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平成２５年第３回大玉村議会定例会会議録

第１日 平成２５年３月４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 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。

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）

議案第 ５号 大玉村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を

定める条例の制定について

議案第 ６号 大玉村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定ついて

議案第 ７号 大玉村指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び

運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の制定について

議案第 ８号 大玉村新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について

議案第 ９号 大玉村が管理する村道の構造の技術的基準等を定める条例の制
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定について

議案第１０号 大玉村議会の議員及び大玉村長の選挙における電磁的記録式投

票機による投票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 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１２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１３号 大玉村重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正

する条例について

議案第１４号 平成２４年度大玉村一般会計補正予算について

議案第１５号 平成２４年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について

議案第１６号 平成２４年度アットホームおおたま特別会計補正予算について

議案第１７号 平成２４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１８号 平成２４年度大玉村土地取得特別会計補正予算について

議案第１９号 平成２４年度大玉村介護保険特別会計補正予算について

議案第２０号 平成２４年度大玉村水道事業会計補正予算について

議案第２１号 平成２５年度大玉村一般会計予算について

議案第２２号 平成２５年度大玉村国民健康保険特別会計予算について

議案第２３号 平成２５年度大玉村玉井財産区特別会計予算について

議案第２４号 平成２５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２５号 平成２５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２６号 平成２５年度大玉村土地取得特別会計予算について

議案第２７号 平成２５年度大玉村介護保険特別会計予算について

議案第２８号 平成２５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２９号 平成２５年度大玉村水道事業会計予算について

議案第３０号 村道路線の認定について

報告第 １号 平成２５年度安達地方土地開発公社予算等について

施政方針並びに提案理由の説明

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、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３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あります。

◇ ◇ ◇

○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３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時より大玉村保健セ

ンター２階会議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９件、

予算関係１６件、村道の認定１件、報告１件の合わせて２７件であります。

また、今期定例会の一般質問者は８名であります。

次に、会期につきましては、本日３月４日から１５日までの１２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 ４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

３月 ５日 休会（議案調査）

３月 ６日 本会議 一般質問６名

３月 ７日 本会議 一般質問２名、議案第５号～議案第１３号までの議案審議

３月 ８日 本会議 平成２５年度予算議案に対する総括質疑及び平成２５年度予

算議案の委員会付託

３月 ９日 休会
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３月１０日 休会

３月１１日 委員会（付託事件の審査）大玉村復興の集いのため、午後休会

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前中休会、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１４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、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８日の総括質疑については、平成２５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会委員長報告のとおり決するにご異議

ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（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

付をもって報告に代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３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、総務課関係から申し上げます。昨年１２月１６日に執行されました第４６回

衆議院議員総選挙につきましては、全国的な傾向として投票率が前回に比して大きく

下がり、本村におきましても６３.３５％と前回より１４.４２ポイント下回りました

が、皆様のご協力により適正に執行することができました。
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次に、企画財政課関係。昨年１０月より進めてきた役場庁舎の改修工事が無事竣工

し、３月１日に引き渡しを受け、本日より通常業務を行うこととなりました。この間、

村民の皆様には大変ご不便をおかけしましたが、明るく機能的な庁舎となり、より一

層住民福祉の向上のため邁進する所存であります。改修の概要につきましては、ＯＡ

対応床の設置、耐震天井とＬＥＤ照明設備、空調機器の更新、軸ブレースの追加・更

新、電気配線網の整理などを実施したものであります。引き続き改修の完了や一部事

務の移転等についても、広く皆様にお知らせしながら、利用しやすい庁会管理に努め

てまいります。

次に、東日本大震災から間もなく２年が経過しようとするなか、地震災害による復

旧は着実に進み、原発事故による除染活動についても軌道にのり、村内各所において

事業の進捗をみております。しかしながら、復興への道のりは厳しく更に続きますが、

大玉村はこれからも前を向いて、住民の安全、安心のための村づくりを進めていかな

ければなりません。震災から２年が経過する本年３月１１日、月曜日、改善センター

におきまして村民一丸となって復興への誓いを新たにすることを目的に、復興の集い

を開催するものであります。当日は、１２時５０分開会を予定し、パネル展や復興へ

のメッセージに加え、テレビコメンテーターとして著名な荻谷順氏による基調講演会

を予定しておりますので、多くの方々のご参集をお願いするものであります。

次に、農政課関係。消費者の不安解消と産地の信頼を得るため、福島県内全域で実

施した米の全袋検査については、村内２か所の検査会場で測定を行い、検査会場は昨

年１２月末で閉鎖しましたが、籾で保管している農家もおり、今後、検査する場会は、

近隣の検査会場で測定するよう周知を行ったところであります。なお、２月２０日現

在の測定結果は、１５万８５９袋を測定し、測定下限値（２５ベクレル）未満が１５

万２５４袋、２５～５０ベクレルが５７９袋、５１～７５ベクレルが２０袋、１００

ベクレル超が６袋となっております。

次に、試験研究の成果から、カリの施用が放射性セシウム対策として有効であるこ

とから、水田については、作付前に基肥としてカリ肥料を散布し、吸収抑制対策を実

施しますが、反転耕により更新した牧草地においても、カリの施用が放射性セシウム

の吸収抑制効果があることから、収穫前にカリ肥料を散布し、牧草への吸収抑制対策

を進めてまいります。

次に、中山間地域等直接支払事業につきましては、平成２２年より３期対策が実施

されてから３年目を迎え、１７集落が集落協定を締結し、協定締結面積２４６.９ヘ

クタール、対象農家数２８２戸、直接支払交付金４,３４２万９,２３１円で事業を取

り組みました。

次に、農地再生室関係。本年２月末現在の耕作放棄地再生面積については、畑が

３.３ヘクタール、水田４.３ヘクタールの合計で７.６ヘクタールであります。再生

中の面積は、畑０.９ヘクタール、水田０.２ヘクタールの合計１.１ヘクタールとな

っております。雪による作業への影響はありますが、８.７ヘクタールの再生を見込

んでおります。また、平成２１年８月から現在までの耕作放棄地の再生面積は、田畑
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合計で３０.４ヘクタールとなっております。

次に、建設課関係。昨年５月３日に発生した低気圧による大雨災害及び６月

１９・２０日に発生した台風４号災害による被害箇所の復旧関係について申し上げま

す。細田地内頭首工護岸、長井坂地内及び角道地内の農地災害については、単独事業

として工事を発注し、昨年中に完成いたしました。また、補助事業としての三ツ森地

区の農業用施設１か所、小菅地区の農地・農業用施設３か所及び単独事業としての本

揃地区の農業用施設１か所については、昨年に続く大雪とコンクリート２次製品の製

造が追いつかず、大幅に納期の遅れが生じており、年度をまたいだ繰越事業とせざる

を得ない状況となっております。なお、コンクリート二次製品の調達が遅れているこ

とに伴い、道路維持工事において３件、道路新設改良工事において１件、土木施設災

害復旧工事において１件の工事が繰越事業となる見込みであります。

次に、この冬における除雪状況についてでありますが、太平洋側を北上する発達性

低気圧や西から東へ移動する低気圧の影響で、昨年同様、平地部でも２０センチメー

トルを超える降雪があり、吹き溜まりなどの部分的除雪を除き、１２月に２回、１月

に２回、２月に３回の除雪を実施しました。このうち１月の２回と２月の１回につい

ては、平地部についても、歩道を含め除雪を実施しました。今後も通行の確保を最優

先に対応をしてまいります。

次に、村道南町・山口線ほか道路改良事業についてであります。用地買収について

は数件を残して完了しており、水田の畦畔築立と側溝敷設の一部の工事を昨年末に発

注いたしました。また、仮称大玉西部幹線横断道建設事業については、１１月に関係

地権者及び地元住民の方々に線形の説明を行い、了承をいただきましたので、縦横断

測量を行いながら線形の微調整を行い、併せて用地調査を行ったところであります。

次に、個人住宅改良支援事業について、本年度におけるこれまでの申請件数は７０

件、６３７万４,０００円で、原因別内訳は、リフォームが６件、５７万９,０００円、

震災被害家屋の修繕が６４件、５７９万５,０００円となっております。なお、申請

人が改良及び修繕に要した費用の総合計は、７,３４０万１,０００円となっておりま

す。

次に、住民生活課関係。大玉村除染計画に基づく住宅除染等の進捗状況ですが、相

対的に線量の高い大玉１１区から着手し、２月２８日現在において、大山地区は１４

区を除くすべての区で除染の発注を完了しております。これまでの契約件数は４１件、

８８３戸となり、発注割合は約３７％となっております。今後の住宅除染については、

大玉１区を皮切りに、１４区、２区、３区、４区と順次進め、平成２５年度中に全戸

の除染発注を終え、２６年度中の完了を目指してまいります。また、県道も通学路を

中心に除染が進み、発生した汚染土砂は、村が造成した又兵エ地区の仮置き場に搬入

して管理しております。現在、土地改良区と協議を進めながら、用排水路の堆積土砂

の撤去等除染作業の準備を進めており、年度内発注と繰越による汚染土砂の仮置き場

への搬出を進めてまいります。更に、震災がれき撤去事業については、１２月に住宅

納屋２６件の取り壊し工事発注を行い、現地打合せ等を行っております。震災がれき
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受け入れ先である本宮クリーンセンターの定期点検の終了と同時に取り壊しに本格的

に着手してまいります。

次に、交通事故の昨年１月から１２月末までの発生状況は発生件数３６件で、平成

２３年比８件の増、負傷者も４０人で７人の増加でしたが、死亡事故は０件で、３名

の減少となっております。また、今年１月の状況は、発生件数が１件、傷者２名で前

年同月比件数で３件、傷者で３人いずれも減少しております。交通死亡事故は、昨年

から発生しておりませんが、事故件数は増える傾向もあり、これらの事故においては

死亡事故につながる危険性のある事故が多数見受けられるところから、今後とも事故

防止啓発に一層進めてまいります。

次に、火災の発生状況でありますが、昨年２月８日以降、火災の発生はなく、１年

間、無火災を記録いたしました。今後とも予防消防の徹底に努め、無火災を継続して

まいります。

次に、健康福祉課関係。１月末現在の介護保険認定者は２９９名で、第１号被保険

者は２８９名、介護認定率は１５％となり、前年比１.１％上昇いたしました。介護

度別では、要支援１が１３名、要支援２が１９名、介護１が５７名、介護２が４９名、

介護３が５６名、介護４が５７名、介護５が４８名となっております。なお、介護認

定者中、第２号被保険者の介護保険認定者は１０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１５９名、地域密着型サービス利

用者は１０名、施設サービス利用者が９５名、合わせて２６４名がサービスの利用を

受け、認定者のサービス利用率は８８.３％となり、前年同期と比べ４.３ポイント利

用率が増加いたしました。放射線による健康影響を把握するため、本宮市との契約に

よる検査を１１月２７日に実施いたしましたが、対象者は既に検査を実施した者を除

く、村内に住所を有する妊婦及び４歳児としております。今年度は、３月２６日にも

実施する予定であります。なお、１１月２７日の実施結果は、４歳児対象者３５名中

３０名実施し８５.７％、妊婦は２３名中１１名実施し４７.８％で、検査の結果、全

員が預託実効線量１ミリシーベルト未満となっております。平成２５年度保育所入所

決定者数は、２月末現在、０歳児が２４名、１歳児が２８名、２歳児が３４名、３歳児

５０名の合計１３６名となっております。なお、その他に出産予定による申請が２件

提出されております。放課後児童クラブの入所希望者の状況は２月末日現在、１１３

名になり、定員９０名を上回っております。内訳は通常９５名、短期１６名、長期休

業中２名となっております。

次に、上下水道課関係であります。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３３５件であります。既設、新築での公共マス設置済数は６０５件で、

接続加入率は５５.４％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２０７件で、９２％の加入状況であります。

