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平成２４年第６回大玉村議会定例会会議録

第７日 平成２４年９月１３日（木曜日）

１．応招（出席）議員は次のとおりである。

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。

１番 鈴 木 康 広

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 遠 藤 勇 雄

企画財政課長 武 田 正 男 税 務 課 長 舘 下 憲 一

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 武 田 孝 一

健康福祉課長 菊 地 平一郎 農地再生室長 武 田 好 広

会 計 管 理 者
佐々木 正 信 教育総務課長 菅 野 昭 裕

兼 出 納 室 長
農 業 委 員 会

生涯学習課長 作 田 純 一 本 多 保 夫
事 務 局 長

アットホーム
中 沢 武 志

おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

決算認定

質疑・討論・採決（議案第５０号～第５８号）
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、１番鈴木康宏君より葬儀告別式出席のため午前中欠席とい

う届け出がありましたほか、１１名全員であります。

定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１，議案第５０号「平成２３年度大玉村国民健康保険特別会

計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） まず、監査委員の意見書の４ページについて、収納率７１.５％と

いうことになっておりますけれども、一方、成果報告書の中の１６８ページでは、未

納分の未収金のうちの金額でいって６,６００万、あと、ここでいきますと収納率は

６９.３５％という差が出てきます。あと、決算書の中でおきましては、未収金が６,８２０

万１,７５７円に対して、成果報告書では先ほども言いました６,６４９万２,４４９

円という、この差額について、どのようになってこういう差が出るのか伺いますし、

あとこの収納ですね、要するに未収の人の対応と、どういった内容で滞納になってい

るのかも含めて、一時何か月間は立替払いとか、そういったものもあるということで

ありますし、何年も過ぎるとそういうこともできない制度にもなっておりますので、

年数、何年も納められない人の状態はどうなっているのかと、あと、やっぱり、これ

だけ収納率が悪いと、この先国保はどうなっていくのかという行き先について、当局

としてはどのように思っているのか、まず伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 答弁をお願いします。税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ７番議員さんにお答えいたします。

意見書４ページにつきましては、決算書のほうの１０９ページのほうの数字になり

ますが、国保によりまして収納率は７１.５％ということでございます。成果報告の

１６８ページにつきましては、この差につきましては、手もとに資料がございません

ので、後ほど調査して答弁したいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。

この収納率の低下によって、今後国保はどうなるのかということでございますけれ

ども、今年４月に改正国民健康保険法が成立いたしまして、１つには、財政基盤強化

策の恒久化ということが１つのポイントでございます。それから、もう１つにつきま

しては、保健財政共同安定化事業をすべての医療費に拡大することによって、財政運

営の都道府県単位化の推進、これが２点目でございます。それから、都道府県の財政
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調整機能の強化、それから、共同事業の円滑な推進に向けた都道府県調整交付金の増

額、この３つが当面国保が今陥っている構造問題、例えば今の収納率の低下というの

も１つですし、それから、国保加入者においては非常に低所得であって高齢者が加入

者に多いということで、財政基盤が非常に脆弱だということで、まず財政基盤強化策

の恒久化の中でも歳出面では共同事業、これを拡大していくという方向なんですね。

今は、３０万を超える医療費については、すべて県単位で共同事業になっているとい

うことでございます。それを２５年以降については、１円から共同事業をすると。つ

まり、歳出面における共同事業で県単位の給付に移していって、財政基盤の平準化を

図っていこうというのが今回改正された国保のポイントになっています。これを県単

位でこれからどうするのかというのはこれからの議論が当然あります。そういうこと

で、歳出面での財政基盤をきちんと確立しようということが１番目です。しかし、国

保税の収納率の低下、これにつきましては、大玉のみならず全県的にそういう傾向に

ありまして、年々滞納額が大きくなっている。特に、例えば福島市さんなど大きなと

ころでは、もう６０％というような状況になっているんですね。もちろん、９０％を

維持している自治体もございますけれども、そういうふうな深刻な状況は全県に広が

っていると。これ単に徴収の努力だけでは済まない構造的な問題、つまり国保に入っ

ている低所得者対策をどうするのかということで、今回２４年度においても社会保障

と税の一体改革の中でも議論されているわけですけれども、国保の基盤強化に向けて

２,２００億円の公費の追加投入が盛り込まれておりまして、これらについては低所

得者に対する保険料の財政支援の強化に充てられると、こういったことも活用しなが

ら、今後、もちろん徴収努力は努力で給付サイドの我々の側も税と一体となって努力

していきながら、安定化に向けて努力していきたいと、このように考えております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 収納率については、当局から後で報告受けたいと思います。

この差額というのは、片方では７１.５％、片や成果報告では６９.３５％という、

こういう差が出てくること自体がおかしい問題であって、数字の過ちだったのか、金

額の誤りだったのか、やっぱりその辺は的確に報告願いたいと思います。

今の住民生活課長が言いましたけれども、やはり滞納している人にはそれぞれの事

情があるのは私は承知しておりますけれども、その滞納を何年も繰り返している人に

対しても、この共同事業において県がその分補てんしていくんだということが、これ

的確になっておりませんけれども、何か月くらいまでは行政がある程度認めて補てん

してくれているみたいな制度になっておりますけれども、今、課長言われたように、

共同事業として県でうんぬんというような形は、これ期限はついているのか、ついて

いないのか、もう一度伺いたいと思いますし、的確に当局にいる、こういうものを扱

っている人としていちばん懸念されるものは、この国保税、国保関係のこの制度は何

年持つかということが我々心配なんですよ。今、言ったように、６０％の自治体もあ

るということですし、片や９０％のところがあるということは私も知っておりますけ

れども、やはり、我が村でさえ３割は収納率が悪いということでございますので、そ
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の辺どのような長期見通しを立てているのか伺っておきます。

また、新たな質問として、成果報告の１６９ページの中段に、執行状況成果という

ことがありますね、医療関係の。ここに調剤師がいちばん高くて１０４.７７％とい

うことにありますけれども、数字としては非常に低いわけでございますけれども、

１０４.７７％になった因果関係。

あと、下段になりますけれども、食事療養費については、逆に※印が付いて被扶養

者も含むということになっておりますけれども、１６７.７９％というバーンとはね

上がっております。この点についても伺いたいと思います。

あと、用語として後期・前期高齢者というふうな用語を使っているんですね、この

言葉として。高齢者医療、あとは後期高齢者医療、前期高齢者医療というふうな使い

方をしておりますけれども、それは前期と後期については年齢的には分かれますけれ

ども、後期医療については、これ後期高齢者、前期高齢者、これ一般を総合的に見て

いいのか、この文言について伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ７番議員さんにお答えいたします。

成果報告の１６８ページに表記してあります２番の保険税課税状況でございますが、

こちらは例年と同じく一般分のみ記載されております。決算書で申し上げますと、１１７

ページをご覧いただきますと、いちばん上の欄に一般保健国民健康保険税の合計金額

が記載されておりますが、それと同じものをここに記載しております。

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（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。

