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平成２５年第６回大玉村議会定例会会議録

第７日 平成２５年９月１２日（木曜日）

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条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。

村 長 押 山 利 一 教 育 長 佐 藤 吉 郎

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

会 計 管 理 者
農地再生室長 武 田 好 広 佐 々 木 正 信

兼 出 納 室 長

教育総務課長 菅 野 昭 裕 生涯学習課長 作 田 純 一

農 業 委 員 会 アットホーム
溝 井 久 美 子 中 沢 武 志

事 務 局 長 おおたま支配人

４．本会議案件は次のとおりである。

決算認定

質疑・討論・採決（議案第５１号～第５８号）
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会 議 の 経 過

○議長（佐藤 悟） おはようございます。ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は、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） 本日の議事日程は、お手もとに配付のとおりです。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第１，議案第５１号「平成２４年度大玉村国民健康保険特別会

計歳入歳出決算認定」を議題といたします。

７番。

○７番（佐藤誠一） 質問したいと思います。

まず、意見書なんですけども、意見書は、これら何ら増減したとか増減のことは書

かれておりませんけれども、決算書、更には成果報告書を見ますと、特に決算書の

１０６、１０７ページをお願いしたいと思いますけども、本年度の収入未済額ご覧の

ように膨大な数字で上がっております。６,６００万円。不納欠損額が１９３万円な

んですけれども、収入未済額については督促状なりを送って、それらの今後の処置も

できると思うんですが、不納欠損額になった人に対しての対応はどのようにしている

のか、まず伺いたいと思います。

あと、成果報告書の１６８ページ、執行状況及び成果の２の保険税賦課徴収状況に

ついてでございます。これは若干、決算書の数字とは違うわけでございますけれども、

現年度分の収入率が９１.７４％、滞納繰越分について２０.５５％でございますが、

累計になりますと、この収入率７２.６６％、これ１００を基準としますと２７.３４

％がまだ納められていないケースだと思われますけども、これらの数字の違いですね、

ちょっと説明願いたいと思います。また、再度ここでも不納欠損額、この辺に出てお

りますけども、これらの処理ですか、あと今後の対策、個人個人になると思いますが、

どのようなものになるのか、お願いしたいと思います。

あと、念のためにお聞きしておきますけれども、最後のページを見ますと成果報告

書の１７４ページの中ほどの、これは多分亡くなった人だと思うんですが、喪失した

場合の過年度分、還付金についての１７件は、私の言っている亡くなった人の還付な

のかと思うんですが、そのことを念のためにお聞きしたいと思います。

以上、お願いします。

○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。

決算書の１０６ページ関係でございますが、不納欠損、それから収入未済額が記載

のとおりとなっておりますが、不納欠損の対応ということでございます。対応につき

ましては、今回２４年度につきましては１６名、１０１件を不納欠損として処理して

おります。不納欠損の理由としましては、地方税法１８条１項の事故消滅ということ
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で、５年間経過して納付納入の義務が消滅する。それから地方税法第１５条第７条の

４項、処分停止後３年経過したとき、それから地方税法１５条第７条の第５項、即時

欠損ということで、滞納処分することができる財産とか、そういうものが全くないと

いった場合に即時欠損というような形で、それぞれこのような条件に当てはまったも

のを先ほど申しました１０１件について処分しております。

それから、成果報告書の１６８ページ、収納率につきましては、調定額と収納され

た金額で出しており、それぞれ現年分、滞納分、合計という形で出しておりますので、

このような率となっております。

それから、対策でございますが、対策につきまして、この不納とか未収金額の対策

につきましては、前日もお話をしましたが、税と同様、収納の基本方針、税の徴収方

針を策定しております。その中に国保税も入っておりますので、その方針に沿って目

標値を掲げ、それの１００％を達成できるよう鋭意努力しているところでございます。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） 大変失礼しました。答弁漏れがございました。

成果報告書の１７４ページ、保険税の還付金でございますが、こちらにつきまして

は、資格を喪失した１７件に対して５１万４,２００円を還付したものでございます。

以上です。

資格喪失につきましては、社会保険のほうに加入という形で国保のほうの資格が喪

失となりますので、それらの方の１７件ということでございます。死亡の方も一部入

っているかもしれませんが、ちょっと手もとに詳細な資料がございませんので、大き

くは社会保険のほうに加入して国保を離脱した方の額ということで、ご理解いただき

たいと思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） ちょっと疑問に思うのは、不納欠損額までいく前に、どうしても一

時的に納税できないんだという理由がある人も出てくるんですけれども、その特別措

置についてあるんだということでございますけれども、この期限については、納付で

きない日から何日、若しくは何か月くらい証明書を発行されるのか、お聞きしたいと

思います。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） 不納欠損の時効の時期の始まり、資格証の話ですか。

資格証では、そちらのほうで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） 納付の状況が芳しくないというような方については、一律

ではございませんけれども、現在、村としては資格証明書の発行は行っておりません。

短期被保険者証というものを発行しておりまして、これも滞納の状況等に合わせて、

税務課と国保担当のほうで協議しながら１か月、３か月、６か月、こういうふうにケ

ースによって期限を切って、短期保険者証を発行しております。例えば１か月の場合
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は毎月保険者証を切り替えるということになりますから、その際に納付相談等を行い

ながら納付をお願いしているというようなことで対策を取っております。なお、資産

がないと、あるいは転出してしまって過年度分残って、先ほど税務課長が言ったよう

な努力を、通知とか努力はしていますが、５年間の経過したもの等々については、事

情によって不納欠損の処理を行うというようなことでございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 国保会計については、収入未済額、非常に大きい。そして、収納率

についても７２.７％ということで非常に大変だなというように感じております。こ

の収入未済額が収納率の１億８,０００万円に対して約６,６００万円、先ほどの議員

さんにも説明ありましたが、約３０％近い未収額なんですね。これは年々落ち込んで

いるんです。当初９０％あった収納率が８０台になって、また７０台になって、また、

これが今後どうなるのか、県に一本化されるということでございますが、そういう中

で、その窮状というものはよく私の理解しているつもりでございますが、なんとか改

善する方向はないのかなというように考えておるところでございます。それで、財政

的にやっぱり中身をアップしていくしかないなというふうには考えておるわけでござ

いますが、そうなれば、税収で上げるというよりは繰り入れとか、そういう基金とか

の対応をせざるを得ないというように考えます。１３７ページの基金についても、こ

のグラフ表を見ますと、非常に決算、年度末の現在高が乏しい。４１６万円しかない

わけですね。前年度は２,４００万円あったんですが、非常に枯渇しているという現

状かなと思います。法定準備金というのは２０分の１というように聞いておりますか

ら、約５％、それの事業規模が約９億でございますが、本来ならば４,５００万円と

いう数字が決算年度末の現在高、ここにあるべきなんでございますが、今後この財務

会計、国保会計の充実という点からして、この基金の増額というものをどのように考

えておられるか、ひとつご検討願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ５番議員さんにお答えいたします。