次に、教育総務課関係。去る１月２７日に開催いたしました大玉村教育フォーラム

について申し上げます。今年度２回目の開催となるフォーラムには、住民の方々や教

職員等約１２０人の方々に参加いただき、子どもたちを取り巻く課題について、小グ



- 8 -

ループでの話し会い、意見交換を中心に実施いたしました。特に今回は、企画立案か

ら実施までコミュニティ・スクール委員会が主体となり、実施いたしました。委員会

の活動が具体的に踏み出したものであり、今後の充実、発展を期待するものでありま

す。

次に、大山小学校体育館耐震改修工事につきましては、工期内にすべての工事が完

了し、引き渡しを受けまして、子どもたちが元気に活動しております。工事着工以

来、児童はじめ学校関係者、地域住民の皆様にはご不便をおかけいたしましたが、事

故等もなく完了できましたことに、関係各位に対して感謝を申し上げます。また、大

玉中学校体育館耐震改修工事につきましては、２月２８日を工期としておりましたが、

昨年からの度重なる降雪と積雪により、作業能率の低下と除雪等に期間を要し、工期

内に完成が見込めないことから、契約工期を３月２５日までに延長いたしました。工

事につきましては、外構工事を除いて２月中にほとんどの工事が完了しており、３月

１３日の卒業式は、支障なく実施できるよう進めてまいります。

次に、生涯学習課関係。まず、文部科学省において受賞してまいりました平成２４

年度「優れた『地域による学校支援活動』推進にかかる文部科学大臣表彰」の祝賀会

を、１２月２６日に改善センターにおいて開催したところであります。当日は、来賓

をはじめ、学校支援地域本部事業に携わっていただきましたボランティア等関係者の

皆様にご出席いただき、開催したところであります。

次に、本年度３つ目となる文化のつどい事業につきましては、実行委員会の主催に

より、恒例の「三遊亭兼好独演会」を１月２７日に開催したところであり、２１０余

名の入場で、盛会に開催することができました。

次に、斎藤良夫ふるさと美術展について申し上げます。本村の名誉村民でありま

す斎藤良夫氏の画業５０周年を記念したふるさと美術展が、実行委員会の主催によ

り、２月６日から１２日までの７日間、改善センターにおいて開催されたところであ

ります。会場には、近年描かれたイタリア南部のソラノの風景画をはじめ、生まれ故

郷の四季折々描いた安達太良や地元房総の海などを描いた油絵が展示され、延べ

１,１００余名の来場者がありました。

以上、行政報告を申し上げました。ご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上

げます。

○議長（佐藤 悟） 以上で行政報告が終わりました。

◇ ◇ ◇

○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号まで一括上

程いたします。

事務局職員の議案の朗読を求めます。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。
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村長。

○村長（浅和定次） 本日、第３回村議会定例議会の開催にあたりまして、ご提案申し上

げました議案の説明に先立ち、平成２５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。

一昨年の未曾有の被害をもたらした東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所

事故から２年が過ぎようとしています。福島県内においては、今も約１５万有余の県

民が、県内外に避難生活を余儀なくされており、特に双相地区を中心とする原発事故

周辺自治体の被災者においては、１日も早いふるさとへの帰還を願うものであります。

昨年１２月に安倍内閣が発足し、今年２月には、福島県の復興に向け、国の出先機関

の機能を一元化し、福島復興再生総局を発足させ、復興庁の福島復興再生総局本部と

相互連携しながら、復興政策の加速化を目指しています。いずれにいたしましても、

復旧、復興にスピード感をもって全力を取り組んでいただくよう、あらゆる機会をと

らえて強く要望をすると同時に、期待をするものであります。

さて、本村の平成２４年度の事業執行につきましては、震災からの復旧、復興経費

及び住宅除染をはじめ、農業関係除染など、原発事故関連対策事業を最優先に、役場

庁舎改修工事や改善センター太陽光発電設備設置工事、更には、前年度繰越明許事業

としての大玉中学校体育館及び大山小学校体育館の耐震改修工事や大玉中学校太陽光

発電設備設置工事など、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。

改めて議員各位のご理解、ご協力に感謝申し上げる次第であります。平成２５年度に

つきましては、第１に、大玉村の品格として、歴史と伝統のある大玉村の良さをしっ

かりと堅持し、皆様とともに着実に発展していく方策を講じてまいります。

第２に、放射性物質除染の積極的推進であります。住宅をはじめ、農業関係などの

除染を最優先課題として、引く続き取り組んでまいります。

第３に、定住人口増加対策であります。人は活力の礎であり、引き続き誘導策を講

じてまいります。

第４として、財政健全化の健全度をみる各指数を念頭に、今後も健全化に努めてま

いります。これらのことを踏まえ、「住民が主役 安心、安定の村づくり」を基本理

念に、１に「人の命を重んずる村政、人権尊重、人間尊重」、２に「誇りと希望を持

っての村づくり」、３に「個性豊かな“大いなる田舎”大玉村」、４に「村民参加の

村づくり」、５に「日進月歩に対応した行政改革の推進」を目指します。具体的施策

の概要としましては、経済に活力を与えるため、定住人口増加対策、大玉村復興再生

事業としての小水力発電や木質バイオマス発電の検討、６次化産業のための拠点施設

整備、安心、安全な農産物の生産体制づくりなどの事業を展開いたします。また、県

道及び主要村道の整備、玉井第２集落排水事業の加入促進、消防施設整備の充実など

により、快適環境の整備を図ってまいります。保健福祉においては、放射性物質対策

として、放射線被ばくの管理と健康影響の把握のため、甲状腺検査やホールボディー

カウンターによる内部被ばく検査を引き続き実施いたします。また、子育て支援にお
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いては子育て医療制度をはじめ、保育料軽減事業など重婁施策を継続し、安心して産

み育てることができる村づくりを目指します。学枚教育では、コミュニティ・スクー

ル事業の推進、幼稚園預かり延長保育、スクールソーシャルワーカーの活用事業や外

国人青年誘致事業など引き続き実施し、教育の充実に努めてまいります。また、社会

教育では生涯学習の推進のため、生涯学習推進会議の創設、学校への総合的支援とし

て学校支援地域本邸の設置、文化祭や文化のつどい、各種スポーツの推進など、積極

的に進めてまいります。

次に、平成２５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、原発事故災害からの早期脱却を最重点施策に掲げ、除染対策をはじめ、村民

の健康管理の徹底、風評被害の払拭、安心、安全な農産物の生産体制づくりなど、復

旧、復興に向けた取り組みを行うとともに、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や地方財政の状況を見極めながら、的確な行政水

準の確保を図りつつ、「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、「住民の住民による住民のための村政」、初心

を忘れず職員ともども決意を新たに業務にまい進していく所存であります。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

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、各課ごとに順次ご説明申し上げます。

それではまず、総務課所管の重点事務事業から申し上げます。「三きょう・三徹・

三改革」、「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促し、真

に地方自治体にふさわしい職員の育成に努めます。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に基づき、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

場内研修の実践を図ってまいります。また、「全体の奉仕者」であることを常に自覚

し、厳正な服務規律に即した公務員倫理の徹底を図るとともに、行政区支援職員によ

る相談、支援体制の充実を引き続き取り組んでまいります。更に、情報処理事務の効

率化及び迅速かつ正確な行政サービスの推進を図ってまいります。

次に、企画財政課関係。本村の振興発展は健全な財政運営を基本とし、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

ための施策に対し、集中して取り組める弾力的な対応を図ることといたしました。平

成２５年度は、第４次総合振興計画の３年目、復興計画２年目として、除染対策関連

経費が５０億円を超えるなど、「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。懸案であった幼小中などの教育施設の耐震改修が本年度におい

て完了することなどを踏まえ、引き続き定住人口増加対策を重点事務事業と位置づけ、

子育て支援、保健、福祉、教育の充実、「ふくしま復興特区」等の優遇制度の活用に
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よる企業立地などの諸施策に取り組んでまいります。また、国県等の動向を注視しな

がら、６次産業化や再生可能エネルギーの推進を図る事業についても、積極的に取り

組んでまいります。

次に、安達地方広域行政組合の平成２５年度における重点事務事業について説明申

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

事務事業の効率的運用、執行を図ることとしております。衛生関係では、病院群輪番

制の推進や斎場の適正な絶持管理と運営を図るとともに、循環型社会の形成と促進を

目指し、ゴミ減量化、資源化の推進に努め、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、必要な措置を講ず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、１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ってまいります。これらの

ことを踏まえた予算は、一般会計が対前年度比８.２％増となる３９億４,５６０万

９,０００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。放射性物質の農作物への吸収抑制対策等を展開し、安心、安全

な農産物の生産体制づくりを推進するとともに、米の全量全袋検査をはじめとする農

産物の測定を行い、安全性の確保に努めてまいります。

次に、水田農業構造改革対策につきましては、２月７日に開催した地域農業再生協

議会において、平成２５年度の生産数量目標配分の基本方針実施方針を決定したとこ

ろであります。本村の生産目標は、４４５万１,１１４キログラム（７万４,１８５.

２俵）であり、生産換算面積で７９７万５,１７６平米（７９７.５ヘクタール）とな

り、配分率は６０.８％の一律配分と決定されたところであり、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、戸別所得補償制度から名称

を変更して継続される「経営所得安定対策」とともに推進してまいります。

次に、中山間地域直接支払事業につきましては、平成２２年度より３期対策が実施

され４年目を迎え、傾斜地等の不利な生産条件における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るため、善

良な維持管理に努めるよう指導していきたいと考えております。

次に、農地再生室関係。耕作放棄地や遊休農地は、保全管理水田の８８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２２ヘクタールの合計で１１０ヘクタ

ールとなっています。平成２５年度も「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、農地の再生に取り組み「活力のある村づくり」に寄与してまいりま

す。また、耕作放棄地の解消は、周辺環境の改善、放射線量の低減にもなることから、

安心、安全な農作物の生産拡大を図ってまいります。

次に、農業委員会関係。農地の耕作遊休化を防止するため、２４年度同様、利用促
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進に努めるとともに、村推奨作物等の作付を積極的に進め、安達農業普及所及び認定

農業者との連携を図り、６次産業への誘導をしながら後継者育成を推進し、農業によ

る生活の安定化を図るとともに、安心、安全な物作りへと指導してまいります。また、

農地の集積化促進のため、ＪＡとの連携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、被災地住民に対しての適正な農地法の運用

と指導に努めてまいります。更に、除染物を農地に仮置きする場合の適正利用を図る

とともに、農地としての安全利用を図ってまいります。

次に、建設課関係。まず、本年度において、山口橋の詳細設計と事業用地の取得を

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、道路本体の改良工事を行

う予定であります。また、仮称大玉西部幹線横断道路整備について、昨年１１月に関

係地権者及び地元住民を対象に行った線形説明会では、事業に対する反対意見はなく、

提示させていただいた線形をもって了承をいただきましたので、事業の具体化に向け

た測量設計及び地質調査を行う予定であります。

次に、平成２０年に請願採択のあった村道谷地・戸ノ内線の拡幅、歩道設置につい

て、測量調査設計に着手する予定であり、昨年９月に請願採択のあった村道石橋・中

森線については、測量調査設計を行い、事業用地の取得を行う予定であります。

次に、総会福祉センターさくらへのアクセス道路である村道的場５号線について、

狭隘な道路でありながら、バスを含め、送迎車両等の通行が多く、交通に支障を来し

ていることから、当施設から大玉中学校間の道路を含め、拡幅整備をするための測量

設計を行う予定であります。また、村道岩高・館野線については、過去に救急患者が

発生し、救急搬送を依頼した際、道幅が狭くかつ屈曲していたため、救急車が通行で

きなかったとの指摘を受け、狭隘屈曲部を解消するため測量設計を行い、拡幅用地の

取得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堀平１号線について、本年度に引き続き改良工

事を行うこととしております。また、住宅誘導インフラ整備事業として、午房内地内

における宅地開発に伴う村道新設及び上水道農業集落排水本管の敷設を行い、併せて

セットバックにより午房内１号線の一部区間における拡幅を図ることとしております。

なお、村道大山・松沢線については、大型車両の通行が多く、舗装の損傷が甚だしい

ため、本年度に引き続き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

しい箇所の舗装や道路側溝、大型水路の整備、老朽化普通河川護岸の計画的改修や橋

梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁修繕設計を行うなど、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
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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、引き続き助成を行い、快適な住環境整備や被災住宅等の修繕を進めてまいり