まず、先ほど答弁した関連の共同事業の関係ということですけれども、あくまでも

今、共同事業は給付、保険給付ですよね。医者にかかった際に３割自己負担して７割

は保険で払うと、総医療費が３０万を超えた場合には県全体の共同事業で支払いをし

ようということで、再保険的な意味合いになっています。今回の決算書でも、そのた

めの拠出金、共同事業をやるための拠出金に８,８００万ほど負担しています。それ

で、市町村の給付が多ければ、そのプールした財政から医療費がかかった市町村には

逆に交付金として戻すというシステムになっているんですね。今回の決算では、約

８,８００万拠出金を出して１億円いただいていると。ですから、超過交付になって

いるという状況で、そういう点では３０万を超える医療費が多かったというふうに考

えていただければと思うんですね。これを０円にした場合にどうなってくるのかとい

うのは、今後の見通しになってくるわけなんですけれども、いろんなシミュレーショ

ンがあるんですが、今のところ、やっぱり今現在、大玉は１,２００万の超過交付い

ただいているほうが多くなっているんですね、保険料より。ところが２５年以降のや

つを、どの時点で推計するかというのは様々いろいろ難しいところあるんですけれど

も、どうもそれはプラスマイナスゼロになるんでないかと。あと、二本松とかという

のは超過するんじゃないかと、出すほうが多くなるんじゃないかということがあった
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り、福島市とかいわき市とかという、ああいう所帯の大きいところは逆に得するんじ

ゃないかという、そういういろいろシミュレーションあって、なかなか今後どうなる

かというのは分かりませんけれども、ただ、いわゆる医療費を支払うという点での共

同化というのは全県一本になると。それから、財政も含めて国保の運営それ自体の一

本化というのが様々問題があります。今も保険料の水準が違います。都市部で高くて

医療機関の少ないところで保険料が低いと、その保険料を全県一本にしていっぺんに

平準化できるか、こういう問題がありまして、今後ちょっと紆余曲折はあると思いま

すけれども、まず給付から国保財政の安定化を図っていこうと。医療費が急にかかっ

たから保険料を途中で上げるということができないので、そういう点で給付事業から

まず共同化を進めようというのが今、国の方針になっているようでございます。

それから、１６９ページの、まず真ん中辺の調剤１０４.７７ということなんです

けれども、これは調剤は薬価の改定等、あるいは新薬等の使用で多少減ったり増えた

りということがあります。４～５％の上昇については、そのときの疾病の構造によっ

て変わってくると思われますので、特段明確な理由というのはありませんけれども、

やっぱり外来の受診が伸びていれば当然調剤の費用も上がると。外来が３.９７、約

４％伸びてますから、それに合わせて薬剤の費用も上がってくるというふうにお考え

いただければいいのかなというふうに思います。

それから、食事療養費については９０.３８ということで、約１割前年度比で下が

っているんですね。これは、食事療養費は入院にかかる分なので、入院の費用が対前

年比で９３.４７ということで減少してます。それに伴って食事の支払いも減ってい

るんだというふうにご覧いただければと思います。

次は、下段の食事療養費の１６９ページ、いちばん下段ですね。１６７.７９、１.６

倍になっているということでありますけれども、これも加入者が少ないので入院患者

がちょっと増えればドンと上がると、長期になればドンと上がるということで、入院

の医療費も対前年度比退職で１１５.４６％という伸びになっていますから、これに

連動した形で伸びているんだというふうにご理解いただければと思います。

それから、前期高齢者、後期高齢者でございますが、前期高齢者については７０歳

から７４歳まで、一部負担金についても１割負担というようなことで軽減措置がなさ

れていると。それから、後期高齢者については当然７５歳以上ということで、この医

療に関しては別枠の後期高齢者医療制度ということで、これは福島県一つの運営にな

っていると。用語の定義としては、そういうことでございます。それ以下について、

つまり７０歳未満までについては一般高齢者と。ただ、６５歳以上７４歳までの人で

あっても重度の障害を持っている方については、本人の希望で後期高齢者の医療制度

に加入できるという制度がありますので、後で後期高齢者のほうの成果報告の中にも

明示されておりますが、７４歳までの方でも後期高齢者医療の適用を受けている方は

いらっしゃると、そういうことでございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） この国保の関係の内容については、今前任者の質問で大体分かった
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のでありますが、繰入金１億５,８００万、約１８.１％、この状況。更にその未収金

が６,８２０万。これ、大玉村の置かれている状況、大玉村の経済状況等にももちろ

ん連動してくるんだと思いますが、国平均、県平均から見てどういう、大玉村の置か

れた状況、どの辺にあるのか。

それとあと、もう１点。国保関係の未収というか、収納していない方にいろんな形

で資格者証とか何か、そういう大玉村はやさしいというか、そういう対応をしている

と思うんですが、それが結局そういうやり方で、結局そういうものが未収の要因にな

ってないのか、その辺のバランスですね。その辺、村長どういうふうに考えるか、お

願いします。

それから、先ほどちょっと質問ありましたが、調剤関係。ジェネリックで結局なる

べく利用してくださいというような国保でもそれぞれに通知上げていると思うんです

が、この大玉村の中での普及割合、どれだけの効果、どれだけ普及しているのか、そ

の点、その２点だけお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 私に対する資格証明発行の関係についての質問でありますが、これ

は十分に未納の実態を把握する。そして、そういう努力に努力を重ねて、そして、こ

れは、ここで滞納だから資格証明を発行してということになりますと、医者に行くと

きに行けなくなるんだわね。命につながるんです。それは、原則やっちゃいかん、だ

めだ。法律の決めがどうのこうのいっても、それ以前に、まずやっぱり実態把握を厳

重にして、そういうことによって医者に行きたくても行けなくなるようでは困るんで

ないかと。努めてそれはやらないでくれと。その代わり短期ね、短期というふうなこ

とで、相談する機会を多く持つようなことで努めて努力してくれないかと、そういう

考え方を持っております。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番さんにお答えいたします。

繰り入れの件であります。歳入全体の繰り入れが決算ベースで１８.１％、１億５,８４９

万８,０００円です。このうち、法定繰り入れの部分については５,３００万ほどが当

然どこでも繰り入れすべき金額と。今回、２３年度においては、１億円のその他の繰

り入れ、つまり法定外の繰り入れですね。これがあったわけですけれども、これにつ

いては２２年度の状況、基金の状況、それから、保険料の水準をどうしていくべきか、

そういう中で、一般会計が支援しなければ未納が更に拡大すると。国保運営のそうい

う危機的な状況の中で、貴重な一般財源を投入していただいたものであります。今後

については、安定的に国保財政を推移させるという意味で、繰越金その他の財源あり

ます。２４年度末では５,４００万ぐらいの繰越金の造成を、補正予算もございまし

て、今後につきましては、このその他繰り入れというのは極力やっぱり少なくしてい

く努力が求められていると思いますし、ほかの市町村においても法定繰り入れは別な

んですが、緊急にやむを得ない場合にその他繰り入れというか、法定外の繰り入れは

あるようですが、毎年あるということではございません。
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あと、先ほどの質問で村長も答えましたが、短期証については１か月、３か月、も

