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平成２４年第２回大玉村議会定例会会議録

第５日 平成２４年３月９日（金曜日）

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。

総括質疑（平成２４年度予算議案に対する質疑）

議案第１９号 平成２４年度大玉村一般会計予算

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

議案第２１号 平成２４年度大玉村玉井財産区特別会計予算

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

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

議案第２４号 平成２４年度大玉村土地取得特別会計予算

議案第２５号 平成２４年度大玉村介護保険特別会計予算

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

議案第２７号 平成２４年度大玉村水道事業会計予算

平成２４年度予算議案（議案第１９号～議案第２７号）の委員会付託

議案第１９号 平成２４年度大玉村一般会計予算
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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

議案第２１号 平成２４年度大玉村玉井財産区特別会計予算

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

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

議案第２４号 平成２４年度大玉村土地取得特別会計予算

議案第２５号 平成２４年度大玉村介護保険特別会計予算

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

議案第２７号 平成２４年度大玉村水道事業会計予算
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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、１２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、副村長につきましては、都合により遅れるとのことでありますので、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、総括質疑を行います。

議案第１９号から議案第２７号までを一括議題といたします。なお、この総括質疑

は、議事整理の都合上、各議案ごとに行います。また、質疑につきましては、先に議

会運営委員長から報告がありましたように、質問者は自ら所属する常任委員会の予算

項目以外の質疑の内容とし、予算書のページ数を明らかにし、議題に供された内容と

するようにとの申し合わせにより、ご協力くださるようお願いいたします。

はじめに、議案第１９号「平成２４年度大玉村一般会計予算」に対する質疑を行い

ます。質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） なにしろ膨大な資料でございますので、当局にメモのほどよろしく

明確なるご答弁をまず、お願いしておきます。

まず、はじめに、７７ページの社協について伺います。社協に対して５,１５０万

円の計上されておりますけれども、現在、社協における人数ですね、何人携わってい

るのか伺いたいと思います。

８１ページ、②の重度、③の障がい者と併せて伺いますけども、特に人工透析、２０

の扶助費の中の人工透析等の村での通っている人数は何人なのか。また、障害者自立

についても１億２,２７３万円も計上しているわけでございますので、これらのこれ

は支援事業だと思いますけれども、特に次ページの障がい者自立支援給付費負担金が

このようになっておりますけれども、これらの内容について明確なる答弁を求めると

ころでございます。

次に、８３ページの１９ですね。ここは言いました。あとは１０３ページ、これは

衛生費ですので、１３番委託料についての特に太陽光は、これ学校関係だと思うんで

すけども、この１,３００万円についてどのような委託をするのか、明確にお伝えい

ただければというふうに思っているところでございます。

１０７ページ、ここも１３の委託料なんですけども、これらについての電算処理の

委託は別として、がん、肝炎、骨粗しょう症のその他の特定健康業務、あと人間ドッ

ク等の受診する人数について、各項目ごとに、今、把握できる概数だと思うんですけ

ども、どのような概数でこのような計上になっているのか、お伝え願えれば幸いだと
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思います。

１１３ページの④、⑤なんですけども、これ緊急雇用についてでございますけれど

も、④については臨時雇用、⑤については委託料というふうにして、④においては３

４０万円、⑤については１,１４５万５,０００円というふうに計上しておりますけど

も、これは臨時雇いの人数と期間について、どのくらい雇用するのかお尋ねいたしま

す。

１２１ページ、中段の生産調整ですけども、今年度の村長の基本方針でありますと、

配分率が６４.５％の水田の配分率で、逆に言えば減反率は３５.５％になりますけど

も、現在、茨城県から青森県までの津波による塩害等に含めて、昨日の報道ですと、

水田の復興率というのはまだ３２％くらいしかなっていないということでございます

ので、我々も実害は受けておりますけども、うまい米の生産どころでございますので、

なにも山形や新潟ばかりに傾斜配分することなく、どういった因果関係で福島県の中

通りが３５.５％の減反になったのか、その理由と根拠、これ担当者は行っておりま

すので、お聞きいたしたいと思います。

更には、１３３ページ、この観光についてなんですけども、現在、観光はいろいろ

風評被害で低迷をして、東京都知事が音頭をとって岳温泉とある旅行会社が、この期

間中、何十人でも何百人でもということで、岳温泉はこれから花見の季節までに１,４００

人の都民を岳温泉に送り出すんだということが新聞報道でされておりまして、良いこ

とだなと思っております。そういった観光低迷の中で、我が村ではアットホームのコ

テージの改修する計上しておりますけども、今後、どのような見通しに立ってコテー

ジを改修するのか伺いたいと思います。

最後になりますけども、１３５ページの観光の補助金１５０万円ですけども、これ

らの補助金の内訳についてご答弁をお願いしたいと思います。

以上、今はここで終わっておきます。（不規則発言あり）ああほうかい。じゃ、最

後は取り消します。

○議長（佐藤 悟） ７番議員さんに申し上げますが、担当部署であります１１３ページ

と１３３ページは担当部署ですので、よろしくお願いします。

はい、答弁を求めます。健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。

まず、７７ページ、社会福祉協議会に対する委託料、それから補助金でございます。

人員でございますが、法人事務局３人、それから生きがいデイサービス２人、それか

らふれあい号のバスが１人、それから放課後児童クラブの専任職員が２名、委託６名、

合わせて１６名ということでございます。

続いて８１ページ、②の重度心身障害者援護の中の人工透析の患者通院交通費の人

数でございますが、予算積算上５名ということ。

それから、③の障がい者自立支援に関わる８３ページの障がい者自立支援給付費の

負担金でございますが、本年度の予算では５６人を対象としております。

以上です。
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○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。

１０３ページ、１３の委託料関係、太陽光発電設置工事設計業務委託料でございま

すが、これにつきましては太陽光を設置する場所については、保健センター、改善セ

ンター、大山小学校、玉井小学校、大山公民館を予定しております。これは国の補正

予算、３次補正予算で要求しているところですが、まだ、決定等は来ておりませんの

で、現段階ではまだ決定されていない状況でありますけれども、１件当たり規定値、

規定金額２５０万円の設計等を使用して１,３００万円というような計上をいたして

おります。

続きまして、１０７ページ、人間ドック関係でございますけれども、２４年度予算

につきましては、予算上、男２万１,０００円掛ける４５人、女２万７,０００円掛け

る７０人の計算で行っております。ちなみに２２年度の人数については、合計で９４

名。２３年度現在、１月までについては７２名受診しております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに１２１ページの生産調整の関係でございますが、

２４年産の作付けの配分につきましては、配分率が６４.５％ということで本村の場

合は協議会で決定しましたが、生産調整の配分につきましては、昨年末、県より配分

がありまして、県から配分につきましては、県内一律に配分されております。それは

特に浜通り地方については、塩害という話も先ほどございましたが、特に本県の場合

は、双葉郡については避難している地域についても一律配分がなされたということで、

県よりの配分は一律配分でございますので、今後、地域間調整によって、それらが調

整されるということになっております。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） それこそ盛りだくさんありますので、よろしくお願いします。

最初に５７ページ、備品購入費の中でチャイルドシート１４万円載っかっておりま

す。これまでの利用者数、昨年度でも今までの例で結構なんですが、保有台数、これ

１４万円というのは、新規に新しく買うということなんでしょうが、どれくらい利用

者数があるのか、まず、お伺いいたします。

それから５９ページ、防犯対策に関する経費の中で、４号国道の防犯カメラ、保守

点検のことで予算計上されております。これまで何か問題があったことがあるのか、

その経過について１点だけ伺っておきます。

６５ページ、線量低減化活動に要する経費、原発災害対策関連の仕事の内容なんで

ありますが、委託料の中で一部仮置き場の管理とこれ一部置き場の監視、それぞれ委

託料が載っかっているんですが、これどういう管理体制、監視体制を取るのか伺って

おきます。

それから、特殊車両の工事設計委託料１００万円計上されています。工事請負費が

２００万円の建物に１００万円の設計費というのは、私あのちょっと納得いかないん

でありますが、どういう形で恒久的なものをやるのか、確認申請を取って基礎からや
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るような建物を造るのか、その辺詳しい内容をご説明ください。

それから、この中の委託料の中で、水質調査業務委託料とか土壌調査業務委託料、

除染作業業務委託料、これ一番大きいのは７,２５２万円ありますが、推進協議会、

中でもやっていくことなんでありましょうが、これの詳しい内容をご説明ください。

それから、同じく備品購入費の中で除染用特殊車両８８５万円の購入があります。

これはどういうものを用意するのか伺います。

６７ページに移りまして、ホールボディカウンターの検査委託料、これ何名予定し

ているのか伺っておきます。

それから、その上段にありました農業系の汚染廃棄物の処理事業委託料８,９５０

万円、これ稲わらとかそういうものの処理なんかだと思うんですが、どういう形で委

託されるのか、委託先とか、そういうものも伺っておきます。

それから、８３ページ、先ほどもありました前質問者からもありました障がい者自

立支援給付費負担金、これ５６人で１億２００万円、これはあまりにも値段と給付受

ける人の数とのちょっと値段がピンとこないんですが、これどういう内容で５６人で

１億２００万円になるのか伺っておきます。

それから１１９ページ、中山間地事業４,４２８万円、これ件数伺っておきます。

今までと同じ形態なのか、それともどっか増えたりか減ったりかしたのか、それを伺

います。

それから、１２１ページの上段の負担金補助及び交付金、これ環境保全型農業直接

支払、これは実際、この仕事を有効活用できるのか。これはたぶん水田農業改良支援

もこれこのほかに３００万円計上されております。今年度、今のような農業大変な中

で、エコファーマーとか、そういうことなんでありましょうが、本当に有効活用でき

るのか伺っておきます。

１２５ページ、三ツ森池ため池のハザードマップ、これ３５０万円、これ前回、大

玉村地震のためのハザードマップ作ったと思うんですが、これ実際、３５０万円作っ

て本当に役に立つのか。結局直接影響のある人というのは、あの下流で何軒かだけな

んだと思うんですが、こういうものまで作ってやる必要があるのかどうかということ

を伺っておきます。

それから、１２７ページ、改善センターにカラオケシステムリース２９万円、要望

があって付けるんだと思いますが、このリースの内容、例えばどういうところと契約

するのか。できれば私の要望なんですが、設置する場合、アットホームにも設置され

ています。そういうもので、できれば共通性、カラオケシステムというのは、あちこ

ちの会社によっていろんな曲とか、そういうものも全部違います。それらをできれば

アットホームなんかとも共通できるようなリースの方法を考えていただきたいと思う

んですが、どういうふうにお考えであるか伺います。

１２９ページ、有害駆除、これの報償１５万円とあります。これ会員数どういうふ

うになったのか伺っておきます。

１２９ページ、これ農地再生事業、これ昨年までの村長からの提案で３年間と伺っ
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てあったんですが、これどういう形で延長されるのか、その辺を方針を伺います。

１４１ページ、牛子沢の改修とあります。道路工事もこの周辺やるものですから、

この牛子沢のどの辺りを改修されるのか伺っておきます。

それから、１４３ページ、個人住宅改良支援１,０００万円載っかっています。工

事業者今まで村内の業者を支援するというような形でやってきたと思うんですが、今、

お話しによりますと仕事の内容によっては、工事業者、村内業者でなくとも良いとい

うようなことも聞いているんですが、その辺がどういうふうな形になっていらっしゃ

るのか伺っておきます。

以上、とりあえず伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 農地再生関係についての継続について、私の方から答弁をいたしま

す。

これは一応３か年間ということで踏み出しました。３か年で３０ヘクタールという

ことを目標に掲げたわけでありますが、行政報告でも申し上げましたように、大変一

生懸命やっていただきましたが、２１～２２ヘクタールくらいであると、こういう状

況であるということで、そしてまた、こういう線量があるという中で相反するんじゃ

ないかというふうな考え方もあろうと思いますが、私はむしろこういう機会にどんど

ん遊休化が進んでいくと。したがって、これはしっかりと遊休化をやっぱり防止して

いかなくてはならない。ふさわしい作物体系、こういうものを考えていく必要がある

と。したがって、目標の３０だけは確保したいなと。なぜかと、一方ではかなりの面

積を今、企業関係、こういう関係でもって要するに転用をというふうな計画も、これ

はまだ確定ではございませんが、こういうところもございますので、ふさわしいとこ

ろについては土地の有効利用ということで、これはやはり農地活用よりも以外の活用

のほうが振興策になじむなというところは、これはやはりそういう方面に向けていき

たいと思うんです。そして、農地として確保するところは、しっかりと確保していき

たいと、こういう考え方で３か年間ということでございましたが、これを更に今申し

上げたような面積等からも踏まえて、継続していきたいということであります。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。５７ページ、チャイ