ます。

次に、上下水道関係。農業集落排水事業については、引き続き供用率の向上を推し

進めるため、処理施設への接続に関する啓発記事を村広報紙に掲載するなど、接続加

入の推進を重点に安定した事業運営が図られるよう、進めてまいります。また、施設

備品等についても、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。

次に、合併処理浄化槽設置整備事業について、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。また、水道事業につきましては、常に安心、安

全でおいしい水を安定的に供給するため、施設備品等の計画的な修繕を行うなど、引

き続き施設の適正な管理運営に努めてまいります。

次に、住民生活課関係。まず、消防設備の更新について申し上げます。非常備消防

活動の充実を図るため、老朽化した小型可搬ポンプ並びに積載車両の計画的更新を進

めておりますが、平成２５年度においては、第３分団１方部の消防車両及び可搬式ポ

ンプの更新を図ります。

次に、戸籍総合システムの更新について、これまでＴＫＣ総合戸籍システムを運用

してきましたが、ＴＫＣが独自の開発から撤退することが明らかになったため、次期

システムの選定を進めた結果、県内はもとより全国的に導入シェアーの高い富士ゼロ

ックスのシステムを採用することになりました。現在、移行に向けた作業を進めてお

り、平成２５年１０月より新システムに移行を予定しております。住宅の面的除染

は、本年度において、全戸数の３６.５％の発注を終えました。平成２５年度は、大

山１４区と玉井地区のすべての住宅に関して、除染の発注を行っていきたいと考えて

おります。また、森林除染に関しても、実証試験計画の策定等を行ってまいりたいと

考えております。更に、除染事業の正確性とスピード化を図るため、技術支援職員の

増員を図ってまいります。

次に、健康福祉課関係。東日本大震災と福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物

質の放出による住民の健康不安を解消するため、積算線量計によるモニタリングをは

じめ、内部被ばく検査、甲状腺検査を実施しましたが、引き続き放射線被ばくの管理

と健康影響の把握のため、甲状腺検査やホールボディカウンターによる内部被ばく検

査を定期的に実施して行く必要があります。また、子育て医療費助成制度をはじめ、

保育料軽減事業、任意の予防接種対する助成など、子育て支援策を継続するとともに、

新たな支援策や現在の支援策の内容も含め、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ等、

子育て支援について、総合的に検討してまいります。高齢者の福祉については、要介

護認定者だけでなく、支援をしようとする独り暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増

加しております。地域包括支援センター、民生委員、仮設住宅生活相談支援員、更に

は、ボランティアとの連携を一層進め、安否確認や通院等の日常的自立活動を支援し、
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地域に根ざした介護予防の推進や介護体制の確立に努めてまいります。子育て支援、

住民の健康づくり、障がい者の地域生活移行、更に介護保険制度の適切な活用により、

住民の日常生活の安心が得られるよう取り組んでまいります。

次に、アットホームおおたま関係。村民の憩いの場を提供するとともに、保養及び

健康増進と併せ一般観光客の利用促進という設置の趣旨に基づき、安全で快適な施設

管理とお客様に満足いただける運営に努めてまいります。具体的な取り組みとして、

まず、近郊の事業所や団体等に対し、利用を促すための営業活動を実施し、新たな顧

客獲得に向け、宣伝も含めた諸活動を展開し、利用者の拡大を図ります。

次に、安全で快適な施設管理をめざし、従業員に対する研修等を行い、接客等の技

術向上を図り、顧客満足度の向上を目指します。更に、平成６年６月の開業以来、今

年度で１９年を満了するため、２０周年を記念しての各種事業を実施し、アットホー

ムおおたまの更なる収益向上を目指します。

次に、教育総務課関係。コミュニティー・スクール事業により、学校と地域が双方

向の信頼関係を深め、地域の皆さんが積極的に学校運営に参加することにより、子ど

もたちと地域の豊かな学びと育ちの創造をめざし、昨年度に引き続きコミュニティ・

スクール委員会調査研究会議を開催し、委員会及び各部会の充実を図るとともに、教

育フォーラムを開催し、本事業の周知と活動の実践に努めてまいります。学校の第三

者評価事業につきましては、本年度は玉井小学校、玉井幼稚園を対象に、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中学枚に配置し、小学校、幼稚園を含めた教育相談体制を

継続するとともに、関係機関との緊密な連携のもと、いじめや不登校・児童虐待など

の問題に迅速な対応の取れる体制を確立します。小中学枚に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。

心身に障がいを持つ幼児、児童を支援するため、必要に応じて幼稚園、小学校に特別

支援教育支援員を配置し、安全、安心に学べる環境の確保を図ります。また、中学校

に１名、小学校２枚に１名の外国人英語指導助手を配置し、国際理解と英語教育の充

実を図ります。幼小中１１年間を見通した「おおたま学園」として、計画的、系統的

な教育と教職員の交流及び研修の充実を促進してまいります。具体的には、昨年度に

引き続き小学生は漢字検定、中学生においては漢字又は英語検定を全校で受検する取

り組みを進めるほか、幼小中一貫カリキュラム作成委員会を開催し、一貫カリキュラ

ムの作成を進めます。また、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。広島平和記念式典派遣事業につきましては、今年度においても小中学校から各２

名の児童、生徒を記念式典に派遣し、平和教育を推進してまいります。学校及び幼稚

園等の施設につきましては、適切な維持管理に努めます。必要な補修、修繕等を行い、

安全な環境の確保を図るとともに、校庭や園庭の芝生化を進めてまいります。本年度

におきましては、大山幼稚園の園庭の芝生化を計画いたします。また、大山小学校・

幼稚園の駐車場を設置し、児童・園児の安全確保と保護者の利便性の向上を図ります。

次に、生涯学習課関係。まず、生涯学習推進会議について申し上げます。これまで、
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生涯学習の推進について、各分野ごとに各委員会で個別に協議してまいりましたが、

今後は、それらの委員会とは別に、社会教育委員の会、文化財調査委員会、スポーツ

推進委員会の代表により、生涯学習推進会議を組織し、生涯学習の総合的な推進を図

ってまいるものであります。

次に、学校支援地域本部事業について、平成２１年度より継続して実施しておりま

すが、本年度も学校支援地域本部を設置するものであります。学校の求めに応じて学

校支援ボランティアを派遣し、多忙化する教職員の子どもたちと接する時間の確保と、

地域の教育力を生かした学枚への総合的な支援を進めてまいります。

次に、放課後子ども教室事業について、両小学校の４年生以上の児童を対象として、

子どもたちの安全、安心な居場所を提供するとともに、様々な体験活動を通し、学習

習慣の形成、学習意欲の向上を目的として、地域のボランティアの方々によります放

課後子ども教室を開設するものであります。

次に、大玉村子ども読書活動推進計画について、昨年１１月に策定いたしました

「大玉村子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもが読書に親しむための機会の充

実や子どもの読書環境の整備と充実、更には、子どもの読書活動についての理解の促

進のため、「大玉村子ども読書活動推進会議」を設置し、本計画の推進体制を整備す

るものであります。

次に、文化振興関係について、村内の各種文化団体に対し積極的な支援を行うこと

により、村内の文化活動の振興を図ります。併せて、実行委員会で実施いたしており

ます丈化祭につきましても、村民の一年間の学習の成果の発表の場となるよう、積極

的な支援に取り組んでまいります。また、「文化のつどい」につきましても、住民の

ニーズにあった事業を展開するものであります。文化財の保護につきましては、有形、

無形の文化財ともに、その保護に努めるとともに、玉井小学校において、昨年度より

実施しております「本揃田植踊り」の伝承事業への支援に取り組んでまいります。ま

た、仮称大玉村民族芸能祭を開催し、伝承を通じて、村民の文化財保護意識の啓発に

努めるものであります。

次に、社会体育事業について、まず、スポーツクラブについてでありますが、各種

教室やスポーツ行事を開催するとともに、現在、会員で行われている各種サークルの

支援に取り組み、いつでもだれでもがスポーツに親しめる環境づくりに努めてまいり

ます。また、体育協会につきましても、あだたら健康マラソン大会に昨年度から村内

の小学生が全員参加となり、８００名を超える参加者となるため、運営を支援してま

いります。

次に、体育施設関係について、村民プールにつきましては、繰越事業として実施し

ました改修工事が完了し、現在、平常に営業を行ってります。今後もスポーツクラブ

と協力し、プールを活用した健康づくりに努めたいと考えております。また、村民テ

ニスコートにつきましては、昭和６３年にオープンして以来２５年経過し、サンドフ

ィルコートの芝の摩耗により、使用に支障を来していることから、全面的な張替え改

修工事を実施し、利用者のコート内での安全を確保し、健全な運営に努めるものであ
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ります。

以上、平成２５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、大きな変革の時を迎え

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こた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、所信表明といたします。

◇ ◇ ◇

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

す。（午前１０時５３分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時１０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９件、補正予

算案が７件、当初予算案が９件、その他１件、報告事項１件の合わせて２７件であり

ます。

それでは、議案第５号、大玉村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基

準を定める条例の制定について、申し上げます。本案につきましては、「地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」

及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」を受け、

介護保険法第７８条の２第１項及び第４項第１号並びに第１１５条の１２第２項第１

号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるも

のであります。第２条では福祉施設入所者の定員を、第３条ではサービス事業及びサ

ービス事業の申請者の資格を定め、本年４月１日から施行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。大玉村指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について申し上げます。介護保

険法の一部を改正する法律の施行に伴い、同法第７８条の４、第１項及び第２項の規

定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

めるものであります。第２条では用語の意義を、第３条では指定地域密着型サービス

事業の一般原則を、第４条から第１０条までは、それぞれの介護の基本方針を定め、

第１１条では福祉施設の基本方針を、第１２条では複合型サービスの基本方針を、第

１３条では指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を規則

に委任し、本年４月１日より施行するものであります

次に、議案第７号について申し上げます。大玉村指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の制定について、申し上げます。介護保険法の一部を改正する法律の

施行に伴い、同法第１１５条の１４、第１項及び第２項の規定に基づき、指定地域密
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着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定めるものであります。第２条では用語の意義を、第３条

では指定地域密着型介護予防サービス事業の一般原則を、第４条から第６条までは、

それぞれの介護の基本方針を定め、第７条では指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

規則に委任し、本年４月１日より施行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。大玉村新型インフルエンザ等対策本部条

例の制定について、申し上げます。病原性が高い新型インフルエンザや同様な危険性

のある新感染症に対して、国民の生命、健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼ

す影響が最小となるようにすることを目的に、「新型インフルエンザ等対策特別措置

法」が制定されたことに伴い、第３７条において準用する第２６条の規定に基づく大

玉村新型インフルエンザ等対策本部条例を制定し、新型インフルエンザ等のまん延防

止のための措置を講ずるものであります。第１条では目的を、第２条では村長を対策

本部長とする組織について、第３条では対策本部における会議の招集、第４条では対

策本部の中に部を置くこととし、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日か

ら施行するものであります。

次に、議案第９号について申し上げます。大玉村が管理する村道の構造の技術的基

準等を定める条例の制定について、申し上げます。「地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、「国