昨年、２４年ですね、２,４００万円、わずかな基金１,９００万円取り崩しました。

これは、昨年の医療費が非常に伸びたと。成果報告書のほうでも１６９ページをご覧

いただきたいと思いますけれども、一般被保険者の分でも大変な伸びになっておりま

す。そういうことで年度末を迎えて、医療費は２か月ずれていますので、対応として

基金を取り崩したと。しかし結果的には、この基金については取り崩して本会計に繰

り入れしましたが、実際上は予想したほど後半が伸びが収まりまして、６月の定例議

会の中でも基金の積み増しについて議決をいただいております。今回も補正予算計上

されていますが、６,０００万という基金の今造成ができておりまして、今後の医療

費の対応、それから先ほどあったように、今後の財政安定化支援事業、３保険県一本

化という方向が出されておりますので、毎年毎年一般会計から多額の繰り入れがない

ように努力してまいりたいと、このように考えています。２７年度からは、すべての

医療費について財政運営としては県一本化というような方向が明らかになっておりま
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すので、２６年、あと１年、なんとかして現在の基金で対応をしてまいりたいと、こ

のように考えております。

○議長（佐藤 悟） 質疑はございませんか。２番。

○２番（押山義則） この未収金額、大変大きい金額だと思うんですが、これは大玉村だ

けの問題ではないと思うんですが、例えば近隣市町村等の状況、税率の状況もそうで

ありますが、近隣市町村の状況、大玉村の位置づけ、それについて伺っておきたいん

です。大玉だけがこういう状況なのか、よそも似たような状況なのか、その辺できれ

ば本宮、二本松あたりは最低比較していただきたいと思います。

それから、もう１点、成果表の中の１７４ページの、１７３ページから１７４ペー

ジにかけての人間ドックのことなんですが、ちょっと気になる数字なんですが、受診

率、６０歳、６５歳の受診率の減少とか、ばらつきがあまりにもひどいんですが、こ

の要因はどういうふうに判断されていますかね。

あと、もう１点、３５歳～４０歳７０％、あと、それ以外６０％の助成、これは今

後もこういう形が続けられていくのか。その２点について伺います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長(武田孝一) ２番議員さんにお答えします。

まず、保険税の関係ですけれども、賦課額、１人当たりの調定額といいますか、課

税額については、ほぼ１０万円台ということで本宮市、二本松市などとほぼ同じ水準。

ただ、一般会計の繰り入れについては、大玉村が県内でもダントツというような状況

でございます。これにつきましては、やはり被保険者が少なくて、年度ごとにかなり

医療費の増減が激しくて、比較的近隣に医療機関も多いということで、医療費の水準

としてはやはり高い水準にあります。その高い部分をカバーしてきたのが一般会計か

らの繰り入れというふうに考えております。したがいまして、これがなくなると現在

の水準の３５％増しぐらいの保険税の課税が生じると。そうなってきますと、やはり

今、滞繰が相当ございます。そして、現年度分の滞納繰越しが１,５００万あります。

税務課のほうの努力によって滞納繰越分も１,３００万ほど収納になっています。し

かし、２００万は新たに滞納繰越しとして増えると、こういう構造が続いていまして、

どうしても一般財源に頼らざるを得なかったと。新たな負担で滞納を増やさないとい

うようなこともありまして、やってきたところでございますが、そろそろ一般会計か

らの繰り入れも限度だということで、先ほど申し上げましたが、６,０００万円の基

金、これを２６年度には生かして２７年度の制度改正につなげていきたいと、このよ

うに思っております。

それから、ドックの件、１７３ページの人間ドックです。昨年は２３年度に比べれ

ば３割程度、全体的には受診率上昇いたしました。これは国保の被保険者だけなんで

すけれども、これはいろいろな要因があると思うんですけれども、やっぱり一部負担

金、ここが１つポイントになっているのかなというふうに思います。しかし、なかな

か補助率を上げるというのも国保財政に直接響くというか、実際はドックについては

一般会計からの繰り入れで対応しているわけなんですが、一般会計のほうの財政状況
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も鑑みながら、一定の補助率でやらざるを得ないと。この４０歳の７０％につきまし

ては、これは一般の社会保険の加入者、これは健康推進係のほうで担当しております

けれども、４０という一つの節目において受診率をしっかり上げて対応していきたい

というようなことで、震災の関係もございましたが、７０％ということでやってきま

して、受診率の推移等々も見ながら今後は判断してまいりたいというふうに思ってい

ます。

○議長（佐藤 悟） １０番。

○１０番（須藤軍蔵） 今、２３、２４年についての成果報告でのそれぞれ分かりました

が、まだ取り組みにもばらつきはあるようでありますが、これとの関わりで、先程来

も少し話し出ましたが、２７年を目途とする国保会計の県一本化というような状況の

中で、これまで大玉村が独自に取り組んできた老人の健康管理事業、ゲートボールな

り、あるいは昨日も出ました健康湯治、こういう取り組みも国保から一定出ているの

かなと思いますし、更には今ほどお話ありました、これ一般会計から出ているんだと

いうことでございますけれども、村独自の健康管理、今言ったような３５から６５歳

までの５歳刻みの人間ドックというような、それぞれいろいろ問題はありますけれど

も、積極的な健康を守るための取り組みというものが、県一本化を目指した中で後退

するのかどうか、そういう取り組みなり中身は今後それぞれの自治体がやっているも

のがどういう取り扱いになるという方向になろうとしているのかについて、分かる範

囲内で結構ですので、お尋ねをしておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） １０番議員さんにお答えいたします。

２７年度、財政安定化支援事業が１円からすべて対象にして県一本化でやると。こ

れは、あくまでも保険給付、給付の部分が一本化されるということでございまして、

保険税の賦課、それから徴収、それから今お話ありました健康管理事業、人間ドック、

こういう保健事業、ヘルスの事業に関しては従来どおり市町村が行っていくという方

向になってくるというふうに考えています。したがいまして、これ健康管理事業は当

然住民の健康を守ると同時に、医療費を抑制する一つの手段として行うわけなので、

今後とも村がやってきたことについては充実させながら継続していきたいと、このよ

うに考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） １７０ページの一般被保険者高額医療５,９００万円の支出してお

りますけれども、これらの次ページの１７２ページに高額医療共同事業医療費拠出金、

これは国の国保連合会に１回拠出して、そこから高額医療者にまた再度出してくれる

というシステムなわけでございますけれども、まず１点は、高額医療とはどの程度の

金額を超えるものなのか。７８１件の中での高額医療の病名は、上から３番目くらい

でいいですから、どのような病名なのか、お示ししていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。
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高額医療につきましては、所得によって違います。通常の場合でありますと、ちょ