ルドシートの利用状況ということでございますけれども、備品購入費、チャイルドシ

ートの更新ということで１４万円計上しております。これにつきましては、２万円の

７台ということで更新を計画をしております。現在のチャイルドシート等の所有台数

でございますが、ベビーシートにつきましては４６台、チャイルドシート５１台、ジ

ュニアシート５０台、ジュニアシートの別で８０台につきましては、現在、スクール

バスで利用をいたしております。利用状況ですが、ベビーシートにつきしては、貸付

率９１％、チャイルドシートにつきましては７６％、ジュニアシートにつきましては

２２％ということになっております。なお、この更新につきましては、経年劣化等も

ございますので、順次更新していくような計画でございます。
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続きまして、５９ページ、防犯関係でございますが、地下歩道の防犯カメラ等設置

してありますけれども、現在まで事件、事故等は起こっておりません。

続きまして、６５ページ、線量低減化活動に要する経費ということでございますけ

れども、委託料につきましてそれぞれというふうなことでございますが、除染機械等

についての委託料ございますけれども、まず、委託料中、除染特殊車両収納建屋工事

設計業務委託料につきまして１００万円ということで、設計料が高いのではないかと

いうようなご指摘でございますけれども、これにつきましては、特殊車両等の収納の

ための建屋、当然建築確認等が必要になるような建物を想定しておりますけれども、

そのほかに資機材等が入れるような、そういった部分も考慮しておりますので、設計

料、概算ではございますけれども、１００万円というような計上をさせていただいて

おります。

それから、土壌水質検査等ということでございますけれども、水質調査業務委託に

つきましては、１万５,０００円の１２回、それから土壌調査業務委託料につきまし

ては、１万５,０００円の同じく１２回というようなことを予定しております。

それから、除染作業の業務委託料関係でございますが、これが７億２,５２０万円

ということになっておりますけれども、内訳としては、現段階での概算ということに

なっておりますけれども５００戸、住宅等につきましては、５００戸掛ける７０万円

掛ける諸経費というような概算。それから、道路、路面洗浄、側溝清掃等、これにつ

きましては、５２キロ掛ける２４０万円掛ける諸経費と。それから、道路の路肩除去、

それから運搬というふうなことで、これも同じく５２キロの５,０００円、２０メー

ター区間５,０００円というような、いずれも新年度におきます概算の工事費委託料

というようなことで計上をさせていただいております。（不規則発言あり）これは申

し訳ございませんが、キロ当たりということでご了承いただきたいと思います。

特殊車両につきましては、道路清掃に使うような回転式の特殊車両を想定しており

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ２番さんにお答えいたします。

ホールボディカウンターでありますが、これは当初予算の段階では、大人のみとい

う考え方でやってきましたけども、その段階の単価からすると１５０人分です。ただ、

これから４月以降の分については、改めて協議することにしておりますので、当初で

はそういう関係で編成しております。

それから、８３ページの自立支援給付費、どういう内容でそうなるのかということ

でありますけれども、５６名で単価が高いんじゃないかということでありますが、障

がい者の自立支援の給付費というのは、介護給付とほとんど同じような内容になって

いるんですね。施設入所者もおります。施設入所者だと大体月額３０万円から３５万

円かかっておりまして、１人が入所しますと、年間４００万円程度かかります。それ

から通所者については、月額その通所の内容にもよるんですけども、１８万円から２０

万円程度の費用がかかってくる方もいらっしゃいます。そういうことを踏まえて積算
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していくと、こういう金額になるということでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに６７ページ、農業系汚染廃棄物処理事業委託料

ですが、委託先については、ＪＡ等を想定しております。ＪＡが委託先になりまして、

機械を有する農業者等がオペレーターとなって事業を実施するということで、現段階

では想定しております。

続きまして、１１９ページの中ほどからちょっと上になりますが、中山間直接支払

事業の補助金の関係でございますが、２４年度の取り組みについては１７集落、面積

については２４６.９ヘクタール、関係農家については２８２戸ということで、２３

年度と同様な事業内容で取り組む予算計上でございます。

続きまして、１２１ページの上段の方にありますが、環境保全型農業直接支払支援

交付金でございますが、エコファーマー、減農薬、減化学肥料のエコファーマーの認

定を受けた方がエコファーマープラス取り組みをするとということで、事業内容でご

ざいますが、件数につきましては６９件で、面積については１２３.４ヘクタールを

想定しておるところですが、主にＪＡの稲作部会等の方々がエコファーマーの認定を

受けているということで、この事業に取り組みたいということで、このような事業費

４８６万円を計上しているところでございます。

続きまして、１２９ページの下段の方にありますが、有害狩猟鳥獣捕獲隊の隊員数

でございますが、１５名分ということで予算計上をしているところでございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ２番議員さんに１２７ページの改善センター関係の予算で

ございますが、施設の利用上、生涯学習課のほうで利用しておりますので、農業費に

なっておりますが、代わりに答弁したいと思います。カラオケのシステム関係でござ

いますが、参考見積につきましては、アットホームで使用しているものと同じような

ものを同様なものを入れたいということで、参考見積もりをそこから聴取しておりま

すので、購入の際も検討して、質問の内容に沿ったような形になろうかと思いますが、

そういった形で進めていきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをいたします。

１２５ページの三ツ森ため池流域浸水想定図の関係でございますが、これにつきま

しては三ツ森ため池の災害復旧に関連しまして、災害査定が完了しまして、実施計画

が動いていたときに、去る１１月１５日、熱海地区の方に県とあとは土地改良区、こ

ちらのほうで事業計画を説明したという内容でございます。かねてから熱海のほうか

らはハザードマップの作成、緊急の警報装置、加えてひずみ計の設置要望、この要望

がなされていたというような内容でございました。今回の災害復旧工事を進めるに当

たって、この３つの条件を満たしていただかなければ同意をしないという中身であっ

たようでございます。基本的には、ハザードマップについては、作ることは可能でし
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ょうけれども、緊急の警報装置につきましては、果たして地震、あと大雨のときに、

いつ誰が鳴らすのか。地震の場合は常にどこかで監視する。それに異常があったらば、

速やかに警報装置を鳴らすということになれば、当然、三ツ森の状況を常に監視しな

くちゃならない。また、ひずみ計の設置ということになれば膨大な費用がかかるとい

うことで、基本的には地元さんのほうで異常気候等があれば、決壊等が危険があると

いうことであれば、あらかじめハザードマップを示していただいて、これに対して自

主防衛として、低い土地の方は高台に逃げるとか、そういったものを対策として取り

ましょうということでまとまったものでございます。

次に、１４１ページ、牛子沢の側溝敷設工事でございますが、どの辺りかというご

質問でございます。昔、鈴木建設がありました後、ここについては大雨なんか降りま

して、それぞれ河川が洗掘されたとかということで、計画的と言いますか、その被害

があったときに大型水路を入れておりました。上流のほうと下流のほうは入っている

んですが、途中間３５メーターほど未舗装のところがございます。この部分が洗掘さ

れておりますので、この部分の整備を図りたいというふうに考えております。

続いて１４３ページ、個人住宅改良支援事業補助金に関して、当初の計画では村内

の業者ということであったが、村外でも良いと言ったのはどういうことかという内容

でございます。ご存じのとおり、昨年３月１１日、リフォーム補助に関しては、村内

の業者ということでありましたが、３月１１日の震災を受けて、すぐに復旧をさせた

方がいたと。また、村内の業者だとなかなか順番も回ってこない。待ってられなくて

直してしまったと。また、４月の広報、５月の広報、６月等、周知を図るべくおおた

ま広報紙で周知をしてきました。住民の方々から同じ納税者、滞納もしないのに不公

平だろうといろいろなご意見もございまして、罹災証明を受けた方につきまして、既

に直してしまったと、そういう方については、村外の業者でも良いですということで、

要綱は昨年の１２月に改正しまして、３月１１日にさかのぼって適用するという形に

させていただきました。なお、リフォーム補助、純然たるリフォーム補助に関しては、

現在も村内の業者さんということで運営しておりますので、ご理解をいただきたいと

いうふうに思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） 重ねて質問申し開けます。

この三ツ森ため池については、今、災害復旧やっていらっしゃるわけですが、今年

度も負担金が計上されております。これいつ完成するのか伺っておきます。

それから、ちょっと質問漏れだったんですが、９１ページ、子どものための手当、

これ所得制限うんぬんということを聞いているんですが、これ大玉村で所得制限うん

ぬんで該当している世帯、その数をお伺い申し上げます。

それから、同じく９９ページで、食育とか食の教育に関することで、この前の教育

委員会の傍聴でも農育授業などということもちょっと伺ったんでありますが、食育基

本法の制定ということは、これは我が村でどういうふうになっているのか、この内容

について伺います。
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○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。

三ツ森ため池の復旧の見通しでございますが、平成２３年度につきましては、繰越

事業によりまして、２４年の９月までかかる見込みとなってございます。なお、平成

２４年度の予算の執行でございますが、平成２５年の１２月まで、ですからトータル

では平成２５年、来年の１２月までの工事期間がかかるというふうに聞いております。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ２番議員さんにページ９１ページ、子どものための手当、

所得制限者の質問ですが、本年度の予算編成の段階では、全体の対象者１,１６２人

というふうに考えておりますけど、所得制限については、うち１０人ということにな

っております。

それから、９９ページ、食育基本法の制定を踏まえということで、村ではどうなっ

ているのかということですが、食育基本計画というものを既に定めてありまして、こ

れらについては皆さんにもお示ししているところですけれども、これに基づいて学校

等に対する指導を行うというふうになってございます。（不規則発言あり）いえ、計

画です。基本法に基づいて、計画を作るというふうになっているので、それに基づい

て計画を定めております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。３番。

○３番（武田悦子） １２ページ、個人村民税についてですが、今年度は大幅に伸びてお

ります。この伸びの要因は、年少扶養控除、更には１５歳から１８歳までの特定扶養

控除が廃止されたことがその大きな要因ではないかと思っているんですが、そのとお

りであるか。更には、これらの控除が廃止されたことによりますそれぞれの使用料で

あるとか、利用料であるとか、そういうところに影響があるのかどうかをお聞きしま

す。

次に、５３ページの⑤、役場庁舎の改修等に要する経費、工事請負費として６,５００

万円計上されております。これらの工事、この発注については、村内の業者の皆さん

の仕事づくり、更には雇用の確保、このような観点から地元の建設業者の皆さんに発

注すべきと考えておりますが、その考えがあるのかどうかお伺いいたします。

続いて、１１１ページの緊急雇用創出基金事業①から⑤までございます。それぞれ

何人雇用されるのか。更には、この緊急雇用でこれまでも仕事をされてきた皆さんい

らっしゃいます。その皆さん方が継続して雇用されることになるのか。そして、この

今、大変失業が溢れている状況にある中で、その皆さん新たにこの失業された皆さん

が、こういうところで働ける、そういう失業された皆さんを吸収できる場となり得る

事業となっているのかどうか。

１５１ページ、③、スクールバス運行に要する経費。前回の一般質問でも取り上げ

てきました。放射線量の高い地域へのスクールバスの運行について検討されるという

お答えでありましたが、このことに検討されてきたのかどうかお伺いいたします。
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１５３ページ、⑧、スクールソーシャルワーカー活用事業に要する経費、このスク

ールソーシャルワーカー、現在週３回おいでいただいて活躍されていらっしゃいます

が、このソーシャルワーカーの果たす役割はかなり大きいものがあると伺っておりま

す。不登校の子どもたち、更には保護者への支援、虐待を未然に回避する様々な取り

組みをなされておられます。この現在週３回、この勤務を常勤、正職員化する、この

ような検討がなされるべき時期にきているのではないかと思いますが、その考えがあ

るのかどうかを伺います。

１５３ページの⑨、特別支援教育支援員配置に要する経費、２４年度は何人の支援

員を配置するのか。更には、この支援員の勤務形態がどのようなものになっているの

か。過去には子どもが休むと支援員もお休みをしてくださいというような話であった

ように聞いておりますが、今はどうなっているのか。そして、この特別支援教育にお

いての特別支援学級の編成が、今年度は学級編制あるのかどうかも併せてお伺いしま

す。続いて、１６１ページ、小学校の管理運営に要する経費の中で、大山小学校プー

ルサイドはり替え工事費が計上されております。今年はそれぞれ学校のプールを利用

するということではありますが、除染に関してはどのような形で行われるのか。それ

ぞれ大山小だけではなく、玉小、大玉中もどのような形で除染をし、更には保護者の

皆さんの理解というか同意というか、これはどのようになっているのか。

１７６ページ、失礼１７５ページでした。１７５ページの③、放課後子ども教室に

要する経費、現在、週１回、４年生以上を対象にして行われておりますが、この子ど

も子育て支援システムが始まるということになると、放課後子どもクラブ、今、さく

らで行われておりますが、この学童保育にも４年生以上の子どもたちを入れるという

ふうな文言が入っているようでありますが、これらの関係、子ども教室の関係をどう

いうふうに整理されるのか。更には、子ども教室の回数を増やす、そういう考えがあ

るのかどうか伺います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えします。

ページ１２、１３の中の個人村民税の２,４００万円程度の増額についてのご質問

でございます。比較増についてのご質問でございますが、３番議員さんおっしゃると

おりに、この増については年少の扶養控除の廃止がその主な原因でございます。１５

歳までの扶養控除の廃止、それから１６歳から１８歳までの４５万円から３３万円に

なりますこの１２万円の廃止によるものが、その主な要因でございます。

次に、利用料についての影響ということでございますが、利用料については特に影

響はないものと考えております。ただ、この控除によって、同じ所得でも、収入でも

控除が低いものが少なくなりますから、所得そのものとしては上がるような形になる

という、それに対する影響はあるかと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ３番議員さんにお答えいたします。