土交通省関係政令の整備等に関する政令の改正による道路構造令の改正」、「道路法

の改正による道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の改正」及び「高齢者、障

がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正による移動等円滑化のために必

要な道路の構造に関する基準を定める省令の改正」がなされました。「国土交通省関

係政令の整備等に関する政令の改正による道路構造令の改正」については、第１次一

括法による道路法第３０条の改正に伴い、都道府県道及び市町村道の構造の一般的技

術基準については、設計車両、建築限界線及び橋等の設計自動車荷重に関するものを

除き、道路構造令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団

体の条例で定めることとされました。また、「道路法の改正による道路標識、区画線

及び道路標示に関する命令の改正」については、第１次一括法による道路法第４５条

第３項の改正に伴い、都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち、内閣府令・

国土交通省令で定める案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸

法を標識令の寸法を参酌し、都連府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団

体の条例で定めることとされました。更に、「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律の改正による移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基

準を定める省令の改正」について、第２次一括法による特定道路の新設又は改築を行

うにあたって、適合させなければならない移動等円滑化のために必要な道路の構造に

関する基準のうち、都道府県道及び市町村道にかかる基準については、移動等円滑化

基準省令で定める基準を参酌して、当該道路の進路管理者である地方公共団体の条例
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で定めることとされました。本村においては、特定道路はありませんが、バリアフリ

ー法第１０条第４項において、道路管理者は、その管理する道路を道路移動円滑化基

準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされており、

特定道路を有しない道路管理者であっても、条例で道路移動等円滑化基準を定める必

要があるとされました。以上の理由により、「大玉村が管理する村道の構造の技術的

基準等を定める条例」を制定するものであります。第１条では条例制定の根拠と目的

を定め、第２条では道路法第３０条第３項に基づき定める村道の構造の技術的基準は、

幅員、線形、視距及び勾配等とし、当該基準は道路法第２９条に規定する道路の構造

の原則に従い、道路構造令で定める基準に準拠し、別に規則で定めることとするもの

であります。第３条では、道路法第４５条第３項に基づき定める村道に設ける道路標

識のうち、内閣府令・国土交通省令で定める案内標識、警戒標識及びこれらに附置さ

れる補助標識の３種類の寸法について、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑

を図るものとし、標識令の規定に準拠し、別に規則で定めることとするものでありま

す。第４条では、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１０条

第１項に基づき定める移動等円滑化のために必要な村道の構造に関する基準は、高齢

者、障がい者等の道路の移動上、利用上の利便性及び安全性の向上を図るものとし、

移動等円滑化基準政令で定める基準に準拠し、別に規則で定めることとするものであ

ります。

次に、議案第１０号について申し上げます。大玉村議会の議員及び大玉村長の選挙

における電磁的記録式投票機による投票に関する条例の一部を改正する条例について、

申し上げます。本案については、平成２３年８月の村議会議員選挙について、電子投

票を実施しない旨、条例改正を行ったところですが、今後も引き続き災害復旧・復興

支援施策に向けて優先的に予算の配分を行う必要があることと、国等における法律整

備も見通しがつかない現状を勘案し、村選挙管理委員会の決定方針を踏まえ、当面の

間、電子投票を実施しないこととする条例の一部改正を行うものであります。

次に、議案第１１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、申し上げます。本案につき

ましては、水道事業の管理運営にあたり、長年の経験と豊富な知域を本村水道事業に

活かしていただくこと、また、優れた技能を後進に伝承していくことを目的に、水道

事業嘱託員を設置するものであります。嘱託員の勤務は、一週間当たり２８時間以内

とし、上下水道課長の指揮監督の下、工務係の職務に従事するもので、報酬月額は、

他の嘱託員等と同額の１３万８,０００円とするものであります。

次に、議案第１２号について申し上げます。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、申し上げます。「東日本大震災に対処するための特別な

財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を

改正する法律施行令」の公布により、震災による被災世帯の所得算定方法が改正、追

加されたことに伴い、条例の附則第３項で準用している平成２３年特別令第１４条第

７項が第８項に繰り下がったため改正するものであり、同時に同項中の文言を整理す



- 19 -

るものであります。

次に、議案第１３号について申し上げます。大玉村重度心身障害者医療費の給付に

関する条例の一都を改正する条例についてを申し上げます。「障害者自立支援法」が

廃止され、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者

総会支援法）」が本年４月１日に施行されることに伴い、本条例の別表１で引用して

いる法律名を改正するものであります。

次に、議案第１４号について申し上げます。平成２４年度大玉村一般会計補正予算

についてであります。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、交

付見込額や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、予算第１条において、既定の予算から歳入歳出それぞ

れ４億６,７２６万６,０００円を減額し、予算の総額を７５億３,４７５万６,０００

円と定めるものであります。第２条では、学校の耐震改修事業や道路、防災設備事業

等の前倒しや精査等による地方債の変更、廃止を、第３条では債務負担行為の変更を、

第４条では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」、８ページ、「第３表 債務負担行為補正」、

９ページ「第４表 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、歳出から説明申し上げます。２８ページ、議会費は、１３万３,０００円の

減。総務費の一般管理費は、所要の精査により３７万９,０００円の補正計上であり、

３０ページにかけての文書広報費は、情報処理事務の精査、確定等により５５８万

１,０００円を減額補正をするものであります。財政管理費は３２万円の補正計上。

財産管理費は事務事業の確定等による減と、事項③であります。土地開発基金買戻

し費用２,５０１万３,０００円、３１ページの下の方にあります。を計上し、合計で

２,４０３万１,０００円の補正となったものであります。３２ページ、企画費は村政

要覧作成費用などの確定により１４５万２,０００円の補正減、基金費は、基金利子

の確定や庁舎建設基金からの繰替運用の返還分で１,９４７万円の計上であります。

諸費は、１,２４６万２,０００円の減額補正であります。事項②の防犯対策関係では、

３万６,０００円の補正減、事項④は財源調整であります。次のページにかけての事

項⑤震災からの農商工復興活性化事業は、事業の見直しや確定等により、１,２４２

万６,０００円の減額計上であります。ふるさと創生事業費は、ふるさとづくり事業

や海外派遣事業の確定等により５９２万８,０００円の補正減。災害対策費は、総額

１億６,４０２万４,０００円の補正減であります。まず、３５ページから３７ページ

にかけての事項①災害対策本部経費は６６６万５,０００円の減、３５ページの一番

下段になります。事項④農業関係除染対策経費１億５,８３５万９,０００円の減、事

項⑥米全袋検査費用は１００万円の増と、それぞれ事務事業の精査等による補正計上

であります。税務総務費は、職員手当等で４４万円の補正計上であり、賦課徴収費は

財源調整であります。戸籍住民基本台帳費は、戸籍総合システムリース料等の確定に

より、６０８万８,０００円を減額するものであります。３８ページをお開きくださ

い。衆議院議員総選挙費８３万８,０００円の減は、事務費確定によるものでありま
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す。監査委員費は、３,０００円の補正減。次のページにかけての民生費、社会福祉

総務費は、職員人件費等で２２万６,０００円、事項⑤の羅災見舞いに要する経費で

は、対象者がなかったため２９９万円の減、事項⑦国保特別会計に要する経費は、確

定等による補正減２６８万３,０００円の計上であります。老人福祉費におきまして

も、職員人件費等や居宅老人等の対策費、老人健康管理事業について、所要の精査等

により１３９万４,０００円を減額計上するものであります。児童福祉総務費は、障

がい児童自立支援金の所要見込額５万円の計上。４２ページ、児童措置費は、シス

テム改修費の確定等により２７６万５,０００円の減、保育所費は保育業務委託料等、

所要の精査による補正減４２４万２,０００円の計上。款４衛生費の保健衛生総務

費は、職員共済組合負担金で１２万７,０００円の計上、予防費は予防接種委託料で

１,００３万円の減額計上、環境衛生費は住宅用エネルギー設備設置補助金で５０万

千円、次のページで墓地環境整備事業補助金で１６万８,０００円、水道事業会計

繰出金２３０万９,０００円の減となり、合計１６４万１,０００円の減額補正であ

ります。保健師設置費は８万４,０００円、保健センター管理費は、燃料費等１６万

９,０００円の補正計上。款５労働費の緊急雇用創出事業費は、雇用実績と今後の所

要見込額を勘案のうえ、３０５万２,０００円を補正減するものであります。４６ページ、

款６農林水産業の農業委員会費は、事務費確定により４万１,０００円。農業総務費

は職員共済組合負担金で２９万７,０００円と、それぞれ補正計上をしたものであり

ます。農業振興費は、環境保全型農業関係の確定等により１９７万６,０００円の補

正減、地域農政推進対策費についても、事務事業の確定等により２１万３,０００円

の補正計上となったものであります。畜産業費は、畜産振興に要する所要見込額１０９

万１,０００円の計上。４８ページ、農地費は、農地・水保全管理支払交付金関係事

業等で１３７万９,０００円の減、環境改善センター管理費は５,０００円の増、農業

集落排水事業費は特別会計への繰出金で６３７万６,０００円の補正減、農地再生費

は１６７万３,０００円の減と、それぞれ所要見込額の確定等に伴う補正計上であり

ます。林業振興費は、６０万２,０００円の補正減であります。款７商工費の商工振

興費は保証料補助金で５０万円の減、５０ページにかけての観光費は事務事業の確

定等により５５万円の減と、それぞれ計上したものであります。款８土木費の土木

総務費は、財源調整であります。道路維持費は、１,０００円の補正計上。道路新設

改良費は、所要見込の確定等により、６４４万円の減額計上。橋梁維持費は、９万

１,０００円の補正計上。５２ページ、河川総務費は、安達太良川筋河川整備事業の

所要見込額１８０万２,０００円の計上。都市計画費は、財源調整であります。住宅

管理費９０万２,０００円の減は、木造住宅耐震改修支援事業費の確定等によるもの

であります。款９消防費の非常備消防費は、団員報酬等、所要見込額１０８万円の

計上。消防施設費は、事業確定による補正減８７万９,０００円の計上であります。

５４ページ、教育費の事務局費は、３３５万９,０００円の補正計上。まず、事項

①では職員共済組合負担金で３７万１,０００円、事項②の管理運営経費で４３万

９,０００円、事項③スクールバス運行経費で１４７万９,０００円、事項⑨の特別教
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育支援員配置関係で１３万３,０００円、事項⑩の非常勤講師配置で１０２万７,０００