っと数字、正確ではないかもしれませんが、８万なにがしを超えれば超えた分は高額

と。低所得者の場合には、４万４,８００円でしたか、それを超したらば高額と。そ

れから、上位の所得者ですか、この場合には１５万とかっていう、そういう所得段階

で分かれておりまして、限度はありません。青天井です。１,０００万かかれば３割

負担ですから３００万ということになります。そうしますと、先ほど言った低所得者

なら４万なにがし、一般の世帯であれば８万なにがし、それを超えた分はすべて高額

というふうなことになりまして、それを給付した金額が一般被保険者の高額療養費と

いうことになります。ただ、これ歳出のほうではこのようになっていますけれども、

歳入のほうで、これも共同事業がございまして、８０万を超えた高額については全県

で共同事業をやってございます。これについては、財政的なプールになるということ

で、歳入のほうでは戻ってくる部分もあるということでございます。

１７１ページの後期高齢者関係の拠出金、これについては、そういった今申し上げ

た高額の関係、８０万円を超える部分、こういうったもの、後期高齢者と後期高齢者

関係で家族が後期にもあると、それから一般被保険者もあると、その場合に合算制度

がございまして、それらのデータ処理するための拠出金というふうなことでございま

す。１７１ページの３．１．２、これについてはそのようにご理解いただければと思

います。以上です。

高額になっている代表的な病名を申し上げますと、いちばんはやっぱり脳血管疾患

です。それから悪性新生物、がん、それから透析、それから精神、これらがほとんど

を占めていると。まれに整形的な部分でも出てきますが、大体脳血管疾患、がん、透

析、精神疾患というような順番になっております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５１号を採決いたします。

本案を、原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇
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○議長（佐藤 悟） 日程第２，議案第５２号「平成２４年度大玉村玉井財産区特別会計

歳入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。

○８番（遠藤文一） 成果報告書の１７６ページ、委託林６９ヘクタールとなっておりま

すが、この委託林の最近の手入れの状況、どのように把握されているのか伺いたいと

思います。

それから、それぞれヒノキの植栽がされているようでございますが、今後の将来の

需給、需要からして本当にヒノキだけでいいのかどうか。要するに例えば水の涵養と

いうようなこと、あるいは浄化等々を考えれば、広葉樹のほうが今後とも方向として

はいいのかなというふうに思うところでございますが、管理会の中ではどのような考

えで、このようなヒノキの植栽をやっておられるのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。

成果報告書１７６ページ関係であります。委託林でありますけれども、委託林組合、

現在までなかなか活動がされてなかったということで、そろそろ更新時期ということ

で、現在第１委託林、第２委託林の中で、それぞれこうしなきゃならないというよう

な形での活動が今、再活性化しておるというような形を迎えております。昨年におい

ては、第１委託林においては保安柵程度の県の補助事業を受けながらの間伐、それか

ら、第２委託林については、その前の年になりますか、小高倉山地内の全伐というよ

うな形で、それぞれ委託契約の期間を延長しながら委託林組合、本来の姿に戻りつつ

あると。ただ、今後これらについて、その後を担う若い人たちがどうなるのか、その

辺については大変懸念される問題もありますけれども、今現在の役員の方たちによっ

て委託林の収束に向かってどういう形がいいのか、現在、中で一生懸命協議されてい

るところであります。

それから、財産区全体の森林の構成、これについては今まで杉、ヒノキというよう

な形がいちばん金になるんだということで、資産形成の一環として、それらについて

集中的にやってまいりました。平成１２年にヒノキ、杉ばかりじゃなくて広葉樹も植

えようというような形で始まったのが交流の森ということになっておりますが、ご承

知のとおり熊等の被害に遭い、ほとんど全滅に近い形になっているということもあり

ます。ただ、杉、ヒノキだけがいいのかということについては、管理会の中でも、や

はり実のなる木、広葉樹、こういうものについても検討する必要があるだろうという

ような意見も頂だいしておりますので、今後とも含めて、それらの意見も含めながら、

財産区の森林計画の中で検討していきたいというふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）
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○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５２号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第３，議案第５３号「平成２４年度アットホームおおたま特別

会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） アットホームおおたま特会事業については、その審査の結果を見ま

すと、昨年よりは、昨年と申しますのは２３年度よりはだいぶ改善されたと。宿泊料

についても５３.７％増、休息入浴についても５８.４％増と、非常に回復傾向にある

というふうに感じております。そういう中で、いろいろと努力はされていると思うん

ですが、今までの２０１１年の３月の大震災から客の落ち込み、２年６か月経ちます

が、この間のいわゆる減収分、これをいわゆる村としてもこのまま見過ごすわけには

いかないというふうに感じておるんですが、この風評被害の請求、これをどのように

今後考えておられるのか、ひとつ答弁願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） お答えいたします。

アットホームの減収分、それに対する収入減については、各自治体、東京電力等に

ついて賠償請求をするというような方針ではいますが、現在、中間指針をまとめた審

査会によりますと、そういうものについては賠償請求の対象としないというのが現在

の審査会の判断であります。それから風評被害対策についても、公営企業的なものに

ついては一定程度認めるというような段階にありますので、これらについては更に福

島県の市町村、それぞれ同じような共通の被害を被っているのがいっぱいありますの

で、それら市町村と合わせながら、風評被害等については請求していくと。減収分に

ついても請求はしたいということでありますけれども、この間の減収分、お客が来な

かったという減収分と災害対策の形での応急仮設、応急避難者等の罹災救助基金から

の収入、これらを相殺したときに、減収分以上の増収分があるという形での決算書、

既に認定になっておりますので、それら決算書を見せても減収分の金額が分からない

ということがなかなか厳しい問題になってくる。そういう意味でオープンしていない

ときの減収分についてはなかなか難しいのではないか。これからについては風評被害

対策、これらに絞りながら損害賠償の手続きを進めていきたいというふうに考えてお
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ります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） いろいろな意味も含めて総体的にお聞きしますけれども、あの建物