５３ページの⑤、役場庁舎改修関係であります。工事請負費で６,５００万円の計
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上であります。これをそのまま受け入れれば、それ相当の企業力を持った会社による

競争入札ということになろうかと思います。ただ、改修という形での仕事であります

ので、その辺地元企業の継続的な発展でありますとか、それから受注機会の拡大、こ

ういうものを総合的な判断しながら、入札等検討委員会の中でじっくり協議してまい

りたいというふうに考えております。

それから、１１１ページになります。労働費の緊急雇用関係であります。まず、①

番の緊急雇用創出基金事業、道路関係については４人を予定しております。②番の農

作物等放射線測量、これについては２人。③の環境放射線測量予定事業については２

人。④の災害対応事務補助についても２人。⑤の耕作放棄地関係については４名とい

うことで、都合１４名の雇用を予定しております。この雇用の方法につきましては、

今までも緊急雇用行ってまいりました。それぞれ単年度更新ということでやっており

ます。新たな年度に伴って、それぞれ再雇用の希望があるか、あるいは新規の方の希

望、そういうものを総務課の方でまとめて周知をしながら、それぞれの部署の中で、

その個人の面接でありますとか、その人の所得状況等を勘案しながら、それぞれの部

署で採用の中身を決めていくと。具体的には、村内を優先しながら、村内の方の雇用

に努めていくというような形で、現在、行っております。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ３番議員さんにお答えを申し上げます。

まず、１５１ページのスクールバスの関係です。大山１区の検討結果ですが、除染

が行われるということで、その後見守ってまいりました。除染後に職員を２往復させ

て、積算線量を計算して年間推計を出しました結果、０.１ミリ程度だということで、

通学に関しては、スクールバスで運送するようなレベルのものではないというふうに

数値的には。ただ、親の心情についてはまた別物ですが。それから、ホールボディカ

ウンターの状況とか、その後また改めて現在も積算線量計を子どもに貸し出しをして

測っておりますので、そういうものを経年は注意深く見守りながら、なお、保護者の

感情等もありますので、なお、引き続き検討させていただきたいと。現時点では危険

な数字ではないというふうには認識はしております。大体積算線量計の結果で言うと、

子どもで一番高い子ども、年間推計で多く見ても３ミリシーベルト。村が目指す５ミ

リははるかに低いということと、学校での１ミリシーベルトはるかに下回った数値と

いうことでクリアをしておりますので、なお、見守っていきたいというふうに考えて

おります。

それから、１５３ページのスクールソーシャルワーカー、１日増やしました。スク

ールソーシャルワーカーが４日間、それからカウンセラーが１日で、どちらかが毎日

中学校にいると。ただし、ものすごい数です、今。トラブルが起きたり、簡単なそれ

こそ問題になりませんが、いじめが出ないように早いうちに対応するとか、家庭の問

題までほとんど席を温める暇がないぐらいスクールソーシャルワーカー、連絡取れな

いぐらい動き回っておりますので、本宮が２名設置して、そのうちの１名は、もう正

規の職員として採用しております。ですから、村もそう遠くない近い将来、やはりス
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クールソーシャルワーカーというのは、村単独で職員として配置する必要性はあると

いうふうに強く感じております。今現在は、とりあえず１日増やして、時給も増やし

てなんとか確保しているということで、非常に人材も少ないものですから、人材を確

保するためにも、そういう条件を整備しなきゃいけないんじゃないかというふうには

考えております。

それから、あと支援員と特別支援学級の編成については、後で担当の課長の方から

答弁をさせます。

それから１６１ページ、大山小学校のプールサイドの除染ですが、これは当然に大

山小はきれいになりますので、プールサイドの外のほうから来る放射線の関係という

ことですので、これについては当然、周りもできる限りの農地の除染もお願いをした

り、推進班のほうにはお願いをしていきたい。それから、大玉中についても、これは

学校敷地ですので除染はこれからやることになっております。中庭とか、新年度で予

算化されていると思いますので、併せてプール周辺も除染、それからプールの周りも

高圧洗浄をしたいと。一応やっておりますが、なお更に実施したい。玉井小学校につ

いては、周りが公有地ですかね、かなり広くありますので、これも除染をする新年度

予算化されていると思いますので、プール周りを除染しながらやっていきたいという

ふうに考えています。で、保護者理解については、当然に計測をして、どの程度だと

いうことをきっちりと伝えて、ＰＴＡの代表等と話合いをして使っていただくと。最

悪の場合は村民プールがありますので、安全を確認して理解を得ながら進めていきた

いというふうに考えております。

それから、１７５ページの子ども教室ですが、子ども教室を週１回から２回にとい

うのは、ちょっとボランティアの関係もありまして、コーディネーターもなかなか見

つからないという、大変中途半端な勤務時間なものですから、なかなかそういう方が

いないということで、週２回にするのは難しいので、とりあえず１回を充実してやっ

ていきたい。それから、子どもクラブとの関係は目的が違いますので、子どもクラブ

に行っている子どもが子ども教室に来ることも可能ですので、その辺は子どもクラブ、

児童クラブのほうと整合性共有しながら進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。以上です。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（武田伸一） １５３ページの特別支援教育の支援員の関係でございます

が、学校ごとの人数を申し上げます。平成２４年度につきましては、大山小学校が２

名、玉井小学校が２名、大山幼稚園１人、玉井幼稚園１人という人数を予定しており

ます。時間につきましては、子どもが学校、幼稚園にいる時間ということで、６時間

程度を目安としておりますが、各学年によりましても長くなる時間もありますし、ま

た、行事等での時間もあるということで、その学校の時間割によって対応いただいて

いるような状況でございます。あと子どもが休むと休まなくちゃならないような状況

かということなんですけども、必ずしも特別支援学級に入っている子どもだけじゃな

いものですから、その他の子どももおりますので、その学校、それから子どもの状況
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によりまして、１人に必ずしも張り付いているという状況ばかりではないので、その

状況によるということで、ご理解いただきたいと思います。

それから、特別支援学級の編成につきましては、玉井小学校、それから大山小学校、

大玉中学校にそれぞれ特別支援学級がおりまして、それらの学級に入っている子ども、

それから保護者のまた理解等が得られない方もおりまして、入っていない方もおりま

す。以上です。（不規則発言あり）玉小には２つありまして、情緒障害学級も去年か

らできております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 次にございませんか。３番。

○３番（武田悦子） 再度、個人村民税の件について、それぞれの影響がある部分がある

というご答弁でしたが、どこに影響があるのか分かる範囲でお答えいただければと思

いますが。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えします。

影響ですけども、先ほどお話ししましたように、所得しては同じ収入であっても控

除が廃止されましたので、その分については、いわゆる課税される所得しては増える

わけでございます。それについては、いろいろな使用料関係ですね、使用料というか

各教育委員会とか幼稚園の関係とか、そういった一定の所得以下の場合の措置とか、

あと使用料のたぶん区分とかあると思いますが、そういったものにそれぞれ照会をい

ただくわけですが、そういったものに影響があるのかなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 次にございませんか。３番。

○３番（武田悦子） 幼稚園とかというお話しございましたが、一番考えられるのが、保

育所の保育料かなというふうに考えております。収入が多くなったというふうにみな

されると保育料も上がると。その保育料に関して、どのようになっているんでしょう

か。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ３番さんにお答えいたします。

個人村民税関係で保育料、あるいは放課後児童クラブの保育料、こういったもの所

得非課税、課税の問題が出てきまして影響が当然出てきます。そこで昨年の８月に国

の通知もございまして、これらについては影響を及ぼさないようにという通知が入っ

ておりますので、当面、健康福祉課関係の学童、それから保育所の保育料については、

従来の基準で算定をしていくというふうに要綱等の改正をしておりますので、直接的

に保育所、それから学童保育については、今回の税改正の影響によって、保育料等に

結びつかないというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 次にございませんか。４番。

○４番（菊地利勝） １５９ページの②、小学校、特に今回、報償費関係で実習田畑借上

謝礼と書かれておりますけども、これ学校、あるいは幼稚園等で農業に親しむという

ことで、いろんなほ場を借りていると思いますけども、今般のいろんな放射能関係で

どのような指導というか方針で今後進んでいくのか伺いたいと思います。
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次、１８３ページの②、駅伝大会に要する経費ということで、だいぶここ駅伝大会

成績低迷しておりますけども、これといった策はないだろうとは思いますけども、特

段なんか考えがあるかお聞かせいただきたいと思います。

次に、１８７ページの②、プール、テニスコートを管理する経費ということで、今

回、補正の方でテニスコートの改修工補正になっておりますけども、今回、新年度に

おいてテニスコート及びプールに関してのそういう工事を予定しているかどうかお伺

いしたいと思います。

最後に、１８９ページの給食センター共同事業に要する経費の中で、先般、聞くと

地元の野菜、米等々、放射能関係でちょっと遠慮しているということを伺いましたけ

れども、今後、どのような形によって地元の野菜を取り入れる予定があるか、この点

についてお聞きしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ４番議員さんにお答えいたします。

１５９ページの小学校の田畑の使用方針ですが、これについては１年経ちましたの

で、やはり子どもたち屋外で活動させるという方針でおりますので、農政課のほうに

お願いをしまして、ゼオライトとか深耕、それからケイ酸カリですか、そういう除染

をやっていただくことをお願いをしております。そして、子どもたちにはマスク、手

袋で農作業をするということで、教育計画には、実施する方向で対策を入れておりま

す。

それから、駅伝、それからテニスコート改修については、担当課長のほうから答弁

をさせます。

１８９ページ、給食センター関係でございますが、今現在は地元の米を使っており

ます。米飯給食については、地元の南達の米を使っていると。幸いにも大玉の場合は、

全員が食べていただいています。それから野菜については、大変出るものと出ないも

のがまだ混在しているということで、１品、１品調べる体制が整っていないので、そ

れを全部整った段階で地元産を使っていきたいということですが、今現在、１台独自

に買ったものは１０ベクレルまで測れますが、今度県の方から貸与されたものは２０

ベクレルとか３０ベクレルで、ちょっと逆に高くなるのでは使いものにならないとい

うことで、野菜を調べる体制が取ることが今現在できませんので、そういう体制が整

い次第、調べながら、そして、米は理解いただきましたが、副食については、保護者

の理解を得るのは非常に困難です。本宮ではもう１００名近い子どもが、自分の家庭

から持参した米を食べていると。給食センターの米を食べないというような事態が出

ておりますので、野菜、副食については、しばらく時間がかかるかなというふうに感

じております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（舘下憲一） ４番議員さんにお答えいたします。

１８３ページ、ふくしま駅伝についてでございますが、ご質問のとおり、昨年は残

念ながら総合で４３位、村の部８位というような結果に終わりました。その対策とい
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うことでございますが、安達太良健康マラソンを今年度実施しますので、その部分に

おいて、両小学校の全生徒が参加してくれるというような計画になっております。そ

の中から選手を発掘していこうということと、それから小学生の練習の問題もありま

して、中学生までですと夜の練習も夜間の練習も可能なんですが、今現在のやり方で

すと、小学生の夜間の練習は少し難しいということもありますので、ランナーズのよ

うな組織を作っていただいてどうかということで、昨年検討して、まもなく立ち上が

ろうかというときにあの震災等があり、その中心人物が会社の関係でなかなか活動で

きないような状況になってしまいましたので、今年また新たにそういった組織を作っ

ていただいて、ふくしま駅伝の強化に向けて取り組んでいきたいなというふうに考え

ております。

それから、１８７ページ、プール、テニスコートの工事の関係でございますが、除

染の方の関係で該当になるのではないかということで、今、そちらの方で調整をして

おります。除染のほうで該当になれば、除染のほうの費用で工事をしていただく。い

ずれにしましても、ラインとかそういった部分だいぶ老朽化しておりますので、でき

るだけ除染の方でやっていただきたいんですが、それに入らない部分については、最

終補正のほうでお願いしたいなと。それから、プールの関係も３月６日に最後の災害

の査定をいわき市の方で受けてまいりましたので、時期を見まして発注したいなと思

っておりますが、これもたぶん最後の補正になるかと思いますが、そちらの方で予算

の方を計上していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議をいたします。再開は１１時２５分といたします。