円、事項⑫の幼小中連接関係と事項⑬のコミュニティ・スク－ル関係経費は組替、

５６ページにかけての事項⑭の平和教育推進に要する経費は９万円の減と、それぞれ

所要の精査を行い、積算計上したものであります。耐震改修事業費は、中学校体育館

改築事業費を２３年度繰越明許事業として発注したことによる減額２億９,１４７

万円の計上であります。小学校の学校管理費は所要の見込や事業の精査により９０万

５,０００円の減、教育振興費は教材備品５万２,０００円の計上であります。５８ペ

ージ、中学校費の学校管理費は８万８,０００円、教育振興費で１０万円の補正計上。

これらは、電気料や修繕料等の所要見込の計上であり、幼稚園費は、職員共済組合負

担金や修繕料等４０万７,０００円の補正計上であります。社会教育総務費は、社会

教育事業や放課後子ども教室、次のページにかけての学校支援地域本部事業にかかる

事務事業費の確定等により、６１万５,０００円の減額補正となったものでありま

す。公民館費、文化財保護費につきましても、事務事業の確定等による補正減１５３

万９,０００円、３４万４,０００円の計上であり、ふるさとホール管理費は、備品修

繕料７万８,０００円の補正計上。６２ページ、保健体育総務費は、事務事業の確定

等により６０万３,０００円の補正減。体育施設費は、体育館やプールにおける所要

見込額８９万７,０００円の計上。款１１災害復旧費の農地農業施設災害復旧費は、

事業の取り止めや事業費確定等に伴う補正減２,２４１万２,０００円の計上でありま

す。林業施設災害復旧費につきましても、確定等による補正減６０万円の計上。６４

ページ、予備費は、調整財源として４,３０２万７,０００円の補正計上であります。

続いて、歳入について申し上げます。１４ページ、村税は、個人村民税・滞納繰越分

で１４０万円、法人村民税は、業績の改善等により２,９６９万９,０００円の補正計

上。固定資産税は、滞納繰越分で７７２万４,０００円の補正。たばこ税や入湯税に

つきましても、収納見込額の精査により、それぞれ１,５９９万７,０００円、１８８

万９,０００円の補正計上であります。自動車重量譲与税は、１８２万６,０００円、

地方消費税交付金は３１９万２,０００円、自動車取得税交付金は５１６万６,０００

円の計上であります。これらにつきましても、所要の精査による交付見込額を計上し

たものであります。１６ページ、地方交付税は、三ツ森池災害復旧事業負担金の確定

等による震災復興特別交付税の減額１０５万円の計上。分担金及び負担金の災害復旧

費分担金は、事業の縮小等により、４９０万８,０００円の減、民生費負担金は保育

料の減４５６万円の減額計上であります。使用料及び手数料の総務使用料はふれあい

センター使用料で１万７,０００円、農林水産使用料は堆肥センターコンテナ使用料

で１８万７,０００円、商工使用料ではアットホームコテージ使用料の減で６０万円、

土木使用料は道路占用、道水路等使用料、公営住宅使用料で６万７,０００円の補正

計上であります。土木手数料は、屋外広告物許可申請手数料１０万円の計上でありま

す。１８ページにかけての民生費国庫負担金は、４,０００円の補正減。土木費国庫

補助金は事業費の確定等による補助金の減、８７万９,０００円の補正計上。教育費

国庫補助金は、耐震改修事業の前倒しによる減６,８００万円の計上であります。災
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害復旧費国庫補助金は事業等の精査による減で、８１９万１,０００円の減額計上

であります。民生費県負担金は、６万７,０００円の減額補正であります。総務費

県補助金は再生可能エネルギー事業可能性調査費で３０万円、農業系汚染廃棄物処

理事業では処理量の減に伴う補正減１億２,３７５万円など、合計１億７,４３４万

５,０００円の減額計上となったものであります。１８ページ下段から２０ページに

かけての民生費県補助金６５万８,０００円の減は、放課後子どもプラン推進事業で

９５万６,０００円の減、子どもの医療費助成で５００万円、安心子ども基金特別対

策事業費で２７６万５,０００円の減、多子世帯保育料軽減事業で１５５万９,０００

円の減となったことによるものであります。労働費県補助金は、緊急雇用創出事業に

おける所要見込の精査により、３０５万２,０００円の減額を計上したものでありま

す。農林水産業費は、営農再開支援事業費など２６６万８,０００円、土木費県補助

金は、６万４,０００円の補正減であり総務費委託金は、権限移譲交付金や県民税徴

収事務取扱交付金、衆議院議員選挙執行経費など、交付決定等に基づく補正額５９万

７,０００円の計上。教育費委託金は、放課後子ども教室や学校支援地域本部事業委

託金として、４１万５,０００円を計上したものであります。財産収入の財産貸付収

入は土地貸付料で９万４,０００円、次のページにかけての利子及び配当金は、各種

基金利子収入２９万７,０００円の計上であります。不動産売払収入は、玉井字築舘

地内分譲地等の売却代金４０５万７,０００円、物品売払収入は、公用車の処分によ

る収人で１１万８,０００円、生産物売払収入は、森林整備加速化・森林再生基金事

業により、実施した公有林の間伐材の売払代金１５５万２,０００円の計上でありま

す。寄付金は、一般寄付金で、大山字柿崎、鈴木一守氏より３０万円、にじいろフリ

ーマーケット実行委員会より１万３,７２１円をいただいたものであります。災害対

策費寄付金は、横浜在住の杉本芙紗子氏より１万円、歌手の紅晴美氏より７万円、椚

山青年会より４,８８４円の寄付をいただいたものであります。ふるさと納税寄付金

は、東京在住の高野直人氏より１５万円、高知大学より２万円の寄付を計上したもの

であります。教育費寄付金は、秋田県仙北市立西明寺小学校から玉井小学校活動費と

して５万１,２５０円の寄付をいただいたものであります。繰入金は財政調整基金で

３,５００万円の減、庁舎建設基金で２,６６８万９,０００円の減、あだたらフレッ

シュ基金で６１６万４,０００円の減、復興基金で２,５９８万５,０００円の補正減

であります。これらは、基金充当事業にかかる事務事業の確定や一般財源の増により、

それぞれ取崩しを減額するものであります。２４ページ、諸収入の延滞金は、５２万

３,０００円の補正計上。農業費受託事業収入は、交付決定により４万円の計上。雑

人は、１,６１０万８,０００円の補正計上であります。内訳は、後期高齢者医療広域

連合より本村からの出向職員人件費として９８０万円、堆肥売捌等代金として１０５

万２,０００円、市町村振興宝くじ交付金で５４９万４,０００円などによるものであ

ります。村債の総務費は公用車購入事業で７０万円の減、民生債対象者がなかったこ

とによる減、土木債は事業費確定等によるもので３８０万円の計上、消防債について

も事業費の確定により３９０万円を減額するものであります。２６ページ、教育債は、
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中学校体育館の耐震改修を前年度予算での対応としたため、１億９,４２０万円の減

額計上となったものであります。災害復旧債は、農地農業施設災害復旧事業の確定等

により、３４０万円を減額計上したものであります。以上、一般会計について申し上

げました。よろしくお願いをいたします。

次に、議案第１５号、平成２４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。今回の補正は、医療費の状況と国保税や療養給付費等、国庫負担金等、

歳入の収納状況を勘案して、調整をするための編成をしたものであります。補正予算

第５号は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ５,２６７万１,０００円を追加し、

予算の総額を９億６,０２７万８,０００円とするものであります。それでは、歳出よ

りご説明申し上げます。７４ページ、総務費の一般管理費は、職員共済組合負担金６

万円の計上。款２の保険給付費は、充当財源の調整等による財源調整であります。下

段の後期高齢者支援金や７６ページの介護納付金についても同様であります。共同事

業拠出金の高額医療費共同事業拠出金は３万円、保険財政共同安定化事業拠出金は、

４９３万４,０００円の補正計上であります。これらは、いずれも医療費の実績を踏

まえ、国保連合会に拠出するものであります。諸支出金は、前年度療養給付費等の確

定による超過交付額の返還金６１９万３,０００円の計上。予備費は、今後の調整・

留保財源として４,１４５万４,０００円の補正計上であります。続いて、歳入につい

てご説明申し上げます。７０ページ、国民健康保険税は、これまでの収納状況等を踏

まえ、一般被保険者国民健康保険税で４５２万４,０００円、退職被保険者等国民健

康保険税１８５万１,０００円の補正計上であります。国庫支出金の療養給付費等

負担金は、これまでの保険給付費等の状況に基づく交付見込額３,２２８万６,０００

円の計上であります。７２ページ、療養給付等交付金は、退職者医療費交付金で

１,５５８万２,０００円の減額計上。共同事業交付金の高額医療費共同事業交付金は、

９８６万９,０００円、保険財政共同安定化事業交付金は、２,２４０万６,０００円

であります。これらは、交付見込額の確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、保険基盤安定制度や財政安定化支援事業等の確定等により、２６８

万３,０００円の補正減となったものであります。

以上、国民健康保険特別会計補正予算について、説明申し上げました。よろしくお

願いをいたします。

続きまして、議案第１６号について申し上げます。平成２４年度アットホームおお

たま特別会計補正予算について申し上げます。７９ページ、今回の補正は、入込客数

の推移や所要見込額等の精査、整理を行い、既定の予算から４９５万円を減額し、予

算の総額を１億１,２３０万３,０００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。８４ページ、総務費の一般管理費は、８万４,０００円の補正計上。

管理運営費の施設管理費は財源調整であり、施設運営費は、寝具類のクリーニング代

２０万円の計上。予備費は、財源の調整を行い、５２３万４,０００円の減額計上と

なったものであります。続いて、歳入について申し上げます。８２ページ、使用料の

施設使用料はこれまでの入込客数等の状況等を勘案し、宿泊料で５０万円、休憩料で
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１３０万円、入浴料で１００万円と、合計２８０万円の減額計上であります。受託事

業収入は、コテージ等の管理業務にかかる事業収入５５万円の補正減であります。雑

入は、売店や料飲収入等１６０万円の減額計上であります。

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１７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

業特別会計補正予算についてであります。８７ページ、今回の補正は、施設管理にか

かる所要額の精査等を行い、既定の予算から歳入歳出それぞれ４３７万６,０００円

を減額し、予算の総額を１億４０１万７,０００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。９２ページ、農業集落排水施設維持管理費は、電気料や管理

業務委託料等の所要見込みにより、４５万６,０００円の減額計上。公債費は財源調

整を行い、予備費は３９２万円補正減であります。続いて、歳入について申し上げま

す。９０ページ、施設使用料は２００万円の補正計上。繰入金の一般会計繰入金は、

会計全体の収支状況を踏まえ、減額６３７万６,０００円の計上をしたものでありま

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。

次に、議案第１８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

補正予算についてであります。９５ページ、今回の補正は、先行取得した土地代金の

繰上げと既存取得予定地の所要額や繰越明許費設定のための予算を編成するため、既

定の予算の総額に歳入歳出それぞれ２,７０１万３,０００円を追加し、予算の総額を

８,７５１万８,０００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。

１０２ページ、土地開発基金費は２,５０１万３,０００円は、これまでの先行取得費

を土地開発基金に積み戻すための予算計上であります。土地取得費の２００万円は、

村民グランド駐車場用地取得における追加所要見込額２００万円の計上であります。

なお、この追加所要見込額を含めた合計２,００１万７,０００円については、９７ペ

ージ掲載のとおり、繰越明許事業として取組むものであります。続きまして、歳入に

ついて申し上げます。１００ページ、財産収入の不動産売払収入は、土地開発基金に

より先行取得した土地について、その代金を一般会計で買戻すものであり、それらを

土地売払代金２,５０１万３,０００円を補正計上するものであります。繰入金２００

万円は、追加所要見込に充当するため、基金より取崩すものであります。

以上、土地取得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。

続きまして、議案第１９号について申し上げます。平成２４年度大玉村介護保険特

別会計補正予算についてであります。１０５ページ、今回の補正は、介護サービス利

用動向や所要見込の精査を行い、保険事業勘定の既定の予算に８８万２,０００円を

追加し、予算の総額を６億３,２３３万７,０００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。１１０ページ、総務費の一般管理費は、４７万６,０００円
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の補正減。介護認定審査会費は、電算処理業務委託料１４万７,０００円の計上。保

