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平成２５年第３回大玉村議会定例会会議録

第５日 平成２５年３月８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。

総括質疑（平成２５年度予算議案に対する質疑）

平成２５年度予算議案（議案第２１号～議案第２９号）の委員会付託

追加議事日程

議員発議第１号 ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書について
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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。（午前１０時００分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） なお、企画財政課長、武田正男君から、体調不良のため欠席する旨

の届け出がありましたので、ご報告申し上げます。

◇ ◇ ◇

○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２１号から議案第２９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ありましたように、質問者は、自ら所属

する常任委員会へ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２１号「平成２５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） それでは、質問したいと思います。

まず、９３ページをお願いしたいと思います。９３ページの中段に③、少子化対策

に要する経費となっておりますけれども、これ第三子以降出産時に祝金と、児童５人

以上の養育という家庭に祝金を給付するということでございますが、対象者は何人に

なっているのか、まずお示ししていただきたい思います。

９５ページ、これも中段、子育て支援関係でございます。これらについての医療費

の助成をするんだということでございますけれども、やはり子どもさんたちも病気に

なるのは仕方ないんですけれども、この病名の、いちばん高い順から３つくらい、ど

のような病気なのか、お示ししていただきたいと思います。

９７ページ、１３の委託料の保育関係でございますけれども、保育所はいくら造っ

ても待機者がいるということでございますけれども、現在この保育所に入れない待機

者数は何人くらいになっているのか。あと今後どのような対策を取る必要があるのか、

当局に伺いたいと思います。

１０５ページ、原発関係⑧でございますけれども、これ内部被曝についての健康管

理でございますけれども、合計で６７７万９,０００円ほど取っております。特に、

これ役務費で多いんですけれども、役務費に関する４０５万３,０００円についての

金額は、なぜこのような金額になったのか伺いたいと思います。

１０７ページ、２番の妊婦の健康管理に要する経費７６２万２,０００円。特に妊
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婦であっても不妊治療に行う夫婦を支援するということでございますけれども、これ、

かなり金がかかるというふうにも私伺っておりますけれども、これ希望者にもちろん

支援するものであると思いますけれども、これ対象者はいくらか。あと、それに対し

ての治療費の何割程度を支援していくのか、伺いたいと思います。

１１１ページ、太陽光についてです。太陽光をこのように５,９００万円ほど計上

しておりますけれども、いちばんやさしい自然エネルギーだと思っておりますけれど

も、やはり私の部落でも個人的に２軒ほど去年の１２月までに上げたんですけれども、

これ１０年、２０年のスパンで考えて計算すると、メンテナンスうんぬんということ

で非常に性能が良くなっているようでございますけれども、元を取るのには、やはり

１８年から２０年くらいかかるというんですけれども、そのうち、これ壊れちゃうん

じゃないかというような指摘もあります。要するに、費用対効果については割高であ

っても原発よりいいという考えのほうが今は非常に高くなっておりますけれども、割

高でもこのような太陽光をどんどん進めていくのか、その点を当局に伺いたいと思い

ます。

１２５ページお願いします。１２５ページの１９ですね、交付金について。合計で

４７５万円ですね。これは青年就農給付金と農地集積協力金でこのような計上になっ

ておりますけれども、新規就農者には１５０万円、２年くらいくれるんだと、与える

んだということでございますけれども、これらについての詳しい内容ですね、お示し

していただきたいと思います。

１３１ページ、１３１ページでは駐車場関係、この改善センターの駐車場だと思う

んですけれども、これ３００万円ほどかけてやる、造るそうですけれども、何台ぐら

い駐められるような駐車場なのか伺いたいと思います。それでなくても、今、体育館

のほうにも駐車場あって、遠いんですね。改善センターの玄関から。だから今度は、

今、接続して恐らく岳街道の県道沿いに造るんだと思いますけれども、何台駐められ

るような駐車場なのか、伺いたいと思います。

１３３ページお願いします。委託料の有害関係でございますけれども、今あの有害

については、いろいろ放射能濃度が高いからイノシシなんて撃たないほうがいいと、

撃っても食われない、熊も高いとかいろいろ言われておりますけれども、特に有害駆

除する隊員の年齢が高齢化しているということでございますので、北海道では、もう

役場職員が自ら有害駆除隊になって、また女性部隊が狩猟の免許を取って、そういっ

た有害駆除に対処しているんだという地域もございますので、村の考えとして、有害

駆除の今後のそういった隊員の待遇、更には、どういった工夫をもっているのか、そ

の点を伺いたいと思います。

１４３ページお願いします。ここでは、安達太良川の河川ですけども、１,０００

万円、安達太良川の河川のところ、どの場所をどの程度、あとどういったこと、内容

ですね、どういったことの整備をするのか伺いたいと思います。

最後になりますけれども、１４５ページお願いしたいと思います。ここでは住宅の

耐震改良及びリフォームの支援事業８９０万７,０００円ですけれども、これらにつ
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いては、もっともっと予算を付けて、これやっていかなければ、たった３００万円、

５００万円、５万円だ、１０万円だという補償じゃなくて、全工事中の３分の１とか、

そういった資金援助していかなければ、やっぱり今のご時世、成り立たないと思うし、

たった５万円、１０万円の年金くらいでは、こういった方法取っても何ら足しにもな

らないので、この点の金額、この妥当性、件数に対する８９０万７,０００円って、

これ妥当性があるのか伺いたいと思います。以上、お願いします。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。

まず、９３ページの少子化対策に要する経費、③番でございますけれども、少子化

対策の中で「すこやか祝金」対象者１０名×３０万というふうに見積もっております。

また、子育て祝金につきましては、５人以上のお子さんを養育する家庭ということで、

５人×１世帯、年１万ということになりますので、１世帯を見込んでおります。

それから９５ページ、子育ての関係で医療費、病名ですけれども、主には風邪、イ

ンフルエンザ等、そういったものが中心ということになると思います。

それから９７ページ、保育所の待機児童関係でございますが、待機児童につきまし

ては、現在なしということです。事情によりまして子どもさん、産まれないうちに入

所の申し込みなんていうこともありますけれども、そういうのはカウントはしており

ませんので。一応申し込みはあっても待機児童なしということでお願いしたいと思い

ます。

それから１０５ページ、原発関係。まず、これにつきましては、手数料となります

けれども、電子式線量計の校正費用５００ございますが、６,０００円ということで

３１５万円。それから、サーべーメーターの校正費用、これが４３個ございますが、

１台当たり２万円ということになります。

それから１０７ページ、不妊治療関係。これにつきましては、特定不妊治療の助成

事業というのが県で行っておりますけれども、県で行っておりますものにつきまして

は、１５万円上限ということになります。村では、県で認められたものに対して助成

するということで、１回１０万円を限度に助成しているところでございます。最長５

年ということで、初回につきましては３回までは大丈夫だと。以降年２回。トータル

して１０回を限度とするというような中で助成を実施しておりますけれども、現在ま

で３名申請がありまして助成を行っております。不妊治療につきましては、大変高額

だということで、治療方法によっては４０～５０万円というようなことがあるようで

ございます。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。

１１１ページ、太陽光発電設備の設置関係でございます。メンテナンスも生じるだ

ろうと、費用対効果、割高でも進めるのかということですが、今回のこの事業に関し

ましては、グリーンニューディール基金という基金を使いまして、１００％助成とい

うことになっておりますので、この設置に関しては費用対効果という点での問題は生
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じない。この事業につきましては、おおむね今現在取り組んでいるのは防災拠点施設

での設備ということで、バッテリーも付けて不測の事態に対応できるというものでご

ざいます。補助事業の全体の中では、おおむね使用量の２０％程度をカバーすると。

この事業ができた当初は、二酸化炭素を削減するということが主な目的になっており

まして、今回予算計上してやっておりますのは保健センターと包括支援センター、こ

れが５,９００万円、この２か所分で５,９００万円ということです。割高でもという

か、こういう有利な補助事業の中で整備を進めるということで、次回、さくらと大山

公民館についても計画をしたいというふうに現時点ではなっております。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに１２５ページの担い手の育成関係の負担金及び

交付金の４７５万円でございますが、これらにつきましては、地域の合意形成でなさ

れた人・農地プランを作成しまして、農地の集積のシステムの構築を推進するという

ことで、新たに青年の方が就農した場合には１年間１５０万、それを最高５年まで交

付するという内容で、交付予定の方がおりますので、それらの予算計上で３７５万円。

続きまして、農地集積協力金については、いわゆる高齢によって離農等をした場合

に、自留地１反歩未満を残すわけでございますが、それらを離農した場合に、その離

農した方に２ヘクタールまでは５０万円ということで農地集積協力金が交付されます

ので、それらの計上で１００万円という内容でございます。

続きまして、１３３ページ、有害鳥獣関係でございますが、有害鳥獣の駆除につき

ましては、猟友会の皆様方に現在１５名お願いしておるわけですが、先ほど７番議員

さんがおっしゃったように、いわゆる年々高齢化が進んでいるということで、大山地

区については３０代の方が２名、活躍されているわけですが、今後につきましては、

いわゆる鳥獣の被害防止の特別措置法に基づきまして、対策協議会を設立し、また、

新年度におきまして被害防止計画を策定し、関係機関と協議しながら有害鳥獣の駆除

対策を進めてまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ７番議員さんにお答えします。

１３１ページ、改善センターの駐車場でありますが、５０台程度ということで見込

んでおります。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。

１４３ページの河川管理に要する経費の安達太良川筋整備工事についての箇所等に

ついてのご質問でございますが、場所につきましては、五ノ神の武田熊次郎大工さん

のところの下のところから大木原の間でございます。約１キロ程度でございます。こ

の河川につきましては、昭和５０年に基盤整備により側壁は柵橋、床板はコンクリー

トということで整備されたものですが、最近、大雨等の土砂流入等によりまして、柵

橋が壊れると。ついでに、わきの土手も崩れるということで、平成２４年度に３か所

程度、災害復旧工事を実施したところでございます。調査というか現場を見ますと、
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柵橋がもう老朽化していまして、柵橋を支える支柱、これが相当傷んでいるというこ

とで、年次計画により約１キロを整備していきたいというふうに考えております。今

年度におきましては、現場のほうを再調査をさせていただきながら、約１７０メータ

ー程度、基本的には下流域から進めたいというふうに考えてはございますが、年次計

画で６年程度かけながら整備をしていきたいというふうに考えてございます。

続いて、１４５ページでございます。②番の住宅耐震改修及びリフォーム支援関係

の負担金補助及び交付金８６０万円に関してですが、個人住宅改良支援事業に関しま

しては、平成２３年度に大工さんの仕事づくりという目的で始めた補助事業でござい

ます。もともと当該補助につきましては、個人資産に対する補助ということもござい

まして、１０万円以上かかった部分につきましては、５分の１の最高額が１０万円、

いわゆる５０万円かかれば１０万円を補助しますよと、それを超えたものにつきまし

ても１０万円で頭打ちですよという中身のものでございます。このものにつきまして

は、確かに震災で多額の費用がかかる方たちもいらっしゃることは重々承知しており

ます。そういう中にあって、今まで申請に来られた方につきましては、こんな安い補

助金では箸にも棒にも引っかからないというような言葉、意見等は一切ございません

でした。基本的には、これで十分なのかなというふうに考えてございますので、なお、

そういったご意見も踏まえまして、これでいいかという部分に関しましては、内部で

若干検討させていただきたい。なお、現要綱につきましては、平成２５年まで、一応

３年の時限ということで考えてございます。しかしながら、被災住宅の修繕率が罹災

証明の発行件数に対しまして２０％弱というような状況を踏まえながら、今後どうす

るかということも内部的に検討していきたいというふうに考えてございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） まず、５９ページ、防犯対策に要する経費といたしまして、防犯灯

維持管理事業補助金８８万２,０００円計上されておりますが、防犯灯については地

域管理しているところと村管理しているところ分かれております。多分、これ地域管

理に対しての補助だと思うんですが、そういう方法、管理の方法についてきちんと周

知されてないために、村内で不公平感というか、それなりに指導者のいるところは早

く村の管理にしてしまっているとか、そういう状況が生じております。これ区長会な

どでどういう指導をしているのか、そういう観点からお願い申し上げます。

それから６５ページ、線量低減化活動、その中で１３番の委託料で生活森林圏除染

ということで７,２５９万円計上されておりますが、昨日も課長の答弁で現状は少し

ずつやっているところがあるということも伺いましたが、中途半端な作業というのが、

ある意味で地域に誤解を与えます。こんな形で終わってしまうのかというような形が、

そういういろんな意見も出ておりますので、これ、ある程度きちんとした形、最終的

にこういうことにするんだという進め方、それを明示する必要があるんではないかと

思います。その辺について改めて伺います。

それから、同じく農業関係除染の中で、同じ委託料で農業系汚染廃棄物処理１,０００
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万円計上されております。これ手法について伺いたいんでありますが、焼却するなど