（午前１１時１０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時２５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） なお、副村長がまいりましたので、ご報告いたします。

それでは、質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） １２１ページ関係なんですが、先ほども質問しましたけども、生産

調整について、当局の答弁ですとなんとか津波で塩害があってということで、特に大

玉村もこのような被害は受けてはおりますけども、なんとか３５.５％という減反率

というのは、我々にとってもですし、職員にとっても３年に１回、１年は収入がなく

なるということなんです。もう水田で食べている人に言わせるとですね。そういった

ことからいって、地域間調整をするというふうなことでございます。今までの地域間

調整だと、伊達やその他の方面から減反を逆に借りてきたんですけども、逆にやっぱ

りこういったことで村長の言うように農家は作付けしてやっと農家だと言えるんだと

いうことを何度も言っておりますので、その点を含めながら、やっぱりうまい米を売

り出すためにも、３５.５％の減反率は非常に高いと思うんです。私も昨年より３反

歩ほど多くしなくちゃだめなんですよ。そういっものをより迅速に地域間調整におい
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てこの減反率を本村では下げていくという方向にどうにか持っていきたいと思います

ので、再度質問いたしたいと思います。

１２３ページですけども、平成２３年度、残念ながら補正予算で今後、これ審議さ

れますけども、大玉の里畜産まつりが５０万円ほど補正で△になったわけでございま

すけれども、村長の基本方針では、昨年以上に各種イベントを産業振興センターのこ

の場所で取り組んでいくんだということで、今年度も１２３ページの下段に畜産の里

おおたまフェア開催事業５０万円ほど計上しておりますけれども、昨年度はいろいろ

な因果関係もありますけども、こういったことについて、あと村長の言う、もっとよ

り多くのイベントをするというふうなことも言われておりますので、どのようなイベ

ントを企画するのか、これも含めてお尋ねしておきます。

１２９ページ、どなたかも言いましたけれども、林業費の中での有害駆除なんです

けども、昨年度は特にイノシシの有害駆除について、イノシシはやっぱり腐葉倍土に

いるミミズをたくさん食べているという関係から、どうしても放射能を浴びていると

いうことで、なかなか、大体の人は撃てばね、売って、猪鍋とかいろいろして食べる

んでしょうけども、残念ながらそういったことで放射能を浴びているということで、

１体のシシも撃たなかったというふうな現状だったと私は理解しているんですけども、

その影響がこの春先になって非常に出ているということも伺っておりますので、これ

らのイノシシの増えたような対策、今後、どのような処理の仕方をしていくのか、こ

の点を伺いたいと思います。

あと１４７ページお願いします。１４番の屯所敷地借上料５万円を計上しておりま

す。ほとんどの屯所については、村で買い上げて無償提供しておくというふうに聞い

ておりますけども、５万円で済んでたぶん１か所か２か所だと思いますけども、どの

場所も屯所なのかお示ししていただければと思います。

以上、お願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんにまず、１２１ページ、生産調整の関係でござい

ますが、生産調整につきましては、２４年産の配分率、作付ベースで６４.５％とい

うことで、これにつきましては昨年末、県より配分なされたところであります。先ほ

どの答弁でも申し上げましたように、いわゆる福島県につきましては、原発事故等で

避難した市町村についても一律配分された内容で配分されておりますので、今後、い

わゆる個人の経営体系に基づきまして、転作の委託料等で地域間調整を進める場合は、

その委託料等で地域間調整をして、いくらでも作付面積が増えるということで、そう

いう地域間調整によって、いわゆる個人の転作を達成しますと、戸別所得保障にもつ

ながるということでございますので、併せて推進してまいりたいと思います。

次に、１２３ページの畜産フェアの関係で、いわゆる直売所のイベント等でござい

ますが、直売所については原発事故等の影響によりまして、売上等も減少している傾

向があるということで、今後のイベント等については、観光物産ＰＲ実行委員会がご

ざいますので、実行委員会の中で十分検討してまいりたいと思います。
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続きまして、１２９ページの有害鳥獣駆除の関係でございますが、これ有害駆除に

つきましては、これは新聞等で報道されましたが、途中の水には高濃度の放射性セシ

ウムが発見されたということで、それらを食べるイノシシについてもセシウムが高い

ということで、実は昨年末、狩猟期間中に捕獲しましたイノシシ等の肉を県を通じて

計測したところによりますと、４００数十ベクレルという、基準は若干下回ってます

が、そういう放射性濃度が検出されたという報告を聞いております。今後のイノシシ

の農作物の被害の対策でございますが、有害駆除の捕獲隊の皆様にお願いして、少し

でも農作物の被害の防止を図ってまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。

１４７ページ、屯所敷地借上料でございますが、その場所については１分団２方部、

玉井の町になります。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤義夫） ４５ページお願いします。この中の委託料なんですけど、管内図

作成業務委託料、これはどんな内容なのか。

ページ５１、これ備品購入の中で公用車なんですが、これどこの場所で使うのか、

どんな種類なのかお願いします。

５３ページの役場庁舎の改修工事なんですが、ここで照明器具が出ているんですが、

役場だいぶ蛍光灯使っておりますが、今はやりのＬＥＤになるのかどうか、その辺お

願いします。

６１ページ、１３委託料なんですが、この復興活性化計画調査業務委託料、この内

容をお示し願いたいと思います。

また、１６の原材料、この趣旨なんですが、これどのような内容なのか。

１３番の委託料なんですが、この大玉村ＰＲ事業委託料、風評被害になってだいぶ

苦労している部分なんですが、それに対してのＰＲ活動も入っているのかどうかお願

いしたいと思います。以上よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １１番議員さんにお答えします。

まず、４５ページでありますけども、委託料１,５００万円、これにつきましては、

大玉村の管内図、現在の管内図がもう３０年前程度の管内図でございます。それらに

ついて手書きの修正等で現在まで使用してまいりました。なかなか実際の道路等の現

況と合わなくなってきたということも踏まえながら、管内図を今回作成するものであ

ります。高速飛行機を飛ばしながら大玉村の上部から写真を撮りながら５,０００分

の１、それから１万分の１、１万５,０００分の１、２万５,０００分の１、５万分の

１それぞれの管内図を作成する委託料であります。１,５００万円の計上であります。

５１ページの公用車であります。これについては２０年程度経った公用車の更新と

いうことで、ハイブリット若しくは電気自動車を現在検討しております。

５３ページの庁舎改修については、照明器具についても、ＬＥＤの導入対象に検討
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を重ねておるところであります。

６１ページになります。１３の委託料の復興活性化計画調査業務委託料、これにつ

きましては、６次化産業の拠点を作るにあたって、どういうふうな建物が良いのか、

あるいはどういうふうなものを今後、加工、販売していったら良いのか、どういう組

織にするのか、そういうものを検討するための調査委託料であります。

それから、下段の方の１３番委託料１００万円については、大玉村ＰＲ事業として

ここに計上しましたのは、市毛良枝さんを大玉村にお招きしながら、一緒に復興活性

化について大玉村を併せてＰＲしていくというような事業１００万円の計上でありま

す。

失礼しました。１６番の原材料については、大玉村の特産品、加工、販売していく

その特産品をどういうものにするか、安全性を確認しながら、例えば菜種であります

とか、そばでありますと、大豆でありますとか、そういうものを奨励するための種子

の購入費用として計上したものであります。

○議長（佐藤 悟） 次、ございませんか。２番。

○２番（押山義則） 先ほど伺ったことの継続なんですが、特殊車両を購入するというこ

とでありました。これ車庫の設置場所も恒久的なものを考えるというようなことであ

りますので、場所を伺うとともに、場所を役場になるのかどこになるのかちょっと分

からないんだけれども、そこらを伺っておきます。できれば例えば公共的なものを造

るなら、後でちゃんと利用できるような、例えば改善センターあたり物置ないとか、

そこに造ってしまうとか、そこらのことも考えた、先のことを見越した設置場所を考

慮してもらいたいという意味からのことであります。

それから、特殊車両の運営、これ運転手、特殊車両どういう形で運営していくのか、

それ１点伺います。

それから、１０９ページの広域行政、これ清掃費でありますが、今年度内容を見ま

すと１,２００万円ほど増えております。これは今までの除染とかなんかの絡み、放

射能の影響とかなんかの絡みもあるのか、そういう意味でこの増加になったのか。ま

た、ほかに原因があるのか、その点伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えをいたします。

特殊車両の場所並びに運営ということでございますが、場所については、現在、検

討中ということで確定はしておりませんが、備蓄倉庫と改善センターに設置するとい

うこともございますので、それらを検討しながら決定してまいりたいというふうに思

っております。

それから、運営でございますけれども、運営については、委託して行うというよう

な考え方でございますけれども、道路清掃も兼ねているというようなこともございま

すので、建設課との協議もしながら検討してまいりたいというふうに考えております。

それから、１０９ページ、広域行政組合の衛生費に要する経費ということでござい

ますが、衛生費の経費につきましては、広域行政組合でも年次計画で負担金等あまり
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高額にならないようにというようなことで進めているわけでございますが、２５年度

がおおむねピークになるということで、２４年度につきましては１,０００万円を超

える状況でございますが、これらにつきましては、焼却施設整備工事が昨年と比較し

まして９,０００万円ほど上がっております。ただ、そのほかで調整して高額になら

ないようにというような配慮の中で、負担金を出しているというような状況でござい

ますので、特に放射性物質の処理にかかる経費というのもございますけれども、それ

らについては交付金で賄うというような状況でございますので、主な要因としては、

焼却施設整備の工事と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。１１番。

○１１番（遠藤義夫） １６１ページお願いします。１５番の工事請負費の中で、プール

サイドの張り替え工事なんですが、これいつまでできるのか。そしてまた、放射能の

関係でだいぶ父兄もピリピリしている関係があるので、これ夏休み開放するのか、そ

の辺もちょっとお願いします。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） １１番議員さんにお答えします。

学校プールは、通常６月に入りますと下旬から始まるわけですが、張り替えにどの

程度要するか、すぐに新年度になって着工して、間に合うように実施していきたいと

思います。ただ、それについても、張り替える前に玉井小学校、大玉中学校の状況を

把握して、今年使うことが難しいと、線量ですね、除染をした結果。そういう場合に

は、村民プールを使用することもありますので、その場合には期間にこだわらないで

ゆっくりやっていきたいというふうに考えておりますので、いずれにしても、平成２５

年度については完璧に使う予定でいますが、２４年度は、この工事の関係も含めて総

合的に判断したい。今のところは使う予定でおります。これについては先ほど言いま

したように、測定しながら安全を確保して、確認をして実施をしていきたいと思いま

す。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） ６７ページの一番上のホールボディカウンターの検査委託料、これ

村長に伺いたいと思いますが、これ先ほどの答弁ですと、２４年度については、まだ

今後、協議して細部にわたっては協議していくんだとこういうふうな話でございまし

たが、何歳から何歳までは無料で払わないで、ここの部分だけ委託料を支払ってやり

ますなどというようなことのないように、やはりそれなりの負担はきちっとやってい

ただきたいなというふうに思いますので、これについて村長どのように考えているの

か伺いたいと思います。

それから、７７ページの社会福祉協議会に要する経費ということございますが、事

業のあるなしによって、このようなことをするのか。あるいは今年度はじゃ前年度よ

り３.２％なり３.４％増にして予算計上するかなどというような予算計上の仕方なの

か、その辺をきちっとお答えいただきたいと思います。

それから、８５ページの中ほどに居宅老人等の対策に要する経費という中で、これ
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当てはまるかどうかはまた別として、この中に一人暮らしの高齢者生活状況確認委託

業務委託料とか、その下の委託料、あるいは緊急通報システム設置業務委託料等々ご

ざいます。私ここでちょっと考えていただきたいのは、家族はおっても日中は高齢者

だけになっちゃうと。１人の高齢者になっちゃうとか、あるいはある程度歳はいって

もたった１人だとか、そういう人たち、今は大丈夫だというふうに思っても、緊急、

やむを得ない緊急時のときになんか手当がないかなと。今のところは、ここに載って

いるような状況の者に対しては、きちっと手当てしていると。しかし、家族があって

も日中は１人の高齢者だと、そういうところとか。あるいは、もう５０歳、６０歳に

なっても１人だったとすれば、そういう者に対しては、じゃどうすればいいかという

こともきちっと考えて予算の中で反映させてもらいたいなというふうに思っておりま

すので、それについて伺いたいと思います。

それから、１１９ページなんですが、この産業振興センターの管理運営に要する経

費の中で、販売しているもの、これは直売所だと思っていますから、おれは。販売す

るものに対して、絶対安全なものではなければならないと。万が一にも放射能測定し

て出てきてしまった、売ってやってしまってから出てしまったなどということが分か

ったのでは、とんでもない話。絶対それは許されない話。そのものに対する検査につ

いては、企財課のほうの予算の中で２人分の人件費取っていますよね。だから、そこ

でやっているのは、直売所とどういうふう関係あるか、どういうふうに結びつけてい

くやっていくというような考えか分かりませんが、とにかく直売所で売っている農産

物については、絶対放射能測定するような、出てくるようなことのないように、やは

り少なくとも１ほ場、１品目、１点、きちっと検査して出しているんだというような

村の姿勢をきちっとしていただきたいなというふうに思っておりますので、この産業

振興センターの予算の中にはそういうことが出てませんので、振興センターと結びつ

けた予算措置があってもしかるべきかなというふうに思っておりますので、それにつ

いて伺いたいと思います。

それから、１２９ページなんですが、森林整備地域活動支援交付金、これ名前聞く

ともうこの時期だからそういうことももういいんじゃないのかなと、こういうふうに

思ってございますが、その実効性とその面積、どの程度のことを考えてこういう事業

名でやっているのか、それについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） ホールボディカウンターね、これはお金は払うところは払うと。あ

