特

別会計予算について申し上げます。４０５ページ、後期高齢者医療制度につきまして

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を編成したところであり、予算の総額を対前年度比２.８％

増にあたる６,１１５万５,０００円と定めたものであります。それでは、歳出よりご

説明申し上げます。４１６ページ、総務費は、一般管理費や徴収事務に要する経費１６５

万１,０００円。後期高齢者医療広域連合納付金は、３.０％増にあたる５,６１２万

７,０００円の計上であります。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。４１８ページ、保健事業費は、広域連合から受託して

高齢者健診事業を実施する費用３２７万５,０００円の計上であります。諸支出金、

予備費については、いずれも存目計上であります。続きまして、歳入について申し上

げます。４１２ページ、後期高齢者医療保険料は、前年度と同額となる３,４３８万

７,０００円の計上。款２及び款３は、存目計上であります。繰入金は、事務費や健
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診事業への一般会計繰入金と保険料軽減相当額の繰入で、２,４５７万４,０００円の

計上であります。繰越金は、存目計上。４１４ページをお開きください。諸収入は、

２１９万１,０００円であります。主に、検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２７号について申し上げます。平成２４年度大玉村水道事業会計予

算について申し上げます。４２１ページ、予算編成にあたっては、企業会計の原則、

目的に沿うベく、それぞれの事務事業を精査し、企業の経済性、自立性をもった事業

運営に努め、引き続き安全で安定的に供給できる施設の維持管理を図る予算の措置を

したところであります。それでは、事項ごとにご説明申し上げます。第２条は、業務

予定量であります。給水戸数２,３０８戸、年間総給水量は６７万４７６立方、１日

平均給水量は、１,８３７立方。主な建設改良事業として、県道石筵・本宮線改良工

事に伴う本管布設替工事など５,１５０万円と定め、事業を執行するものであります。

第３条は、収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ１億３,８２６万６,０００円と定

めるものであります。収入は、主に料金収入で１億９９２万９,０００円、一般会計

繰入金と加入金等の営業外収益で２,８３３万７,０００円であります。支出は、各施

設等の維持管理に要する経常経費等で１億１,３９６万８,０００円、企業債支払利息

等に要する営業外費用２,３２９万８,０００円の計上であります。第４条は、資本的

収支の予定額を定めるものであります。収入は、企業債３,５００万円のほか、他会

計繰入金等の存目計上であります。４２２ページ、これに対する支出の総額は、１億

７５１万円であります。これは、県道拡幅改良工事に合わせて予定している水道管布

設替に伴う測量設計業務及び石綿セメント管の布設替工事全体計画策定のための委託

業務を含む建設費５,１９４万５,０００円と企業債償還金５,５５６万５,０００円の

計上であります。資本的収入が、資本的支出に対し不足する額７,２５０万８,０００

円については、第４条本文中の括弧書きに記載しているとおり、内部留保資金等を充

当、補てんをするものであります。第５条は、起債の目的、限度額、方法等について

定めるものであります。第６条は一時借入金について、第７条は経費の流用について、

第８条はたな卸資産について定めるものであります。４２３ページは、予算を款項目

別にした実施計画であります。収益的収入及び支出は、水道事業収益、事業費用とも

総額１億３,８２６万６,０００円で、対前年度比８.５％の減となっております。４２４

ページは、資本的収入及び支出の実施計画であります。収入は、企業債等３,５００

万２,０００円で、支出は、設計委託料、工事請負費等、拡張整備費で５,１５０万円、

固定資産購入費で４４万５,０００円、企業債償還金１３件分で５,５５６万５,０００

円の計上であります。４２５ページは、水道事業会計の資金計画であります。４２６

ページからは、職員等の給与費明細書であります。４３１ページは、保有する資産、

負債の内容を示した平成２４年度の予定貸借対照表であります。４３３ページは、平

成２３年度決算見込みによる損益計算書であります。年度中の収支を仮決算したもの
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で、当期純利益は、３２２万９,０００円を計上しております。４３４ページは、平

成２３年度の予定貸借対照表であります。４３６ページからは、予算明細書でありま

す。

以上、水道事業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。副村長の選任についてであります。

現職の遠藤武氏が、３月３１日をもって任期満了を迎えます。この間、優れた手腕を

もって村を支え、職員の指導をいただいております。本格的な地方分権が進む現在、

複雑多様化する行政需要に的確、迅速に対応できる人材として、人格、識見ともに優

れた遠藤氏を副村長に再任いたしたく、地方自治法の定めに基づき、議会の同意を求

めるものであります。

次に、議案第２９号について申し上げます。教育委員会委員の任命について申し上

げます。現職であります斎藤雄一郎氏が、３月３１日をもって、また、現教育長であ

る押山利一氏が、４月２日をもって任期満了となります。この間、お二人には、村の

教育行政全般に多大にご尽力をいただきました。今後、継続した施策を推進するため

にも、人格識見ともに優れた斎藤、押山両氏を教育委員に再任いたしたく、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律に基づき、議会の同意を求めるものであります。

次に、議案第３０号、区長の委嘱について申し上げます。本案につきましては、現

区長が３月３１日をもって任期満了を迎えるため、各行政区から別紙名簿のとおり推

薦がありましたので、それぞれ区長に委嘱いたしたく、大玉村区長等設置条例第２条

第３項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。

次に、報告第１号、平成２４年度安達地方土地開発公社予算等について及び報告第

２号、福島県市町村総会事務組合を組織する団体数の増減及び福島県市町村総会事務

組合規約の変更に係る協議の専決処分については、資料をご覧になっていただきたい

と存じます。

以上のとおり提案理由の説明を申し上げました。よろしくご審議賜りますようお願

いを申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長（佐藤 悟） 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（佐藤 悟） 日程第７、請願・陳情ついて、常任委員会に付託を行います。

１２月定例会以降、本日までに受理した請願・陳情は、お手もとにお配りした写し

のとおり、陳情第１号から陳情第３号までの合計３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。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（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、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１号から陳情第３号までを産業厚生
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常任委員会に付託をいたします。

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１５日の本会議前まで

にご報告願います。

◇ ◇ ◇

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

たします。ご苦労さまでした。（午後２時１８分）