と伺っているんですが、実際どう進められる考えなのか。また、この件に関しては農

政課担当になっているようでありますが、対策班との連絡は密にしてやっていただき

たい。今まで既にやっているものを見まして、そういう感想を持っております。なん

となく庁内で連携が取れてない、そういうふうな感じがいたします。その辺、指摘し

ておきながら、まあ、協調してほしいということなんですが、その辺どういうふうに

考えるか伺います。

それから、同じく米全袋、放射性物質検査、これ職員手当ということで８０万円

計上されてますが、これ１００％することが目標だと思うんですが、実際２４年度、

１００％達成できたのか。１００％にすべきと思うんですが、そういうものに対して、

どういうふうな考え方でやっているか伺います。

７１ページ、住基ネットのＩＣカード発行業務、金額は微々たるものでありますが、

これは電子申告などに必要なカードでありますが、普及率に関係するのでありますが、

発行状況どのようになっているか。また、これ普及率を上げる工夫、どういうことを

されておられるのか、どういうことを考えているか、改めて伺います。

それから７９ページ、初めてこの質問に入るのですが、社会福祉協議会の委託料と

補助金と交付金、私らこれどうしても委託されている内容ですから、この状況ってい

うのをちょっと理解してないところがあります。この金額の算定方法、その根拠、そ

れを改めて説明できる範囲で結構ですので、お示しください。

それからページ８１、国保特別会計に要する経費としまして、国保財政安定化助成

７,６００万円計上されております。これは２３年度、２４年度の実績を踏まえまし

て、新年度、２５年度の会計処理の見通し、これで済むのか、更にまた追加考えなき

ゃならない状況なのか伺います。

それから８３ページ、国民年金の事務に要する経費、これ保険料の納入状況、これ

村内の状況をお伺い申し上げます。

それから８５ページ、障害者自立支援に要する経費。これ大変大きな予算なんであ

ります。なんとなく障害者自立支援ということで質問を避けてきたんですが、これ明

細、どういうものにどういうふうに使われるかということを示すことができれば、お

伺い申し上げます。

それから８９ページ、老人健康管理事業。老人の保養とか健康の増進、相互の親睦、

多分、温泉なんか行ったりする事業だと思っておるんですが、これ、老人クラブとか

老人会のない地域、これどういうふうに対応しているのかお伺い申し上げます。

それから、９３ページの療育医療費助成、これ新規の事業だと伺いましたが、この

未熟児ですか、何パーセントの補助というか、給付されるのか伺っておきます。

それから９５ページ、児童手当１億５,９７６万３,０００円。これ０歳から中３ま

での支給。前回まで子どものための手当てとなっていましたが、この違いについてあ

るのかどうか。前年度も計上されてましたが、システム回収とか何かの必要はないの

か、その辺を伺います。
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同じく９５ページで、一人親家庭について３００万円計上されてます。これは一人

親家庭の実態、つかんでおられましたらお伺いします。これ、全家庭に助成している

のか、その辺もどういう形の助成になっているのか、内容を伺います。

それから９９ページ、保育所など給食検査体制整備、保育所の関係でありますね。

この検査体制、これまでの結果で何か問題あったことはあるのか。あと、どのような

検査方法が行われているのか、説明願います。

１０３ページ、食育と食農教育推進に要する経費１６万２,０００円の微々たる予

算なのでありますが、これ大変大切なことと思っております。もっと充実した内容を

示すべきでないかと、必要あるんでないかと思います。この項目、いつも健康推進の

ほうでやっていますが、この内容は学校教育のほうに任せるべきだと思うんですが、

その辺の見解お伺いしたいと思います。

それから、同じく１０３ページ、検診事業。これ基本検診、特定健診それぞれの受

診率、これは目標もあったと思いますので、２４年度の達成状況、これを伺っておき

ます。

１０７ページの予防接種事業。これは、それぞれの項目がありますが、それぞれの

大体の受診者の予定数と、あと、この項目に対して２４年度の受診率、どの程度、何

パーセントの受診率なのか、結果なのか,その辺をまず伺います。

１１１ページ、火葬場の予算の負担金とか補助金とか交付金、載っています。前も

ちょっと話したことがあるかと思ったのですが、郡山市などは仮葬料が無料なんであ

りますね。この安達地方の運営状況、まだだいぶ何万だか取られる状況だと思うんで

すが、その運営状況、金取るかただか、その辺のこと、どういう認識でいらっしゃる

か、ちょっと伺いたいのでありますが。

それから、１１３ページの保健センターの屋根改修、これは基金取り崩して２,８００

万ほどやります。これ、どのような形に改修されるのかその方法について伺います。

それから１１５ページに様々載っております緊急雇用でありますが、これはどの項

目にも離職を余儀なくされた失業者と定義されておりますが、この認識を伺いたいの

であります。私どものところに、ここに作業されている方について、ちょっと同じ人

が働いているとか、結局は、もっと大変な人がいるんじゃないかと、そういう意見が

耳に入ってまいります。どうしても、やっぱり身近なところで採用ということになる

んだろうと思いますが、募集もしていることも分かります。結論的に、結局そういう

経過になっている。離職を余儀なくされた失業者と、この認識、改めてお伺い申し上

げます。

それから、１２１ページ、産業振興センターの運営業務委託料、これ前年７５０万

円から１,０１６万円に上がりました。多分これ予算増は直売所所長の設置と伺って

おりますが、かねてより直売所の会員からはリード役としてカリスマ的指導者の存在

とか、この前の新年会でも話あったんですが、出荷計画とか冬期間作物供給の計画と

か、そういうものをやってくれる結局、そういうものの充実のため責任ある方の所在

がずうっと要望して求められておりました。６次産業化の取り組みには良いタイミン
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グだと思うのでありますが、それらを踏まえた認識をどう考えておられるのか伺いた

いのであります。また、村長に対してこれちょっと伺いたいのでありますが、６次産

業化の内容については我々の所管でありますので、また改めて質問申し上げるのであ

りますが、関連した内容ですので、近頃、この前も話したったんですが、防災協定を

結んだ３町村との連携などを視野に入れてと願ったところなんでありますが、残念な

がら今回の予算には反映されなかったようであります。実際、北塩原村の加工技術と

か、美浦村のレンコンとか、茨木町のメロンなどは連携した対応を願って、この地域

の直売所の発展を願っているのでありますが、その辺、村長はどのようにとらえてお

られるか伺います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） いちばん最後の質問について、私のほうから答弁をいたしますが、

災害協定を結んだ自治体、これとは災害協定を結んだ、これを柱として、あとはやは

りこれを基本にもろもろの人、物、文化の交流につなげていきたい。現実に、大玉村

からも議会とか、あるいはまた美浦のほうから消防の幹部が来るとか、そういう交流

もしております。また、現実に前に北塩原等の産品、これを直売で買い求めて販売を

したという、そういう、これは災害の協定を結んでいる自治体ということの認識と、

それからあと実際現実に大玉村から今度はお願いするようなこともあるなということ

で、そういうことを徐々にやっております。したがって、これからやっぱり本来、先

ほども言ったようなことに更に発展的にこれをつないでいきたいなと。ただ、この間、

美浦の中島村長と東京で理事仲間で会う機会がありましたので、防災訓練をやるんだ

と。したがって、こういうことも協定を結んだ自治体としてどういうものでしょうと、

こういう話も受けておりますから、うちのほうの計画もありますので担当のほうに話

をして、その辺が可能なのかどうか、こういうこともちょっと話をしてみたいなと思

っております。いずれにせよ、これを骨にして枝葉を人、物、文化、こういうものに

交流を深めていきたい、そして広めていきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） 議長から申し入れします。

緊急雇用創出基金事業は、企画財政課のことで総務のほうでございますので、

１１５ページは（不規則発言あり）一応その所管で審議するわけですから、これは一

応お控えください。

住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） それでは、２番議員さんにお答えいたします。

まず、５９ページの防犯灯維持管理事業補助金の関連の質問でございます。現在、

９団体に対して補助を行っておるところでございます。大玉３区が多いんですね。寺

久根、それから台、大黒寺、台場と、大玉３区に５か所あると。あとは商工会、それ

から小姓内、大玉２区、それであとは玉井防犯協会、それから大山防犯協会というの

が補助先でございます。これについては一律ではないと思うんですよね。それぞれ外

灯を付けるという必要性というのは、その時々違っていたと思うんですよ。かなり早

い時期に付けられたところがあったのではないか。また、商店街等については、また
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別な商工会としてのイメージアップといいますか、そういうことも含めた対応でされ

たのではないかと思います。すべてこちらから、どうぞ引き取りますというふうな言

い方は今後もしてはいかないと。それぞれの歴史や、それぞれの設置目的があるんで

しょうから、それを尊重してまいりたいとというふうに考えております。

続いて６５ページ、除染の中で生活森林圏除染作業委託料の関係で、除染の姿とい

いますか、それを分かるようにということだと思うんですけれども、森林の除染につ

いては今のガイドライン上は、およそ４～５メーター程度の枝打ちと、それから堆積

した落葉ですね、これの除去と、それから土層を数センチはぎ取るというのが今のガ

イドラインであります。そうすると、そのガイドラインに沿って、それ以上のことは

補助対象にならないということがあるので、現時点ではそういう形で進めざるを得な

い。ただ、森林の中にも篠竹とか、あるいは細い雑木とかあります。イメージ的には、

草刈り機で刈り払う程度のものについては、この森林除染の中でもやれますよという

ようなことで進めているところでございます。

次に、７１ページ、住基ネットＩＣカードです。私もようやく持ちまして、それも

２番さんおっしゃるとおりの税務の電子申告、これをやろうかと思って発行してもら

いましたが、あんまり役に立たないという言い方は失礼ですけれども、これは全国ネ

ットでやってきたことですから、なんともやむを得ないんですけれども、現在３桁に

なっていません、発行件数が。毎年１件、２件あるかどうかなんです。ただ、今回避

難地からの避難者等々については、持っている方は大玉村でも住民票の交付が受けら

れると、こういうメリットもあるんですけれども、広報なんかを使いまして、こんな

ふうな利用の仕方というような広報は年に一度ぐらいしてみたいと。なんでかんで持

てというふうに金かかることですから、写真撮ってこい、発行手数料というのも頂く

ことになっておりますので、早々にむやみな推進はできないのではないかというのが

今現時点で担当として考えている方向でございます。

８１ページ、国保会計への繰り出しの中で、国保財政安定化調整事業、これはいわ

ゆる法定外の繰り出しということになります。質問の趣旨は、これで済むのかと、ま

だ補正で増えるのかということですが、担当課としては医療費の推移も見ていかなく

ちゃなりませんが、これを超えるようなことがないように、やっぱり努力していきた

い。補正予算でも今回いろいろな財源について、また計上させていただきました。今、

確かに医療費が伸びていて、基金の取り崩しも実施いたしました。しかし、医療費の

これから５月までの支払い残っているんですけれども、６月の段階で、どの程度税の

伸びがあるのか、そういったことを見ながら、これ以上ならないように努力していき

たい。できれば、これ以下で済む場合には予算上は７,６００万になっていますけれ

ども、必要最小限の繰り入れにしてまいりたいというふうに思っています。

次に８３ページ、年金保険料の納付率の問題です。ちょっと正確な資料を持ってい

ませんけれども、７割程度です。一昨年だかは７０％を切った年もありましたが、去

年若干伸びて、最終的にまだ整理しておりませんけれども、依然として７割程度の保

険料の納入率ということでございます。社保庁、年金事務所ですか、ともいろいろ協
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議しながら、プラントで相談会をやるとか、それから未納の方に対してダイレクトメ

ールを送って納付のご案内、あるいは免除申請、こういった優遇もあるから、何もし

ないで未納にしないでくださいというようなことはお伝えしているところでございま

す。

次に８９ページ、９０ページ、老人健康管理事業の件で、老人クラブがないところ

が増えています。こういう老人クラブのない地域での対応ということですが、これは

歴史がありまして、皆さん、老人クラブあるなしにかかわらず、ないところではサロ

ンなんかも出来ています。４区も老人クラブなくなりました。８区もなくなりました

が、その代替として、９区、１０区もなくなりましたけれども、サロンを使って一緒

に行くというケースが結構ありまして、老人クラブのあるなしにかかわらず、利用の

変化はないというふうに考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、６５ページの農業系汚染廃棄物の処理関係で、