ろもろのケースで半年とか、そういったものを税務課と給付サイドの住民生活課の担

当の中で十分に協議して、この人については何か月の短期が適当なのか、納付状況や

滞納額、そういったものを踏まえて短期証の発行の期限について個別に審査しながら

対応していくというふうな方針でおりまして、今年度についても１０月１日に新たに

保険証の更新がございます。それを前にして、今月中にそういった会議を開いて、個

別の事情を勘案しながら検討していきたいというふうに思っています。

それから、調剤におけるジェネリック医薬品ですけれども、これの調査する今、方

法がないといいますか、膨大な薬品をデータ化して、どのくらいという率はちょっと

今出てないんですよね。今後ちょっと国保連合会等々にも照会しながら、全体的な把

握もしてみたいと思います。現時点では、先ほど２番議員さんおっしゃるとおり、我

々のほうも保険証の更新のときにジェネリック医薬品を申し出てくださいというよう

な啓蒙にとどまっていて、その成果についてどのくらいになっているかというのは、

ちょっと数字的には、数字的に把握しておりませんので、今後ちょっと連合会等とお

話をしてみたいと思っています。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 成果報告書の１７４ページお願いします。

人間ドックの受診率なんですが、私に言わせれば、本当に低いなというふうに感じ

ているんですが、これらの原因等については、どういうふうに理解しておるか伺いた

いと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。

１７４ページの人間ドックでございますが、前年度と比較しても率合いで４％、実

人数で２０人ほど下がっています。様々なことが考えられると思いますけれども、人

間ドックの中でも特定健診ですか、ここの部分については当然取り出して特定健診の

ほうの数等カウントしているんですけれども、数字的に見て分かるように、若い方に

ついてはかなり低いと、４５歳に至っては対象者が２５人いるにもかかわらず０だっ

たということですよね。これらについては、今、国保の加入者といっても様々就労が

あって、なかなか休めないとか、それからもう１つは費用負担、４割という費用負担

ですから、そういう費用負担もドック受診率の躊躇につながっているのかなというふ

うな印象は受けます。前年度を見ても、年々増すごとに高いというふうな傾向はござ

いますので、やっぱり一定の疾病を抱える年代になってくれば、健診に対する関心も

高まるというふうなことがあるのかなというふうに思っています。ドックについても、

今年度については費用等の見直しもありまして、受診率の確保に向けていきたいと。

それから、特定健診における受診目標もございますので、ドックも含めて、これ５年

に１回なので更に啓蒙に努めていきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 人間ドック等々によって早期発見、早期治療、これ当然その人個人
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ばっかりじゃなくて、いろんなところに影響してくるのかなというふうに思いますの

で、私は受診率を上げるものが当然やるべき、努力すべきだというふうに思っており

ます。

じゃ、そのためには、どうするんだということでございますが、例えば受診しなか

った方に対するアンケート調査等々によって、なぜ受診しなかったかということも１

つの方法かなと思います。それを村で直接やると、なかなかアンケート調査やっても

返ってこないということもあろうかと思いますので、区長さんを通じてお願いして、

もう来なかった人に徹底的にアンケート調査やって、その意向をきちっと確認すると。

それによって次の年の受診率を上げるというふうな一つの方向性が見られるだろうと

いうふうに思うのであります。その中で、例えば、負担率が４割ということであって、

それを、じゃあ３割だったらどうか、２割だったらどうかと、そういうことも考えら

れると思いますが、村としてそれらの負担率を、受診者の負担率を下げてもやるべき

だというふうにも思いますが、そういうことが可能かどうか、そのアンケート調査等

々についても併せて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ８番さんにお答えします。

人間ドックも検診の１つであります。特定健診については、村が責任を持ってやる

ということになっていて、４０歳から特定健診ということで実施しております、７４

歳まで。これらの受診のこともございますので、今後健康福祉課と相談しながら、未

受診者に対する今おっしゃられたようなアンケート等も１つの手法かと思いますし、

例えば来年度の検診受診の意向の際に、そういう去年受けたかとか、受けなかった場

合にはどうしてだったかとか、そういうことも含めて何らかの形で未受診者に対する

今後の勧奨。今年受けない人は来年は対象になりませんので、そういう人は必ず特定

健診でつないでいっていただけるような、そういう方法をちょっと相談しながら進め

ていきたいというふうに思います。

○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。

お諮りいたします。

本案について、討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５０号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）
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○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第２，議案第５１号「平成２３年度大玉村玉井財産区特別会計

歳入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） 財産区より３９１万１,５４０平米、これ決算書に財産のところで

単位がないものだからと思って、今言ってみたんですが、平方メートルでいいのかな

ということと、この財産区有林のうち委託林がいかになっているか、それについて伺

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

財産区有林３９２町歩のうち、委託林が６９ヘクタールということで、１７６ペー

ジ記載のとおりであります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 最近、この委託林の作業といいますか、管理作業等々にそれぞれ出

役したというふうな最近の記憶にないんですよね。だから、今どういうふうな形で、

その委託林を維持管理しているのか分かりませんが、想像するに、ほったらかしでは

ないのかなというふうに思ってございます。今、これちょうど除染だということで人

手というのは必要な時期だからともかくも、この除染の作業等々が一段落して、ある

程度労働力が確保できるとすれば、委託林を解消してでも財産区が直接管理するよう

なこともしなきゃならないんじゃないのかなと。今の状況では、委託林契約していた

としても、ほとんど手付かずじゃないのかなと。だから、いうなれば荒れ放題なのか

なと。だから、荒らさないでおく必要があるのかという話にもなろうかと思いますが、

やはり財産区としては委託林契約は結んでても、きちっとした管理をしないとすれば

話しあって、じゃあ、財産区が管理するよといようなことで、やはり少なくとも財産

区ぐらいはある程度管理しておくべきなのかなというふうに思いますし、それぞれ現

在、財産区でどこまで例えば境界等々について確認しているか分かりませんが、やは

り、その時代その時代きちっと受け付けて、引き継いでいくということからすれば、

やはりそのときそのとき、きちっと管理していただきたいなというふうに思いますの

で、今後の財産区管理の方法として、どういうふうに考えられるか伺いたいと思いま

す。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

委託林組合との委託契約については、昭和３０年代の中頃から大体５０年契約とい

うことで、それぞれ第１委託林、第２委託林等と契約をしております。これが平成２２

年か２３年頃に、大体５０年の満期を迎えました。その時点で委託林組合の役員にお

集まりいただきまして、今後どうするんだということで話し合った結果、５年間延長
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してほしいということであります。もう、あと３年ぐらいでその５年の延長も切れま