険給付費につきましては、介護サービスの利用動向を踏まえ、居宅介護サービス給付

費は１,０００万円、地域密着型介護サービス給付費は１,０００万円の減、施設介護

サービス給付費は８５８万７,０００円、１１０ページから１１２ページにかけての

居宅介護サービス計画給付費は３００万円と、それぞれ計上したものであります。ま

た、介護予防サービス給付費や介護予防福祉用具購入住宅改修費も同様で、それぞれ

７００万円、１００万円の減額補正であります。特定入所者介護サービス費について

も２００万円の補正減。次のページにかけての地域支援事業の包括的支援事業費は、

職員共済組合負担金８万８,０００円の計上。諸支出金の介護サービス費支援費は、

介護保険財政安定化のため、半壊以上被災された被保険者やサービス利用者に対する

前年度分にかかる支援措置５３万７,０００円の計上であります。予備費は、１,０００

円を減額し、調整を図ったものであります。続いて、歳入について申し上げます。

１０８ページ、国庫支出金の介護保険災害臨時特例補助金は、災害にかかる臨時特例

補助金５３万６,０００円の計上。繰入金のその他一般会計繰入金は、職員給与費等

繰入金で２４万１,０００円の計上。介護保険財政安定化基金特例交付金基金繰入金

は基金取崩し、５８万７,０００円の補正計上。

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。

続きまして、議案第２０号について申し上げます。平成２４年度大玉村水道事業会

計補正予算について申し上げます。１１７ページ、今回の補正は、収益的収支や資本

的収支の所要見込等の精査による財源調整等のための編成をしたものであります。補

正予算第２条では、水道料金や一般会計繰入金、固定資産除却費等の調整により、予

算の総額を１億４,３４２万７,０００円とし、同第３条では、企業債の廃止や拡張整

備費の減額等により、資本的収入の額を２,０００円、資本的収入の額を８,０９９万

５,０００円と定め、留保資金の充当額等を変更するものであります。１１８ページ

の第４条では、企業債の廃止について定めるものであります。１２０、１２１ページ

は、予算実施計画であります。１２２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、給水収益で水道料金４５０万円の計上。営業外収益の他会計

繰入金は２３０万９,０００円の補正減であります。支出では、営業費用の総係費で

１１万６,０００円、資産減耗費で有形固定資産除却費２０７万５,０００円の計上。

１２４ページ、資本的収支の明細書であります。収入の企業債につきましては、当初

予定の「石綿管布設替工事全体計画策定業務」を変更したことによる減、３,５００

万円の計上であります。支出の拡張整備費は、測量設計業務等２,６５１万５,０００

円の補正減であります。

以上、水道事業会計補正予算について申し上げました。よろしくお願いをいたしま

す。

◇ ◇ ◇

○議長（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
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たします。

（午前１１時５２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） 議案第２１号、平成２５年度大玉村一般会計予算について、説明を

いたします。

本年度の予算編成に当りましては、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放

射性物質による汚染からの再生、復興を最重要施策と位置付け、安全、安心な村民の

暮らし、次代を担う子どもたちの健康と命を守るため、全力を挙げて放射線量の低減

化に取り組むことといたしました。また、村づくりの基本理念の実現に向け、定住人

口の増加対策の推進により、活力ある村づくり、安心して暮らせる環境整備、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、復興、再生に向

けた農商工連携による地域興しや再生可能エネルギー利用の推進、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

ましては、まず、歳入関係では、村税において、法人村民税やたばこ税等で増収が見

込まれ全体で８.３％の増となっております。地方交付税等については、ほぼ前年度

並みの額の確保を見込んだところであります。県支出金は、除染関連対策費用で５１

億円を見込むなど、総額５４億円を超える大幅な伸びとなっております。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の取崩しや繰替運

用、復興基金の活用など、弾力的運用を図ることとしております。地方債は、前年度

に小中学校の耐震改修があったことにより大幅な減額となっておりますが、本年度に

おいては臨時財政対策債のほか、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諸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、小水力発電詳細設計業務、6

次産業化推進のための環境整備事業、太陽光発電設置及び設置補助事業、緊急雇用創

出事業、中山間地域等や農地・水保全に関する支払制度事業、耕作放棄地解消事業、

社会資本整備総合交付金による道路改良整備事業、消防自動車更新事業、村民テニス

コート改修事業などに加え、子育て支援や各種予防接種等による保険医療等の充実、

学校等への非常勤講師、特別教育支援員の配置、交通、防犯対策、観光の振興などを

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。これら予算の効率的、積極的な取組により、住民が主役を

基本とした住民自治の村政執行に全力を注ぎ、「住んでいて良かったと実感できる

村」「小さくても輝く大いなる田舎 大玉村」実現のため、議員各位のより一層のご
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支援、ご協力をお願いするものであります。

それでは、予算書により説明したします。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をい

たします。１ページ、平成２５年度の一般会計当初予算の総額は、８９億８,１６５

万２,０００円となり、３６％増となった前年度予算と比較しても、除染対策事業等

の増により額で４０億７,２８３万５,０００円、率で８３％の増となっております。

次に、予算第２条で定める債務負担行為の事項、期間及び限度額については、６ペー

ジの「第２表 債務負担行為」のとおりであります。予算第３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、７ページの「第３表 地方債」のとおりであ

ります。予算第４条は、一時借入金の限度額を従来の５億円から１０億円に、第５条

は、予算の流用について定めるものであります。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、款ごとに前年度との比較になっております。１０ペ

ージは、歳出についての前年度との比較、予算額の財源内訳となっております。では、

歳出から款ごとに、事項別明細書により説明を申し上げます。４０ページ、議会費は

議会の管理、運営に要する費用として、対前年度比１.９％減の７,２０２万９,０００

円の計上であります。４２ページ、総務費は５８億４,１６７万２,０００円の計上

で、対前年度比２５８.６％の増であります。一般管理費は、庁内共通経費など２億

３,７４４万５,０００円の計上です。５１ページの財産管理費では、分庁舎の改修や

大山小学校駐車場の整備費で１,６００万円、公用車購入費用５８０万円を計上した

ところであります。５２ページには企画費を、５４ページには交通対策費を、５６ペ

ージの基金費では、基金利子の積立や繰替運用にかかる返済分について計上をいたし

ました。５９ページ、諸費の事項⑤では、農商工連携による６次産業化の推進に要す

る経費２,４３０万１,０００円を計上。６１ページの上段の事項⑥では、小水力発電

導入に要する経費１,５６３万円の計上であります。ふるさと創生事業費は、２,６７２

万５,０００円の計上。６２ページ、災害対策費５１億７,０７０万２,０００円の計

上。事項①の災害対策本部経費は９３万８,０００円、事項②は、震災による道路

陥没等に対処するための費用５００万円の計上。事項③は、線量低減化活動費として

住宅等除染に要する費用等、総額５０億９,２９８万４,０００円の計上であります。

６５ページの事項④は、農業関係除染対策経費７,０９８万円、６７ページの事項⑤

は、米全袋検査に要する経費、８０万円の計上。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ページからは選挙費を、７４ページからは統計調査費、

監査委員費の計上であります。７８ページ、民生費は、１０億３,４５８万７,０００

円の予算計上。前年度に比べ、１億４,２２６万４,０００円、１５.９％の増となり

ましたが、これは、昨年度まで衛生費で予算化していた「後期高齢者医療制度関係経

費」を民生費に改めたための増によるものが大きな要因であります。主な事業として

は、７９ページ下段の事項③、社会福祉協議会に要する経費として５,０３３万円、

８１ページ下段の事項⑦、国保特別会計に要する経費は、８３ページ上段に記載の国

保財政安定化調整事業費７,６００万円を含む１億３,２９７万円の計上であります。
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８５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、２,１８２万

８,０００円、事項③の障害者自立支援法に要する経費は、１億４,１１５万９,０００

円の計上。８７ページの老人福祉費の下段、事項③は、居宅老人等の対策費で５３９

万６,０００円、８９ページの事項④、高齢者の地域活動等に要する経費で５１７万

１,０００円、９１ページの事項⑥では、衛生費から移し換えた後期高齢者医療制度

に要する経費１億４５９万１,０００円を計上しております。９３ページ、児童福

祉総務費の事項③では、少子化対策経費で３５７万円、事項④は、新規事業で、養育

医療費助成に要する経費として６０万４,０００円の計上をしたところであります。

９５ページの児童措置費では、児童手当支給で１億５,９７６万３,０００円、事項②

の子育て支援医療費等の助成に要する経費で５,２９８万８,０００円の計上でありま

す。９８ページ、衛生費は、対前年度比４.７％減の４億５９７万５,０００円の計上。

１０３ページ、保健衛生総務費の事項⑥、検診事業に要する経費は１,９８８万円、

１０５ページの事項⑧では、原発事故関連健康管理事業に要する経費として、６７７

万９,０００円の計上であります。１０７ページ、予防費の事項②は、妊産婦健康管

理に要する経費７６２万２,０００円を、事項③では、おたふく、水痘、ロタウイル

スを含めた予防接種事業経費３,７７４万９,０００円の計上。１０９ページから１１１

ページにかけての環境衛生費では、太陽光発電設置工事費５,９００万円や住宅用エ

ネルギー設備設置補助金２５０万円など、６,６７３万９,０００円を計上したところ

であります。事項③では合併処理浄化槽の推進に要する経費９６７万２,０００円

を、事項④では、斎場の管理運営経費として、広域行政組合負担金１,１６７万円を、

事項⑤では水道事業会計への繰出金２,０９５万５,０００円をそれぞれ計上いたし

ました。１１２ページの保健センター管理費では、太陽光発電設置のための屋根改修

工事費２,５００万円を計上しており、下段の款５労働費は、対前年度比３２％減の

２,２９３万３,０００円の予算計上。１１４ページの緊急雇用創出事業は、引き続く

厳しい雇用情勢を踏まえ、道路等の環境整備や放射線量測定事業、耕作放棄地解消等

のため、２,２７８万３,０００円を計上するものであります。１１６ページ、農林水

産業費は２億７,３５０万１,０００円の計上となり、前年度に比べ３.３％の減とな

っております。農業委員会費は、５４７万１,０００円の計上。１２１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で４,４２９万円、１２３

ページにかけての事項③、産業振興センターの管理運営費では、１,６６９万２,０００

円の計上。１２４ページからの畜産業費は、２,０１７万１,０００円の計上でありま

す。１２８ページの農地費は、農地・水保全管理支払交付金や土地改良区維持管理事

業補助金など９６６万３,０００円の計上であります。１３１ページの環境改善セン

ター管理費では、駐車場整地工事費３００万円を計上しております。農業集落排水事

業費は、特別会計への繰出金６,５２１万７,０００円、農地再生費では、耕作放棄地

解消対策協議会への補助金等２３５万５,０００円の計上であります。１３０ページ

から１３４ページにかけての林業振興費は、有害鳥獣捕獲や松くい虫防除事業、ふれ

あい村民の森管理、緑化推進事業費など７６５万８,０００円の計上です。商工費は、
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対前年度比４.２％減の４,４４４万２,０００円の計上であります。商工振興費は、