今後どのように進めるかということでございますが、これらの農業系汚染物の堆肥、

稲わら、牧草につきましては、２月に環境省が来まして、今後の進め方についてちょ

っと話した部分がございますが、それらの話の内容ですと、いわゆる焼却して減量化

を図って、中間貯蔵施設に設けるということで、この仮設の焼却場ですが、その整備

を図りたいという内容でございます。

また、庁内の連絡体制ということでございますが、これらにつきましては、うちの

ほうで農業系汚染物の処理事業を進める段階では、住民生活課なり対策室と合議を、

書類の合議を交わして進めているところでございますが、今後も連携を密にして進め

てまいりたいと思います。

続きまして、６７ページの全袋検査関係でございますが、２４年産の米については、

全量全袋ということで、出荷米、保有米、くず米まで含めた、いわゆる全袋検査をお

願いしますということで、農家に推進、チラシ等によって啓発したところでございま

して、まだ籾等で保管している方については、まだ検査が終わってない部分がありま

すが、それらも隣接の検査場で行うということで、２５年産の米につきましても農家

に啓発を行いまして、全量全袋検査を進めてまいりたいと思います。

続きまして、１２１ページの産業センターの関係、業務委託料の増加部分について

は、所長の配置ということで相当分が増加しております。産業振興センターの所長に

ついては、今後事業を進める６次産業化の施設関係の、いわゆる加工部会の設立等を

担っていただくわけですが、そのほかにも先ほど２番議員さんがお話がありました出

荷計画や、いわゆる品質の一定化並びに栽培履歴の徹底等、これらも含めた業務を担

っていただくということで考えております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。

まず、７９ページ、社会福祉協議会の委託料関係でございますが、まず、指定管理

業務の委託料につきましては、福祉センターさくらの施設管理委託料、これが８９１
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万１,０００円、それから、生きがいデーへの委託料９６５万円、それから、放課後

児童健全育成関係で委託しておりますものが１,６９８万７,０００円、それから、社

会福祉協議会の運営費の補助金でございますが、法人事業の補助金、これが９６８万

５,０００円、それからボランティアセンターの活動に要する補助金、これが８７万

２,０００円、それから福祉バスの運営に関わる助成ということで４２２万５,０００

円の助成を行っております。

それから８５ページ、障がい者の自立支援関係でございますけれども、障がい者の

自立支援につきましては、国２分の１、県４分の１、村４分の１ということで負担金

ございますけれども、障がい介護の給付費、これが固有負担金、それから、特別対策

費の負担金、障がい児通所相談に関わる支援、そういったものがございます。それか

ら、日常生活用具の給付ですとか、医療支援とか、日中一時支援、訪問入浴等、そう

いった支援がございます。

それから９３ページ、療育医療費の給付事業関係でございますけれども、これにつ

きましては、自己負担というのは当然子どもの場合にはなくなるわけですけれども、

事業上の計上ということになりますが、自己負担割合、通常であれば１割あるわけで

すけれども、その１割について、国２分の１、あと県と村で４分の１を出すというよ

うなことになりますが、現実的には保護者等にはかからないということにはなります。

それから９５ページ、児童手当関係でございますが、児童手当についていろいろ民

主党時代にこども手当とかというような使われ方はしましたけれども、基本的には同

じだということでございますが、児童手当の受給者、該当者は６６９名ございます。

それから、児童扶養手当の受給者は８０名、特別児童扶養手当については２９名が該

当ございました。年齢によって若干支給額は異なってきますけれども、被用者３歳未

満の児童の場合は国が４５分の３７の負担、県が４５分の４の負担、村が４５分の４

の負担、それから３歳以上中学生までは国３分の２、県６分の１、村６分の１という

ような形で負担するということになっております。

それから、９５ページの一人親家庭の実態ということでございますが、一人親家庭

については７３世帯、１７８人の該当がございます。これも同じでございますが、子

どもについては１８歳までは医療費は保護者にはかからないということになりますが、

事業上、小学校１年から小学校３年の医療費について、ここから負担するような形に

はなっております。所得制限等がございますので、高所得者には支給されない。ただ、

基本的には無料ということになりますので、現実的には支払いはないということにな

ります。

それから、９９ページ、保育所給食の検査体制関係でございますが、保育所の給食

につきましては、検査員１名を委託しておりますけれども、毎日食品検査を実施して

おります。食材につきましては、前日に仕入れたものを検査している。現在まで問題

等はございません。

それから１０３ページ、食育関係でございますが、食育につきましては、食生活改

善委員とか、そういう形で一般の方たち、村の一般の方たちに対する食育というふう
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なとらえ方をしていただいて、学校は学校で教育はしていると。両方そういった食育

関係のものは行っているというふうにご理解いただきたいと思います。

それから、検診関係ですか、検診１０３ページ、検診事業関係でございますが、検

診につきましては、一般検診、集団検診、それから施設検診等を行っておりますが、

検診の率に関しては、昨年は検診の自己負担額定額にしましたので、検診自体の受診

率は２桁パーセントで伸びております。１０％台というような形で伸びておる状況に

あります。まだ施設検診のほうでありますので、もう少し伸びるかなというふうに期

待をしているところでございます。

１０７ページ、予防接種関係でございますけれども、これにつきましては、法定外

予防接種が中心にお話を申し上げたいと思いますけれども、子宮ガン検診と、それか

らヒブ、小児用肺炎球菌、おたふく風邪ワクチン等で、昨年から新しく始まりました

おたふく風邪ワクチンにつきましては、対象者１歳から就学前までの児童ということ

で４３２人対象者に対しまして２２６人程度の接種があるのではないかというふうに

見込んでおります。また、水痘ワクチンにつきましては、対象者１歳から就学前まで

の児童４３２人あるわけですが、そのうちの１６０人程度を見込んでおります。また、

ロタウイルスワクチンにつきましては、これは３回実施することになるわけですけれ

ども、９０人程度を見込んでいるところでございます。昨年の受診率ということでご

ざいますけれども、今ほど申し上げましたものの中でヒブワクチン等につきましては、

２３年度、１回目３０.１％でなっているものが２４年度、今現在では２１.６％、あ

と小児用の肺炎球菌につきましては、２３年度の接種率が６０.６％だったものが、

今現在については２３.８％程度というような状況でございます。

それから１１３ページ、保健センターの屋根改修ということでございますが、保健

センターの屋根につきましては、太陽光発電のパネルを設置するというような関係も

ございまして、昨年、屋根の状況を確認したんですが、老朽化、昭和６２年に建設さ

れたということで、風等によって屋根のパネルが飛んでいるような状況がありまして、

この状態で置くと雨漏りが予想されるというようなことがあって、太陽光パネルを上

げる前に補修をしなくてはならないだろうというような状況でございました。それで、

２５年度に基本的な実施設計を組みますので、これから、どういう屋根にするか検討

しながら委託しまして、屋根を補修するというような形になります。以上です。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） これらにつきましては、ご存じのとおり広域でやってございます

ので、私ども、それぞれ市村の副管理、あるいは正副管理ありますので、その辺で今

ご意見を伺ったものを随時広域の中で検討してまいりたいと思ってございます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午前１１時１５分といたします。

（午前１０時５９分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時１５分）
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ２番。

○２番（押山義則） 再度質問申し上げます。

７１ページの住基ネットのＩＣカード発行業務、課長からはあまり積極的でない推

進の言葉がありましたが、これは片や税務課では一生懸命やりなさいと、電子申告や

りなさいと一生懸命宣伝している状況なのに、そっちからあまり積極的でない答弁は、

ちょっと納得できないんですが、まず、その点改めて伺います。

それから、１０３ページの検診事業の中で、これ特定健診の受診率アップというよ

うなことは前から検討されてなかったでしょうか、その辺答弁がなかったので、改め

て伺います。

それから、１２１ページの産業振興センターの中で、もう１点お伺いしたいんです

が、芝生管理業務委託料、これ８０万計上されています。これ、多分毎年必要になる

事業だと思うんですが、この辺の事業は直売所の運営委員会なんかの中でやれない事

業なんでしょうか。ちなみに大山幼稚園は計上されておりません。この辺、どのよう

に説明なされるでしょうか。これは学校側からでも、どちら側からでも説明お願いし

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。

７１ページの住基ネットＩＣカードの件ですけど、確かに税務署のほうは電子申告

普及やってくださいというふうになっています。うちのほうは、それで皆さんカード

ということになれば、当然発行するということで、ただ、それぞれ使い方あるし、こ

れ有料なわけですよね。だから、それをあえてどんどん持ってくださいというふうな

ことを、ただ広報でＩＣカードの普及等を考えていく必要もあるので、いずれかの時

点でそういった広報はしたいというふうに思います。窓口に来る人に声かけて、どう

ですか、あなた持ってないようですけれども、というようなふうにはならないと考え

ています。

それから、１０３ページの特定健診について、これは保険者が義務付けられており

ます。村では、国保を担当しているのは私のほうなのでお答えしたいと思いますが、

特定健診については、第１期、５年間は終了します。これにおいては、目標の６５％

には全国で達成した保険者が１８しかないんですね。１,２００ぐらいの自治体あ

りますけれども。多分、どこだか名前まではちょっと調べていませんが、離島とか、

そういうところで目標を達成して、あとはほとんど達成していない。うちのほうも、

みんな６５に設定したので６５を目指してやってきました。しかし、４０％やっとな

ったということで、本年度からは４２％の目標で予算措置をしております。２９年、

６０％を目指していますが、こういう言い方は適切でないかと思いますけれども、や

っぱり目指してがんばりますけれども、なかなか達成厳しい、これ無理矢理検診に引

っ張ってくるというのもなかなか大変なんですね。職場の検診とかでは１００％近く、

９割とかというふうに共済組合とかはなっていますけど、国保においては様々な階層
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があって難しい。でも、県内ではかなり良いほうのランクでは来ていますけれども、

より受診率を高めるための広報等はやっていきたいというふうに思います。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ２番議員さんに、１２３ページの委託料、芝生管理業務委託料

ですが、ふれあい広場の芝生化を行うということで、特に今年度でございますので、

相当肥培管理、肥料部分も多いということで、肥料の肥培管理分と定期的な芝刈りと

いうことで業務委託料を計上したところでございます。

特に金額的には、いわゆる肥料の部分が多いということで、特に初年度については

肥料、肥培監理が必要だということでございます。あと、定期的な刈り込み等につい

ては、今後次年度以降も続くという内容でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） ６５ページお願いしたいと思います。

これは総務になっておりますけれども、係が建設課なものですから質問したいと思

います。１１の需用費の中で消耗品費６,５４５万と円なっておりますが、これらに

ついての内容をお示ししていただきたいと思います。

８５ページの２０番にあります扶助費の中で、地域生活支援事業費が７４７万円計

上されていますが、これらの事業費の内容ですね、これも説明していただきたいと思

います。

再質問になりますけれども、１２５ページ、これ農業関係なんですけども、これは

課長答弁では先ほどの話では、１人当たり１５０万円で５年間続けるということにな

りますね。今回３７５万円というのは、単純に計算しますと２.５人分の金額なんで

すけれども、これはどういった関係で３７５万円になっているのか、もう一度説明願

いたいと思います。

あと、また再質問になりますが、１４５ページ、このリフォームの関係なんですけ

ども、これは大工さんの仕事づくりだということで事業で始まったそうですけれども、

上限１０万、不満は１件もないんだということでございますけれども、２０万、３０

万のリフォームだったら、その程度でもそれはいいでしょうけれども、事業者がもっ

と膨らんだ場合、１００万円単位で膨らんだ場合は、やっぱり１０万円が上限ではや

っぱり不満も出る人が、これ出ると思いますので、再度当局の説明をお願いしたいと

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） ７番議員さんにお答えいたします。

６５ページ、除染費用の中の１１需用費６,５４５万円、これの大部分が大型の土

嚢です。フレコンパックですね。フレキシブルコンテナパックで、これを４,０００

袋、予算計上しておりまして、これが大部分です。あと、土嚢袋とか、そういった除

染に関する消耗品というふうにご理解いただければと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。
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８５ページ、地域生活支援事業費ということですが、これにつきましては、日常生

活用具の給付、これが１３５万円、それから、移動支援事業２００万円、日中一時支

援事業２５０万円、訪問入浴にかかわるものが１６２万円ということになっておりま

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、１２５ページの青年就農給付金の積算内容と

いうことで、３７５万円の内訳でございますが、夫婦で新規就農する方がいるという

ことで、夫婦につきましては１５０万円×１.５倍ということで、１２５万円プラス

新規の方が１名ということで、合わせて３７５万円の計上でございます。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。

リフォーム関係の上限１０万円に関してでございますが、今までの申請内容ですと、

平成２３年から現在までの申請内容で、一番高額にかかった方で１,０００数百万円

という方がいらっしゃいました。あとは、次に９００数十万円というのが、記憶であ

れば１件、あと１００万円超の金額の方も数件いらっしゃったように記憶をしてござ

います。しかしながら、その中で本人申請なり、業者さんが委任を受けて申請するう

えで、補助金が少ない、何とかしてくれという要望については聞いてはございません。

なお、７番議員さんのそういうご指摘があったことを踏まえて、妥当性があるのかと

いうことも含めて内部で検討させていただ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。５番。

○５番（鈴木宇一） 今年の当初予算、かつてない大型予算になっております。８９億

８,１００万円、これは除染費が約５０億円アップした経過だというふうに聞いてお

ります。その中で、民税の伸びもかなり著しく伸びているというふうに感じておりま

す。村民税については約４,０００万円、そして、中でも注目すべきは、たばこ税の

２,５００万アップ、総額９,３００万円とうれしい限りだなと思っております。

それでは、歳入の中身について質問したいと思いますが、１３ページでございます。

民税、法人、村民税、固定資産税、いろいろ計上する根拠いろいろ書かれております

が、まず、譲渡分、均等割する譲渡分というのがありますが、これが１億４,０００

万ほど増えておるんですが、平成２０年は２,４００万円だったんですが、今回は

４８２万円というふうに減額されているんですが、この辺の理由と根拠ですね。

それから、家屋、固定資産税の家屋の部分でございますが、課税標準額が１０７億

９,２５１万９,０００円ということで、これは前年度より１１億ほど少なくなってい

るわけでございますが、家屋、村内至る所に住宅が出来ております。そういう中で、

なぜ少なくなる要因ですね、償却いろいろあるのかなと思いますが、新築ラッシュの

中で、この辺についてお尋ねしておきたいと思います。

その下のたばこ税、今ほど申しましたが、旧３級品または以外となっております。

税条例が変わったのかなとは思っておりますが、１,０００本当たり５,２６２円、そ

れから、旧３級品については２,４９５円ということで、税が５円２０銭、又は２円
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４０銭ということで、これ試算されたのかなと思っておりましたが、実際より数字が