すが、第２委託林については、小高倉山地区２.６５ヘクタールを全伐して、ある程

度の一定の収益を上げている。それから、第１委託林についても委託林組合の中でそ

れぞれ境界調査等をしながら、平成２４年度、今年においては第１委託林内の整備を

しようと、作業道を入れようと、こういう動きもございます。それらの動きを財産区

としては見守りながら、中には返還したいという山林もあるようなので、その辺もそ

れぞれ相談に乗りながら今後の財産区の中で、その山の保全管理を徹底していきたい

というふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 茸山としての貸し付けをしてきた経過からして、以前も伺いまし

たが、これ当然、賠償請求をするべきだろうというようなことでしたが、一定の基準

というか、統一した中で請求していくんだというお話がありました。そこで、ひとつ

伺いますが、茸山についてもそういうことだというふうに当然思いますが、普通の直

売所なんかでは１回も、例えば我々どこかでやっていたとすると、１回も売らなかっ

たというものは、それは今年はやらなかったものというふうにみなして、賠償の対象

にはなりませんよというお答えが来たわけですが、ということになれば、茸山も全然

だめだからといって１個も売らなかったということは、それ最初からやらなかったん

だというふうにみなされないかどうか、そこら辺も含めて、せっかくの財産というも

のをきちっと管理できるようにということでのお尋ねでございます。よろしくお願い

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） １０番議員さんにお答えいたします。

財産区としては、茸山、それからＪＡに草地、これらを貸しております。この賠償

の方法ですが、財産区がそれぞれ賠償請求する方法と、借り主が賠償請求する方法と

二通りの方法がございます。茸山については、平成２３年度において借り主のほうが

損害賠償請求を行うと、それなりの賠償額が入ったというふうには聞いております。

それから、ＪＡの草地についても、ＪＡのほうで、耕作者のほうで賠償請求をすると

いうような形のほうが実際にはお互いのためにいいということも踏まえて、それぞれ

協議の中で借り主が賠償請求という形で２３年度は行ったというふうに聞いておりま

す。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。

それで、もう１点それにかかわって、１回もつまり動かなかったわけですね、茸山

としては。当然もう１回借りてとかということでなくて、これはロックされたような

ものだから。当然もう茸はだめだから。それでも賠償の対象にはなっているというこ

とで理解してよろしいんですね。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えします。
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借り主のほうでそれぞれ茸山は茸を販売するのには、それなりの維持管理と、それ

から現在までの販売収益、これらについて過去のデータを基に２４年度以降について

も、そういう形での請求ができるというふうに考えております。そういう中で、借り

主のほうで今後も損害賠償の請求をしていく。併せて、高松山の茸ができるような、

そういう維持管理も併せて行っていただくというふうに現在は進めております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） 私も玉井財産区の管理委員の１人として、いろんな管理をしている

んですが、県行造林についてちょっと村長の考え、林業関係に携わっている方として

伺いたいんですが、県行造林、今回大玉村の仮置き場も県行造林の中を利用した形に

なっておりますが、この県行造林もだいぶ３０年、４０年経っているわけですが、県

行造林という形で一度も手入れもされない。現実、今、一部の県行造林については松

くい虫で全滅状態のところもある。結局、我々手入れしたくとも財産区の中で手入れ

したくても、県行造林内だと一切手がつけられない。県からの返還もない。ただ、こ

ういう状況について村長、現実この前、仮置き場のところで現実を見たとは思うんで

す。向かいの山についても全然育ってなくて、松が合わないところに松を植えている

ような県行造林、それらについて、例えば返還を求めて新たな植栽をしていくとか、

そういう考えとか県行造林のあり方、この際村長に伺ってみたいんですが。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 県行造林、最初は大変目的よかったのね。そして、その当座は手入

れも当然、県行造林として責任を果たしておった。その後だんだん、特に木材の需要

の関係、大きく変化したんですね。そのためにこれ価値なくなってしまった、だもの

だから、それに付随して手入れする、そういう意欲もなくなってしまった。だから、

いつの間にか県行造林の精神が失ってしまったと。失わざるを得ないということに、

実態としてはなったわけね。だから、ご覧のとおり間伐もやらない、ああいうふうに

ひょろひょろとした松、価値のないような材料になってしまったわけだね。だから、

今回仮置き場にするのに協議して、ああいうふうに一応させてもらっていたわけであ

りますが、これを機に、これはやっぱりあのまま置いていいというわけないんで、あ

のまま置いたって、決してこれは良い材料になりませんから。ちょっと、やっぱりい

ろいろと県のほうとも協議をして、今後の有り様をどうすべきか、これはやっぱり考

えていく必要があるというふうに認識をいたしております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。
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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、これより議案第５１号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第３，議案第５２号「平成２３年度アットホームおおたま特別

会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） 成果報告書１７８ページ、運営協議会が開催されておりますが、今

の協議会の中で議題となるような、要するに運営のためにより良い方向付けをここで

協議されると思うんですが、現在、議題になっておるような内容等について伺いたい

と思います。

○議長（佐藤 悟） アットホーム支配人。

○アットホームおおたま支配人（中沢武志） ８番議員さんの質問にお答えいたします。

ただいま運営協議会、開催いたしました。前回、８月末ですが、開催いたしました

ところ、やはり定番として元来から出てきておりましたメニュー関係の話題がいちば

ん多く出ております。それにつきましては、中身も出ておりましたが、季節ごとに趣

向を変えるといったもの、それから器を変えるといったものが前々からの議論でござ

います。それと同時に放射能関係の問題も提示されまして、直売所の利用状況という

ことで、現在、米を中心に仕入れているというところが協議会の主な議題でございま

す。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 昨年は避難民の避難所になった関係で、いろいろ△になった部分も

ありますけれども、なおさら繰入金１,５００万ですね、それくらい投入しなければ

やっていけないというような状況ですけれども、いまや旅館業はどこの旅館、特に福

島県は風評被害を受けて中通り問わず、会津問わず、非常に困窮を極めていると聞い

ておりますけれども、アットホームの今後のあり方について、村長はどのような考え

を持っているのか。といいますのも、何年か前にいろいろ第三者機関も入れて第三セ

クターにしていいのか、個人に売却していいのかというような方法も取られたみたい

でありますので、この点を伺っておきます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 繰入金については、１,５００万というふうに話をされましたが、

１５０万です。

そういうことで、この１５０万も特別あそこのところの若干、これはあれかな、備

品か何かかな、空調ね、あそこの空調の工事相当分ということで１５０万は、こちら
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のほうから、その分は持ちましょうということでございますから、経営そのものにつ

いての実績というようなことは、これはなんとか現在はやっているという、そういう

状況下にあります。ついては、今後の有り様でありますが、これはいろいろと検討し

てきた経過があります。第三セクター方式がどうだとかどうのこうのというようなこ

とをやってきた経過もあるわけでありますが、結果的には今、逆にそういうものの整

理統廃合をしてる時代なんですね。あんまりそんなことをやって、結果的には持ち出

し分が多い。整理統廃合しているんです。そういうことで、直営方式でやるかという

ことで、これ現在まで来ているわけでありますが、それが何もコンクリではありませ

んから、日進月歩でありますので、そういうことを考えれば、やはりその時その時々

に応じた経営の有り様というのはどういうことがいいのかというようなことは、やっ

ぱり引き続き検討課題として、これはいかなくちゃならんなというふうに考えており

ます。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） アットホーム関係のキャンセル料関係について。普通、宿泊、あ