商工会等に対する運営補助金や支援事業、制度資金の原資の拠出など３,０４８万

１,０００円を計上したところであります。１３６ページの観光費につきましては、

コテージの計画的な維持補修と観光振興のための予算１,３９６万１,０００円を計

上。土木費は、対前年度比３２.３％増にあたる３億２３９万３,０００円の計上であ

ります。１３８ページ下段からの道路維持費は、村道維持補修工事費等７,９３０万

７,０００円の計上。１４０ページからの道路新設改良費は、補助事業として南町・

山口線改良、仮称大玉西部幹線横断道としての問黒・皿久保線の測量設計、谷地・戸

ノ内線の測量設計を単独事業として、石橋・中森線や的場５号線、岩高・舘野線など

の測量設計等に係る経費を計上したものであります。１４２ページの河川費は、安達

太良川筋の整備費１,０００万円の計上。１４４ページの住宅管理費では、住宅耐震

改修及びリフｫーム支援事業に要する経費８９０万７,０００円を計上したところであ

ります。１４６ページ、消防費は１億４,９５８万５,０００円で、前年度に比べ１６.３

％の減であります。常備消防費は、安達地方広域行政組合消防費負担金で１億９６０

万８,０００円の計上であります。１４８ページの消防施設費では、備品購入費にお

いて、消防活動備品や小型動力ポンプ付積載車購入費用など、９５７万５,０００円

を計上したところであります。教育費は、対前年度比３６.９％減の４億４,９６７万

１,０００円の計上。この減額につきましては、中学校体育館の耐震改修事業費を計

上していたことによるものであります。１５３ページ、事務局費の事項③は、スクー

ルバス運行経費で１,２０６万７,０００円を、事項④は、外国青年招致に要する経費

５４６万２,０００円を、１５５ページ下段からの事項⑧では、スクールソーシャル

ワーカー活用事業で２８４万６,０００円、１５７ページの事項⑨では、特別支援教

育支援員配置に要する経費で８００万円、下段のコミュニティ・スクール推進に要す

る経費で２２８万１,０００円、１５９ページ下段の事項⑭では、小中学校雪上体育

体験に要する経費２６３万８,０００円を計上しております。１６０ページからは、

玉井・大山両小学校にかかる学校管理費、教育振興費に関する経費を計上したもので

あります。１６３ページ下段には、工事請負費で大山小学校の教室床張替工事やプー

ル漏水修理工事等１,１６７万円を計上。１６６ページ、中学校費は、１６９ページ

の工事請負費で武道館の落雪よけ屋根設置工事２５０万円の計上で、教育振興費と

合わせて２,２７３万３,０００円の予算計上であります。１７０ページからの幼稚

園費は、幼稚園の管理、運営経費や預かり保育等に要する経費８,４８５万円の計上。

１７４ページ下段からの社会教育費は、総額で２,３３１万５,０００円の計上。１７７

ページ下段、社会教育総務費の事項③で、放課後子ども教室に要する経費１３２万

１,０００円、次のページの事項④では、学校支援地域本部事業に要する経費１０５

万４,０００円を計上しております。１８４ページからの保健体育費は、総額で１億

１,６３０万８,０００円の計上。保健体育総務費の事項②では、駅伝大会に要する経

費で１８８万５,０００円、下段の事項④で、総合型地域スポーツクラブに要する経

費３０１万３,０００円を計上しております。１９１ページ、体育施設費の工事請負
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費では村民テニスコート改修工事費３,６００万円を計上したところであり、給食セ

ンター費は、本宮方部学校給食センターの運営にかかる負担金３,９６３万円の計上。

災害復旧費は、総額２０５万６,０００円の計上。１９３ページ上段の農地農業施設

災害復旧費では、県営災害復旧事業として、三ツ森ため池災害復旧事業負担金１９６

万６,０００円を計上。款１２公債費は、対前年度比５.２％減にあたる３億５,３９４

万円の計上であります。なお、地方債の現在高等については、１９６、１９７ページ

に記載のとおりであります。１９２ページの下段、諸支出金は、２万円の存目計上。

１９４ページの予備費は、調整財源として、前年度に比ベ１７.７％増となる２,８８４

万８,０００円の予算計上であります。

続きまして、歳入について説明を申し上げます。１２ページ、村税は、前年度に比

べ６,１２５万８,０００円、８.３％増となる７億９,６１２万１,０００円の計上。

個人村民税は、所得割や譲渡分の収納見込の増により２億６,５６７万５,０００円、

法人村民税は、６７.６％増の５,７７６万８,０００円の計上。固定資産税は、前年

度並みの３億４,２３３万円、軽自動車税は、賦課台数の増等により２,２５４万

４,０００円、たばこ税は、税率配分の改定等により３６.７％増となる９,３２９万

３,０００円とそれぞれ計上したものであります。１４ページ、入湯税は、入込客数

の回復基調を見込み１,２００万円を計上したところであります。款２の地方譲与

税は、対前年度比４.６％減の６,９１１万５,０００円、利子割交付金は１２１万

７,０００円、配当割交付金は６５万６,０００円、株式等譲渡所得割交付金は１０万

円、地方消費税交付金は０.４％増の６,１５６万５,０００円、ゴルフ場利用税交付

金は１,３１０万４,０００円と、それぞれ現下の経済情勢や予算編成指針を踏まえ、

積算計上したものであります。１６ページ、自動車取得税交付金につきましても編成

指針に基づく計上で、１,１６７万円を積算したものであります。款９の地方特例交

付金は、住宅ローン減税にかかる減収補てんとして４８８万６,０００円の計上。地

方交付税は、対前年度比０.３％増にあたる１４億６,５００万円の計上。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臨時特例対応分や別

枠加算の状況臨時財政対策債の配分及び国税５税や地方税の動向等を勘案、積算し、

１４億１,０００万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、

震災復旧事業にかかる震災復興特別交付税５００万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１８１万５,０００円、１８ページにかけての款

１２の分担金及び負担金は、老人福祉施設入所費や保育料等１,５３５万１,０００円

の計上。款１３の使用料及び手数料は、行政財産、産業振興センタ一、道路占用、公

営住宅使用料や幼稚園授業料等、２０ページ上段の社会体育施設使用料等、対前年度

比１.５％増の４,７６２万円の計上であります。款１４国庫支出金は、対前年度比

７.８％減の２億８,０４５万９,０００円の計上。２２ページにかけての民生費国庫

負担金では、障害福祉サービス等給付費や児童手当等で１億７,８７７万２,０００円、

国庫補助金では、土木費国庫補助金の社会資本整備総合交付金で９,０００万円など、

９,９８５万９,０００円の計上。委託金では、国民年金事務費や、次のページのコミ
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ュ二ティスクール推進事業費などで１８２万８,０００円を計上しております。県支

出金は、５４億６,５７８万３,０００円の計上。前年度に比べ４３億４７万６,０００

円、３６９％増であります。まず、県負担金では、国保基盤安定負担金や後期高齢者

医療保険基盤安定負担金等で８,５９８万１,０００円の計上。県補助金では、総務費

県補助金において、災害対策補助金５１億６,４５１万７,０００円の計上。これらは、

住宅や農地等の除染対策費、農業系汚染廃棄物処理及び線量計等整備支援に要する補

助金の計上であります。２６ページの中段、衛生費県補助金では再生可能工ネルギー

導入等防災拠点支援事業費６,３１０万円、農林水産業費県補助金では、中山間地域

等直接支払事業費３,１８１万１,０００円。２８ページの教育費県補助金で、被災児

童生徒就学援助費等で５０４万２,０００円を計上しております。委託金は、総務

費委託金、徴税費委託金の個人県民税徴収取扱費で１,２４７万７,０００円、３０ペ

ージの教育費委託金、学校教育費委託金のスクールソーシャルワーカー派遣や放射

線から子どもの健康を守る支援事業費で３７０万５,０００円など、総額２,６３３

万７,０００円の計上であります。財産収入は、対前年度比３.８％増の２,４３７万

３,０００円の計上。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貸付

や教員住宅、光ファイバー網の貸付など、２,１８２万５,０００円の計上。利子及び

配当金は、各基金から発生する利子収入２５４万４,０００円の計上。３２ページ、

寄付金は存目計上。繰入金は、対前年度比１０.３％減の３億８,３９１万６,０００

円の計上。基金繰入金では、財政調整基金取崩しで２億１,０００万円。庁舎建設基

金は、保健センター屋根改修工事等での取崩しと繰替運用で９,４７０万円、３４ペ

ージの復興基金繰入金は、観光、物産ＰＲ事業等、復興再生に向けた事業に充当する

ため、３,６８５万１,０００円の予算を計上したものであります。繰越金は、前年度

と同額８,０００万円の計上。諸収入は、５,４８９万８,０００円、対前年度比１９

％増となるものであります。貸付金元利収入は、農業後継者育成資金、中小企業融資

対策にかかる預託貸付元利収入２,５３０万１,０００円の計上。３６ページから３８

ページにかけての雑入では、県後期高齢者医療広域連合事務局職員人件費負担金９８０

万円や下段の堆肥売捌等代金７０３万円、次ページの消防環境整備交付金５４７万

５,０００円などを計上したところであります。村債は、対前年度比５２.８％減にあ

たる２億４００万円の計上。総務債３１０万円は、地域活性化事業として低公害車購

入事業に充てるものであります。民生債は、災害援護資金貸付のため１５０万円、土

木債４,３５０万円は道路新設改良事業に、消防債５９０万円は小型動力ポンプ付積

載車購入事業に、それぞれ充当する予算計上。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、１億５,０００万

円の予算計上であります。続きまして、１９６ページ、地方債の現在高の見込に関す

る調書であります。１９７ページの右下の額３７億６,６２９万２,０００円が２５年

度末の現在高見込額であります。その上の額、１９億５,６８４万５,０００円は、地

方交付税に代わって、自治体が起債を発行する「臨時財政対策債」の年度末現在高見

込額であります。現在高総額の５２％を占めるものであります。１９８ページは、債
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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。２５年度以降の債務負担

行為４事業の支出予定額は、７,８３５万７,０００円となるものであります。２００

ページからは給与費の明細について、２１２ページには、性質別、目的別の歳出予算

分類表を掲載しております。

以上、平成２５年度の一般会計予算について、説明申し上げました。よろしくお願

いをいたします。

続いて、議案第２２号について申し上げます。議案第２２号、平成２５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。２１５ページ、本年度の予算に

つきましては、景気の低迷による離職者や低所得者の国保加入が依然増加傾向にあり、

かつ一般被保険者にかかる保険給付費についても増加傾向にある中、国県支出金等の

財源については多くを望めず、引き続き非常に厳しい状況下での編成となりました。

編成の基礎となる医療費につきましては、保険給付費の過去３か年の実績と伸び率を

踏まえ、予算計上をしたものであります。本年度予算の総額は８億４,２０１万円と

なり、前年度に比べ５,５３７万５,０００円、率にして７％の増となりました。それ

では、歳出より申し上げます。２３２ページ、総務費は、国保事務にかかる一般管理

経費２,３６８万９,０００円の計上。２３４ページ下段からの款２保険給付費は５億

３,８５５万６,０００円で、３,２８１万４,０００円、率にして６.５％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踏まえ、計上したものであります。

２４２ページ、後期高齢者支援金等は１億１,２６８万７,０００円で、前年度に比べ

１,７７５万５,０００円の増額であります。これは、高齢者の医療の確保に関する法

律に基づき、社会保険診療報酬支払基金に支出するものであります。前期高齢者納付

金等は２７万７,０００円の計上。２４４ページにかけての款５の老人保健拠出金は、

１万１,０００円の存目計上。款６介護納付金は、介護保険制度による介護給付費納

付金を社会保険診療報酬支払基金に支出するもので、５,５２７万４,０００円を計上

したものであります。款７共同事業拠出金は、８,８１０万３,０００円であります。

これは、高額医療による保険者の財政運営の安定を図るための拠出金や保険財政共同

安定化事業拠出金で、国保連合会に拠出するものであります。２４６ページ、款８保

健事業費は、１,００１万３,０００円の計上。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に要する経費や国保被保険者の人間ドック事

業などに要する費用の計上であります。款９基金積立金１万円、２４８ページの款

１０公債費１,０００円は、いずれも存目計上。２５０ページにわたっての款１１諸

支出金は、保険税の還付金等８６万３,０００円の計上。予備費は、調整財源として

１,２５２万６,０００円の計上。続きまして、歳入について申し上げます。２２２ペ

ージ、国民健康保険税は、２億１７９万２,０００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

が未確定であることや前年度決算状況等も考慮し、積算計上したものであります。国

庫支出金は、２億３８９万９,０００円の計上。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
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当額及び前期高齢者交付金にかかる調整額等を差し引いた額の３２％を、後期高齢者

医療費支援負担金及び介護納付金負担金は、後期高齢者支援金及び介護納付金の３２

％を、２２４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。

県支出金は、４,７００万６,０００円の計上。県支出金につきましても、国庫支出金

と同様に、それぞれ基準額の積算により計上。２２６ページ、款４療養給付費等交付

金は、３,１８６万６,０００円の計上。これは、退職被保険者の療養給付費等から保

険税を差し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、保険者問にお

ける前期高齢者にかかる費用負担の調整を図るものでありまして、１億３,１５７万

９,０００円の計上。共同事業交付金は、８,１４３万６,０００円の計上。高額医療

費及び保険財政共同安定化事業につきましては、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。２２８ページにかけての繰入金は、１億