大幅にアップしていると、その辺の数字ですね、お知らせを願いたいと思います。

入湯税でお伺いします。１５ページですね。入湯税は課税人員８万人というふうに

算定されまして計上されました。昨年はいろんな震災関係で入湯関係が少なかったん

だろうというふうに思われます。今年は１万４,０００円ほどアップしたというふう

に思っております。そこで、この８万人の根拠ですね、アットホームについては３万

９,０００人、これは分かっております。そのほかの多分これはフォレストパークと

か金泉閣、ＴＡＩＧＡカントリーといろいろあると思うんですが、その明細を分かり

ましたらお知らせ願いたいと思います。

２３ページ、この収入の中の中長期在留者居住地届出等事務費、これは新しい名前

なのかなと思うんですが、前は外国人登録というふうに言われておったのかなと思う

んですが、この辺ですね、昨年より大幅に事務費がアップしていますが、この辺につ

いてお尋ねしておきたいと思います。

２７ページ、再生可能エネルギー導入等防災拠点支援事業費、これが大幅に伸びま

した。約５,０００万円。これはいろんな事業をやるうえでというふうに感じており

ますが、防災拠点支援事業費という、そういう名目の中からの補助事業１０分の１０

ですね、これが入ったということで、これは小水力発電なんでしょうかね、その辺に

ついてお尋ねしておきたいと思います。

それから３７ページ、金額が少ないんですが、ここにちょっと見当たらない項目が

あったものですから、遠足バス１００台プレゼント支援金、１２万ありますが、これ

は何なんでしょうかね。遠足バス１００台、その辺についてお尋ねしておきます。

３９ページ、新市町村振興宝くじ交付金、これはＰＬＡＮＴ売場なのかなと思うん

ですが、売り上げに対して何パーセントほどの戻りがあって、地方自治体に算入され

るのか、１５０万円ですね、この辺についてもお尋ねしておきたいと思います。

その下の臨時財政対策債１億５,０００万円ほど、これは入ってくるわけですが、

合計どのぐらいになるのかですね、お願いしたいと思います。

４７ページ、歳出に入りますが、システムハードウエアリース料、今年からＴＫＣ

から富士通にいろいろ変わるということでございますね。そういう中で、その上のい

ろんなハードウエア、ソフトウエアいろいろありますが、全体的にはどうなるのか。

ＴＫＣと比較しまして、いわゆる委託料がリース料、あらゆる面で下がるのではない

かなというようには感じておったんですが、そうでもないのかなと。６００万円ほど

システムハードウエアリース料はアップしております。その裏の４９ページのデータ

センター使用料っていうのも、これは新たに出たのかなと。このデータセンターとい

うのはどこの、富士通の本部のほうを指しているのですかね、この辺の３７８万円、

これについてもお答え願いたいと思います。

５１ページ、大山小学校駐車場造成工事、長らく懸案であった駐車場造成が用地も

取得しまして、いよいよ本格的に工事に入るということでございますが、この工事の

時期、それから使用開始､その点についてお尋ねしておきたいと思います。
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５３ページ、安達地方観光物産振興協議会負担金、１００万円ほど計上されており

ます。これも目新しいのかなと思いますが、何をやろうとしているのか、お尋ねしま

す。風評被害に対してのいろんな策だと思いますが、よろしくお願いします。

５９ページ、たばこのことで何度もお話ししておりますが、たばこ小売人組合販売

促進事業補助金１０万円なんですけれども、９,３００万円も税を納めて、非常に販

売促進には苦労されているんじゃないかなということで、果たしてこの１０万という

数字は高いのか安いのか、妥当なのか、もう少しアップしてほうがやさしいのかなと

思うんですが、その辺についてもお尋ねしておきたいと思います。

ふるさとコミュニティ、６１ページですね。ふるさとコミュニティ施設整備事業補

助金、これが９００万円アップされています。２,０５０万円のうちに去年は１００

万円ちょっとだったんですが、これは、どんな事業を、施設を整備されるのか、お尋

ねしておきたいと思います。

６９ページ、税関係でございますが、科目にはないんですけれども、科目にないの

で質問します。前納報償金なんですが、２２４万円昨年ありましたね。これが今年は

全然ない。これはいろんな訴訟関係の関係でいろいろ問題が起きたということの国の

いろんな方向からして前納報償金はなくなったのか、お尋ねしておきます。

１３７ページ、コテージの工事関係でございます。これの３年間、ずうっと工事さ

れておりますね。毎年毎年上がるんですが、いつごろ最終年度と申しますか、この改

修工事が終えるのかどうか、お尋ねしておきたいと思います。

１６３ページ、プール漏水修理工事費、大山小学校でございますが、昨年プールサ

イドの張り替え１,１００万円やっておりますね。今回は漏水修理だということで、

これは震災で漏水が発覚したのかどうかですね。そして完了、これは夏までには終え

るのかどうか、夏には児童の皆さんがプールを使用しますので、その点についてお尋

ねしておきたいと思います。以上、よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。

１３ページの歳入の部分でございます。それぞれ個人村民税、それから法人村民税、

特に村税の民税の部分につきましては、法人税のほうが伸びております。これにつき

ましては、今回の除染関係でだいぶ村内の法人のほうで収入が上がっているというこ

とと、大型商業施設のほうもかなり売り上げが伸びているということで、２５年度の

予算はこのような形で提案しております。

それから、譲渡につきまして、譲渡部分についても増えているということで、今回

は４号線沿線近辺の売買等がございまして、これが２５年度のほうの申告に入ってく

るというお話がありましたので、今回かなり金額が多うございますが、その分を計上

しております。

それから、固定資産税の家屋のほうでございますが、こちらにつきましては、新し

く出来る棟数の見込みをやや低く、２５年度は若干低く見ております。２４年度はそ

れぞれ避難の関係等もあっていろいろ多くなるんでないかということでございました
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が、それらの動向を見まして、今回は１０棟ほど少なく見ておりますので、それで若

干収入のほうが下がっております。

それから、たばこ税でございます。たばこ税につきましては、平成２２年に値上げ

をしましてきた状況でございますが、地方税の都道府県のたばこ税と市町村のたばこ

税の割合が、２５年４月１日から変わると。たばこは値上げはなりませんが、たばこ

の金額は同じですが、その中の地方税の都道府県と市町村の割合が変更になるという

ことで、改正前が県が２４％、村が７６％でした。改正後は、県が１４％で村が８６

％ということになります。これは旧３級品、わかば、エコー、新生、ゴールデンバッ

ト、うるま、バイオレットという６品目、こちらを除いた通常皆さんが愛煙されてい

るたばこの割合でございます。これによって試算した結果が、たばこ税が２,５００

万円ほど伸びるということで計上でございます。

続きまして、入湯税でございます。入湯税の８万人の内訳につきましては、２４年

度の３月から１１月分までが６万９,０００人ほど全体で５つの温泉施設がございま

すので、そちらの合計で計上しております。それに、前年度の１２月分から２月分の

３か月、これが１万９００人ほど前年の実績がございますので、それをプラスして８

万人というような計上になっております。内訳としましては、その３か月分は按分し

ておりませんが、３月から１１月の分で最も大きいのは、ＴＡＩＧＡカントリークラ

ブが最も大きい人数となっており、次がフォレストパーク、次にアットホームという

ような順になっております。

それから、前納報償金の関係でございますが、前納報償金につきましては２４年度

をもって終了するということで、議会のほうにもご説明していたかと思うんですが、

２５年度からは前納報償金はなくなるということでございます。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） ５番議員さんにお答えいたします。

歳入の、まず２３ページ、中長期在留者居住地届出等の事務費の総務費の国からの

委託金でございますが、外国人登録という制度がなくなりまして、同じような住民登

録をするというふうなことになっておりまして、それにかかる委託金でございます。

現在４０名ほどが住基登録になっております。

次に、２７ページ、再生可能エネルギー導入等防災拠点支援事業費、これは支出の

ほうで今回、保健センターと、それから包括支援センターに上げる太陽光発電に関す

るもので、補助金として一緒になりますが、基準額１０分の１０ということでござい

ます。すべて、そちらのほうの財源になっていく予定になっております。

それから、４７ページについて、これは情報管理のほう、総務課の所管なんですが、

ただ戸籍関係が提案理由の説明でも申し上げましたが、戸籍関係のみ従来のＴＫＣ

のシステムから富士ゼロックスのシステムに移行すると。その関係の予算については

７１ページ、半年分の費用を見ておりますけれども、変わると。その他につきまして

は、従来どおりの住基、それから財務、税、そういったものについては従来どおりで

す。戸籍の業務だけのシステムをＴＫＣが自社開発しないということもありまして、
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富士ゼロックスのほうに変えたんだと、変えていくんだということでございますので、

その他の部分については従来どおりです。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えいたします。

３７ページ、遠足バス１００台プレゼント支援金ということでございますが、これ

については、原発による放射線の影響でなかなかのびのび遊べないというような状況

の中で、バスで遠出をして安全な場所で遊んでいただきたいというようなことで、支

援される支援金でございますけれども、保育所の遠足でのバス借上料で充当するよう

な予定でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） (録音されておらず 以下不明)

かなりたばこの売り上げが多うございます。ただ、ここでいうたばこ売上につきまし

ては、二本松地区に補助してございます。これらの用途につきましては、大玉村にそ

れがはね返ってきて、各サービスライターとかクリーンの灰皿、あるいは各小売組合

でクリーン作戦をやってございます。その一部に充てるという内容で補助してござい

ます。

それから６１ページ、ふるさとづくり等に要するコミュニティ施設整備１,０５０

万円でございますけれども、これらにつきましては、ご存じのとおり各地区の集会所、

あるいは集会所を修繕する、あるいは集会所用の備品を購入する等々について補助す

るものであります。増えた理由を申し上げますと、２５年度で大玉１６区の集会所が

新築されるように内々申請がございましたので、限度額１００万と補修等に要する経

費１００万、６００万が増えてございます。

それから、１３７ページ、コテージ関係でありますが、これはいつまで続くんだと

いうことであります。だいぶ老朽化してございますので、毎年１棟ずつ更新してござ

います。ただ、今の利用状況を見ますと、冬期間は閉鎖ということになりますと、か

なり利用客、あるいは利用度合いといいますか、それが減ってございます。したがっ

て、全棟を維持するのか、あるいは３棟ぐらいにして利用度を高めるのか、そういっ

たものを検討しながら、とりあえずはいちばん２５年度はメインの太陽をやるわけで

ありますから、これを２５年度で完成させて、その後利用度合いに応じて戸数を減ら

してもいいのかどうか、そういったものを検討していきたいと考えております。

○議長（佐藤 悟） 総務課長。

○総務課長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。

４９ページになります。先ほどの続きで上のほうにデータセンター使用料３７８万

円、これが新規に載ってございます。これにつきましては、場所ですけれども、どこ

かというお話で、白河市にあります福島データセンター、こちらのほうに現在ある村

のサーバーですね、これを専門のこちらのセンターのほうに移行したいと。この事業

につきましては災害等、それから火災があった場合に、より危機管理を徹底すると、

そういう意味で今回新たに計上したものでございます。以上です。
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○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。

１６３ページ、大山小学校プール漏水修理工事費でありますが、これにつきまして

は、ＦＲＰプール、ＦＲＰ本体ではございません。つなぎ目が経年変化によって劣化

して漏水しているということで、これについては地震、あるいは除染作業等の影響も

あるのかなというふうに考えてございます。つなぎ目の補修工事という内容でござい

ます。時期につきましては、夏の使用時期前に工事を終えて供用開始したいというふ

うに考えてございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） 次にございませんか。

◇ ◇ ◇

○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。（午前１１時５４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。１１番。