とそのお金まけてくれないかなどということは言いません。お金は払うところは払っ

て、そして、しっかりと担当課長から話しあったように、計画的に、これは相当早く

できるはずなんです。県のを待っていたのでは、いつなるか分からないから。そうい

う意味では、これ本宮で買うということで、利用させてもらうので、これは相当早く

受けることができるなと。払うものはしっかり払いますから、それでも安くて済むん

です。そういう考えだね。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。
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○健康福祉課長（武田孝一） ホールボディカウンターについては、村長答弁のとおりで

す。相手があることですから、私のほうでまけていただきたいなどということは、全

くございません。

次に、７７ページの社会福祉協議会に関する予算計上の仕方と言いますか、予算編

成についてだと思います。これにつきましては、村の予算編成指針に基づいて、各課

要求と同じように、社会福祉協議会の方において、必要経費について見積もりを出し

てくると。それについて村の予算編成指針に基づいた査定は行って、必要額を計上す

るというふうな方法を取っておりますので、単純に去年と比較してどうだこうだとい

うことではございません。

それから、８５ページ、居宅老人等に対する経費の項目に関して、一人暮らし高齢

者の対応であるとか、あるいは日中一人暮らしの方とか、若年であっても病弱でお一

人で暮らしているとか、様々なケースがございます。ここで例示された委託料、例え

ば一人暮らし高齢者の生活状況確認業務については、一人暮らしの方、８０人近くお

りますけれども、今回、対象にしているのは３６人ということで、これらについては

回ってほしい、ほしくないという意思確認のうえ、それぞれやっているということな

んですね。来っことないと言う人のところには、無理してお邪魔することはできませ

んけれども、全体的に包括支援センター等々の役割というのは、非常に大きいと思い

ます。地域での見守りであったり、それから日中１人の方については、ディサービス

の利用もかなり多くなっています、あのさくらの。そういうところでの対応であると

か、本日の議会開会前にも高齢者と言えば高齢者、一人で暮らしている方を病院に搬

送するというようなこともありました。いろいろな地域の情報を得ながら、全体的に

日中一人の方についてもきちんと目配りをしているつもりですけれども、やっぱり地

域の協力なしにすべての把握はできませんけれども、予算がなくとも職員、あるいは

包括支援センター、あるいは社会福祉協議会、こういう連携の中で、ほかにあるよう

な痛ましいようなことにならないような、そういう対応は常々心がけてまいりたいと、

このように考えております。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに１１９ページ、産業振興センターの関係で、い

わゆる販売する農産物の測定関係でございますが、現在、販売物については県のモニ

タリング調査で、いわゆる規制値を超えたものについては出荷の停止等の自粛等の措

置が取れているところでございますが、いわゆる農産物につきましては、ある程度の

測定が必要だということで、現在、担当のほうでは、現在、測定している機械等につ

いて、新年度に消費者行政庁から１台の配置の、これは新聞等で報道になって決定さ

れたと。そのほかにライオンズクラブから１台、これはまだ決定になっておりません

が、そういう配置の計画もあるというようなことで、新年度につきましては、産業振

興センターに１台配置して、全部の農産物とはいきませんが、定期的に測って、一定

以上の数値の高いものについては、県のモニタリングを要望するというような体制を

機械の配置がなされた時点で、そういう体制を取っていきたいということで、担当で
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は考えております。

続きまして、１２９ページの森林整備地域活動支援交付金でございますが、これに

つきましては、森林の経営の委託を受けて森林経営計画を策定しまして、森林の現況

調査並びに森林境界の確認等の事業を行った場合に交付されるものでありまして、面

積につきましては１１０ヘクタール、単価は８,０００円でございますが、１１０ヘ

クタールを見越して予算計上したところでございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） １１７ページの一番下のほうにあるんですが、農林水産業団体育成

補助金、これについて伺いたいと思います。安心、安全な農産物等推進協議会、これ

村長、あの会長らしいんですが、こっち側でやっているような内容でございますが、

私聞きたいのは、それぞれ負担金及び交付金補助ということでやっているんですが、

よその団体１万円や５万円の交付なんですよね。この団体については５７万７,０００

円の予算ですがね、確保していると、こういうことでございます。ですから、やった

ものに対する補助、あるいは助成ということであろうとは思いますので、それらの補

助要綱について、何という補助要綱で、それだけの助成援助しているのか。ついでに

言えば、首長が長であるというと、なかなか削るのも削れない、あるいは見るほうも

しょうがないのかなと見ちゃうところもありますので、その辺ちょっとお答えいただ

きたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 大変心配かけてね。私が会長をやっていてもね、会長やっていなく

とも、事務は全く厳正、公正に執行しますから。ま、その辺はあまり心配しなくとも

結構です。

それから、この安心、安全はね、これはやっぱりこういうふうになったけれども、

なっても今これより以上ね安心、安全というのは重要なんだわね。そういう意味で、

そういう視点で、これはやっぱりなおかつその認識、推進、これをしていく必要があ

るなというふうに思っております。

それから、あと根拠があってこれ助成しているわけでありますから、その辺につい

ては、担当課長のほうから答弁をさせます。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに補助の要綱でございますが、これらにつきまし

ては、農業関係の補助金交付要綱がありまして、その中で農業団体等育成補助事業と

言うことで、その中で交付している内容でございます。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） 何点かお伺いしたいと思います。

まず、最初に７７ページ、社会福祉総務費④、社会福祉関係団体に要する経費４７０

万４,０００円取っています。これらの団体の数とか、それらに対する助成費の内訳

という形でお願いしたいと思います。ところで、シルバー人材センターには、直接は

支援はしていないのかなと思いますけれども、いずれにしましても、情報ですと、本
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年度から法人化せねばならない。今までもする必要性は私も訴えましたけれども、せ

ねばならぬということになったように聞いております。いずれにしましても、運営の

問題点、非常に不評を買っている部分があります。特に電話、社会福祉協議会を通じ

ての電話、それも日中ほとんど通じない。やっぱりいろんなこの際、やはり法人化に

向けて、そのようなことですけど、これはこの予算に入っているのか、それとも関係

ないのか。もし、その場合には、ではこれはシルバー人材に任せるのか、その方向性

は。それを村としては、どのように考えるか。当時、私が議員に成り立てのころ、こ

れを提案した１人として、非常に思い入れの強い団体ですので、それも含めて質問さ

せていただきたいと思います。

ページ９１の児童措置費、①手当支給、②支援医療、それぞれ多額の支援費があり

ますけれども、これらの内容についてよろしくお願いしたいと思います。

１２１ページ、農業振興費の中での生産調整推進費で水田農業改革支援事業補助金

３００万円、これらについてちょっと勉強不足ですので、改めてご説明お願いしたい

と思います。

次に、１２５ページ、６番、畜産業費の堆肥センターの運営、特に運営協議会委員

の６万円の報償費と特に委託料１３番、５３３万９,０００円。循環型農業の拠点と

しての畜産の堆肥を処理するための拠点としての大変重要な役割を担ってきておりま

すけれども、昨年、特にこの委託料関係、なかなか仕事したくとも放射性の関係でち

ょっと休んでくださいとかいろいろあったように記憶しています。今年は大丈夫なの

かどうか。更に、私も１回提案しましたけども、既にかなりの老朽化になっておる施

設かなと理解しております。ですから、運営協議会の中で、そんな意見が出ていない

のかどうか。更に、それも含めまして、こういうふうな震災で大きなダメージを受け

ているわけですから、この際、昨日来の一般質問にもありましたけど、復興交付金、

二次申請はなかなか難しいような部分でうんぬんとありまして、内容ちょっと私分か

りませんけれども、これらに県のほうの独自の復興交付金もあるわけですよね。です

から、あらゆる角度からやっぱりこの際、この施設を特に改修するんだというような

ことも含めて、研究してほしいなという視点で質問させていただきます。

７番の農地費、同じページです。１９番の負担金補助金及び交付金、農地・水・環

境保全管理支払交付金、５年間の今までの補助が終了して、新しく名前も変わって、

このような助成もする考えでおるようですけれども、今までのやってきた効果と、更

に今まで１２の団体が恐らく村内では手を挙げて、今、やって終了年度ですけども、

新しい年度に向けては、とのような考えで皆さんいるのか、新しい追加の団体も手を

挙げているのか、その辺も含めて情報があればお知らせいただきたいと思います。

次に、１４３ページ、住宅管理費の②の住宅大使うんぬん１,１００万円、これら

につきましては、一方では県の補助で、これも今年で終わるはずですけれども、耐震

診断事業という安い金額で我々、私もちょっと耐震させていただきましたけども、そ

ういう事業が一方ではあります。一方では、そのために耐震した結果で、この住宅耐

震改修になされたのかなと思ったら、意外とそうでないところもありますので、その
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規定、改めてこの住宅耐震改善の規定とリフォームというのは前からある事業ですか

ら、その振り分け、どのようになっているのかも含めて、その内容もちょっと確認し

たいと思います。

９番の消防費、消防団の活動うんぬん２,２００万円、なかなか消防団、ほかの地

域では本村は頑張ってくれているんだなと思っています。団員確保、大変ことで、こ

れらの活動に対する諸経費、特に私が言いたいのは、そういうことですので、女性消

防団の登用などが、今現在、団員として考えられているのかどうか。更に、その活動

に対する経費は、これで十分なのかどうかも含めて、改めて当局の見解をお伺いした

いと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 答弁を求めます。健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ６番さんにお答えいたします。

７９ページ、社会福祉関係団体の運営費補助金の内容でございますが、ここに計上

しておりますのは、玉井遺族会、大山遺族会、それから戦傷病者の団体ですね、日傷、

それから赤十字奉仕団、アマチュア無線、この団体とふれんどりーおおたまが給付事

業に移行するということで、運営基盤を安定化させるために本年度に限って助成する

ということで、合わせて４７１万９,０００円ですが、そのうちふれんどりーの方が

４６０万円ということでございます。

次に、シルバーの運営の問題でありますが、法人化はほとんど県内で進められてお

りまして、大玉についてはまだ法人化されてません。シルバーの運営に関しては、現

時点では運営費等々については一切出しておりませんが、法人化の必要性はございま

すので、その法人化にあたる支援については、シルバーと協議しながら対応してまい

りたいというふうに思っています。

それから、９１ページについては、これ子ども手当の内容ということで、子どもの

ための手当の内容ということでよろしいでしょうか。子どものための手当につきまし

ては、対象者については１,１６２名おりまして、０歳から３歳までは、単価が１万

５,０００円で、対象者が２３２人、それから３歳からが１万円になりますけれども、

これが６８４人、うち第３子に関しましては１万５,０００円という内容になってま

すね。それから、小学生、中学生については２３７人ということです。それから、所

得制限については、前にもお答えいたしましたが、１０名ということになっておりま

す。合わせて１,１６１名に対する子どものための手当、あっ１,１６２人ですね、そ

ういう内容になっています。以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ６番議員さんに１２１ページの中ほどにあります水田農業改革

支援事業補助金でございますが、これにつきましては、従来、地域水田協議会が行っ

ていた水田の生産調整関係の事務を、いわゆる国の指導で全市町村でございますが、

農業再生協議会を設立して農業再生協議会が、いわゆる今まであった担い手協とか耕

作放棄地の関係の事業を円滑に進めるということで、担い手農業再生協議会を設置し

まして、これらのもとに担い手協議会なり耕作放棄地協議会が参画するという形で、
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本村につきましても、２月に農業再生協議会を設置しております。そういった中で、