自体の施設の割合において、湯舟がどうしても小さいというような声が聞かれており

ますが、それは現実にどう当局ではとらえているのか、まず伺いたいと思います。

あと、村長の今度の所信表明でも民営化にするのが望ましいということでございま

すけれども、やっぱり今、高給取りの職員が行くと持ち出しがかなり増えてくるとい

うのが現実でございますので、その点も含めて村長に、今後早い時期に公設民営化を

どのように進めていくのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えを申し上げます。

まず、湯舟の問題は、本当に小さいと思います。あれだけの施設の割には小さいと。

設計上、盛土をしてきましたので、かなりの盛土なので土留が大変高くて、あれ以上

広げることができないという中で、湯舟の場合には洗場との比率で、湯舟だけ大きく

した場合には、洗場が今度はその倍に広くなるという温泉の法律の縛りがありまして、

これだけ洗場が必要だとなると湯舟はこれしか造れないと。スペースの問題からいう

と、逆算していくと、あれが限度だったということで大変小さいと。露天風呂を造れ

ないかとか、過去にも検討してまいりました。なかなか難しい、湯量の問題。ただ、

これはやはり温泉宿泊施設としては解決しなきゃならない問題だというふうに考えま

すので、これから民営化に向けての場合には、やはり改築等が、施設の改築等も必要

になると思います。日帰りの入浴のための休む場所、常設の場所も必要になります。

この前いったみたいに、夜のスナックとか、もっとお金を下ろしてもらう、そして楽

しんでもらうというようなものも必要になります。ただ、どの年代をターゲットにす

るかということは、やはり決めていかなければいけないという部分もありますので、

これから審議会もあります。この前もお話しさせていただきました。審議会も民営化

の方向でいきましょうというような方向性はお話になりました。ただ、受皿をつくら

なければいけません。村外の企業にお願いをするということは避けたいというふうに

考えていますので、前にもお話ししました村民で株式会社を出資を募ってできないか、

できない場合でも公社等、若しくは新たに組合等を設立して運営するとか、商工会と

の絡みもありますので、商工会の活性化にも結びつくだろうという部分もありますの

で、その辺も含めながら少し時間、１年、２年という時間はかかると思います。組織

を作ってから民営化をするというふうに考えていますので、直営はここ何年間かはや

はり続けると。ですからその中で経営努力をしていきたいというふうに考えています。

以上です。

○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、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。
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本案について討論を省略し、原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第４，議案第５４号「平成２４年度大玉村農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） 毎回の決算の時期になりますと、非常に問題になってくるのが玉井

第２地区の加入率なんですけども、いろいろ理由は分かっておりますけども、あれだ

け集中しただけでこれだけの加入率だということは、大山地区からいわせると、なん

だべということになってしまうんですけども、もう一度伺いますけれども、この５４.６

％加入率、今後の見通しについて当局にまず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） ７番議員さんにお答えを申し上げます。

玉井第２地区、ようやく５０％を超えました後、決算におきましては５４.６％の

加入率というような内容でございますけれども、私が上下水道課長のほうを拝命しま

してから３年が経過をいたします。この経過時点で、２２年決算から比較していきま

すと、ここ３年で４６戸増、率にしますと７.６％の増という今現在の結果になって

おりますけれども、これは前から申し上げておりますとおり、東日本大震災以前まで

は各未接続者のお宅を直接訪問させていただきまして推進を図っていたところでござ

いますけれども、こういった訪問する際のやはり感触というものは、あまりよろしく

ないような状況ではございました。その場でお話をしますと、やはりアンケート結果

で出てきた内容どおりでございまして、今の経済情勢、なかなか戻らない。もう１つ、

今、私、世帯主の時点では難しいので、息子の代になったらば考えると。あとは新築、

リフォームの際に接続をしたいと、そういった、これは前回までもお話をしていたと

おりでございますけれども、そういったお話が返ってくるという状況でございます。

今後につきましても、今お話しした内容からしますと、新築、増改築、そういった際

に水回りと一緒に接続をされるということが増の要因でくると思いますので、ここ数

年の増加傾向にあります１０件から１１件、年間ベースで伸びてくるというような見

通しは持っております。ちなみに玉井第２地区、今回１２戸増、前回の決算時から

１２戸増ではございますけれども、内容を申し上げますと、公共枡を新築した上での

接続、これは住宅の新築になるかと思いますが、これが５件でございます。既に公共

枡を設置してあるその公共枡への改築等による接続が７件ということで、７件につい

ては既に今まで住んでいらっしゃった方が公共枡に接続をしていただいたというよう

な結果でございますので、今後もこういった内容で毎年、毎年増えていくというふう

な傾向が見られるのではないかとは思っております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ７番。
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○７番（佐藤誠一） それについては理解できましたけれども、やはり今、インフラ整備

で富岡も仮設、復興公営住宅に入らない人はどんどん土地を買い求めて個別に家を建

てているんだという状況でございますけれども、村長に伺いますけども、やはり大体

本管の入っているというのは主要道路だけだと思うんですけれども、いわゆる今、近

々認められる村道の認定になった道路とか、そういうところにもやっぱりこまめに入

っていく必要があると思うんですけれども、その点どうなのか。

また、前村長が、この農業集落排水の事業については、当面凍結するということで

凍結している事情もありますけれども、今後個別的な浄化槽で進めるのか、再度この

凍結を外すのか、併せて伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答え申し上げます。

本管以外の枝線ですね、どういうふうになっていくのか。引くのに１００万円とか

お金がかかるということで、だめだというようなお話も聞いております。その辺の状

況については、細かい状況、それがどの程度かかるのか、これからどういうふうに枝

線を入れようとしているのかについては、担当課長のほうから答弁をさせます。

それから、農集排についての今後どうするのかということについては、私の考えで

は第２で終わりというふうに考えています。第３で大山、大玉１３区という計画があ

りましたが、検討段階でやはり難しいだろうということで、農集排については全国的

に終結の方向にいっていると。やはり単独でやっていただくと、補助を出しながらや

っていくという方向が現実的であろうというふうには考えています。以上です。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。

農集排の排水管のほうの延長、そういった関係でございますけれども、現在、本管

が埋設されている地域から、ただいまインフラ整備関係で延長するという場合につき

ましては、これは１つの条件がございます。農業集落排水の排水管、これは水道の排

水管とは違いまして、基本的に自然勾配を利用した自然流下式を取っております。し

たがって、高いところから低いところに流すというのが前提条件でございますので、

土地の低いところの造成関係ということになってきますと、その場所から高いところ

に自然勾配では当然流れないということになります。これはポンプ式ということで、

マンホールを設置してポンプくみ上げということになりますと、これはポンプ、予備

ポンプを含めた２台のポンプ、それから電気料、かなり高額な設備投資にはなってま

いります。現在、そういったところまでの設備投資のほうは基本的に考えませんで、

先ほどの自然勾配を使えないという場合につきましては、これは地区内でありまして

も農業集落排水利用の対象外というふうな形を基本的に取ります。一方、合併浄化槽

のほうでは、基本的には農集排地域は合併浄化槽の補助対象外ということにしており

ますが、特例を設けておりまして、そういった農業集落排水が利用したくてもできな

い地域については対象とするということで、農集排利用できない場合は合併浄化槽の

補助対象というふうな使い分けをしているところでございます。以上でございます。
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○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） 合併浄化槽の１戸平均の月の維持費、あるいは使用料等々について、

幾らぐらい、平均的な家庭で結構ですから、合併浄化槽と農集排の比較金額、つかん

でおったらお願いします。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） 大変申し訳ございません。計算した資料、合併浄化槽、昨