○１１番（遠藤義夫） 何点かお聞きいたします。

６１ページお願いします。１５番の工事請負費の中で、これ多分直売所の造成だと

思うんだけれども、今年はどのぐらいの造成の形になるのか、説明をお願いします。

それと同じく、１３番の委託料の中で大玉村のＰＲ事業委託料、これ放射能の汚染

というか風評被害で、だいぶ困っているわけなんで、これ村だけじゃなくて一般農家

というか、認定農業者も含めて、そういうような部分でＰＲ活動も是非参加したいと

いうことで、その辺の配慮はされているのかどうか、お願いしたいと思います。

次に、６３ページの海外派遣事業に関する経費なんですが、子どもたちに異文化を

知るということは本当に大変有意義な事業なんですが、例年どおり、また同じところ

に行くのかなと。これいろんな体験も必要じゃないかと思って、その辺の議論もなさ

れているのかどうか、お願いします。

６５ページなんですが、備品購入の中で除染活動用備品という、これはどんなもの

なのか説明をお願いします。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） 工事請負費でございますが、今の産業振興センターの西側、おか

げさまで国交省の恩恵で土盛りはできました。今後、開発、今やっていますけれども、

再度開発の申請を今現在進んでございます。それ事前に開発関係の中で流末処理、排

水路、排水ですね。それが国道４号の近くまで行っている排水では飲みきれないとい

うことで事前に分かりましたので、本格的な広場の造成のほかに外部の、いわゆる外

構の工事をしたいということであります。

それから、ＰＲ事業でございますが、今言った農業認定者等々の参加をしたいとい
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う話でありますが、本来のＰＲ事業につきましては、以前は出かけるということであ

りましたが、このＰＲ事業報償ということにつきましては、ふるさと創生推進委員会

がございます。あとで申し上げますが、海外派遣等の審議をしていただく機関であり

ます。それらについての報償であります。

なお、１０万円の件につきましては、ふるさと創生事業推進委員会報償のほかにい

ろいろと先ほど申し上げましたＰＲをする協力者報償でございます。ただ、今ご指摘

のとおり、そのＰＲの事業に際しては、以前は多方面にわたってそれぞれ食改、ある

いは農業等々のご参加をいただきましたけれども、現在は先程来申し上げました二本

松、大玉、本宮でやっているＰＲに重点を置くと。今回につきましては、今のふれあ

い広場、直売所を中心としてＰＲを行っているわけであります。ただ、これらについ

ても６次化産業の前提がございますので、十分そういった関係方面の方々にはご参加

いただくというふうに検討したいと思ってございます。

それから、６３ページの海外派遣の現在台湾でございますけれども、それ以外の国

についての検討はどうなのかということでありますが、この趣旨を先ほど申し上げま

したふるさと創生検討委員会のほうに申し上げておきたいと存じます。

６５ページの除染活用備品でございますけれども、今、資機材の倉庫を確保してご

ざいます。それらについて、そういった除染に必要な備品等がありますれば、これで

購入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（武田孝一） １１番さんにお答えいたします。

今、副村長からありましたが、備品購入については、委託発注以外にも職員が除染

作業にあたっておりますけれども、今回は今までの機械に合わせて発電機、それから

チェーンソー、そして、新たに支援員等を増やす予定にしておりまして、事務所用の

備品、机等々を購入する予定にしております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。４番。

○４番（菊地利勝） 何点か、よろしくお願いします。

まず、１３５ページ、商工費の中で、下段の１９の負担金及び補助金交付関係で、

商工振興組合共通商品券補助金関係、これ私もそうですけど、農協さんが加入してな

いということで大変使いづらくなっておりますけれども、その後どのような方向付け

で商品券の補助金を発行するか。

あと、その下の商工会館改修事業補助５０何万円かとなっておりますけど、この内

容をお聞かせいただきたいと思います。

あとは１５９ページ、教育費の中で⑭、雪上体育体験に要する経費ということで、

昨年よりスキー教室ということで、聞くところによると１日くらいとありますけれど

も、１日くらいでいいのか、あるいは最終的にどういう目的を持ってやるのか、あと、

歩くスキー等々ありますけれども、その教育はどのようになっているか、お伺いした

いと思います。

１８５ページ、教育費の下段の①、社会体育振興に対する経費、一般的に体育協会
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の加盟団体、あるいは会員が少ないと聞いておりますけれども、いわゆるこのスポー

ツ、過去には指導員を置いてましたけれども、スポーツ振興委員の力が大ではないか

と思いますけれども、振興委員の活動内容、あるいは研修をどのように行っているか、

この点をお聞かせいただきたいと思います。

後ろの１８７ページ、社会体育に関するんですけれども、駅伝大会に対する経費、

この中で実行委員会等々に補助金行っておりますけれども、そのほか有志による駅伝

に関してジュース代ということでいろんな寄付とか募っておりますけれども、この補

助金関係と、そこら辺の因果関係をお聞かせいただきたいと思います。

１８９ページ②、下段のプール、テニスコートの管理に関する中で、プールの所長

を今回設けるようですけれども、過去にも一時プールの所長等いたと記憶しておりま

すけれども、今回新たに所長と上げましたけれども、どのような資格で、あるいは民

間でスイミングスクール等ありますけれども、所長の存在によって、どこら辺までプ

ールの利用、あるいは村民に利用を向上させるか、そこら辺も伺いたいと思います。

１９１ページ、中段の１５工事請負費、テニスコート改修工事、これは村長の執行

の中で伺っておりますけれども、大変古いということで、私もテニスを愛好している

中で大変助かっておりますけれども、いつ、どのように完成するか。とりあえず、よ

ろしくお願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） １３５ページ、共通商品券関係で、ＪＡとの関係がどうなってい

るんだということであります。ご存じのとおり、当初共通商品券が始まった際に、Ｊ

Ａのほうと商工会との話し合いで、なかなか手数料関係の問題で困難であるというス

タートから始まって、住民からの要望もありまして商工会とＪＡのほうで再度協議し

た結果、共通商品券を取り入れると。ところがＪＡのほうでは再度検討した結果、や

はり手間と、それから手数料を払ってまでやるのはどうなのかというＪＡの結果でご

ざいました。それを商工会に伝えたもので、その後交渉、あるいは折衝についてはや

ってないと。したがって、現在は共通商品券はＪＡでは使われないということであり

ます。

それから、商工会の改修事業補助金の５３万円でございますが、この内容につきま

しては、２階のホールがございまして、階段上がるとすぐ小さな炊事場と準備する部

屋がございますけれども、相当商工会の利用が多くなってきたと。したがって、人数

も多いということで、あの炊事場、俗にいう皿洗い場でございますけれども、手狭に

なったということと、それから運んでくる食材関係が置くところが狭いということで、

今回、全体的な見直しをする予定になってございますけれども、とりあえず、あの２

階から上がったすぐの炊事場を拡張したいということの助成金であります。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ４番議員さんの質問にお答えいたします。

まず、１５９ページの雪上体験教室、スキー教室ですが、とりあえず今年は小学校

３、４年生、それから中学校１年生、２年生で実施をしまして、５、６年生は歩くス
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キーということで実施をしました。来年も当初予算は３、４年生と中学校１、２年生

で計上しましたが、その後、近隣、本宮、二本松等の状況を見ますと、３年生から中

学２年生まで通して実施をしているということもありますので、そのほか学校等の意

見を聞きますと、子どもたちが非常にスキーを喜んで楽しんだと、成果が上がったと

いうことですので、当初には４学年分ですが、いずれかの補正で５、６年生の分も補

正計上を認めていただいて、３年生から中学２年生まで通してスキー教室をやりたい。

１日でいいのかということですが、回数が多ければ体験はいいわけですが、なかなか

時数の関係で複数を取るのが難しいということですので、小学校３年から中学２年生

まで１年に１回でもやれば、２年生になると普通に本当に滑れるようになるという、

今年１回だけの状況でもそういう状況がございますので、１年に１回でも大きな前進

かなというふうに考えております。歩くスキーについては、５、６年生については、

自然観察教室等の絡みも含めて、別な体育だけではなくて環境教育という面も含めて、

５、６年生は県民の森を会場として歩くスキーは実施していきたいというふうに考え

ております。それ以外については、課長のほうから答弁させます。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ４番議員さんの雪上体育体験に要する経費ということで説

明を申し上げます。

考え方につきましては、今ほど教育長から答弁をさせていただいたとおりでござい

ます。予算の中身でありますが、委託料として、これはインストラクターの謝礼とい

うことの業務委託料、更に使用料、賃借料としてスキー場までのバスの借上料、それ

からスキー、スキーウエア等のレンタル料ということでございます。財源につきまし

ては、インストラクターと自動車の借上料、これにつきましては、放射線から子ども

の健康を守る対策支援事業という委託事業を２５年度においても継続して利用して実

施をするという内容でございます。以上であります。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ４番議員さんにお答えします。

１８５ページ、体育協会加盟団体、スポーツ推進委員の活動内容、研修内容という

ことでございます。スポーツ推進委員につきましては、教育委員会、生涯学習課の体

育行事、それから村にありますスポーツクラブの各サークルの活動、それらに協力し

て活動しているというところでございます。研修につきましては、郡の指導委員の連

絡協議会、それから県の協議会というところでの研修になってございます。

１８７ページの駅伝の応援会との関係ということでございますが、村民の皆様から、

村からの補助金以外にご芳志ということで１口５００円ということで集めさせていた

だいております。そちらを駅伝チームのほうに贈呈ということでやりまして、そちら

につきましては、練習の際のジュース代、その他の利用になってございます。

１８９ページのプールの所長ということでございますが、非常勤の特別職の公務員

の立場ということで、今回所長を選任しております。その所長の存在により、利用向

上ということでありますが、スポーツクラブ、それから健康福祉課等々と協力しまし
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て、プールの健康維持での利活用に図っていきたいというふうに考えております。

１９１ページのテニスコートの改修ということでございます。改修そのものは、約

３か月程度の工事期間が見込まれるものというふうに考えてございます。春先の体育

行事、テニスコートでの行事が終わりましてから、６月くらいからの工事というふう

に今考えてございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。４番。

○４番（菊地利勝） 更にちょっと、もう少し伺いたいと思います。

１８９ページのプールの所長の件ですけれども、やはりこれだけ設けるなら、今ま

でみたいな管理じゃなくて、やはりイベント、あるいは年間の目標等々、当然立てて

いるかなと思うんですけども、その点を再度伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） プールにつきましては、現在２５年度で１２月末の現在で

１万８,３８７人の利用ということでなってございます。ただ、今年度、冬期間改修

工事ということで人数は減ってございます。

プールにつきましては、夏場に小学校の水泳大会ということで利用をしてございま

す。また、スポーツクラブの水泳教室ということでの利用もございます。利用拡大に

あたりましては、特に小中学生に今まで同様、長期間中の無料券というものを交付し

まして、利用の拡大に図っていきたいというふうには考えてございます。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ４番議員さんに再度お答え申し上げます。

所長の役割ということですが、資格等という質問がありましたのでお答えしますが、

資格については非常勤の所長でございますので、特別資格等はございませんが、社会

体育に携わった経験があるとか、学校教育に携わった経験のある方ということが過去

の事例としては所長としてやっていただいていると。今回もそのように社会体育経験

者を充てたいというふうに考えております。

それから、イベント関係については、当然、所長が３日半ですか、配置されますの

で、今までと同じということはあり得ないので、利用人数、それからイベント、ほか

の団体、スポーツクラブとか健康福祉課等とのタイアップ事業、これは大幅に利用が

拡大するというふうに期待をして配置をしたいというよ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。３番。

○３番（武田悦子） ５３ページの１９にあります負担金補助及び交付金の中の県自然史

博物館設立推進協議会負担金２,０００円ではありますが、毎年負担金出ております

が、この自然史博物館というもの、そのものの建設なり存在なりの見通しというのは

どのようになっているのか、お聞きいたします。

次に５９ページ、④、広域生活バスについて。私も何度も一般質問でも取り上げて

まいりましたが、現在の広域生活バスでは、なかなか玉井地区にしか運行していない

という現状がございます。子ども議会等でも大山地区からの運行を望む声とかもあっ
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たように記憶しておりますが、これの方向性、今後の方向性というのはどのようにな

っているのか、お聞きいたします。

１５５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ございます。

現在はスクールソーシャルワーカー臨時雇いということで計上されておりますが、ス

クールソーシャルワーカーの果たす役割というのは、大変大きいものというふうに聞

いております。臨時雇いという形だと、これ３日、週３日かなというふうに思います

が、４日ですか。これを常勤化するような考えがないのかどうか。是非、常時大玉村

にいていただいて対応していただけたらなというふうに考えますので、その辺をお伺

いいたします。

続いて１５９ページ、⑭、雪上体験に要する経費計上されております。先ほどの答

弁ですと、これも放射線から子どもの健康を守る事業ということで計上されているよ

うですが、冬の間だけではなくて、暖かい季節にも子どもたちを外で思いっきり遊ば

せるような事業、ＮＰＯとかいろんなところでいろいろな支援事業が今行われており

ます。個人的にはいろいろなところに行っている方もいらっしゃるようですが、学年

ごととか、そういう形で思い切って移動教室のような形というような考えがあるのか

どうか、お聞きいたします。以上です。お願いします。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） ３番さんにお答え申し上げます。