るいは旅館業等々では一定の定めを設けて、キャンセルあった場合の違約金といいま

すか、そうしたものも徴収していると思うんですが、アットホームにおいてはどのよ

うになされているか、お尋ねいたします。

○議長（佐藤 悟） アットホーム支配人。

○アットホームおおたま支配人（中沢武志） １０番議員さんのご質問にお答えいたしま

す。

アットホームおおたまにおきましては、現在定めておるキャンセル料の率というの

はございません。ただし、実害、当日で料理が間に合わない等の理由により現物的な

損害が出た場合には、簡単にいうと料理でございますが、の分については頂だいして

いる場合もございます。ただ、キャンセルの際の理由、どうしても高齢者が多いとい

うことで病気その他もろもろの当日のキャンセルというのが多いようでございますの

で、現在は定めておりませんということは先ほども申し上げましたが、今後そういっ

たケース、それから、まれにそうでないケースもあるようでございますので、協議会

もございますことから、次回の協議会の議題として計上させていただいて検討させて

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。９番。

○９番（佐原吉太郎） 昨年の３月１１日以降、この風評被害でこれだけ前年度と比較し

て利用する利用者が減ったと。それに対して例えば東電なり、前年度の宿泊した差額

分をこれ請求できる権限はあるのかどうか、まず、それをお聞きしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） アットホームおおたま支配人。

○アットホームおおたま支配人（中沢武志） ９番議員さんのご質問にお答えいたします。

原発事故における風評被害、実害ということでご質問でしたが、その間の避難所と

いうことで、延べ１,２００名程度の避難の方を収容してまいりました。そこに居ら

れた際の使用料ということで、これは決算書のほうの雑入に計上してございますが、
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２,８００万ほど収入がございます。それ以外の実害額というのは把握、正直なとこ

ろしておりません。ただ、実害が生じている場合に請求できるかどうかということに

ついても、こちらとしてはまだその辺できるかどうかについても把握してございませ

んので、これは精査して、害がどの程度あるのか、それから、それを請求できるのか

どうかを検討してまいりたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 今の前質問者についてございますけれども、やはり、これ避難民を

受け入れたとはいえ、これ実害はあったわけでございますので、当然これ手もとに資

料さえあれば東電はどんどん損害賠償出すんですから、損害としては是非出していた

だくということを要望しておきますけれども、当局としてはどういう考えているのか、

もう一度伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えします。

現在、自治体が被った損害について今、最終段階の計数のまとめに入っております。

この中で、風評被害として数字がまとまる、そういう数字が出てくるとすれば、当然

風評被害としてその中に組み入れていきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５２号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４，議案第５３号「平成２３年度大玉村農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） 単純に、合併処理浄化槽を利用しているところ、あるいは農業集落

排水を利用しているところ、それで、月、あるいは年の対比で、片方はこのぐらい、

片方はこのぐらい、単純で結構ですから伺いたいと思います。
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それから、玉井第２の加入率、なかなか伸びないんですが、これらの原因について

どのように把握しているのか、どういうふうに考えているのか、それについて伺いた

いと思います。

それから、計画戸数を上回って加入するということは不可能なのかどうか、これら

について伺いたいと思います。

それから、この農業集落排水事業があることによって、その市町村の交付税算定基

礎の中に、この集落排水があるかないかで変わってくるのかどうか、それらについて

も伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えします。

普通交付税算定の中において、農業集落排水人口対象になります。今、いくら基準

財政需要額で見ているんだというようなことは、金額的にはちょっとお答えできませ

んが、農業集落排水人口について交付税の測定単位として算入されるということでご

ざいます。

○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、合併浄化槽関係と農業集落排水事業関係の対比ということでございますけれ

ども、それぞれ年度、例えば３年前とか２年前とか、そういった部分のそれぞれの対

比、農集排と合併槽を何戸、何戸というふうな対比はちょっと持っておりませんけれ

ども、合併処理浄化槽関係につきましては、例えば平成２３年度の末現在の数字から

申し上げますと、単独槽が７７２基、これに対して合併浄化槽が１,１６３基という

ことで、前年に比べて単独槽はマイナス１、逆に合併槽についてはプラス４２と、合

計して４１基というふうな増減がございます。これに対しまして農業集落排水事業関

係につきましては、（不規則発言あり）大変失礼いたしました。合併浄化槽関係につ

きましては、これは人槽区分関係にもだいぶ違いが出てきますけれども、これにつき

ましては、例えば５人槽ですと年間、維持管理費、これは業者によってもかなり違っ

てまいります。安いところですと１回当たり３,５００円程度、それを年３回といっ

たことで、これにつきましては１万ちょっとということもございます。それプラス１

年に１回の汲み取り料、これらにつきましては、点検も合わせますと３万ちょっとか

かるようなことになります。安いところですと、今申し上げた４万から５万円の経費、

あと通常の業者さんですと、１回当たりといいますか、年間当たり３万から５万、そ

ういったことで契約がなされているようでございますけれども、それプラス清掃料と。

あとは電気代とかかるようになってまいります。一方、農業集落排水事業関係ですと、

これも人数によって当然変わってまいりますけれども、基本料金が３,５００円、そ

れに平均的な４人家庭ですと、平均的な部分ですと６万８,４００円程度になるかと

思います。平均的な部分から比較しますと、そんなに差はございませんけれども、逆

に世帯人数が増えますと、これは合併浄化槽のほうが当然安いという比較になってく

るかと思います。ただ、それは通常の利用料金という比較になります。これに利用す
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るにあたっては、合併浄化槽については当然設置費用というのが当初かかります。こ

れにつきましては、平均的なもので５人槽ですと、やはり７０万から９０万程度かか

ります。７人槽ですと、平均で見ますと１１０万程度になるかと思います。１０人槽、

これは二世帯住宅等によく見られますが、これにつきましては１１０万から１２０万

くらいの範囲で当初の初期費用がかかると。一方、農業集落排水事業におきましては、

接続費用、当然当初かかりますが、延長やそれぞれの形態、土地の形態によっても変

わりますけれども、当初の合併浄化槽設置費用よりは当然安いというふうな見方もご

ざいます。それらを総合的な判断のうえ設置を、農業集落排水のほうの設置をご検討

いただければというふうに推進をしております。

それと、玉井第２地区の加入状況に関しましてでございますけれども、現在、成果

報告書のほうで掲載させていただいております５２.６％という加入率になっており

ます。前年よりはかなり上がってはおります。ただ、まだまだ１００にはいっており

ませんけれども、これらの要因としましては、やはり今まで申し上げてきましたとお

り、まず集落内でありましても当然大玉２区、３区の町場が中心でございます。これ

につきましては、土地の形状からいってなかなか隣の家との間が狭くて、接続工事を

するにあたっても環境的には厳しい部分があります。これによりまして、アンケート

調査を以前取らせていただいた経過にもありますとおり、新築の際に接続をしたいと

いう意向を持った方がいちばん多かったようでございます。そのほかにつきましては、

やはり今までもあった経過からいいますと、なかなか不況の影響で収入も減ってきて

いるので、そちらに回す代金がなかなか捻出できないといった、そういったものが主

な要因となっております。

それから、３点目の計画戸数を上回った加入は可能なのかというお問い合わせでご

ざいますけれども、これは当然、処理能力というものもございますけれども、許容範

囲からいいまして、例えば倍になるということは当然不可能かと思います。ただ、今

現在の計画戸数以上には余裕的に当然持っておりますので、何パーセントということ

は申し上げられませんが、それを例えば１０件、２０件超える程度の容量であれば、

それはご加入はいただけるものと思っております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 一般会計から７,３６０万ほど繰り入れてございます。ですから、