水田協議会が行っていた生産調整関係の事務費を農業再生協議会が受けて事業を行う

ということで、この生産調整関係の補助金を農業再生協議会に支出するための３００

万円の計上でございます。

続きまして、１２５ページ、堆肥センターの関係でございますが、堆肥センターに

ついては、原発事故以来、放射能の数値が高いということで出荷を自粛した経緯がご

ざいますが、昨年１１月に放射能の数値を計測しまして、基準の４００ベクレルを下

回ったということで、現在、流通しております。そういった形で、今後につきまして

も、放射能の数値は定期的に測りながら、堆肥の販売業務を行っていきたいと考えて

おります。また、機械の老朽化関係でございますが、特に攪拌機関係については、定

期的に保守点検を行いまして、補修箇所については行っておりますので、ただ、年数

がだいぶ経過しておりますので、今後の更新等については、十分検討してまいりたい

と思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ６番議員さんにお答えをいたします。

１２７ページ、農地・水・保全管理支払交付金関係でございますが、今までの１９

年から５年間、実施してきておりましたが、いわゆる構成員相互の共同作業によって、

緑化共同の草刈とか、側溝の泥あげ作業、また、子どもからお年寄りまでのふれあい

とかで、地域のきずなが強まったのかなと。また、その施設について、地域の中で、

組織の中で自主的に点検をして維持をしていると。中には排水路の相番コンクリート

を打設する、そういったところもありまして、施設の長寿命化、維持につながってい

るのかなというふうに考えてございます。また、今後につきましてですが、現在、１２

組織が活動してございますが、はっきりした回答については得られておりませんが、

昨年、下調べをしたところによりますと、１団体が継続は難しいと。もう１団体につ

いては、総会等で諮ってみないと分かりませんが、来年継続しないような傾向にある

ようでございます。なお、そのほかの１０団体につきましては、事務局で確認してい

る分については、同じような条件で実施をしたいというふうに考えているようでござ

います。

次に、１４３ページ、住宅耐震改修リフォーム関係でございますが、木造住宅耐震

改修支援事業につきましては、基本的に昭和５６年以前に建築された建物で、耐震基

準が、現基準に満たしてない部分に対して、それを補強等の改修を行う場合に支援す

るというような中身でございます。一方、個人住宅改良支援事業につきましては、リ

フォームを基本的に目的としております。その要項の中に修繕という中身がありまし

て、昨年の地震の修繕といっても該当になるということで、当然、個人住宅改良支援

事業のほうで地震災害の修繕を行う場合は、耐震基準を満たしている、満たしていな

いではなくて、いわゆる壊れたところを直すというのが目的でございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。



-206-

○住民生活課長（菊地平一郎） お答えいたします。

消防団の関係でございますけれども、女性消防等の関係ということで、現在、女性

消防協力隊とは、消防団におきましても、本部、幹部、同じ幹部内での交流等も図ら

れております。また、各種行事、火災予防運動、あるいは出初め式等、そういった場

面でも女性消防協力隊の皆さんに出場いただいて協力いただいているというような状

況もございます。

それから、予算の関係で十分かというようなことでございますが、財政状況は全般

的に苦しいという中ではございますけれども、有効的に、また、希望を聞きながら予

算の活用を図っているというような状況でございます。

◇ ◇ ◇

○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０９分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 午前中に引き続き、平成２４年度大玉村一般会計予算に対する質疑

を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） 今年の当初予算を見ますと、村税についてはいろいろと固定資産の

関係もある関係か６,６００万円ほどマイナスでございますが、そういう中で地方交

付税、大変伸びております。７,０００万円から伸びております。そして、中でも際

立っているのは県支出金、これが９億７,０００万円も伸びたということで、これは

ご承知のとおり、いろんな除染関係やら又は学校の耐震関係、新築関係、又は役場関

係、いろいろともろもろあると思いますが、総額４９億円という、かつてない大型の

予算だなというふうに思っております。前年度に対して１３億円の伸び、そういう結

果が出ております。そこで、固定資産税について、歳入のほうからお尋ねいたします

が、村民税、民税の部分でございますが、２,４００万円ほど伸びております。今、

何かと村民のいわゆる生活大変な中で、このような伸びというものの要因、その算定

基準となるものがあろうかと思いますが、この課税人員の均等割については若干人口

は増えておりますが、その所得割、いわゆる４３億３,５５７万４,０００円という、

この所得割が伸びておるんですかね。この算定基準、これらについて、まず、お尋ね

をいたします。

次に、固定資産税の質問をしたいと思いますが、いわゆる評価替え、今年で３年ご

とに見直される年度に入っておると思います。そして、いわゆる今回の私も一般質問

でちょっと質問が時間がなくてされなかったわけですが、総務省の被災者自治体向け

の指針ということで、算定があったろうと思っています。そういう中の算定を当ては

めて、いわゆる震災前との比較した建物の残価率、こういうものを当てはめて、この

９,０００万円の減額だろうと思いますが、どの部分を当てはめたのか、また、指針

によりますと、液状化とか、全壊、半壊、一部損壊の欄、又は原発事故等いろいろと
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ありますが、どの欄を当てはめて、こういう数字が出されたのか、この点についてお

尋ねをいたします。

たばこ税、非常に有り難く６,８００万円、毎年伸びておりまして、総額６,８００

円ですね。本当に貴重な財源だと思っています。昨日ですね税条例改正なされました。

そういう中で１,０００本に当たる５,２６２円、いわゆる５円２０銭の戻り、三級品

以外。三級品については２,４９５円、２円４０銭。こういう数字だろうと私は思っ

ておったんですが、この６,０００万円の金額の算定方法ですね、これについてお尋

ねをいたします。

次に、５１ページでございますが、土地開発基金買戻し１,３９０万円ほどありま

すが、この財産購入費、どの土地を指しているのか、お尋ねをいたします。

ちょっと飛びまして１９５ページ、地方債でございます。地方債については、４１

億４,９００万円残高ありますね。今年は５億７,０００万円ほど伸びておるんです。

先程来、申し上げたように、学校関係、耐震新築、体育館、又は役場もろもろあると

思いますが、そういう中で今までこの４１億円プラス広域の負担もあろうと思うんで

す。それから、いわゆる開発関係、公社関係、そういうもろもろの合計合算とそれを

１人当たりの村民に対しては、じゃいくらになるのかというような方法ですね。この

件についてもお尋ねいたします。

それから、１９７ページ、債務負担行為でございますが、私はちょっと未熟で計算

方法がちょっと分からないんですが、この前年度末の支出見込額、平成７年度から２３

年度、これずうっと合計になっておりますが、それと当該年度以降の支出ということ

ありますね。これは利子、元金を含んでの金額だと思いますが、翌年度に行くときに

は、例えば一番上の欄でございますが、１億９４５万８,０００円プラス１,６９８万

７,０００円の合計が翌年度に行くんだろうと私は思っておったんですが、実際、そ

うではないんですね。その辺がちょっと私も算定基準が分からないものですから、教

えを願いたいというふうに思っています。以上、その点についてとりあえずお願いし

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。

１２ページ、はじめ、民税の増額の件ですが、所得割、この所得割で前年度より４

億円程度の標準額が伸びております。４億２,５００万円ほどです。そのうちの４億

円については、年少扶養手当、これの廃止に伴うものでございます。ちょっと言葉足

りませんでした。年少者の扶養控除の廃止に伴う４億円が、その分逆に増えるという

形になっての所得割が２,４００万円ほど増えたということになってございます。

次に、固定資産税の件でございますが、今回の評価替えの中で、災害、特に原発関

係についてのことですが、土地については質問にもお答えしましたが、１０％の減と。

これについては原発についての国の通知によりますと、土地に対しては液状化、土地

の液状化を当てはめて適用することができますよという、そういう通知内容でござい

ますので、原発について、この液状化の残価率は９０％ということでございますので、
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残りの価値が９０％ということですので、１０％の減という表現をさせていただきま

した。

次に、家屋につきましては、これも原発災害関係で損耗残価率という言葉がありま

して、いわゆる損耗した残りの率ということですが、この条件としましては、その賦

課期日に、まあ１月１日になりますが、放射線量が原発事故前の自然放射線量の水準

に戻っていない場合、この場合について損耗残価率を７０％できても良いですよとい

う内容でございまして、残価率が７０％ですので、実質は３０％の下落ということで

の内容でございます。

次に、たばこ税でございますが、たばこ税の算定方法でありますが、これについて

は本数については、徐々にですが、何パーセントかは低くなっております。その算定

方法ですが、前年度の実績見込み額の一応１割減、９０％で今回算定をしております。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

まず、５１ページになります。下段のほうにあります公共用地の取得に要する経費

で、土地開発基金買戻し１,３９０万４,０００円、これにつきましては、毎年土地取

得特別会計の方で先行取得した用地について、そのままいくと土地開発基金の残高が

なくなりますので、一般会計で土地開発基金に戻すというふうな操作であります。こ

の中身について、東部ふれあいセンター用地でありますとか、改善センター用地、村

道用地、それから最近では旧苗畑事業の用地でありますとか、玉井小学校の駐車場用

地、これらの用地を１０分の１ずつ１０年間にわたってそれぞれ買い戻しする金額と

して、今回１,３９０万４,０００円を計上したものであります。

続きまして、１９５ページのほうになります。地方債の現在高であります。２４年

度末４１億４,９００万円というような現在高になるわけでありますが、現在の手持

ち資料の中で、これら地方債の総額については２２年度の決算資料というような形に

なりますけれども、一般会計ではこの１９４ページの一番左のほうの前々年度末現在

高、これが３６億６,８６２万１,０００円であります。１人当たりに直しますと４２

万３,２８６円。それから、このほかに企業会計として農業集落排水の２２年度末と

いうことになりますと、１０億３,３７３万円、１人当たり１１万９,２７２円。水道

事業会計でありますと、１０億３,９８４万３,０００円、１人当たり１１万９,９７７

円になります。これら合計で５７億４,２１９万４,０００円であります。１人当たり

６６万２,５３５円となります。このほか債務負担行為については、特別養護老人ホ

ーム、それから介護福祉専門学校、学校給食センター、これらの債務負担行為につい

て２２年度末で８,４５４万７,０００円ございます。１人当たり９,７５５円。それ

から安達地方広域行政組合についても、当然起債があります。大玉村の分については

２億４,６５９万８,０００円ございます。１人当たり２万８,４５３円となります。

これらを総合計しますと、全体で６０億７,３３３万９,０００円。１人当たり７０万

７４３円というのが、１人当たりに直した場合の金額になります。なお、３６億の一
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般会計の中のうち、４７％相当分については、前にも申し上げました。地方交付税に

代わって発行される臨時財政対策債であるということをご理解いただきたいと思いま

す。

それから、１９６ページ、１９７ページの債務負担行為でありますが、地方債が事

業の確定によって決まった金額を借り入れるという、そういうものに対して、債務負

担行為については予定事業量について限度額を設定して、その中で事業を展開いたし

ます。当然、この限度額が上限でありますから、これ以上の額の借入とか事業の執行

はできないわけであります。実際に執行した場合に、この限度額にはイコールにはな

かなかならない。限度額を必ず下回るというような事業の展開になります。そういう

意味で、前年度末までの支出見込み額と当該年度以降の支出予定額をイコールした場

合には限度額にはならないという場合が多いというような理由でございます。前年度

末までの支出見込みは確定額、当該年度以降の支出予定額については、あくまでも見

込み額というような積算計上をしておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） はい、ありがとうございました。固定資産税関係でございますが、

いわゆる液状化の土地、土地については液状化を基準にしたと、残存９０％の中の８

０であって１０％だとご説明でありました。家屋については、総合残価率の戻りでな

い部分ですね、７０％を基準にして、このような数字になったということだろうと思

いますが、この３年ごとの見直しの分は、新たにこれには入っておるんですかね。そ

れは、まだ別個のものだということなんですか。この総務省の基準と３年ごとの見直

しについては、じゃ果たしてどうなのかと、これに含まれているのかどうかというこ

とですね。

それから、たばこ税については、この算定基準だと４円６０銭なんですよ。これは、

昨年と全く同じなんですね。今度の条例改正、たばこ税の条例は、当てはまっていな

いというふうに思っているんですが、これは施行年度が違うんですか。違えば分かる

んですよ。その辺についても、もう一度ご説明願います。まっ、そこで結構です。

○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。

まず、固定資産の評価替えの件ですが、先ほど申し上げました１０％、３０％、そ

れ以外に３年に一度の評価替えは別の評価で入ってございます。

次に、たばこ税ですが、先般の条例改正では、施行は２５年４月１日でございます

ので、今回の当初予算には入ってございません。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。

○６番（佐々木市夫） １点だけお伺いします。

１１９ページの産業振興センターの管理運営もろもろです。さて、お伺いします。

トイレの改修、まあ臭いということで以前改修工事したはずですけども、今回の予算

にあがっているのかどうか。更に、商品陳列冷蔵庫などの問題が現場ではあるようで

すけども、要するにあの冷蔵庫は中古なんだよね。今、陳列しているのにいろいろな
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のがごちゃごちゃ入っていて、そんなこともありますので、その２点、予算化してい

るのかどうか。していなければ予算化する考えがあるのかどうか、その２点について

お伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ６番議員さんに１１９ページ、産業振興センターの関係ですが、