４,３９５万円の計上。一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金は、前年度実績見込額

の９０％に被保険者の伸び率を加算したものを、職員給与費等繰入金は、国保従事職

員分や運営協議会経費、事務費等物件費所要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、財政安定化支援事業繰入金は、過去３か年間の

平均値を計上いたしております。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、追加健診事業に加え、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７,６００万円を計上した

ものであります。款９繰越金は、存目計上。２２８ページ下段から２３０ページにか

けての諸収入は４７万円で、主に特定健診にかかる受診者負担金等を計上したもので

あります。２５２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。よろしくご審議をお願

いいたします。

続いて、議案第２３号について申し上げます。平成２５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。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、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、原発事故対策においても、一時仮置場の用地の提

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

おきましても、管理会での十分な審議を経て編成をしたものでありまして、予算の総

額を対前年度比４.７％増の４３５万５,０００円と定めるものであります。それでは、

歳出より申し上げます。２７２ページ、総務費は、１３９万８,０００円の計上。こ

れは、管理会委員、補助委員の人件費や事務的経費の計上。農林水産業費は、２５７

万５,０００円の計上。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。２７４ページの予備費は、３８万２,０００円の計上。

続きまして、歳入について申し上げます。２７０ページ、県支出金は、存目計上。財

産収入は、４０５万２,０００円の計上。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場用地にかかる土地貸付料等を見込んでおります。繰越金は

３０万円を、諸収入は存目計上。
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以上、玉井財産区特別会計予算について申し上げました。よろしくお願いをいたし

ます。

続いて、議案第２４号について申し上げます。平成２５年度アットホームおおた

ま特別会計予算についてであります。２７７ページ、本年度の予算にあたりまして

は、村民に憩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ため

の編成をしたところであり、予算の総額を対前年度比０.５％増となる１億８７６万

３,０００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、１,５２４万６,０００円の計上。これは、職員給与費や事務管理等

経費の予算計上。２８８ページ、管理運営費８,９５１万３,０００円の計上。施設管

理費は、施設にかかる光熱費や機械設備等の維持管理、修繕等の経費１,７０２万

４,０００円を計上。２９０ページにかけての施設運営費は、主としてフロント業務、

配膳、清掃、厨房、宿直員等の業務委託費や食材、売店等の仕入費など、７,２４８

万９,０００円の計上。予備費は、４００万４,０００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。２８４ページ、使用料は、５,６６７万円の計上。

これは、現在までの入込状況等を勘案し、宿泊料は、年間５,２００人で３,２６１万

円、休憩料は１万４,０００人で９２４万円、入浴料は３万９,０００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２,０００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。受託事業収入は、コテージや観光レク施設の管

理業務で３１５万円を、雑人は売店や料飲、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。

続きまして、議案第２５号について申し上げます。平成２５年度大玉村農業集落排

水事業特別会計予算についてであります。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１.７

％増にあたる１億６５７万５,０００円と定めるものであります。それでは、歳出よ

り申し上げます。３１２ページ、維持費は、２,８１２万６,０００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かかる維持管理等に要する経費の計

上。３１３ページ中段の需用費中、備品修繕料４９１万５,０００円は、大山・玉井

両浄化センターの調整槽攪拌ポンプの修繕やオーバーホール、汚泥脱水車の点検整備

等に要する経費の計上であります。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。款３予備費は、５０万円の計上。続いて、歳入、

３１０ページ、使用料及び手数料４,１３５万４,０００円は、前年度に比べ１２６万

４,０００円、３.２％増で、加入者５５２件にかかる施設使用料の計上であります。

繰入金６,５２１万７,０００円は、公債費償還充当財源として、一般会計から繰入す

るものであります。款３繰越金、款４諸収入は、存目計上。３１６ページは、地方債
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の現在高の見込に関する調書を、３１８ページからは、給与費の明細書を掲載してお

ります。

以上、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した。よろしくお願

いをいたします。

続きまして、議案第２６号について申し上げます。平成２５年度大玉村土地取得特

別会計予算についてであります。３２９ページ、この会計は、土地開発基金による公

共用地の先行取得と基金運用益の管理等を行うものであり、本年度の予算の総額を対

前年度比３４.７％減の１,６４１万１,０００円と定めるものであります。それでは、

歳出より申し上げます。３３８ページ、土地開発基金費は、これまでに取得した用地

の譲渡代金と預金利子を基金に積立てるものであり、１,６３６万１,０００円の予

算計上であります。土地取得費は、存目計上、予備費は１万円の計上であります。次

に、歳入、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代金

１,６３６万１,０００円の計上。繰入金は、５万円の計上。

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２７号について申し上げます。平成２５年度大玉村介護保険特別会

計予算についてであります。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

勘定の予算総額を対前年度比８％増の６億５,９９１万１,０００円に、介護サービス

事業勘定の予算総額を前年度同額の１３０万円と定めるものであります。それで

は、保険事業勘定の歳出から申し上げます。３６２ページ、総務費は、職員給与等

や介護保険運営協議会、電算システム運用、３６４ページの介護認定等に要する経費

１,３９４万９,０００円の計上。３６６ページ、保険給付費は、対前年度比８.８％

増の６億１,８００万円の計上。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、中段の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、下段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、２,６８８万９,０００

円の計上。項１の介護予防事業費は、要介護者を除く６５歳以上の第１号被保険者に

対し、介護予防のための生活機能評価を実施し、継続的な介護予防事業等を展開する

ための計上。３７４ページの下段から次のページにかけての包括的支援事業・任意事

業費は、地域包括支援センターにかかる人件費並びに高齢者全体への総合相談支援事

業等に要する経費の計上であります。３７８ページ、基金積立金は、介護保険基金の
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利子積立金等、１万９,０００円の計上。款６公債費は、存目計上であります。３８０

ページにかけての款７諸支出金は、保険料の還付金等５万２,０００円の計上。予備

費は、１００万円の計上。続きまして、歳入、３５０ページ、介護保険料は、第１号

被保険者保険料で、保険給付費の２１％相当額９,５４４万９,０００円の計上。国庫

支出金は、１億６,２５９万８,０００円の計上。目１の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％、４,９４４万１,０００円を計上。３５２ページ下段からの款４支払基金交

付金は、１億７,９７７万円の計上。これは、第２号被保険者にかかる保険料で、保

険給付費等の２９％相当が交付されるものであります。３５４ページの款５県支出

金は、９,５２８万１,０００円の計上。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、財産収入は、介護保険基金等の利子収

入１万９,０００円の計上。３５８ページにかけての款７繰入金は、１億２,６７８

万７,０００円の計上。３５６ページ下段からの介護給付費繰入金は、７,７２５万

１,０００円で、保険給付費等の１２.５％相当を見込んでおります。３５８ページ中

段からの地域支援事業繰入金やその他一般会計繰入金は、地域包括支援センターにか

かる人件費や運営事務に要する経費について、繰入するものであります。３６０ペー

ジ上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、取崩すものでありま

す。繰越金及び諸収入は、それぞれ存目計上。３８２ページからは、給与費明細書で

あります。次に、サービス事業勘定について、歳出より申し上げます。４０２ページ

になります、サービス事業費は、要支援１・２に該当する方の介護予防支援計画作成

費等に要する経費１３０万円の計上。４００ページをお開き願います。歳入、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かかる介護報酬

の計上。繰越金は、前年度繰越見込額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かかる予算について

申し上げました。よろしくお願いをいたします。

続いて、議案第２８号について申し上げます。平成２５年度大玉村後期高齢者医療

特別会計予算についてであります。本年度の予算につきましては、後期高齢者医療制

度において、市町村の事務とされております保険料を徴収し、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費用等について、予算を編成したところであり、

予算の総額を、対前年度比０.７％増にあたる６,１６０万１,０００円と定めるもの

であります。それでは４１６ページ、総務費は、一般管理費や徴収事務に要する経費、

１４９万４,０００円の計上であります。後期高齢者医療広域連合納付金は、１.７％

増にあたる５,７０８万６,０００円の計上。これは、保険料並びに保険料軽減額繰入

金を、広域連合に納付するものであります。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２９１万８,０００円の計上。諸支出金、

４２０ページの款５予備費については、いずれも存目計上。続きまして、歳入、４１２

ページ、後期高齢者医療保険料は、対前年度比４.９％増の３,６０８万７,０００円
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の計上。使用料及び手数料、款３寄付金は、いずれも存目計上であります。款４繰入

金は、事務費や健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、２,３２２

万円の計上。繰越金は、存目計上。４１４ページにかけての諸収入は、２２９万

１,０００円の計上。主に、検診事業にかか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。

続きまして、議案第２９号について申し上げます。平成２５年度大玉村水道事業会

計予算についてであります。４２３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としたと

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。予算第２条は、業務の

予定量であります。給水戸数は前年度に比べ３２戸増の２,３４０戸、年間総給水量

７０万４,１７２ｍ と、対前年度３万３,６９６ｍ 、５.０％増、１日平均給水量は3 3

１,９２９立法。主な建設改良事業は、県道本宮・土湯温泉線道路改良に伴う水道本

管布設替え工事など、１,１１３万７,０００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１億３,９１９万７,０００円

と定めるものであります。収入は、主に料金収入で１億１,５１９万５,０００円、一

般会計繰入金や加入金等の営業外収益で２,４００万２,０００円であります。支出は、

各施設等の維持管理に要する経費等で１億１,６８６万６,０００円、企業債支払利息

等に要する営業外費用２,１３３万１,０００円の計上。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、他会計繰入金及び工事負担金の存目計上。４２４

ページ、支出の総額は、６,８６８万３,０００円であります。これは、県道本宮・土

湯温泉線並びに県道石筵・本宮線の拡幅改良工事に合わせて予定している水道管布設

替などの建設費１,１８５万１,０００円と企業債償還金５,６８３万２,０００円の計

上。この資本的収入が資本的支出に対し、不足する額６,８６８万１,０００円は、前

ページ下段の第４条カッコ書きで記載の内部留保資金等を充当、補てんするものであ

ります。４２４ページの第５条は一時借入金について、第６条は経費の流用について、

第７条はたな卸資産について定めるものであります。４２５ページは、収益的収入及

び支出に関する予算実施計画であります。４２６ページは、資本的収入及び支出に関

する予算実施計画であります。４２７ページは、水道事業会計の資金計画であります。

平成２４年度の経営収支を基に、期間中の仮決算見込額と２５年度事業収支に基づく

資金の計画を試算したものであります。下段の繰越現金の額は、２４年度末で３億

１,６６１万７,０００円、２５年度末では、３億１,９８０万４,０００円となってお

ります。４２８ページからは、給与費明細書であります。４３３ページは、保有する

資産、負債の内容を示した平成２５年度の予定貸借対照表であります。４３５ページ

は、平成２４年度決算見込みによる損益計算書であります。年度中の収益及び支出を

消費税抜きで仮決算したもので、当期純利益は３１０万円であります。４３６ページ

は、平成２４年度の予定貸借対照表であります。年度末の総額は、１９億９,４６０
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万５,３３８円となるものであります。４３８ページからは、参考資料として付した

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３０号、村道路線の認定について、申し上げます。まず、整理番号

１、午房内３号線につきましては、玉井字午房内地内における住宅団地整備による開

発事業の道路で、土地所有者から寄附採納願いがあり、将求にわたり公共施設の適正

な維持管理を図るため、道路法第８条第２項の規定に基づき、路線を認定するもので

す。

次に、整理番号２、的場７号線につきましては、玉井字的場地区における大玉中学

校から大玉村総合福祉センターさくらに通ずる道路であり、周辺地域の利便性と住環

境の整備、向上を図り、公衆の用に供する道路として適正な維持管理を図るため、同

様に路線を認定するものです。

次に、報告第１号、平成２５年度安達地方土地開発公社予算等ついて、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にお

願い申し上げ、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） 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。（午後２時２８分）