この農業集落排水事業を利用していない人にすれば、なんで一般会計からそれだけ繰

り入れしなきゃならないんだという話になろうかと思います。また、農業集落排水を

利用している人にしてみれば、なんでこんな合併浄化槽より高く処理費用かかってる

のに、なんでそんなことをしなきゃならないんだと。これ、もっと安くたっていいん

じゃないかと、こういうふうな話になろうかと思います。だから、今、交付税の算定

基礎になるんですかということを聞きましたが、なるとしても、まさか７,３６０万

円ほどの交付税にはなってないのかなというふうに思いますと、誰もこれ、この集落

排水事業によって、かなりみんなそれぞれ三者三様それぞれ全く利益を被っているよ

うな状況ではない。しかしながら、だからといって、これ施設そのものは出来てしま
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った。だから、これをより有効にということになれば、やはりなんといっても加入者

を増やして維持経費をそこで捻出するというような努力するしかないのかなというふ

うに思いまして、今、１２０％、１３０％可能なのかということですと、多少なりと

も余裕あるから大丈夫なんじゃないかとすれば、将来的にはやっぱりそういうことを

目標に、やはり加入促進に頑張ってもらわなきゃならないのかなというふうに思いま

すし、そのためには、だったら今の経費よりも多少なりとも安くしても加入者を増や

すかなというような方法もあろうかと思います。それらについて鋭意努力していただ

きたいと思いますが、それらについてもう１回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番さんのご質問にお答えをいたします。

加入の推進、計画を超えた加入、そういったものを考えてはということでございま

すけれども、まず、加入の推進につきましては、今までもお話はさせていただきまし

たとおり、基本的には各世帯の訪問ということになってくるわけでございますけれど

も、昨年から原発事故、地震の被害の影響で、訪問のほうは中断をさせていただいて

おりますけれども、そういった皆様方のご理解をいただきながら、加入推進を図るた

めにも、まずは村の広報紙等を活用しながら、推進にまずは努めさせていただきたい

と思います。

それと、利用料金の関係でございますけれども、これは当初の事業始まる前に、そ

れぞれ検討委員会等を当初設定をされていた経過がございます。その中でもいろいろ

とご議論をいただいていることでございますけれども、まず、初期投資をしました、

そういった経費関係をある程度確実に返済するうえでも、利用料金については固定を

させていただいたうえで回収といいますか、納付をいただくという、そういった基本

で定額制を大玉村は採用していただいたという経過がございます。当然この料金を下

げるということになりますと、加入世帯がその分増えれば、それは当然有効な手段か

とは思いますけども、先ほど申し上げましたとおり、今現在、玉井第２地区におきま

しては、若干宅地構造によりまして接続環境がまだ整っていない。新築の際にという

ご意向、そういったものを考慮しますと、５年ないし１０年以内に、そういったもの

が増えればよろしいかとは思いますが、増えなかった場合につきましては、やはり一

般会計からの繰入金がその分増えてしまうというふうな悪循環にも当然なってまいり

ますので、その辺につきましては運営協議会等と十分慎重に協議をさせていただきた

いと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、担当課長から答弁あったように、普及推進をするというのはい

うまでもない、努力をしていかなくちゃならんというふうに考えております。

一般会計からの繰入金、これは国民健康保険もそうなんですね。それから、集落排

水もそういうこと。それから合併処理浄化槽、これについても村で補助してるんです

ね。だから、やはり、そういう総合的判断で自治体として住民が、やはりより、これ

はやっぱり総合的に振興発展になるという、そういう性格のものについては一般会計
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から、これは当然応援をすると。その辺はまずやっぱり根本的に理解していただきた

いなというふうに考えております。

それから、５２.なにがしになったわけでありますが、これは最初から設置をする

ときに、後で追っかけ追っかけこういうものをやるというのは、なかなか大変でしょ

うと。将来を見越して、これはある程度範囲を広めて設置をしましょうということで

やったんですね。だから、そもそもやっぱり出発時点に、そういう面については将来

を見通してということでございますから、２区、３区、５区の一部、それから４区と

範囲を広げております。これは必ず今、課長から話あったように、かなりの方が単独

処理浄化槽でいるんです。だけども、諸般の事情で今すぐ加入ということにはいかな

い。しかし、これはいずれ、この人たちはこれは加入をしてもらうことになりますか

ら、区域内にある方は合併処理浄化槽に接続してもらうことになります。あるいはま

たいろいろと昨日も私のところに来ましたが、いろんな関係で村で、もう少し定住と

いうようなことを考えているので、そういうことをどうなんですかと。当面の問題と

して私たちもいろいろ大玉にだいぶ住みたいというような若い人の声があるんだと、

こういうことで突如昨日、夕刻、私のところに来た方がいるんです。そういう声も、

これはやっぱり大切に受けて、いろいろ検討させていただきましょうと、そう話をし

てやったんです。だから、そういう適地がこの区域内にはあるんです。ちゃんときち

っと、そういう農振の除外地域とかもあるんです。そして、単年度ごとの人口、増え

たり減ったりはしますが、私の考え方では、このままいっても５年後の国調で２２で

すから、今度は２７ですか、２７年にはこれは増になるということは間違いないなと、

こう思っておりますが、やっぱりこれ原発のようなこともありますから、多少の年度

ごとの変動は、それはあります。しかし、５年のトータルで、やはりある程度考えな

くちゃならんなと。これは年間に一定のやはり若い層という、こういう底辺というも

のは確立していかないと、自治体としてはやはりイロハのイを失うことになる。これ

はやはり高齢化率、今大玉２２.８％ですから、やはり２３を努めて、超えるときあ

るかもしれない。あってもいいけれども、これを極端に３５になったり４０になるよ

うなことをやっちゃならん。どんなことがあっても、これはやっぱり２３、そして

２３.なにがしの前後にあるような、こういう人的構成を確立していくようでないと、

自治体としては、これはやっぱりだんだん衰退、じわりじわりと衰退していくんです。

そういう定住人口増加対策の施策というのは、やはり気を緩ませないで状況判断で、

やっぱり継続していかなくちゃならんなと、そんなふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 質疑ございませんか。１１番。