まず、改修関係につきましては、昨年、産業振興センターの改修の設計については実

施しましたが、原発事故等の影響により、改修の時期を改めて考えて実施するという

ことで、２４年の当初予算については、関係事業費を計上しておりません。

また、今、話がありました、いわゆる冷蔵庫の関係でございますが、それについて

も関係事業費については計上しておりません。

○議長（佐藤 悟） ６番。

○６番（佐々木市夫） いずれにしましても、今のような状況です。私も震災以来、ちょ

っと産業振興センターには足遠のいていた感がありまして、去る２月２４日にいろん

な方々と聞き取り調査をしていただきました。いずれにしましても、今のような問題

で、改めてトイレの臭いも私の方から指摘しましたけれども、その後、良くなったの

かなと思ったらば、現実的にはまだまだ。現場の声はそういうことです。ですから、

言わんとするところは、やはり昨日の一般質問で私言いましたけれども、これは直営

ですから、経営権はやっぱり役場のほうの担当がこちらですよね。店長もいますけど

も、いずれにしても、その会議には店長混ざらなかったですけれども、いずれにしま

しても、やっぱりその辺の責任分担しっかりと管理していかないと、ある係に毎日行

ったらと言ってますけど、来たのかと言ったら、来てもいないですよね。ですから、

これは大事な問題だと思いますよ。お客様の視点で、いかにどうしたら良いかという

ことが店長任せでなくて、更にまた、職員が足を運んで、やはり現場の状況をしっか

りと踏まえないと、こういうもろもろの問題、私６点くらい問題提起しまして、調査

した結果は、村長まで届けておきましたけども、当然、農政課長にも行ってますけど

も、それだけではちょっとどうなのかなと思ったから、改めて今、苦言を呈しながら

提案していますので、もっともっと良い意味で、あそこのところはそういう大事な場

所ですので、ましてや産業振興センター、直売所の運営、ましてや放射線の問題もか

かわる問題でありますから、その辺をよく目配り、気配りして、最終的にはお客様の

視点で運用をどうしたらよいか、その辺をもう１回きちっとした考えていただきたい

ということでありますから、改めて村長さん申し訳ないですけど、ご見解をご返答を

お願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 先ほど課長から答弁ありましたように、１億円に大体一昨年はなっ

た、昨年はなった、今年は極端に下がったということで、中の改修もちょっと模様を

見るかというような状況、そしてまた、今言ったように職員そのものも相当精神的に

はショックを受けていると思うんです。あそこに出している農家の皆さん方も、これ

は大変なショックを受けている。働いているものも同様なショックを受けている。そ
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ういうことで、ちょっとやっぱりそのままではこれ先細りになりますから、そこで、

ここから一歩前進、二歩前進のがんばっぺなというようなことで、共々に意気込みを

上げていくというような考え方でおりますから、会員の皆さんなり、議会の皆さん方

にも、そういう視点でひとつ支援をできたら有り難い、お願いをしたいと思うところ

であります。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ６番議員さんに施設の改修の関係で、先ほどの答弁では、施設

の改修ということですが、トイレの改修につきましては、昨年、臭いがあるというこ

とで、排水関係のパイプを改善しまして、業者をお願いして発注済みで改修が終わっ

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。９番。

○９番（佐原吉太郎） １９９ページね、特別職の給与の明細書ということでお尋ねした

いと思います。これ寒冷地１４０万円、それからその他とありますが、この辺もやっ

ぱりおらはもうないようなものだと思っていたんですが、まだ、いまだにこれ福島県

でもそういった寒冷地、そういうものは今でもどことどこ適用になっているんですか、

これ。その点も含めてお願いしたい。

あとその他５万３,０００円なんですが、その他というのはどういう意味なのか、

ひとつお聞かせ願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） ９番議員さんにお答え申し上げます。

１９９ページの人件費、特別職の人件費関係でございます。寒冷地は、制度上は存

続してございます。その他の手当につきましては、通勤手当等がここに入ってござい

ます。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。質疑がありませんか。９番。

○９番（佐原吉太郎） これ通勤手当５万３,０００円、その他というのは、今、総務課

長から聞いたんですが、これもやっぱり私も分からないんですが、これ県全体でこう

いった通勤手当というのは、いまだにまだあるとことないところ、全体であるんです

か、これ。全く県全体でこういった状況が、今でも続いておるんですか。それとも、

県内でもこういうのを廃止したところがあるんでしょうか、ひとつその点も含めてお

聞かせ願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（菅野卓也） 全国的に人事院の通達でございますので、すべての制度が共通

で生きております。そういう制度があるということで、ご理解を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。

（「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。
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（「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、議案第１９号「平成２４年度大玉村一般会計予算」に対する質疑を終了し

ました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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

対する質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） まず、はじめに、平成２４年度の国民健康保険に関わる１戸、これ

戸主１人がこれ大体確定申告するものですから、１戸に対する最高限度額をどのくら

い見ての計上なのか、まず、お尋ねします。

２１５ページの保険給付金の中の３、この移送費１５万円ですけども、どのような

形で使われるのか、お尋ねいたします。

あと、先ほど２３１ページね、私、総務関係なものですから、先ほどお聞きできな

かったんですけども、職員手当の中での下段に、子どものための手当ということこれ

３０万円、総務関係では１０６万円ほど取っておる、一般会計では１０６万円ほど取

っておりますけれども、この子どものための手当は、これ今、国が方針を示している

子ども手当のほかの手当なのか、改めて質問をいたします。

２３３ページですね、収入の中でも滞納に関しては、いろいろ滞納の繰越分だのも

含めて出ておりますけども、特に滞納処分について現在、滞納についてはどのように

なっているのか。今後の対応にこれ旅費たった１,０００円きり存目で上げていない

んですけども、聞くところによると、相当なこれ滞納の人数が出ているというふうに

も伺っておりますので、その辺の対応についてどのようにするのか、この４点伺って

おきます。

○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、滞納の状況でございます。滞納につきましては、滞納累計で国保税６,４００

万円、人数で２６０人程度が現在の状況でありまして、これらに対してはそれぞれ滞

納の事由はございますので、できるだけそのケースケースによって納税相談をさせて

いただいております。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） ７番議員さんにお答えいたします。

まず、限度額関係ですが、総額で６９万円。

それから、移送費ですけれども、これは転院等に伴ってかかる経費があればという

ようなことで、存目計上になっております。

それから、子ども手当関係については、子ども手当については、職員すべてに支給

されるようなことですので、地方自治体が負担すると、公務員については。職員分の

手当について一般会計から繰り出すと、そういうことになります。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。
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○健康福祉課長（武田孝一） 改めて７番さんに子どものための手当については、国家公

務員、地方公務員、教員等も含めてですけれども、公務員が該当する子どもを扶養し

ている場合に子ども手当が出るわけなんですけれども、公務員の場合には、それぞれ

の職域が負担するというふうになっておりまして、一般会計のほうの支弁については、

公務員以外の住民の方の子ども手当と、公務員は自治体なり市役所なり、そういうと

ころで負担すると、県職員であれば福島県が直接職域として負担するというふうな仕

組みになっております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） まず、最高限度額について伺いますけども、今、私も農業をやって

おりまして、確定申告したところ、農業は全くの赤字なんですよね。にもかかわらず、

不動産を持っている関係で、これは応能割だのいろいろあります、按分率がありまし

て、収入の湧かないところから税金を持っていく、これ当たり前のことなんですけど

も、そのほかにやっぱり切実なことを申し上げますと、収入の湧かないところから税

金を取るということは、これアンフェアだと私考えますので、やっぱり私の場合はい

ろいろなこういった議員手当等がありますから、結局税金も払った分、今年はいろい

ろ災害もありまして、還付もされるわけでございますけれども、そういった按分率の

やっぱり見直しもね、これだけの農業情勢が悪くなっているので、特にその辺のこと

は周りの市町村がこうだからというのでなくて、これは一律でなくて、各市町村ごと

にできるとうふうに私聞いておりますので、この点について再度お伺いしたいと思い

ます。なかなか６９万円といたしますと、我々の低収入者にとっては、もう払うのが

やっとね。借金してまで払うというのが現実なんですよ。立場上やっぱりこういう滞

納もできませんので、そういったやっぱり切実な願いもやっぱり声が届いていると当

局に思うので、その辺のことを再度伺いたいと思います。

また、今、聞いてびっくりしたんですけども、２３３ページ関係の滞納についての

６,４００万円について、これ何年度もたまっている人もいると思うし、ある程度の

年数が過ぎると処分の仕方があってということもありますので、この場合は医療費は

これ払わないと結局何か月後、もし３万円かかったら３万円全額負担というふうなこ

とも生じますので、この辺のやっぱりことについては、今、不況下の中でどんどんこ

のようなケースも増えると思うんで、やはりこのことはこれないものから出せという

のも無理は無理なんですけども、やはりこのようにならないような方法ね、そういう

ものを含めながら、やっぱり行政で対応できることは行政で対応してもらいたいと思

うし、先ほど言ったように、やっぱり６,４００万円もの滞納費を、たったこれ存目

でこれ分かっているので、１,０００円くらいしか上げておかないというのが、これ

私不思議に思っておりますので、これ毎晩でもかけて歩かなければならないというこ

ともありますので、その点も含めてこの計上の仕方、こういった計上の仕方でなくて、

やはりこのくらいの件数があるんだから、このくらいの金額があるんだからこうだと

いうふうに、やっぱり我々が一目で見て分かるような計上の仕方、説明の仕方にして

もらいたいというために質問しているので、よろしくお願いしたいと思います。
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○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（菊地平一郎） 国民健康保険税のまあ算定方式というようなことで、現

在、４方式で行っているわけなんですが、固定資産税割というのもありますけれども、

これらについては、毎年検討している内容ではございますけれども、現在のところは、

固定資産に占める割合というのはやっぱり重要だというようなことで、なかなかなく

せないでいるところでございます。まあ県で国保関係が統一される段階になれば、そ

ういった固定資産税割というのもなくなってくるような状況が出てくるとは思います

が、現在のところはなかなかこうなくせないでいるというのが現状になっております。

それから、滞納処分関係ですけれども、滞納処分費については存目計上ということ

で、処分は行わないのが基本だということで、存目計上になっております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今の国民健康保険税は、これ６月の本算定に関わることであります

から、今の質問に私のほうからもちょっと補足答弁をさせていただきたいと思います

が、これの本算定は６月にやります。この所要額によって、この税の所要額はいくら

だと逆算をして、応能、応益はじゃどうしたらいいかというようなことで、その中に

応能のほうに固定資産と所得割があるんだわね。だから、今言ったように大きく固定

資産を減額しているようなこういう状況であるので、こういう状況を踏まえて、応能

の方をどうするか、これは国民健康保険運営協議会で十分検討をしていただきたい。

また、その必要があるなというふうに考えております。まあそういうことなんだなと

いうことを理解しておいていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ７番さんに補足説明申し上げたいと思いますが、国保の滞納処分

につきましては、処分しないわけではありません。一般の今、税務課ですべて徴収を

やっておりますので、一般会計のほうの徴収関係の経費で処分を行っているというこ

とであります。

○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）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、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」に対する

質疑を終了します。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 議案第２１号「平成２４年度大玉村玉井財産区特別会計予算」に対

する質疑を行います。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



-215-

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。

よって、議案第２１号「平成２４年度大玉村玉井財産区特別会計予算」に対する質

疑を終了します。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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」

に対する質疑を行います。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。

よって、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」に対す

る質疑を終了いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、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」について質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。２番。

○２番（押山義則） １点だけ伺います。

この集落排水、今やれるこれに携わることの施工できる業者の数だけお示しくださ

い。村内とか村外でも、両方。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ２番議員さんにお答えをいたします。

村内業者関係で申し上げます。村内業者につきましては、現在、５社が施工可能と

なっております。以上でございます。

○２番（押山義則） 村内だけですね、じゃ。村外はないのね。村外の業者はないのね。

○上下水道課長（押山正弘） 村内５社以外に村外もございますが、申し訳ありません。

今、数のほう、資料を持ち合わせておりませんでした。後ほどお答えをさせていただ

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） この農業集落排水の汚泥関係の処理費用については、あの一般会計

じゃないかなと思っているんですが、もし、集落排水としての汚泥処理の費用等につ

いて把握しておったら、お聞かせ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） ８番議員さんにお答えをいたします。

汚泥の処理費用関係でございますけれども、まず、それぞれの処理場で脱水処理を

しまして、それを安達太良環境共生センターのほうに持ち込んだ後の処理、これにつ

きましてはトン当たりということで、集落排水事業のほうの会計から支出をしており
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ます。その後につきましては、一般会計の処理ということになります。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「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。

よって、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」に対

する質疑を終了いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 議案第２４号「平成２４年度大玉村土地取得特別会計予算」に対す

