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平成２６年第２回大玉村議会定例会会議録

第１日 平成２６年３月３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 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。

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７号～議案第３５号及び報告第１号）

（新しい議案を入れる）

議案第 ７号 大玉村特別導入事業基金条例を廃止する条例について

議案第 ８号 大玉村高齢者等肉用牛導入事業基金条例を廃止する条例につい

て

議案第 ９号 大玉村ふれあい農園条例を廃止する条例について

議案第１０号 大玉村ふれあい広場設置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 職員の給与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 大玉村行政財産使用料条例の一部を改正する条例について
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議案第１４号 大玉村社会体育施設に関する条例の一部を改正する条例につい

て

議案第１５号 大玉村妊婦健康診査の実施に関する条例の一部を改正する条例

について

議案第１６号 平成２５年度大玉村一般会計補正予算について

議案第１７号 平成２５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１８号 平成２５年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について

議案第１９号 平成２５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２０号 平成２５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２１号 平成２５年度大玉村土地取得特別会計補正予算について

議案第２２号 平成２５年度大玉村介護保険特別会計補正予算について

議案第２３号 平成２５年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算について

議案第２４号 平成２５年度大玉村水道事業会計補正予算について

議案第２５号 平成２６年度大玉村一般会計予算について

議案第２６号 平成２６年度大玉村国民健康保険特別会計予算について

議案第２７号 平成２６年度大玉村玉井財産区特別会計予算について

議案第２８号 平成２６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２９号 平成２６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３０号 平成２６年度大玉村土地取得特別会計予算について

議案第３１号 平成２６年度大玉村介護保険特別会計予算について

議案第３２号 平成２６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３３号 平成２６年度大玉村水道事業会計予算について

議案第３４号 副村長の選任について

議案第３５号 区長の委嘱について

報告第 １号 平成２６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 遊佐佳織、中沢みち子、伊藤寿夫
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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２６年度第２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１番鈴木康広君、

２番押山義則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２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２月２８日、午前９時より第一委員会

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１８件、人事案件２件及び報告１件の合わせて３０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３日から１４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 ３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、請願・陳情の委員会付託

３月 ４日 休会（議案調査）

３月 ５日 本会議 一般質問６名

３月 ６日 本会議 一般質問２名、議案第７号～議案第１５号までの議案審議

３月 ７日 本会議 平成２６年度予算議案に対する総括質疑及び平成２６年度予

算議案の委員会付託

３月 ８日 休会
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３月 ９日 休会

３月１０日 委員会（付託事件の審査）

３月１１日 委員会（付託事件の審査）

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 本会議 議案第１６号から議案第３５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７日の総括質疑については、平成２６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の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（押山利一）おはようございます。ご苦労様でございます。

本日、第２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。

書面のほかに口頭で報告することを報告させていただきます。

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、一部行政報告を

いたします。

まず、富岡町と富岡町避難者支援のための災害公営住宅の整備に関する協定を２月

１９日に締結し、２１日には福島県と災害公営住宅の整備に関する協定を締結いたし

ました。なお、整備については、本村に代わって福島県が実施することになります。

次に、１月２１日、二本松信用金庫と産業振興等に関する包括協定の締結をいたし
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ました。本村の産業振興を図り、村内に立地する企業及び新規立地企業や、新たな事

業展開を図る村内事業者等を支援するための協定であります。

また、２月２８日には、相互の連携協力により、地域の課題に適切に対応し、活力

ある地域社会の形成、発展に寄与することを目的に日本大学工学部と工学技術支援に

関する協定を締結いたしました。なお、各課等詳細については、お手もとに配付の別

紙をもって行政報告とさせていただきます。よろしくお願いします。

○議長（佐藤 悟） 行政報告が終わりました。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第７号から議案第３５号及び報告第１号まで一括上

程いたします。

事務局職員に議案を朗読させます。事務局。

○書記（伊藤寿夫） 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。

村長。

○村長（押山利一） 本日、第２回村議会定例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２６年度の村政運営に関する所見の一端と重点事務

・事業等についての基本的な施策方針を申し上げ、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。

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

３年が過ぎようとしています。福島県内においては、今も多くの県民が県内外に避難

生活を余儀なくされております。また、原発事故に係る汚染水処理や中間処理施設の

設置など、多くの課題が山積みされており、先行きが不透明な状況下にあります。復

旧・復興のため、スピード感をもって全力で取り組んでいただくよう、あらゆる機会

をとらえ、国、県に対し関係機関とともに強く要望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２５年度の事業執行につきましては、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取り組んでまいりましたが、昨年７月末、

８月上旬に発生した豪雨による災害復旧事業も含め、本年２月の豪雪等により、多く

の事業が繰越明許になるなど、予算の執行が大変厳しい年であったと言えます。こう

いう状況の中で、前年度繰越事業としての太陽光発電設備設置工事及びふれあい広場

芝生化再生事業や、安心して暮らせる環境づくりとしての道路網や教育施設の整備、

子育て支援・保健福祉の充実のための重点施策、農商工連携による販促ＰＲ事業、再

生可能エネルギーへの取組など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２６年度につきましては、第一に放射性物質除去の積極的推進であります。住

宅をはじめ道路、側溝などの除染を最優先課題として、引き続き取り組んでまいりま
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す。

第二に定住人口増加対策であります。人は活力の源であり、子育て支援や住宅施策

を更に進めてまいります。

第三は、財政健全化の健全度をみる各指数を念頭に、今後と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、