まず、５３ページの県自然史博物館の見通しということでありますが、これはかな

り前に、うちの村長と福大の先生方が集まって、今かなり年配の方が自然史に使うよ

うな資料をたくさん持っていると。それを県全体で保存できないかと。当初は福大の

ほうに話があったわけでありますが、県全体として考えるべきだろうと。何回か県知

事、あるいは副知事のほうに陳情はいたしておりましたけれども、うちのほうの村長

の提案で、そういうものであれば県民の森に造ったほうがいいんじゃないかという話

もございました。それ以降、１年に１回ぐらいは総会と称して、そういった現地を見

たり、あるいは情報交換をしているわけでありますが、なにせ県の方針で、新たなそ

ういった博物館を造るのは財政的には無理があるというようなことであります。この

東日本大震災以降、開いたことはありませんので、これらについては、恐らくかなり

皆さん方が一生懸命やっているのは福島県も我々も分かるのでありますが、なかなか、

どこに、どういうものという、かなり広い面積がほしいと。それは博物館といっても、

その資料を参考にして見学できると。したがって、森林関係とかいろんな要素が加わ

って選定するのに難しいと、広大な面積がほしいということも学者のほうではあるよ

うであります。したがって、先ほど申し上げましたように、今はそう活発な運動はし

てございません。

それから５９ページ、広域バスで玉井地区だけじゃなくて大山という、これは皆様

方も既に議論をしていただきました。長年にわたって議論はまだ続いているわけであ

りますが、その方向性としては、利用者がどのぐらいあるのか、あるいはどういう経

路をやったほうがいいのかということも検討しているわけでありますが、最終的には
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あまり乗る人がいないと。乗せるにはどうするかっていう、そういう課題もございま

す。今後、継続的に検討してまいりたいと思ってございます。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（押山利一） ３番議員さんの１５５ページのスクールソーシャルワーカーにつ

いてお答え申し上げます。

今現在は週４日勤務をいただいております。増田さんという方で、非常に優秀なス

クールソーシャルワーカーということで、なかなか余人に替えがたいものがあります。

本人とお話をした結果は、他に仕事があるということで、４日が限度だということで、

これ以上はちょっと増やすのは難しいというような状況ですので、５日というふうに

も考えましたが、４日にしてくれということで今のところ４日。カウンセラーが１日

来ますので、月曜から金曜までどちらかがいるという状況は保たれております。将来

の常勤化ということになりますと、本宮には常勤１名、非常勤２名、３名のスクール

ソーシャルワーカーがおります。学校数も多いですからおります。理想はやはり常勤

であろうというふうに考えておりますので、ただ、増田さんが４日間来ていただいて

いるという現状は、来ていただける限りは続けていきたい。これが難しくなった場合

には、やはり条件と整えて常勤化ということも視野に入れなければいけないというふ

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（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。

雪上体育体験に伴いまして、冬期以外の屋外活動という内容でございますけれども、

これにつきましては、小学校５年生、両小学校合同で新潟県のほうに自然教室という

ふうなことで校外学習に出かけているようなことも実施してございます。更に、各学

年、幼稚園も含めてですが、校外学習というふうなことで進めております。昨年にお

きましては、幼稚園で猪苗代方面に出向いてというふうな園外保育も行っておりまし

て、今後ともそのような形で進めてまいりたいというふうに考えてございます。

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（武田孝一） ３番議員さんに、移動教室等の話がありましたが、放射線

の関係でＮＰＯ等の移動教室等の情報が私のほうに来てますので、お答えしたいと思

いますけれども、様々なＮＰＯが福島県の子どもたちの長期的な保養であるとか、あ

るいは学校、クラス単位の移動教室等々についてたくさんのプログラムを持っていま

す。今回も今月初めに、そういう照会がありまして、今後これから教育委員会、それ

から学校に情報を提供しながら、新たなカリキュラムではなくて移動教室ですから、

通常の学校の授業をやりながら週末には移動先のいろんな環境で遊ぶとか交流すると

かという、そういう情報がございます。学校だけじゃなくて、これからスポーツ少年

団、こういったところにも情報を提供していきたいと。それから村のホームページご

ざいますけれども、今、情報広聴のほうの担当と協議しながら、そういう情報が皆さ

ん見れるような形を取っていきたいというふうに思います。今でもインターネット等
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接続している方については、個人的にいろんなプログラムに参加している方がおりま

すけれども、インターネットの環境のない人についても、そういう情報が分かるよう

に、広報媒体等を使いながらご紹介してまいりたいと、このように考えています。

○議長（佐藤 悟） ほかにありませんか。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） １９６ページでありますが、１点だけ伺います。

当該年度末の債務地方債の関係ですね。合計３７億６,０００万円なにがしと

いうことでありますが、これについては、一番下の欄がその他の中の(４)が１９億

５,０００万円なにがしということでありますから、これは全部足して、それが借金

だというふうに借金には変わりはないんですが、広報紙等々でこれ公表するわけでし

ょうから、その中身について正しく理解をいただいてということの必要があるので、

私は、注釈なり何なり加えて皆さんによく、ああ、そういう訳かと、そういうふうに

分かってもらえるような方策を講じるべきだと思いますが、いかがでしょう。

○議長（佐藤 悟） 副村長。

○副村長（遠藤 武） １０番さんにお答え申し上げます。

私も同感でありまして、以前も広報紙等につきましては、臨時財政対策債、これは

交付税の不足分ですよと、正式にはご指摘のとおり地方債に入るわけでありますが、

内部の話を申し上げますと、実質は地方債ではないと。したがって、前々年度末、当

該年度末で３７億でありますけれども、その中の１９億５,６００万円、５２％、約

半分以上でありますから、それらについては、こういう性格のものですよと、誰が読

んでも分かりやすく、そういうふうな説明を付け加えて公表したいというふうに感じ

てございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 先ほどの３番さんの質問の中で、広域バス運行事業補助金、大山方

面はどうなのかということで質問があったわけですが、そこで、あまり利用価値がな

いんじゃないかという答えだったと思うんですが、しかし、この大山地区に別に特定、

力を入れるわけではありませんが、今までの子ども議会においても、また婦人議会に

おいてもいろいろな形で大山方面の交通の不便性というのは指摘されているんですね。

そして村当局のいわゆる計画、第４次の中でもいろんな中でも、デマンドバスとかタ

クシーとか、そういうものでやろうという計画は既に上がっていますよね。ですから、

必要ないじゃなくて、それに替わるもので今後考えていくというようなご説明があれ

ば非常に私はいいなと思うんですが、いかがでしょうか。

それから、もう１点は、武道館の屋根改修がございましたよね。これについて予算

措置を講じておりますが、この雪よけ屋根工事の設計業務委託料３０万円、それから

屋根止め調査委託料１０万円ですね、これ現在どんな状況なんですか。結局、雪止め

がないために落雪によって非常に児童たちの危険度が高まっているという観点から、

これを工事に入るということなんでしょうか。その２点でお尋ねしておきたいと思い

ます。

○議長（佐藤 悟） 副村長。
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○副村長（遠藤 武） ５番さんお答え申し上げます。

私、利用価値がないというふうな発言じゃなくて、利用者がいないと。したがって、

利用者をできるだけどういうふうに発掘するか、その課題があるというふうに申し上

げました。再度お答え申し上げますが、今ご指摘のとおり、従来から広域バス以外の

方法がないかどうか、これも模索してまいりました。先ほどもお答え申し上げました

ように、今後それらを含めて今までのものをどういうふうな課題が残っているのか、

あるいはどういう方向性を見つければ大玉一円にそういう交通網が開けるのか、それ

を十二分検討してまいりたいと思っております。

○議長（佐藤 悟） 教育総務課長。

○教育総務課長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。

１６９ページ、中学校武道館の雪よけ屋根設置工事の設計業務委託料、それから雪

止め調査業務委託料、更に工事請負費、武道館落雪よけ屋根設置工事費でありますが、

これにつきましては、武道館の屋根、もともとの設計の思想が雪を下ろすということ

で、雪止めが設置されてございません。したがいまして、中学校の校舎側につきまし

ては、校舎側から来る入り口、生徒の入り口でありますが、そちらのほうに落雪が堆

積して出入りがなかなか難しい、あるいは不意の落雪によって生徒がけがをする可能

性もあるということで、北側、校舎側につきましては、落雪よけの屋根を設置すると

いう設計委託料と工事請負費でございます。

それから、雪止めの調査業務でありますが、これにつきましては南側、今度は民家

と接しているわけですけども、こちらのほうに民家との境界付近に落雪が堆積いたし

ます。これにつきましても危険防止のため、当初擁壁等も検討したわけですが、民家

の所有者の方から、擁壁ではかなり圧迫感があるということで、建設当時は雪止めは

付けられなかったんだけれども、今の技術であれば雪止め付けられるのではないかと

いうふうなことで、かなり特殊な構造の屋根であるものですから、雪止めを設置する

というふうなことで、こちらを調査して、北側については屋根を設置して生徒の安全

確保を図る、南側については雪止めを調査のうえ施工し、隣地の民家との間の落雪の

堆積を防ぐというふうな内容で予算を上げさせていただくものでございます。

以上であります。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） 副村長に、先ほどの件で私の考えを申し上げたいと思いますが、や

はり今大山地区、今度駐車場、小学校のですね、整備されます。先々将来においては

大山公民館も新築される。そして、また、あの一帯周辺、今住宅造成、１８戸ほどま

た出来るということでございます。そして、また、いろんな計画が今聞こえてきます

が、大山周辺、そして、またあの４号線沿線、ＰＬＡＮＴ、今ものすごい集客力で客

が入っております。そういう一体の村の流れ、そして発展ということから考えれば、

広域交通網の整備というのは是非ともこれは喫緊の課題で避けて通れない必要だなと

いうように考えておるわけでございますから、ひとつ、いろんな形で計画をなされま

すよう、重ねてお願いします。答弁は結構でございますので、よろしくお願いしたい
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と思います。

○議長（佐藤 悟） ６番。

○６番（佐々木市夫） 何点か質問させていただきます。

最初に、１０３ページ、衛生費の保健衛生総務費の中で、先程来質問もありました

けれども、この検診委託料。当局の努力にもかかわらず、なかなか思うような検診率

のアップは望めないということでございますけれども、いずれにしましても、いろい

ろな啓蒙なさっているその現状と内容を少し改めてお聞かせいただきたいと思います。

啓蒙の状況です。

更に人間ドック、何か、私ちょうど人間ドックの年になっちゃいますけれども、こ

れらも含めて、やっぱりこの検診そのものをその意義は予防というこであると思いま

すので、その予防の効果、改めてその意義、最近そのような実例があって、こういう

大病に至る、あるいはまた高額医療に至るのを差し止めたというようなことがあれば、

改めたお示しいただければなと思っております。

次のページ、１０５ページ、１３のホールボディカウンター検査委託料、血液検査、

これは恐らく本宮市のあれでしょうけど、これらの内容と委託先を改めてお願いした

いと思います。

次に１１０ページ、１１１ページ、工事請負費という形でお願いしたいと思います。

１９番の負担金補助及び交付金の最後の住宅用エネルギー設備設置補助金２５０万円

というものがありますけれども、これらの内容について改めてお願いしたいと思いま

す。

次に１２０ページ、１２１ページの農業振興費の中の産業振興センター関係ですね。

１２１ページ、先程来の質問にもありましたけども、今回所長が改めて設置される。

一方では、６次化を強力に推進していくという状況があります。優秀な職員というか、

ＯＢが今回いろんな形で６次化に向けて行政で立ち上げながら進めていくという、そ

の手法的にはなかなか理解できないものもあるんですけれども、いずれにしましても、

そういう方向性であれば次の課題として恐らく答申などが出たようですが、ちょっと

存じ上げておりませんけれども、聞き漏れてくるところによると、この株式会社がす

べきだということが聞こえてくるようでありますので、いずれにしましても、その辺

の期間、どういうふうな方向で進めていくか、その辺も含めて改めてお願いできれば

と思っております。

次に１２２、１２３、４番の環境保全型農業ということですね。原発事故、私いち

ばんこれ環境保全型、有機農業も含めて頭からくらすけらっちゃ思いでいるわけです

けれども、いずれにしましても、昨年、実質的なこれの取り組み方が、雪とか何かの

影響で最終的には認知にならなかったとか、非常に悔しい思いをした結果もあるよう

ですけど、これらの環境保全型農業直接交付金のこの予算の中身について改めてお伺

いしたいと思います。

次に、１２４、１２５ページ、地域農政推進対策費、それについてお伺いしたいと

思います。これらの１９の負担金補助及び交付金の中での認定農業者連絡協議会運営
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補助金７万円、額が多い少ないというのは、それはいろいろ論のある的だと思います