日一般会計のほうで認定いただきましたので、資料をちょっと持ち合わせござい

ませんけども、年間の維持費ということで前回計算した経過がございますが、６万

５,０００円程度は必要というふうな試算はしております。以上でございます。

○８番（遠藤文一） それはどっち。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） 大変失礼いたしました。

まず、今ご質問の合併処理浄化槽の場合でございますけれども、すみません、数字

を間違えて先ほど答弁をさせていただきました。管理委託料、ブロアー代、電気料、

こういったものを合計しますと、標準的な合併浄化槽につきましては６万９,０００

円程度、年間かかります。一方、農業集落排水施設の利用の場合でございますけれ

ども、世帯１人で利用する場合につきましては、年間４万８,６００円、合併浄化

槽からは２万５３０円ほど安いということになります。２人利用、この場合は５万

５,２００円でございます。３人利用につきましては６万１,８００円、４人利用につ

きましては６万８,４００円、ここで、ほぼ金額が同一になってまいります。５人利

用ですと７万５,０００円、６人利用ですと８万１,６００円ということで、これ以降、

人数×５５０円が×１２月という形で増えていくことになります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 現在の使用料で、この計画戸数８３５戸が、もし加入したとすれば

６,７２０万円ぐらいになるのかな、今現在の使用料を単純に掛けたとした場合に。

ですから、６,７２０万円以上の支出があるとすれば、その分は、なんでかんで一般

会計から持ち出しと、こういうことになろうかと思います。ですから、そういう状況

が今後、今のような状況が今後どこまで続いていくかということを考えた場合には、

農集排の使用料を下げても１００％はいかなくても、計画戸数をほぼ入ってもらえる

ようなことを考えて、使用料、手数料を取ったほうがいいのかなというふうに思いま

すが、それらのバランスもあろうと思いますが、どうでしょうか。提案したいと思い

ますが。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ８番議員さんに再度お答えをいたします。

料金改定、減額をしたうえで全戸加入ということでございますけれども、若干試

算をした経過はございますけれども、これはあくまでも２３年度の決算ベース、これ

を基に算出をさせていただいた結果でございますけれども、例えば人数割で５０円、

５５０円から５００円にしますというような場合につきましては、２３年決算を基に
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しますと約３７０万円ほど収入が減ります。一方、戸数割、今現在３,５００円です

が、３,４００円、１００円減にして３,４００円にした場合は２６０万円ほど収入が

減るということになってまいります。ここで将来的なことで繰り入れを減らすような

方向として考えますと、これは一気にその戸数分が増えるということではございませ

んので、当然これが例えば５年、１０年かかって設定値である目標値に達成するまで

の間、そういった年数がかかりますと、当然繰入金につきましては増えた分マイナス

をして残りの分が一般会計からの持ち出しということになってまいりますので、大変

難しい問題ではないかなというふうに私としては考えております。仮にこういった使

用料を減額するという方向性を考えるのであれば、ある程度農業集落排水の起債、借

入金が減額になる部分、その部分を待って減額するというのがやはり歳入と歳出のバ

ランスを考えたうえではよろしいのではないかというふうな考えは持っております。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 決算書のほうで質問したいと思いますが、１７３ページ、収入未

済額でございますが、８０万４,７２８円。その下段についても雑入ということで

２５２万９,５２７円、このたぐい、雑入ということですが、これは過年度分のいわ

ゆる収入未済額がここに計上されるのかなとは理解しておるんですが、この収入未済

額が何年経過するとこの雑入の過年度分に記載されるのか。

あと、この未済額の８０万円並びに２５２万円の件数ですね、これについて質問し

たいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えを申し上げます。

まず、１７３ページの収入未済額の関係でございますけれども、まず、使用料の部

分につきましては、８０万４,７２８円、これは平成２４年度、当年度分の未収金に

なります。その下にあります雑入、２５２万９,５２７円、これにつきましては２３

年度以前の分、過年度分の収入未済額というふうな表示をしております。

次の件数関係でございますけれども、当年度分の８０万４,７２８円、これの件数

につきましては７０件分の額になります。下段にあります雑入の過年度分の収入未済

額につきましては、２３９件分の額になります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） ありがとうございます。

２４年と２３年以前のものが雑入の過年度分で計上されるということでございます

ね。これは第１、第２との振り分けでは、まだ詳しくはちょっと分からないでしょう

かね。それと、不納欠損額がかろうじてないと、ここ数年ないんですが、水道と同じ

く、これはあれですか、いわゆる給水のほうであまりにも滞納が滞ればストップとい

うようなことなのかどうか。そこまではライフラインだからやらないんだということ

なのかもしれませんが、いずれにしても欠損額ないことはすばらしいことだなという

ふうに思っておりますが、それについても、また、村の公共水道、または井戸水で対



- 175 -

応している件数ですね、それらについてお答え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） ５番議員さんに再度お答えを申し上げます。

まず、１点目の第１、第２それぞれの地区の振り分けでございますが、大変申し訳

ございません。私どもの未収金の管理上、第１、第２の振り分けそれぞれしておりま

せんで、基本的には担当係長と私のほうでそれぞれ対象者を振り分けて毎月収納活動

を行っておりますので、申し訳ございませんが、その２つの地区の振り分けというも

のは現在持っておりません。

もう１点目の農集排の、水道の場合ですと閉栓、農集排の場合の取り扱いかと思い

ますけれども、これは水道がストップすれば当然農集排のほうもこれは使用中止とい

うような取り扱いにはなります。これは、現在のところ水道のほうの未収関係で水道

の閉栓関係は実施しておりませんので、そういったイコール農集排使用中止というこ

とは発生しませんが、仮に水道のほうの利用をお客様の都合で取りやめた場合につい

ては、これは農集排の利用のほうも調定ストップというような対応は取っております。

あと、井戸水関係の利用につきましては、現在、私の頭の中で入っておりますのは

１件、これは水道入っていないお宅のほうで農業集落排水をご利用いただいていると

いうのは、ちょっと資料的には持っていませんが、頭に入っている限りでは１件ござ

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。

（「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、質疑打ち切りたいと思います。質疑を打

ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５４号を採決いたします。

本案を、原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

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

（午前１１時００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） 日程第５，議案第５５号「平成２４年度大玉村土地取得特別会計歳

入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ございませんか。

（「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、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第６，議案第５６号「平成２４年度大玉村介護保険特別会計歳