○１１番（遠藤義夫） この集落排水の中で、大山地区が地震で大被害があったというこ

とで、玉井地区はなかったということで、工法、あるいは技術的に問題はなかったの

が検証できたのか。

そして、また大山地区はこれ大体９２％がなったということで、これはちょっと問

題なんですが、玉井地区はまだ半分ということで、今後そのようなことが生かされる

のかどうか、お尋ねいたします。
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○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。

まず、地震の被害関係でございますけれども、検証という部分は正式には行っては

おりません。ただ、大山第１地区の被災箇所、この周辺につきましては、これは道路

と水道関係も共通はしております。水道の被災箇所から東に延びている部分で、農業

集落排水の被災があったということで、その箇所から申し上げますと、北部ふれあい

センター周辺、ここから高久地内を通って４号線のほうに被災箇所がちょっとクの字

に曲がって伸びております。特に農業集落排水につきましては、堂前池周辺、玉貫地

内、島向井地内、岩高地内ということで、この地域に集中をしております。水道につ

いてもこの延長上で被災を受けているということで、道路の隆起関係、陥没関係から

みても、この地区に強い地震が発生したのではないかというふうな、これはあくまで

も想定ではございますが、そういう感想を持っております。

玉井第２地区の、これは（不規則発言あり）加入の影響ということですね。（不規

則発言あり）大変失礼しました。玉井と大山の工法の関係でございますけれども、工

事の内容につきましては、当然同一の手法によりまして、２メーターから３メーター

程度の深さを掘ったうえで防水配管を埋設して、山砂埋戻し、再生土埋戻し、舗装と

いう、そういった構成については全く変わりない工法で行っております。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 今、加入の関係にも大差があるだろうということね。これは先ほど

第２の集落で話ししました。大山集落の第１の場合は、いや、排水の大問題になった

んですね。いや、どこどこの排水、どこどこの排水、いや、今度は人口も増えてくる、

これでは困ったという騒ぎになって、そして、それではそれぞれ合併処理浄化槽とか

どうとかといっても大変だろうと、（不規則発言あり）工法だけでいいんですか。

（不規則発言あり）

○議長（佐藤 悟） 議長を通じて話してください。１１番。

○１１番（遠藤義夫） 大山地区がかなり被害があったということで、玉井地区は被害が

なかったということで、工法的と技術的に問題がなかったと。また、大山地区は地質

が軟弱なところがあったのかなと思うんですが、ただ、玉井地区もこれから加入戸数

が増えるということで、そういうような問題点も発生しかねないと思って質問したわ

けなんで、工法的には変わるのか、それを検証して、また変えるような考えがあった

のかどうかをお尋ねしたわけなんで。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。９番。

○９番（佐原吉太郎） 玉井の２区ですね、第２、先ほどからいろいろありました。５２.６

ということでありますが、その普及しない要因というのはどこにあるんですか。例え

ば先ほどもお答えしたようですが、要するに集落排水と、要するに合併処理というの

は、恐らくみんな、私もちょこちょこ２～３聞いたんですが、やっぱり高いんですよ

ね、集落排水のほうが。要するに合併処理のほうが同じ補助出ても非常に格安だと。
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そういう面から、復旧がここでちょっとブレーキかかってるんじゃないかなと思うん

ですよね。そういう意味で、先ほどいろいろお答えいただきましたが、要するに、こ

れをなんとかその規制の中で復旧できる、少しでも当初の目的まで達成できるような、

やはり努力というか。ただ、努力、努力といったって、やっぱりそういったきちっと

して提示しない限りは加入者は加入できませんよ。それから、今いったように、いろ

いろ難しいんだと、集落の中で込み入っているからと、それを最初から分かっている

んですよ。玉井の町は込み入っているんだから。そういうことで、それでも集落排水

というのは施工されたわけでありますから、それにやはりそういうハンディを背負っ

ても、やっぱり加入を、やっぱり加入者が入れるように、少しでも入れるようなやっ

ぱり努力というか、何と何が足りないんだか、そういうのを分析しながら今まできた

のかということなんですよ。ただ単なる、入らないんだから仕方ないとか、集落が込

み入っているからいろいろ問題があるんだとか、それではやはり説明になっていない

と思うんですね。やっぱり、その要因がどこにあったのか、分析、９年間経過したわ

けでありますから、その分析に基づいて足りないものはやはりカバーしていく、加入

者にやっぱり有利に加入できるような、やっぱりあれを作っていかなくちゃならんと

私は思っているんですよ。その点、まずお答えを願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ９番議員さんにお答えをいたします。

玉井第２地区の接続加入率の上昇の関係でございますけれども、まず要因につきま

しては、先程来申し上げているような要因が主な要因ということでございますけれど

も、それ以上の分析ということでございますので、それらにつきましては、今後事務

局におきまして詳細な分析をちょっとさせていただきたいというふうには思っており

ます。それで、ここでちょっと参考までに申し上げますと、平成２３年度の執行成果

報告のほうでそれぞれの加入戸数等がございます。その中で玉井第２地区におきまし

ては、前年比１１戸増というふうな内容になっております。この１１戸の接続のうち

公共枡を新設され、これはほとんど新築でございますが、接続されて加入された方が

４戸、既に公共枡があった方について接続をされた方が７戸というふうになっており

ます。このうち、７戸のうち４戸につきましては、実は合併浄化槽関係とか単独浄化

槽が接続をされておりましたけれども、この方について設置業者さんのほうも確認を

しましたところ、この４軒につきましては以前からの計画に基づく接続ですというこ

とで、それらの浄化槽が被災したという理由からの接続ではないということで、これ

につきましては、今までの加入促進の成果がここで少しではありますが、出てきてい

るなというふうに感想は持っております。

今後につきましては、今ご提案ありますとおり、手法いろいろ考えまして接続の推

進を図ってまいりたいと思いますが、基本としましては、しょっちゅうしょっちゅう

おじゃまをしまして接続推進というわけにはいかないところがございますので、村の

広報紙に定期的に料金等を含めた記事を掲載しまして、推進のほうを図っていきたい

というふうに考えております。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。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５３号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午前１１時３５分といたします。

（午前１１時２０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時３５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５，議案第５４号「平成２３年度大玉村土地取得特別会計歳

入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 成果の１８７ページ、ここで下段の公共用地先行取得事業なんでご

ざいますけれども、執行状況の中での①は道路用地、②も道路用地、③においては集

会所の駐車場用地となっています。あと、④は屯所の用地になっております。道路や

屯所においては、公有財産として我々も認めることはできますけれども、この集会所

においてはほとんどの大玉村においては個人から借りたり買い上げたりして、その集

落でそれなりの費用を出すということと私は理解しておりますけれども、この③にお

いてはどういった理由でこうなったものか。あと、村がいったん買い上げてこの集落

に貸しているのか、これについて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えします。

成果報告書１８７ページの③でありますが、皿久保集会所用地となっておりますが、

この用地取得については、現在、皿久保遊園地跡地に富岡町の老人福祉施設が設置さ

れております。この老人福祉施設の設置に関しては、進入道路が本当に狭いというこ

ともありまして、なかなか富岡町のいろんな形で利用客の中で面積が、車を止めるス
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ペースがないということを踏まえて、今回、避難所用地として集会所用地に隣接する