けれども、認定農業者そのものは、いろんな融資制度の有利性とか、更には土地取得

とか、いろんな規模拡大のための大きな利益になることも間違いないと思います。と

同時に、いろんな形での補助ありきではないと思いますけれども、やはりもっと認定

農業者が大事なんだ、この村の中核的指導者なんだという形の観点から、補助という

名目が的確かどうかは知りませんけれども、やはり下駄を預けて、やっぱり戦略的に

これを使えとかいう形のことも含めて、村長、時々我々に川上村、昭和村、上勝町だ

か、いろんな話をしてくれますけれども、我々、今の段階では、せいぜい１泊２日、

研修費を出せというんではなくて、戦略的にはもう少し認定農業者が、より村の農業

を発展的に引っ張っていくような形の位置づけをしてほしいという意味で、この７万

円の可否についてお伺いしたいと思います。増額しながら、そういう道筋があるかど

うかという問題です。

更に、その下段の１９、先ほどの質問にもありましたけれども、２人ほどありまし

たけれども、人・農地プラン、これは新しい事業かと思っています。かなり冊子が厚

くて内容が容易でなくて、農政課も苦労しているんだなと思いますけれども、今回お

かげさまで、１９の負担金でこれだけのがあれが上がってきました。喜ばしいことと

同時に、これからどのように推進していくか。新規就農者という立場もあったと思う

んですが、これが青年就農給付金になるのか、その辺も含めて今後の見通し、それも

含めてお願いできればと思っております。

次に１２６、１２７ページの畜産業費、②の堆肥センター運営、堆肥センター、前

に私も一般質問でいろいろ申し上げているんですけども、ここに書かれておりますと

おり、有機堆肥によるうんぬん高付加価値でうんぬん、施設の老朽化というのは否め

ないと思います。あるときちょっともれてますよといろいろと、そういう指摘もさせ

ていただきましたけども、現在は、その運営の方法、民間なんて話もしましたけれど

も、それはそれとして今回は所長なんていう形も出てきましたので、それはそれとし

て、１つ目は原材料、原材料の確保がこの原発事故でどのような形で推移して、今は

大丈夫なのか、需要に十分見合った供給ができているかどうか、その辺が１つと、改

めてこの堆肥センターの改修、一次発酵、二次発酵、そして更にはパックして売るく

らいの、そういうふうな形の、そういう方向性を今検討なされているかどうか、それ

も含めてお願いできればと思っております。

最後になります。ページ１３２から１３３、１３の委託料、松くい虫防除事業委託

料４００万８,０００円ですね。いずれにしましても、この内容、大体承知している

んですけれども、改めてその伐採だけのか、俗にいう防除も含めた予算なのか。これ

って、なかなか限りがない戦いかなと思っております。この集積を、どの程度まで見

込みながら実際これ進めているのか、全く、これなんともしょうがなくて、毎年上げ

なきゃしょうがないからなのか、片方でどんどんまた増えているのか。それの現況も

含めて内容をお知らせいただきたいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。
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○健康福祉課長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えいたします。

１０３ページの検診関係でございますが、検診につきましては、一般検診のほかに

肺がん、胃がん、大腸がん、乳がんと、がん検診も実施しております。検診自体、徐

々にではありますが、受診率は上がってはきております。特に来年度につきましては、

１９歳から一般検診を受けられるようにというようなことで、範囲を拡大しておると。

また、３５歳、４０歳の人間ドックにつきましては、自己負担４割から３割に軽減し

て、できるだけ受診しやすいような状況をつくっておるところでございます。また、

広報等につきましても、広報紙、あるいは保健推進委員さん、地元の保健推進委員さ

んを通じて検診の申し込みをしてもらうというようなことで、できるだけ受診向上に

つながるよう努力をしているところでございます。なお、今後につきましても、受診

率向上に向けて実施してまいりたいというふうに思っております。

また、予防効果ということでございますが、一般検診、集団検診、施設検診等にお

きまして、初期に再検査、胃がん等の再検査、大腸の再検査等ございますけれども、

それで初期のがん等が見つかって早期治療を行うというような例は多々ございますの

で、今後も初期段階での治療という観点から実施してまいりたいというふうに思って

おります。

それから、１０５ページ、ホールボディカウンターの検査委託料ということでござ

いますが、これにつきましては、県のホールボディカウンターの検査等の実施につき

ましては、明確な予定というのがなかなかない状況でございますので、ここの部分に

つきましては、本宮市との委託の契約、協議契約という内容でございますけれども、

基本的に４歳児、子どもについては無料で実施していただいているというような状況

にあります。あと妊婦ですか、妊婦につきましては、来年度１人当たり１,５００円

の７５名分を予定しております。また、女性中心になるというふうには思うんです

けれども、範囲を広げて、いずれ本宮市で実施できる範囲と、今後の協議にもよる

わけですが、回数、実施回数を増やして実施したいというような内容でございます。

１,５００円×トータルで５００人程度を予定したいというようなことでございます。

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） ６番議員さんにお答えいたします。

１１１ページ、住宅用エネルギー設備設置補助金でございます。これについては、

太陽光発電の設備設置に対する補助金、積算上は２万円、４キロ、４０件。それと薪

ストーブ５台、５万円、合わせて２５０万円の積算になっております。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。

まず、１２１ページの産業振興センターの所長の経費等々についてでございますが、

６次化の施設の整備に向けて、いわゆる体制整備等の役割を担っていただくというこ

とで、６次化につきましては、６次産業化企画委員、委員８名、アドバイザーとして

福大の西川教授にアドバイスをいただきながら、企画財政課と農政課のほうで事務局
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的に参画して、３月の初めに６次産業化推進複合拠点新あだたらの里構想の提示を企

画委員会より受けたところでございます。主な内容としましては、現在の直売所の現

況や課題、あと６次産業化推進複合拠点の必要性、新あだたらの里直売所設置のため

の行程等の内容でございます。今後につきましては、６次産業化施設の設置に向けま

して、仮称でございますが、新あだたらの里準備協議会の設置で住民の代表などの関

連団体で構成しまして、施設整備の検討や産直施設、加工場、レストラン等の運営方

法等について協議を進めるということと、次に加工品研究会の結成で、やる気のある

人の発掘、自分たちの産直という意識の醸成、横の連携の強化、具体的に特産品を何

にするか、加工品の開発の技術をつけるということで、これらを今後進めてまいると

いう内容でございます。

続きまして、１２３ページの環境保全型農業のいわゆる事業予算の中身ということ

でございますが、環境保全型直接支払交付金につきましては、冬期湛水、有機農業、

緑肥作付という３つの部門で本村は取り組むわけですが、それらの面積、予算計上す

る段階の面積では約６７ヘクタールを実施するということで、交付金については１０

アール当たり４,０００円という内容で計上しております。

続きまして、１２５ページの認定農業者の補助金７万円ということですが、これは

村内の認定農業者８０名による協議会の運営のいわゆる活動資金に充てるということ

で、認定農業者の活動に、認定農業者そのものは会費も納めるわけですが、その一部

の活動費を助成するということで７万円を計上したところでございます。認定農業者

の戦略的な事業の展開という部分での質問がありましたが、近隣市町村でそういう認

定農業者に特別の枠を設けて事業をするという部分もございますので、それらの内容

等を十分検討してまいりたいと思います。

続きまして、人・農地プラン、１２５ページの人・農地プランの推進の見通しとい

うことでございますが、人・農地プランについては、高齢化する農業の中で、今後人

と農地の部分をどう解決していくかという、そういう計画を作成しまして、その計画

に位置づけられた人がこの青年就農給付金や農地集積協力金の交付対象になるという

ことで、今後はそういう中心となって農業をやっていく方等の話し合いを進めながら、

このプランに位置づけられた人にこういうメリット部分もございますので、推進をし

てまいりたいと思います。

続きまして１２７ページ、堆肥センターの関係でございますが、堆肥センターの運

営経費については、合わせて１,２５６万４,０００円という計上でございますが、現

在の堆肥センターについては、平成７年から８年に建設されたということで、だいぶ

年数も経過しておりまして老朽化が進んでいるということで、今後の施設での整備、

いわゆる改修等については検討してまいりたいと思います。また、原材料の確保の関

係の質問がありましたが、現在は原材料、いわゆる堆肥の搬入等々で十分原材料とし

ては確保できているような状況でございます。

続きまして、１３３ページの松くい虫のいわゆる状況でございますが、これらの松

くい虫が発生しました松については、伐採をしまして、集積をしまして、燻蒸、薬剤
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を散布して、それを特殊なビニールで包むということで、伐採した松から虫が飛び立

たないようにということで燻蒸して、ビニールでその虫を殺していくという部分でや

っておりますが、残念ながら、いわゆる松くい虫については耐寒性が進んでおるとい

うことで、徐々に、徐々に北に、標高の高いところとか、あと北の方に向かっている

ということで、そういう部分でなかなか一斉、全面的に駆除できるというものではご

ざいませんが、発生木については順次これら伐採、燻蒸による方法で駆除してまいり

たいと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ６番。

○６番（佐々木市夫） １点だけ再質問させていただきます。

１２１ページの産業振興センター。公設民営という形、施設は公共で造って実際運

営は民間にお任せして法人化するという手法、そのようなこともチラッと聞こえてき

ますけど、その辺の見解についてと、これから立ち上げる３月でしたか、４月でした

か、立ち上げる何とか協議会、これらは我々議員の中でも参加できるのかどうか、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、１２１ページの産業振興センターのいわゆる

６次産業化施設のいわゆる公設民営化かどうかということで、６次化の企画委員会の

中では将来に向けたいわゆる運営方法についても協議しなければならないということ

で、いわゆる今は村で運営しているわけですが、いわゆる生産者が自分たちの直売所

なり６次産業化施設だという、そういう現在では直売所がそういう、いわゆる公で運

営しておりますので、その部分の意識が不足しているのではないかという、その構想

の中にも今回出た中にも、そういう部分も触れられておりますので、それらも含めて、

いわゆる運営の方法についても協議を進めるという内容でございます。

また、これらの組織についての参画うんぬんについては、これらについては今回、

これらの構想が出された中で、そういう準備協議会を設立してと加工部会、やる気の

ある人たちも集めて進めるということで、それらについても今後検討してまいりたい

と思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ６番。

○６番（佐々木市夫） 私、申し上げたのは、その中で、議員がその協議会に参加する資

格があるのかどうか、やっぱり議員はだめだよという形なのか、枠外なのかどうか、

その１点だけ確認したいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） 産業振興センターの運営、今後の有り様、それから今の堆肥センタ

ー、それからアットホーム等も一般質問で出てきました。こういうもろもろの関係を

直営方式でやってきましたが、こうしたものはトータル的に、総合的に、今後の運営

は、今までは今までで、それは意義と価値がありました。今後はこれでいいのかとい

うことで、やっぱり今後の運営の有り様というものは総合的に検討していく必要があ

るなというふうに考えております。そこで質問の、議員は一体そういう検討委員会に
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加わることができるのかと。これは原則加われないと。議員はやっぱりあくまでも出

てきたものに対して議決機関であるという任を果たしていただくと。ただ、いろんな、

そういう委員会を立ち上げたことについて、お互いに情報交換する、これはそういう

委員とやることについては、これはこの限りではないということに解していただきた

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２１号「平成２５年度大玉村一般会計予算」に対する質疑を終了い

たします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午後２時４５分といたします。

（午後２時３２分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後２時４５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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

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） 平成２５年度における最高限度額は幾らなのか伺いたいと思います。

また、これ支払いできない、いわゆる滞納いたしますと、ここに役場前に紙が張り

出されまして、この方はどうのこうのってなった場合、行政としては何か月か支払い、

仮に肩代わりするシステムになっているようでございますけれども、その月数は何か

月なのか。それ以降でも支払いを滞納した場合はどのような処分になるのか、伺いた

いと思います。

○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。

最高限度額につきましては６５万円ということで、前年度と同じということでござ

います。６５万円プラス８万円で、前年度と同様ということでございます。

滞納の件につきましては、大玉につきましては、最低短期の保険証をお出しするよ

うにして対応しております。短期のほうの保険証で対応していまして３か月、６か月

で対応しております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） そのほかにありませんか。８番。

○８番（遠藤文一） ２４年度の現在の今回の補正ですと９億６,０００万円というよう

な予算になっているかと思うんですが、２５年度当初予算８億４,０００万円で組め
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るというのはどういうことでこのような予算が組めるのか、それについて伺いたいと

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番さんにお答えいたします。

確かに補正予算、合わせて提案しておりますけれども、２５年度の当初予算につき

ましては、例年どおりの積算に基づいて行っております。２２年、２３年、２４年の

３か年の平均を取りまして、当面の医療費の推計をやっていると。この結果、本年度

の費用額が算定されてきたと。２４年度については、今回総額でかなり上がっている

んじゃないかと。一般の給付費だけでも４億６,０００万円ということで、当初をか

なり上回っている水準になります。２４年におきましては、今１月までの診療につい

て分かっているわけですけれども、これにおいても２０％近い医療費の増加があると。

その背景として、本年の特に５月、６月、７月、８月、９月、この辺までの診療費が

非常に多額にのぼって、２月１日にも補正、基金の取り崩しで対応するというような

方向を出しましたが、２４年度の半月ぐらいが非常に高額に推移したということで、

２４年度の予算が前年度、約２か月分ぐらい上回るような予算規模になるということ

になってます。しかし、２２年度、２３年度においては、医療費の伸びについてはほ

とんどなかったと。大体イーブンできたと。そういうことで、その３か年平均すると、

２４年度の当初よりはかなり伸びていますけれども、今年度の最終決算見込みを下回

るような予算編成になってくるということでございます。ただ、これは今の時点であ

りますから、被保険者数が非常に少ないところで多額の疾病をかかるような、そうい

う患者が出れば、やっぱり財政的には非常に厳しいと、こういうふうに感じておりま

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。

よって、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」に対する

質疑を終了いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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、議案第２３号「平成２５年度大玉村玉井財産区特別会計予算」に対する質