入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。７番。

○７番（佐藤誠一） この介護保険なんですけれども、やっぱり問題になります滞納額が

ありますけれども、おれは絶対介護のそういった施設に入らないんだという前提の下

で、こういった滞納になっているのか。ややもして、何度もいいますけれども、今は

当面お金がないからという形で未収になっているのか、お伺いしたいと思います。

また、ちょっと全体的にお聞きしますけれども、この介護については要介護、支援

介護といろいろあるようでございますけれども、いちばん気がかりなのは特別な、も

し例を挙げますと明生苑やぼたん荘のように要介護の１、２、３、４もらって入った

場合の月の幾らくらい平均的にかかるのか。また、ぼたん荘のわきにある支援０であ

りながらアパートのように入られるなごみ荘については、月どのくらい程度かかるの

か、これ非常に興味のある話で、今後我々も特に６０歳過ぎて高齢者には入っている

んですけれども、更には前期高齢者、後期高齢者というような年齢にさしかかった場

合、そこに行き着くわけでございますけれども、あと、一番気になるのはグループホ

ーム、村内にもいくつかありますね。杉田地区には２件ほどありますけれども、グル

ープホームには１回月どのくらいかかるのかですね、分かる範囲で結構ですので伺っ

ておきます。

○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、収入未済関係でございますが、滞納の理由としては低所得ということで、な

かなかお支払いが困難だという方が圧倒的に多いということで、ほかの税関係につい

ても滞納があるというのが現実かというふうに思います。

それから、入所関係でございますけれども、特養関係であれば７～８万かと、食費

等を入れて、宿泊費等を入れて７～８万。それからひだまり等については１０万くら

い、特養については７～８万。あと、通常の老健施設については、１０万程度はかか
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ると思います。それからあとグループホームについては１４～１５万になろうかとい

うふうに思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。

○８番（遠藤文一） １８９ページ、１号被保険者数の中で、外国人被保険者、当年度末

３名と、こういうふうになっていますが、この方は介護保険料も当然納めているんだ

と思いますが、国保でそういう人が出てこないところを見ると、社会保険なのかどう

か、その辺どのように把握しているのか伺いたいと思います。

それから、大玉村にそれぞれまだ４０数名の外国人がおるということでございます

が、若いからこれに入らないのか、その方々は例えば保険等についてはどのような状

況になっているのか、４０歳以上の人はいないのかどうか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。

外国人の被保険者関係でございますが、外国人については、長期滞在、国籍が日本

外というようなことで滞在している方になりますけれども、介護保険に入って社保、

国保ともあるというふうに認識しておりますが、現在、外国人で保険もそうですけれ

ども、１年以上日本に滞在するというような場合は国保のほうに入っていただく、強

制ではないですけれども、保険関係はそんなふうになっておりますので、長期滞在の

方が加入するということになります。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） ですから、ここの当年度末現在３名の外国人被保険者がおりますよ

ね。これは、じゃあ国保というふうに理解していいのかな。

あと、現在４０数名が外国人、現住人口にカウントされているようでありますが、

その方々で介護保険を、もっとも入らなくたっていいのかもしれませんが、入れるよ

うな条件の方がいないから入らないのか、全く入らないということなのか、その辺ど

のように把握していますか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） 外国人で加入しているというのは、本当に長期にいる方、

何年も何十年も日本に住んでいるというような方ですので、通常は社会保険入ってい

る方もおります。ただ、６５歳、６０過ぎて国保というようなこともあり得ると思い

ますが、現在の中では社保が中心かと思いますけれども、だんだんに年を取れば国保

というふうになってくると思います。以上です。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 決算書の２１３ページで、ちょっとお尋ねします。

この中で、特別徴収保険料という項目がございまして、△の１万５,９００円、こ

れは未収じゃなくて入ったということなんですかね、△ですから。と申しますと、こ

の調定額が決定した以降に入ったということで、これを掲載されて収入済額が増えて

いるということかなと思うんですが、その辺について詳しくご説明を願いたいと思い

ます。
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○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） お答えいたします。

２１３ページ、△の１万５,９００円でございますが、これについては還付未済と

いうことで、亡くなった方が相続、これは特別徴収というと年金から差し引きになる

介護保険料でございますが、年金から差し引きはしたんですけれども亡くなってしま

ったと。返さなくてはならないわけなんですが、相続手続き等が終了していない。返

す方が決定しないというようなことで、返済が不可能だという方が残っております。

それが１万５,９００円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）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、これより議案第５６号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第７，議案第５７号「平成２４年度大玉村後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。

質疑を許します。質疑ございませんか。

（「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、質疑を打ち切ります。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、原案のとおり認定するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第８，議案第５８号「平成２４年度大玉村水道事業会計決算認

定について」を議題といたします。

質疑を許します。８番。
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○８番（遠藤文一） 大玉村の水道料金、よそと比較した場合に１３ミリ、そして１０立

方までだとすると、例えば本宮から二本松と比較してみると高いようなんですよね。

それ以上について見ますと、例えば２０ミリですと安くなっているというような状況。

だからどれが正解か、どのほうがいいかというよりも、むしろ基本料金の設定の仕方

で大玉だけがこういうふうな設定の仕方をされていると。私はそれが正解かどうか分

かりませんが、他市との比較をしてみると、なんで大玉だけがこうなのかなという疑

問に思っているわけですよ。ですから、例えば、よそですと準備料金、そこにそれを

口径で基本料金設定しておいて、他の場合は水量で決定していると。大玉だけなんで

すよね。でから、これは審議会等々で、よそと比較して大玉村はこうだということが

分かれば、どっちがいいか、あるいはどうすべきかということの議論になろうかと思

いますが、ずうっとこうしてきているところをみると全く問題なく、疑問もなく経過

しているのかなと思いますが、その点について今まで審議会の中では何か議論があっ

たかどうか、伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えを申し上げます。

水道料金の体系の関係でございますけれども、確かに議員さんおっしゃるとおり、

近隣町村との算出方法は異なります。おっしゃるとおり、本宮市と比べますと、水量

が少ない場合は安い料金ではありますが、水量が、使用水量増えれば増えるほど本宮

は割増しになってくるということで、大玉村よりは高い料金の設定がなされる場合が

ございます。こういった水道料金の体系につきましては、基本的に簡易水道事業が発

足しました以降、大玉村につきましては、同一の考え方で計算方法を取っております

けれども、審議会の場でこういった内容を議論した経過というものは、私の記憶の中

ではないというふうに思っております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 今も新規加入の場合の優遇措置をとっておられるかとは思いますが、

いちばん１０立方までの使用料金を比較するような、一般家庭ですとその辺が比較の

対象になるのかなと思いますよ。その比較の対象になる部分が大玉は高いものですか

ら、やはりその後はどんどん安く、大玉の方が安いんですよといっても、対象とする

１０立方までの量のときには大玉が高いものですから、例えば定住人口がんばろうと

いっても、そういう部分ではやっぱり見た人は、なんか大玉が高いなということで新

規加入、これだけ助成しているんだよということも大きくアピールしないとなかなか

比較検討されたときには困るのかなというふうに思いますので、１０立方までの料金

高い、しかし、新規加入の場合はこういうふうになっていますよということを大きく

アピールするのも一つの方法かなとは思っております。

なんで大玉が１０立方までの部分が高いのかなと。例えば、二本松、本宮より高く

設定されているのかなと思うと、やっぱりここに基本料金をきちんと設定しておかな

いと、ここの層が、使う戸数がここはいちばん多いから、そこを基本料金できちっと

収入を確保しようということの考えでそうなっているのかどうか分かりませんが、特
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に他意がないとすれば、よその市の例えば福島、郡山、二本松、本宮にしろ、口径の