る質疑を行います。質疑を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） ３３９ページの公有財産購入費の１,０９３万３,０００円計上され

ております。これ聞くところによると、横堀平の７.２ヘクタールということらしい

んですが、これ前もあった土地、発電所跡地みたいな、また別な土地なんでしょうか

ね、そこをちょっとお尋ねをいたします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

２４年度の公有財産取得費については、横堀平の発電所があった跡地、２３年度当

初予算にも計上したところであります。これにつきましては、２３年度に売買契約を

取り交わしてというような予定で当初予算計上したところでありますが、３・１１以

降の原発関係で、他自治体では国有林の中に仮置き場を造りたいという自治体がかな

り多うございまして、前橋の契約担当のほうでは、その事務も所掌していたというこ

とで現場に行かざるを得なかったというふうな形での契約が２３年度時に結べない。

なんとも申し訳ないけれども、２４年度の当初にしてくれないかというような前橋の

ほうの強い意向がございましたので、２４年度に改めて計上したものであります。そ

のときには、単価等についても、もう少し相談に乗ってくれというような交渉の中で、

今回、２４年度に計上したものであります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 震災関係で取り込んでおって、こういう結果になったというのは分

からないわけではありません。ただ、議会に何らかの形でこれは説明あってしかるべ

きと思うんですが、何らなかったのでね、どうしたのかな、また、同じようだな、ま

た、別なところかなというような思いで質問しているわけですが、その辺どうですか

ね、やっぱり丁寧な説明があって良かったんじゃないかな、その辺お願いします。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えします。

そのとおりだと思いますので、以後、十分気をつけながら対応してまいりたいと思
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います。

○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。

よって、議案第２４号「平成２４年度大玉村土地取得特別会計予算」に対する質疑

を終了します。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、議案第２５号「平成２４年度大玉村介護保険特別会計予算」

に対する質疑を行います。質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） １点ほど伺いたいと思います。

介護についてなんですけども、待機保育ならぬこれからもこれ施設に入りたいとい

う介護の待機者数は今、どの程度村内にいるのか、まず、伺いたいと思います。

あと歳入のほうで伺いますけれども、２５１ページに普通徴収保険料の右側の、あ

っ３５１ページね。ここにもやっぱり滞納繰越分と、その下に督促手数料というのが

上がっておるんですけども、私も一般質問でちょっと１７.７％以上のこの介護保険

の料金の値上げはちょっと多いんじゃないかというふうなことも言っておりますので、

この辺の今後の当局の見方はこれどうしていくのか、どういった処分の仕方をしてい

くのか、どういった処理の仕方をしていくのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。

まず、待機者ですけれども、純粋な待機者というのは、本当に２名、３名という数

字です。特別養護老人ホームについて、待機待ちというのは２０件ほどございます。

しかし、サービスを受けずに自宅で何もサービスを受けないでいるという方は、ごく

少ないということでございます。

それから、保険料の滞納でございますけれども、保険料の滞納につきましては、普

通徴収、６５歳になったときに特別徴収に切り替わらない時期がございまして、その

間の保険料が残ってしまうというケースが大部分でありますが、２２年度末では１０

万９,７００円という数字ですけれども、今年度についても若干繰り越してしまうの

かということで、今、担当係はもちろん私も、それから主幹も一緒に徴収に努めてお

ります。督促手数料につきましては、存目で計上してございますけれども、これにつ

いては手数料を相手方からいただくということには現実にはしておりません。滞納に

ついては増える傾向というか、年金からの特別徴収以来、納められないというケース

は非常に少なくなってます。皆さん方特別徴収だというふうな理解になっておりまし

て、６５歳到達時に特別徴収の手続に半年ほど時間を要するので、その間、来るはず

がないものが来るということで納め遅れる、そういうケースがございます。趣旨を十
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分に説明しながら、滞納を出さないように鋭意努力していきたいと。特に数件、かな

り古いものも残ってございまして、納め方等について協議しながら、幾分でも納めて

いただくというような格好をしています。特に国保税も同じなんですけど、介護保険

の場合には、厳密に介護が必要になった際に滞納があると、全額納付しないと介護サ

ービスを受ける際、全額自己負担になると、そういうペナルティがあるので、そうい

った点で、十分そういう面についても説明しながら納めていただくように努力してい

るところでございます。

○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。

よって、議案第２５号「平成２４年度大玉村介護保険特別会計予算」に対する質疑

を終了します。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、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」に対する質疑を行います。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。

よって、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」に対す

る質疑を終了します。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、議案第２７号「平成２４年度大玉村水道事業会計予算」に対

する質疑を行います。質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） 昨年の地震等によって、もし、水源等に変化があるかどうか確認し

ているのかどうか。あるいは現在の状況の中でも水源としての確保は十分だというふ

うな認識の下の予算計上だったのか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） ８番議員さんにお答えをいたします。

まず、水源の水量関係でございますけれども、これにつきましては第４水源、遠藤

ヶ滝の不動尊の北側にある水源でございますけれども、こちらの地震後の水量関係に

おきまして、約１.５倍の現在の湧水量というふうになってございます。

２点目の水源の確保関係でございます。これにつきましては、今、水量が増えた水

源地がございますけれども、まだまだ今後の住宅需要、そういったものを考慮します
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と、新たな水源というのは課題になってまいります。以前からそういった計画等はご

ざいますけれども、今回につきましては計上はございません。優先して石綿セメント

管の改修計画を樹立しまして、その石綿管の改修を優先して実施したいというふうな、

今、計画でおります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） まだ確か水源として浅井戸を使っていると思うんですよね。ですか

ら、今後ともそれ安全か、もちろん検査して安全だから使っているんではありますが、

万が一のときにもそれを使わなくとも、十分やっていけるというようなやっぱり計画

はあったほうが良いのかなと思いますので、以前、だいぶ前の話なんですが、南小屋

地区の水源調査をした経過があると思うんですが、それらのデータ、あるいはそれら

に基づくその地域の方々との話し合いというのもやっておっても良いのかなというふ

うに思いますので、その以前調査したった地区との話合い、あるいは浅井戸がなくな

ってもいいような将来の設計等々についても考えていたほうが良いのかなと思います

ので、それらに対してどういう考えを持っているのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 課長から話あったように、１.５倍くらい出るようになったの。今

回の震災でちょっと良かったなというのは、そこだけだ。あと全部だめね。これ１.５

倍というのは大変なことなんだよ。だから、それ以前に結局給水人口１万人分これは

たっぷりありますから、そのまた増えた分がこれあれですから１万人以上の分は、こ

れ現在、確保されていると。なおかつこれ富岡に供給しても、下のほうに影響はない。

要するに１万１,０００人弱くらいの確保しておりますが、それ以上の水の確保とい

うことになれば、これはいずれ将来的には浅井戸がどうなのかなということになれば、

もっと安心、安全のこれはやっぱり杉田川沿線にありますから、当初からのね。だか

ら、やっぱり安達太良山ろくのほうに求めた方がより安全です。前に経過したような、

そういう経過もあるので、良いところあるんです。ただ、そこのいろいろ問題があり

まして、別なところあるから無理しないで、これはそっとしておいたということであ

りまして、これはおかげさまで安達太良山を控えているために、そういうこれは電探

調査をして、しっかりとある程度試掘もしてますから、そういう場所ね、これからの

将来的には水の心配は、これは確保されれば心配はないと。恵まれてますね。そうい

うことですね。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 平成２４年度分４３１ページ、流動資産のほうの未収金３２７万４,０００

円なんですけども、これらと今年度、２３年度分の未収金５７７万２,０００円なん

ですけども、これは徴収できなかったというふうに解釈していいのか伺いたいと思い

ます。

また、４３５ページの上段にありますこの未払金なんです。これ本年度分なんです

けども、これに２７１万１,０００円計上されておりますけれども、この未払金とい

うのはどういうふうに解釈していいのか。
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更に、資本金の中の(2)のイの企業債、これいわゆる水道会計は企業会計でござい

ますので、この企業債は、一般に我々の行政の用語で使う債務負担行為との金額に解

釈して良いのか、この点伺っておきます。

○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。

まず、未収金関係でございますけれども、４３１ページでございますけれども、こ

れにつきましては、あくまでも２４年度でございまして、２５年３月３１日現在にお

きます見込みの数字を計上しております。これにつきましては、水道料金収入調定見

込み額の３％の計上をさせていただいたところでございます。

更に、２３年度分でございますけれども、４３４ページですか、これにつきまして

は、これも見込みの計上でございます。これにつきましては、会計がまだ閉じており

ません。２４年３月３１日現在におきます見込みということで、これにつきましては

２２年度決算額と同額の今現在の見込みの計上をさせていただいておるところでござ

います。

続きまして、４３５ページ、未払金の関係でございます。これにつきましても２３

年度でございますので、２４年３月３１日のあくまでも見込みの数字の計上でござい

ますけれども、これにつきましては年度末現在の見込みという形で３月３１日までに

発生をした支払義務のあるものということで、中には職員の時間外手当が該当します

し、あとは郵便料、そのほか口座振替の手数料関係、こういったものの３月３１日に

請求がありましても、その日のうちに払えなかったもの、そういったものにつきまし

ては、４月１日以降の支払となりますので、未払金という形で処理がなされるもので

ございます。

更に、企業債関係でございます。これにつきましては、企業会計上企業債という表

示をしますが、一般会計で言われます地方債、そういった借入の額を表示するという

ことになります。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） 再度質問します。

２４年度については、まあ見込み額の３％ということでございます。まだこれ出納

閉鎖しておりませんけれども、４３４ページ関係の本年度分の５７７万２,０００円

については、うちあたりでも水使っているといっても、１万７,０００円～１万８,０００

円から２万円くらいだと思うんですけども、これ件数等はどの程度見込んでいるのか

お尋ねしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ７番議員さんに再度お答えをいたします。

先ほど申し上げましたとおり、２３年度の見込みの貸借対照表上の未収金につきま

しては、２２年度決算額、決算書のほうでご報告申し上げました額と同額を計上して

おります。これにつきましては、あくまでも決算同額でございますので、件数での積

算はしておりません。以上でございます。
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○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。

○６番（佐々木市夫） 人口増に伴って、給水戸数も２４年度の会計予算の見通しだと６９

戸増、先ほど１.５倍出ると言ったけど、私からするとこの給水量も１万６３立米、

１.５％増という形で良い見通しで人口増にもつながる大きな施策として、この新規

住宅には敷設するときに少し補助が出るとか、いろいろ水道については、この大玉村

というのは非常に恵まれているのかなと思います。ただ、一方では、供給単価と実際

の需要単価が合っていない。いくらか一般会計から繰り出ししながらやっているとい

う状況もあります。その詳しい内容と今後の見通しについて改めてお伺いしたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これ歴史性があるんです、水道のこの料金についてはね。古いとき

に水道をきちっと施設整備をしたところは、投資額が少ないんだよね。大玉村はこれ

は簡易水道から始めて、そして、全村に上水道にしたということで、短期間のうちに

投資、投資、投資できているんです。だから、どうしてもこれは歴史性のあるところ

とは、投資額を結局追っかけ追っかけやっていますから、その辺にやはり料金には違

いが生じると。だから、一概に隣と比較してどうだとか、どうのこうのと言われる方

がおりますが、そういう違いがありますよ。ただ、大玉でそういうふうなことで全村

普及ということでおるわけでありますが、大体水道料金関係は経営審議会で、これは

諮問をすると、ちょっとこれはずうっと単価を上げていないべと、上げる必要がある

んじゃないかと、こういう考え方は拝聴をしているんです。しかし、追っかけ追っか

けこういう経済情勢なものだから、しかもこれ全村に普及しているという日々欠かす

ことのできない水の問題であると。そういう意味で、一般会計のほうからなんぼなり

とも頑張って皆さん方に負担を結局軽減しようということで、これいるわけですね。

だから、そういうことを出発点が違うんだというようなことを根本的に理解をしてい

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。

（「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。

よって、議案第２７号「平成２４年度大玉村水道事業会計予算」に対する質疑を終

了します。

以上で総括質疑は終了いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２、平成２４年度予算議案の委員会付託を行います。

ここで、先の議会運営委員会において、平成２４年度当初予算議案の審議にあたり、

各常任委員会間の所管の調整を行いましたので、その結果について、あらかじめご報
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告申し上げます。

一般会計予算については歳入は全部を総務文教常任委員会に、歳出についてはその

所管する常任委員会に付託することに決定しております。特別会計予算及び水道事業

会計予算につきましては、会計ごとにその所管する常任委員会に付託することに決定

しております。

お諮りいたします。

平成２４年度予算議案である議案第１９号から議案第２７号までについては、あら

かじめ配付いたしております平成２４年度予算議案の委員会付託表（案）のとおり、

所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これに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。

したがって、議案第１９号から議案第２７号までの平成２４年度予算議案について

は、別紙委員会付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決しま

した。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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。ご苦労さまでた。（午後２時３６分）