疑を終了します。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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」

に対する質疑を行います。

質疑を許します。４番。

○４番（菊地利勝） １つ、２つお願いします。

２８７ページ、８の報償費の２０周年記念式典事業の謝礼、この内容をちょっとお

聞きしたいと思います。

あと、２８５ページの雑収入、予算書ですけれども、昨年度同様ということで、特

にもう少し収入を上げるという努力を見せていただきたいなと思うんですけれども、

特に今回、食堂関係、私も何回か利用しましたけれども、あそこに食堂をやっている

のかなと、そういう雰囲気がないようにうかがえますので、旗を立てるとか、そうい

うことが必要ではないかなと思いますけれども、それを含めてお伺いしたいと思いま

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） ４番議員さんにお答えいたします。

報償費でありますが、２０周年記念ということでございます。現時点で考えてござ

いますのは、式典の際の出演団体若しくは個人の方への謝礼ということでの予算計上

でございます。

それから、雑入につきましては、現時点での収入額がさほど伸びが見られず、トー

タル的には前回からも質問があって答弁しておりますが、対２２年度比で微増の状態

でございますので、あまり大きな収入増は見込めないとのことでの予算計上でござい

ます。

それから、食堂に関してでございますが、確かにご指摘のとおり、どこに食堂があ

るか一見、一目ではちょっと感じづらい点もあろうかと思いますので、来年２０周年

でございますので、それを機に、多少考えていきたいなというところの現在の感想と

いいますか、感覚でおりますので、ご理解賜りたいと思います。

○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２４号「平成２５年度アットホームおおたま特別会計予算」に対す

る質疑を終了します。

◇ ◇ ◇
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○議長（佐藤 悟） 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」について質疑を行います。

質疑を許します。２番。

○２番（押山義則） １点だけお伺いします。

３１３ページの１番目の報酬、運営審議会、これはどういった活動をされておられ

るか伺います。現在。

○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いたします。

３１３ページ、運営審議会の活動関係でございますけれども、基本的にこういった

予算関係がまず絡む場合、こういった場合につきましては、年４回の開催を予定しま

して、予算でありましたり、条例が発生する場合、その条例の内容、そういったもの

につきまして村のほうから諮問をしまして、審議のうえ、ご答申をいただくというふ

うな活動をしていただいておるところでございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） この集落排水事業、計画人口戸数、あるいは人口等々で１００％加

入した場合に、どれだけの繰入金が必要というふうに予測されるか。要するに戸数で

いうと、ずうっと少ない３３％程度、人口でいうと６３.５％、１００％加入した場

合ですよ、計画人口の、計画予定戸数なり人口なり。そういうことなんですが、これ

らが１００％になったときに、どれだけの繰り入れが必要か。やはりその利用する人

とマッチしたような繰り入れであれば、それは問題はないかと思いますが、利用する

人数に対して繰り入れがずうっと同じような状況であるとしたら、やはりこれは問題

でなかろうかなというふうに思いますので、その見通しについて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。

加入率１００％達成時の収入と繰入金の関係でございますけれども、まず、使用料

の積算にあたりましては、以下のことを基準にさせていただきたいと思いますが、現

時点におきます使用料の平均、平均使用料を基に算出をさせていただきます。もう１

点、事業所等につきましては、これは一般家庭とは違いまして、面積要件であります

とか、そういったものによって使用料が全く変わってきますので、事業所につきまし

ては現状のまま、現状維持という形で、加入増加分についてはすべて個人住宅という

ことで算出をさせていただきたいと思います。あと今８番議員さんからお話ありまし

た人数、人数増、計画人口に達成した場合ということでございますけれども、これに

つきましては、固定料金制を取っておりますので、戸数割、これとの絡みが出てまい

りますので、すべて現在の平均ということでご了解をいただきたいと思います。

大山第１地区につきましては、これによりますと１,６６６万２,０００円になる

ようでございます。玉井第２地区につきましては４,２８１万円、合計しまして、

５,９４７万２,０００円が計画戸数に達成した際の使用料金の合計ということになり

ます。この積算を基に２５年度の予算ベースで使用料関係の収入につきましては、現
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在の算定しましたものよりは１,８１１万８,０００円増額になります。この増額分で、

当然先ほどの５,９４２万７,０００円ということになるわけでございますけれども、

これによりまして、現在の２５年度の予算の公債費の元金及び利子の償還に充当して

おります一般会計からの繰入金、これは先ほど増になった同額が減額になりまして

４,７９９万９,０００円ということになってまいります。当然これは計画に対してと

いうことで、それ以降の増も当然ございますので、それ以降の一般会計繰入金が横ば

いかというふうには一概には申し上げられませんけれども、それらがないとすれば、

この４,７０９万９,０００円が今後一般会計から繰り入れされるというふうな内容に

なるかと思います。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 前質問者は１００％の加入率ということを言っておりますけれども、

村長の基本方針でも、供用率の向上を推進する。あと啓発記事も村広報紙に載せる。

そして、安定した事業運営が図られるように努めたいということでございますので、

私は、この安定した事業運営が行われる範囲の加入率は何パーセントを超えれば安定

した運営ができるか、お伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（浅和定次） これは集落排水、玉井第２関係については５５％くらいまできてお

ります。大山については、先ほど申し上げたように９０％以上の加入率である。１１

区、それから玉井第２につきましては、２区、３区、４区、５区の一部と、大変な人

口数になるわけでありまして、やっぱり公共公益性ということを考えれば、投資をす

るのに元利償還関係、今回も予算に計上しております。これが７,７９４万９,０００

円これ計上しておりますが、これはやっぱり公共公益性ということで、この事業を興

してきたわけでありますから、ある程度はこれはやっぱり当分、当然これは住民にも

理解していただけるなというふうに思っております。しからば、どの程度ならばとい

うことでございますが、やっぱり物事の考える基準、やっぱり目指すは８割以上はお

おむね良好ということになりますから、８割以上のやはり加入率を最大努力をして目

指していく必要があるなと。それでもなおかつ元利償還相当分、これは公共性や公益

性という目標で設置した事業でありますから、これはその時々に応じて議会等にも十

分相談をし、かつまた住民等の理解も得て、場合によっては利用料にはね返っていく

とか、あるいはそのまま固定していくとか、これはやっぱりその時点で決めなければ

ならないなあと。これだけの加入の人口、これかなりになると思う。例えば国保の関

係、先ほど話が出ました。国保の確か被保険者数というのは２,０００何百人だと思

うんだね。しかし、相当公共公益性ということで、この事業の継続、又は、いきなり

国保の被保険者に国保税がはね返っても困るということで、一般会計から応援してい

るわけですね。だから、やっぱり同様のような考え方で、特別会計というものは、や

はりその辺の調和調整をどの辺に考えていくか、こういうことをやっぱりコンセンサ

スを得て会計運営をしていかなくちゃならないなと、そのように思っておるところで

あります。
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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。

よって、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」に対

する質疑を終了します。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 議案第２６号「平成２５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。

（「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２６号「平成２５年度大玉村土地取得特別会計予算」に対する質疑

を終了いたします。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、議案第２７号「平成２５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。２番。

○２番（押山義則） 歳入のことで伺いたいのでありますが、この保険料、大玉村の位置

づけですか、どっちかというと安いと言われているようなんでありますが、安くして

村からの一般会計からの繰出金が大きくなるというのも問題でありますので、その辺

はどういう位置づけをねらっていらっしゃるのか、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） ２番議員さんにお答えいたします。

介護保険につきましては、介護保険料、利用者負担等定まっておりますので、６５

歳以上の１号被保険者は２１％、４０歳から６４歳までの被保険者につきましては

２９％、あと半分は公費で賄うということで定まっておりますので、増えるというこ

とはございません。県内での位置づけは、県北では一番安いということになります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）
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○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号「平成２５年度大玉村介護保険特別会計予算」に対する質疑

を終了します。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、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２８号「平成２５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２９号「平成２５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。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。６番。

○６番（佐々木市夫） すみません。４３３ページ、未収金関係６４２万９,０００円と

あります。あとは、このことがほとんど同じような金額で推移しているように思われ

ますけれども、ちょっと少ないときも以前にはありましたけれども、この辺のことが

どういうことなのか、お知らせいただきたいと思います。

あと、他会計繰入金、これは貸借、２４年度大玉村水道事業会計損益計算書でなく

て、４３４ページのほうの繰入金２億４,８６２万８,３５０円、繰入金、５番の剰余

金の中であります。この繰入金の推移も前年よりかなり少なくなってきている。単純

にちょっと私これまだ確認よくしてないので申し訳ありませんけれども、かなり経営

状況が良くなってきているのか、そんなはずはないよなと思いながら見たので、その

辺の因果関係、差し支えなければお知らせ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） ６番議員さんにお答えをいたします。

まず、最初聞き取れなかったものですから、６３３ページの未収金の額でよろしい

でしょうか。４３３、失礼しました。未収金ですね。２つ目が４３４ページの繰入金

の関係でよろしいでしょうか。失礼しました。

まず、４３３ページの未収金の関係でございますけれども、これにつきましては、

ご覧のとおり平成２５年度の予定貸借対照表になります。これにつきましては、あく
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までも予定という形での未収金の記載ということになりまして、積算につきましては、

平成２４年度の今現在の水道料金の収入見込額、これに過去の未収金の額のパーセン

テージを取りまして、今年度につきましては５.５％を計上させていただいておりま

す。これにつきましては、当然２５年度末決算によりまして確定するということでご

ざいます。

続きまして、４３４ページの繰入金の関係かと思いますが、これにつきましては、

今まで工事でありましたり、例えば村のほうに工事費の何パーセントとか、そういっ

た形で水道事業を行ううえで村からの一般会計からの繰り入れで工事を目的にして水

道事業会計に入ってきた額、それの積み上げということになりますので、通常の資本

に絡まない繰入金については含まれないということで、ご理解をいただければと思い

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。

（「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２９号「平成２５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２５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２５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

告を申し上げます。

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

事業会計予算にいては、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２５年度予算議案である議案第２１号から議案第２９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２５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。

したがって、議案第２１号から議案第２９号までの平成２５年度予算議案について

は、別紙委員会付託のとおり、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。
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◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 次に、追加議事日程を配付いたします。（議事日程配付）

配付漏れございませんか。（なし）

ただいまお手もとに配付いたしましたとおり、議員発議第１号「ＴＰＰ交渉参加反

対に対する意見書」について提出されました。

お諮りいたします。

議員発議第１号を日程に追加し、追加日程第１とし議題にしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

したがって、議員発議第１号を日程に追加し、追加日程第１として議題にすること

に決定いたしました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 追加日程第１、議員発議第１号「ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見

書について」を議題といたします。

提出者の趣旨説明を求めます。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） 議員発議第１号、ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書について

地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書案を会議規則

第１４条第１項の規定により提出します。

平成２５年３月８日

大玉村議会議長 佐藤 悟 殿

提出者 大玉村議会議員 須藤軍蔵

賛成者 同 菊地利勝

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣

外務大臣、内閣官房長官

意見書案の朗読をもって提案したいと思います。

ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書（案）

政府は、ＴＰＰ交渉への参加を検討しているが、ＴＰＰは関税問題にとどまらず、

和わが国の医療制度、食の安全、安心、金融サービス、そして国家主権に関わるＩＳ

Ｄ条項等交渉分野は多岐にわたり、正に「わが国の形」を徹底した市場原理に基づき

一変させるものであり、何よりも大震災・原発事故からの復興、再生を目指そうとし

ている本村農業者の意欲を阻害するものです。更に、国益を損なわないからと交渉の

途中で離脱することは、国際的信用の面から現実的ではなく、我々は、ＴＰＰ交渉に

参加することに強く反対する。

また、日米首脳会談での共同声明にもあるように、「最終的な結果は交渉の中で決

まっていくこと」であり、我が国農業・農村が壊滅的状態に陥る。更にはＴＰＰの影

響は農業分野にとどまらず、関連産業を直撃し、地方経済は冷え込み、雇用を悪化さ

せるのは確実である。
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農業・農村の持つ多面的機能も失われ、将来にわたり大きな不利益を及ぼすことに

なることから、わが国の食料安全保障と両立できないＴＰＰ交渉への参加には反対で

あり、断じて認めることはできない。

よって、国においては、下記事項について実現されるよう強く要望する。

記

１．ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）交渉には参加しないこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２５年３月８日

福島県安達郡大玉村議会議長 佐藤 悟

以上であります。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 議員発議第１号の趣旨説明が終わりました。

提出者に対する質疑を許します。

（「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、質疑を打ち切ります。

本案について討論を省略し、原案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、本案は、原案のとおり可決されました。

◇ ◇ ◇

○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。（午後５時１９分）