基本料金に、口径を基本料金に設定しておるということの意味をきちっと確認したう

えで、大玉も考え直す、再考するなら再考すべきかなというふうに思いますが、その

点はどうでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ８番議員さんに再度お答えを申し上げます。

今ご質問の水道料金の徴収の設定関係につきましては、まずは毎月１０立方まで、

これは基本的には基本料金の中に含まれます。１０立方を超えた部分、これは超過料

金ということで、税抜きで１立方当たり１５０円の徴収の対象になってまいります。

このため１０立方以内ですと基本的には超過料金の徴収の対象にはなりませんので、

これらが大きく影響するということは、まずはないかと思います。これが該当すると

すれば、少水量の仮設の関係、工事前の業者さんが使う部分、これにつきましては当

然１０立方未満の使用料の精算、使った分だけの精算ということになってまいります

ので、事業者側においては、そういった高い安いの部分が適用されてしまうというこ

とはあるかと思います。いずれにしましても、こういった水道料金に直接影響する部

分につきましては、この場で、はい、そうしますということは当然言えるものではご

ざいません。当然、管理者である大玉村長との調整を図って最終決定をいただいたう

えで審議会ということになってまいりますので、そういったこと、今後管理者のほう

の考えをお聞きしながら検討をしてまいりたいと思っております。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） １３ミリの、あるいは２０ミリの１０立方までは大玉は高いという

ふうな、１３ミリの場合は大玉は高いというだけの話で、要するにそれ以外はよその

ほうが高いんだと。だから、一般会計から持ち出しても、ほとんどの村民がこの水道

を利用しているんだから、一般会計からやろうとも使用料から取ろうとも、それは結

果的には同じかもしれませんが、やはり利用者負担というのが前提だとすれば、この

水道の使用料金はよその市から比べると安いんだから、それに見合った使用料を取っ

て一般会計から入れないで、やっぱり利用者負担でやったらどうかということも言い

たいのでありますが、それについてはどうでしょうか。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答え申し上げます。

この料金を上げるか上げないかということは、もう私が企画財政課長のときから議

論になっています。何十年、２０年も３０年も、始まったときから。２８２ページに

供給単価と給水原価があります。１９７円、約２００円かかっていますね、立米当た

り。それを１６４円、１６５円で供給しているということで、大玉の場合には簡易水

道から始まって今、水道事業をやっているわけですが、経費等、それから設備投資等

も含めますと、やはりかなり持ち出しが多いということですので、ただ、それでも他

の市町村と比較すると、まあとんとんだと。ですから、これを利用者負担の原則で引
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き上げるとすると３０円から上げなければいけないということで、大変生活にも影響

すると。毎年毎年、審議会の中では値上げを検討すべき、監査委員からも値上げを検

討すべきということで、２０年も２５年もきてしまいました。これはバブルがはじけ

たときから、ずうっと平成３年から、上げたくてもやはり経済情勢等を考えると上げ

られないと。そして、定住化になってきた段階でも、やはり上げられないというよう

なことで、ただ新築する場合に優遇するとかっていう、そういう方法でこれからも少

し検討していきたい。ただ、この前の審議会では、やはり料金は据え置くということ

で答申をいただきましたので、できるだけ経営努力をするということ、それ以外のと

ころで住民サービスをやるということで、また検討してまいりたいと思います。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 質疑ございませんか。５番。

○５番（鈴木宇一） 水道事業の貸借対照表の欄で若干質問したいと思います。

２６７ページです。この中に網羅されております土地、建物、構築物、機械、工具、

車両と、有形固定資産ということですね。この減価償却についてでございますが、

建物については法定で２５年なり３０年、又は鉄筋コンクリートには４０年という

のがあらかじめ取り決めあると思うんですが、機械などは工具、これは３年とか７年

とかになっていると思いますが、まず定額でこの減価償却をされていると思うんです

が、その辺ですね、どちらなのか。そして、この減価償却累計額ということで、例え

ば土地は償却ありませんから、建物についての２,７９０万円ですね、これの累計が

１,１０８万４,６３１円という、いずれにしてもイ、ロ、ハ、ニずうっときておりま

すが、それで右のほうを見ますと、その引いた額２,７０９万から１,１００万円引い

た額が１,６８１万８,９００円と、こういうふうになっていますね。これがいわゆる

資産、財産というふうに思っております。そうすると、問題は次年度に対して、本来

ならば１,６８１万円がこの建物、償却した部分が上がってくるわけなんですね。こ

れは残存価格がここに、簿価があってここに上がってくるわけなんですが、この水道

会計は基の財産がそのままずうっと、これ載ってきているというようなことなんです

が、企業会計として、このような会計方法についてちょっと疑問を呈しておりますの

で、質問したいと思います。

次に、その後ろの２６９ページでございますが、剰余金の計算書という欄がござい

ます。それでここで未処分剰余金というのがございまして、前年度未処分利益剰余金

という欄がございますね。大きい３の１番、これが３,２６２万９,２３５円というこ

とでございますが、前年度の平成２３年度のいわゆる繰越金というのは３,１６２万

９,２３５円なんですね。ここで１００万円が多いということなんですが、それは、

いわゆる次のページにも出ておりましたが、２７０ページに。いわゆる減債積立金

１００万円というのがあるんですね。これは、２３年度も減債積立金１００万円があ

るんですよ。そうすると、その１００万円は当然減債積立金の２番の欄の前年度繰入

額ということで、ここに計上されるべきなんですよね。それがないということなんで

す。このような会計の仕方というものは、どのように、どうしてこのように変わって
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きたのか、その辺についてのご説明を願いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えを申し上げます。

まず、２６７ページの貸借対照表、資産の部、固定資産、有形固定資産の関係でご

ざいますけれども、公営企業会計の帳票類に基づきまして、このような表示をしてお

ります。議員さんおっしゃるとおり、例えば土地、これの場合は減価償却ございませ

んので、そのまま金額が右側のほうに移っております。例を申し上げましたように、

先ほどのロの建物、まず上段のほうには取得時のそれぞれの価格を表示させていただ

きまして、その下に毎年の減価償却の累計、ここで言いますと１,１８４万６３１円

ということで、表示上は何らございませんが、ここは本来であれば△の表示になりま

す。上段の２,７００うんぬんから１,１００万を引きますと、その右側１,６８１万

８,９１７円というふうな、この金額が年度末の償却未済高と、残存価格というふう

な表示、これにつきましては、そういった地方公営企業会計法の例によった表示をさ

せていただいておるところでございます。なお、なかなか表示が少なく見づらい資料

ではございますので、次年度決算の際からちょっと表示を増やしまして、ここの行は

こういった内容だというふうな表示に努めさせていただきたいと思います。

続きまして、２６９ページの剰余金の関係でございます。今ほどお話ありましたと

おり、２４年３月３１日までに行うべき剰余金１００万円の積立て関係でございます

けれども、この増額の積立て、今回見合わせた内容でございます。まず、２つの要因

がございます。１点目につきましては、この減債基金積立金につきましては、国の法

律に基づく積立てで以前はございました。以前、成立しました国の法律であります地

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、通常一括法といわれるものでございます。この法律に基づきまして、地方公