部分について拡張して今回用地取得したものであります。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 緊急時があったようでございますけれども、そのものについては借

り上げ、仮設についてはいろいろな方法で無料か何か知りませんけれども、ここにつ

いてはどういった方法で、地代とか入るんですかね、その辺伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 土地の使用料については、徴収しておりません。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５４号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第６，議案第５５号「平成２３年度大玉村介護保険特別会計歳

入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 何度も言いたくはありませんけれども、決算書の２１１ページ、こ

こでも収入未済額３８万７００円が記載されておりますけれども、これ何人分なのか。

もっともこの介護は年金の中から天引きするということでございますけれども、どう

いった因果関係で未収になっている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（菊地平一郎） 収入未収額についてでございますけれども、人数として

は実人員で１０名、これは現年度分でございます。

それから、過年度分については実人員で６名。それから△、マイナスの３万５,７００

円については、還付未済ということでございますけれども、これにつきましては、年

度末の死亡等で手続きが間に合わなかったというようなものが４件となっております。

以上です。
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○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） これらに人についての先ほども言ったように、立替方式なり、用語

では先ほど村長使ったように、やっぱり行政としてこれ立て替えておかなければ、病

気になった場合こういった人については、やっぱり全額支払えという形になってしま

いますけれども、こういったことについての行政としての対応はどうなっているのか、

お伺いいたします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） お答えいたします。

未納になっている部分については、給付制限を受けるような形になります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 成果報告書１９０ページの中ほど。

平成２３年度保険料額それぞれ１段階から６段階まであるようでございますが、こ

れ各段階ごとに人数とか率合いで分かっていれば伺いたいと思います。

そして、また、２３年度以前と比較して、前年度なり前々年度なり比較して、その

１段階のほうに移りつつあるとか、５段階のほうに移行しつつあるとか、そういうふ

うな状況を把握しておったら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（菊地平一郎） お答えいたします。

現在、段階別の人数等については、手もとに資料ございませんので、後ほどお知ら

せしたいと思います。

段階ごとにどういう傾向にあるかということでございますが、１段階、２段階、３

段階というような中で、傾向的なものにつきましても増えているというような傾向で

はなく、横ばいかというふうな形で認識しております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５５号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第７，議案第５６号「平成２３年度大玉村後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ありませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５６号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第８，議案第５７号「平成２３年度大玉村第二住宅団地造成事

業特別会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） 第二住宅団地については、２３年度で廃止の方向ということで計上

されておりますが、１,３４６万９,０００円についても一般会計に戻すということで、

ゼロベースで処分しますということで、それはそれで了解したいと思いますが、財産

に関する調書というのがございます。決算書の２７８ページ、土地及び建物、この中

の池沼・雑種地についても廃止、特別会計廃止ということで△になったんだと思いま

すが、歴然として調整池並びに公園等はあるわけなんで、この辺を一般の会計のほう

の、いわゆる財産台帳のほうに上げるべきだというふうに思いますが、それはどのよ

うになっておりますでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

今回の一般会計のほうの財産調書の中の増減分、この中に第二工業団地の減少分が

増加として一般会計のほうで入っております。そういう意味で、普通会計の中で今後

これらを維持管理していく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
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打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５７号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第９，議案第５８号「平成２３年度大玉村水道事業会計決算認

定について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ありませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 決算書の損益計算書の２８６ページでございますが、未処分利益剰

余金というのがございますが、これは前年度は２,４５３万１,７１４円と計上されて

おりましたが、ここの損益計算書の欄には２,３５３万１,７１４円と、１００万円が

減になっていますが、よく見ましたらば、やはり２８９ページのほうの減債積立金に

計上されておったということでございます。それで、水道会計も地方債約９億８,０００

万あるようになっておりまして、当然ながら毎年返還、返済しておる状況でございま

す。繰入金についても３,６４９万９,０００円というふうになされておりますが、当

然ながら水道の事業、初期投資、膨大な費用がかかっておりまして、当然ながら繰入

金も農業集落排水と同様にやはり繰入金はなくてはならないというように思っており

ます。そういう点は既に了解しておるわけですが、やはり今後、健全経営に向けて減

債積立金も増額していくべきだろうというように考えておるんです。まだ２００万そ

こそこ、今回１００万で３００万しかございませんが、今後増額していく考えがある

かどうか、ひとつ伺っておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをいたします。

減債積立金関係でございますけれども、当然毎年、毎年の積立てによりまして増額

という考えを持っております。そのほかの留保資金関係につきましては、今後の石綿

セメント管の更新事業、これも４条工事で行うようになりますので、そういった工事

費の負担分にも充当ということになりますので、そういったバランスを保ちながら実

施をさせていただきたいと思っております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 村長に伺いたいと思いますが、昨日、一般質問でちょっとお話しさ
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れました慣行水利権でございます。今、韓国、中国と話題になっておる実効支配でご

ざいます。農村においても実効支配されてしまっちゃったところもあろうかと思いま

す。ですから、少なくとも今後は実効支配しても、されるようなことのないようにし

たいと思うんですよ。そのためには、やはり今、着々と実効支配するような、やっぱ

り考えでやってもいいのかなというふうに思うときに、やはり水利組合、土地改良区

だけではなかなかできないところがあるとすれば、やはり村もそういうふうな考えに

立って援助することは援助するというようなことで、将来の大玉村のやっぱり水利と

いうものを考えてやっていただきたいなというふうに思いますが、その辺について伺

いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 昨日、慣行水利権といいましたが、手続きを取って水利権を獲得し

たんではないんです。しかし、厳然とこれは大玉村ではそれは水の恩恵に受けておる

わけであります。脈々と。これを慣行水利権といいます。したがって、これは法的に

位置づけをしたものと同権利があるんですね。ややもすると、いつの間にかどこかで

あるように、間接的に水利権を実質実効支配されてしまう。山を買い求められると、

こういうことがあって、そこのところが貴重な下流域については結局水源地であった

と。現実にそういうのがあるわけなんですね。そういう視点で今、買い戻すという動

きを北海道を中心に起こっている。だから、そういう私たちも耳、アンテナを高くし

ている、目を光らせているつもりだけれども、何かそれらしきようなことがあれば、

やっぱりこれは情報の提供を早くしていただきたいなと。山を買い求めると思って買

い求めて与えたところが、実質はそこのところに貴重な水源であったというふうなこ

とになりますと、これはなかなかややこしくなる。だから、その辺はやっぱり常に目

光りをしていかなくちゃならない。情報等もやっぱりしっかりと提供をしていただく

必要があるなというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５８号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定する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。
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よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

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

いたします。ご苦労さまでした。（午前１１時５４分）