営企業法の一部が改正されました。この一部改正に伴いまして、地方公営企業法第

３２条第１項で規定をされておりました法定積立金であります減債積立金の積立金が、

平成２４年４月１日以降に廃止をされたという法律上の廃止規定がございます。２点

目につきまして、これは例月出納検査、監査委員さんから毎月監査を受けております

けれども、その場におきまして監査委員の方から、現在現金預金で運用を管理してお

ります資金につきましての指導助言をいただきましたが、その内容につきましては、

ペイオフ問題以降、普通預金にて管理をしておりました約３億円、このうち一部を定

期預金に預け入れをしまして利息収益を得る方策を講じなさいというふうな指導助言

をいただいたところでございます。このため、担当におきましては、年度末に向けま

して、指定金融機関でありますＪＡみちのく安達大玉支店、そちらのほうと協議を重

ねました。その結果、支払いに必要となります経費が約１億円でございます。これを

除いた２億円、この２億円を定期預金預入額と決定をしまして、農協から提示があり

ました預け入れ利息、これが０.２３％という条件で協議が整ったところでございま

す。小口の定期預金ですと０.０２５％ということで１桁低い金利になります。より

運用管理収益が高い０.２３％での運用を図るべきというふうに判断をしまして、今
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回１００万円の小口定期ではなく２億円の大口定期での実行を図ったという結果で、

今回小口のほうは見合わせたという内容でございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ５番。

○５番（鈴木宇一） １００万円がどっかへいっちゃったのかなと思ったらば、いわゆる

運用していたということですね。２億の中にＪＡみちのくのほうで運用されていたと。

非常に利率がいいということで、その努力は評価するものでございますが、いわゆる

裏的な金額、指標ということになりますね。これ、目に見えてない。だから、議会と

しては１００万の運用がどのぐらいの利率になるか、利益になるかはともかくとして、

議会に提示される場合には、やっぱり前年度の数字、目に見える数字をここに提示さ

れるのが本来であろうと、このように思います。運用して利益を上げるために、これ

は表面に出なかったということでございますが、本来あるべき姿かどうかというもの

が疑問に思います。ただ、監査委員のどうこうということもございますので、あまり

その辺には触れたくございませんが、もう一度その辺についてお答えを願いたいと思

います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） 再度５番議員さんにお答えを申し上げます。

今ご指摘いただいたとおり、余剰金の部分の積立金につきましては、こういった

２６９ページのような、それぞれ表示がございます。そのほかの一般の資金につきま

しては、あくまでも帳簿上の管理ということでありまして、それらの残高、使途につ

きましては、毎月の例月出納検査のほうでご確認をいただいておりますが、なにぶん

こういったほかの項目に、そういった定期なのか普通預金なのかという表示を今現在

はしておりません。あくまでも現金、預金という形での一体的な表示になってござい

ますので、それらにつきましては、可能な限り改善のほうは図ってまいりたいという

のが１点でございます。

もう１つ、先ほどの減債積立金につきましては、あくまでも法定義務は廃止されま

した。ただ、議員さんおっしゃるとおり目的を持ったこれは積立金でございますので、

これにつきましては２５年度以降、収入支出の当然バランスを見ながら可能な限りの

範囲内で積み増しのほうはさせていただきたいという考えでおります。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。７番。

○７番（佐藤誠一） 意見書のほうで見ますと、監査委員が今後予定される石綿管の布設

替工事に伴い膨大な投資が見込まれるということをうたってます。いろいろ試算して

いるということを過程に、当局としてこの石綿管が何キロであって、今後どのくらい

の総額の工事費が計上されるのか伺いますし、次ページの原水単価、現在に対して給

水単価８３円３５銭となっておりますけれども、このような給水単価もどの程度変動

するのか伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えを申し上げます。
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まず、石綿セメント管の改修関係でございます。これにつきましては、以前からい

ろいろ数字的なものを申し上げてまいりましたけれども、今回基本的な計画の策定を

終えております。これによりますと、布設替えの延長９,７４０メーターを今現在は

見込んでおります。その布設替えに伴います事業費でございますけれども、これにつ

きましては、まだ確定ではないという部分、これは消費税の動向もございますので、

そういった部分を勘案しましても９億円弱の金額が発生する見込みでございます。で

きるだけ、国庫補助事業の適用になる部分を模索しながら、事業のほうは進めてまい

りたいと思っております。

それと、監査意見にございます給水原価の関係でございますけれども、これは先ほ

ど村長のほうからも答弁させていただきましたとおり、決算書の２８２ページにそれ

ぞれ載ってございます。今現在２８２ページの表の下にちょうど２つの項目が載って

ございますけれども、まず供給単価、給水原価ということで、供給単価は１６４円

７０銭、給水原価が１９７円６０銭ということでございますけれども、基本的に皆様

方にお使いいただく水が極端に増えない限りは、供給単価というものはさほど変動は

しないということになります。一方、給水原価、これは村長からお話あったとおり、

水道水を１立方メートル作るのに必要となる経費を表しますけれども、これにつきま

しては、当然３条予算の総費用が分子にまいります。有収水量は分母でございますけ

れども、今後、石綿セメント管の改修事業がスタートした後、償還が当然始まってま

いりますけれども、そちらの支払利息もこの分子のほうに含まれてまいります。分子

が大きくなればなるほど、この給水原価というものは数字は高くなってくるというこ

とにもなります。ただ一方、石綿セメント管の地方債、借入残高、それの個人の何パ

ーセントという借り入れを行いますけれども、その借り入れについては、将来負担が

例えば３０年程度続きますけれども、その間に既存の借り入れについても当然減少し

てまいります。こういったことを勘案しますと、一時的に歳出については増加傾向に

なりますので、この給水原価は上がってまいりますが、既存の借り入れが終われば終

わるほど、その分の支払利息が減少してまいりますので、時期的にはまだはっきりし

ませんけれども、そういった形で一時的に上がった後には当然減少してくるというふ

うな予測はしております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

お諮りいたします。

本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。
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よって、これより議案第５８号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり認定されました。

◇ ◇ ◇

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

いたします。ご苦労さまでした。（午前１１時５４分）