職員一丸となって、「住民に日本一近い村政」実現のため邁進してまいります。

特に、「みんなで支え みんなでつくる大玉村」の理念の下、村民皆様の協力をい

ただき、協働の村づくりを目指してまいります。

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への取り組み、農業の振興と農地の保全、六次

化産業のための拠点整備計画、安心安全な農産物の生産体制づくり、更には、超高齢

化に向けた全村をカバーする公共交通システム構築の調査研究、公設民営化の受け皿

づくりの調査研究を進めてまいります。

また、富岡町被災者のための災害公営住宅の整備や、改善センター屋内運動場の整

備を目指します。更に主要道路の整備、上下水道事業の推進、消防設備の充実により、

快適な環境整備を図ってまいります。

保健福祉では、ホールボディーカウンターによる内部被ばく検査などを引き続き実

施し、村民の健康管理に万全を期すとともに、高齢者福祉の充実を図ってまいります。

子育て支援では、子育て医療費助成や保育料軽減事業など重要施策を継続し、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。

学校教育においては、地域に根ざした「開かれた学校」づくりのため、全幼稚園、

小中学校に導入したコミュニティ・スクール事業をはじめとした各種事業の推進を図

り、教育環境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、文化・スポーツなど各種事業を積極

的に進めてまいります。

次に、平成２６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一刻も早い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・安全な農作物の生産体制づくりなど、

復興再生に向けた取り組みを行うとともに、公共交通体系や公設民営化への手法、再

生可能エネルギーの導入、県内外交流事業などへの積極的取組、定住人口増加のため

諸施策、富岡町被災者のための災害公営住宅の整備など、現下の厳しい社会・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次総合振興計画」及び「復興計画」の基本理念に立脚

した予算の編成を行いました。

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、必要な施策への財源の

重点選別を基本に、今後とも効率的な行政運営に努めてまいる所存であります。

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計画しました主な

重点事務・事業について、各部・課ごとに順次説明申し上げます。
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総務部 総務課関係

新年度からスタートいたします部制の導入による役場組織の機構改革により、職員

の意識改革を更に促し、真に地方自治体にふさわしい職員の育成を図ります。

そのため、「財団法人ふくしま自治研修センター」での研修を基本に、個々人の意

欲の向上と能力開発に努めます。併せて、職場内の独自の研修を実施し、更なる自己

研鑽に努めてまいります。

また、「全体の奉仕者」であることを常に自覚し、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・支援体制の充実を図ってまいります。

更に、情報処理事務の効率化を図り、迅速かつ正確な行政サービスを更に進めてま

いります。

次に、総務部 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。２６年度は、第４次総合

振興計画の４年目、復興計画３年目として引き続き「安心・安定のむらづくり」のた

め、原発事故対策関連事業の着実な執行と新たな地域づくりのため施策の調査、研究

等を積極的に進めてまいります。特に定住人口増加対策を最重点事業と位置付け、子

育て支援、保健・福祉・教育の充実、企業立地補助金や復興特区等の優遇制度の活用

に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、県内外の自治体などとの積極的な交流を図り、併せて６次産業化の推進や小

水力発電事業等についても、国県等の動向を注視しながら取り組んでまいります。

次に、安達地方広域行政組合の２６年度における重点事務事業についてご説明申し

上げます。

本年度においても引き続き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、斎場の適正な維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の適正な管理及び処理のための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、消防庁舎への再生可能エネルギーの導入や、東和出張所移転新築事業などの

事業に加え、災害時要援護者の防火指導についても積極的に行ってまいります。

これらの事業を踏まえた予算は、一般会計が前年度比２.５％増となる４０億４,５７９

万円となりました。また、地域振興特別会計では、文化振興支援事業など５６６万円

となったところであります。

次に、住民税務部 住民生活課関係

消防施設整備に関しましては、年次更新計画に基づき、小型可搬ポンプ搭載消防車
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を更新いたします。更新車両の配備につきましては、消防幹部会において選定してま

いります。

次に、防災訓練ですが、平成２６年度は県北地方防災訓練の当番にあたり、それに

合わせて大玉村総合防災訓練を９月２７日に開催いたします。昨年の集中豪雨や、２

月中旬の豪雪の経験を踏まえ、その課題に対応できる訓練にしてまいりたいと考えて

おります。

次に、マイナンバー法施行に伴う住基システムの改修業務を進めてまいります。俗

に言う国民の背番号制というものでございます。平成２８年１月までの付番作業を見

据えて適切に対応を進めてまいります。

また、住基データの安全性を確保するため、情報管理部門と連携しデータセンター

での管理に向けて作業を進めてまいります。

年金関係につきましては、消費税増税に伴う措置として、年金生活者に対する支援

金創設に伴い、年金生活者支援システムの整備を図り円滑な支給事務を進めてまいり

ます。

次に、住民税務部 税務課関係

大玉村税等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

財源の確保を図るとともに、本年度からコンビニ収納を導入し納税者の利便性を図り、

適正な納税を推進します。

次に、産業部 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、３年目となる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、平成２６年作付に係る生産数量目標

配分の実施方針が、地域農業再生協議会において決定されたところであります。本村

の生産目標は、生産換算面積で前年比９万１,０９２ｋｇ減の４３６万２２ｋｇ（７

万２,６６７俵）、面積換算で前年比１３万５,５９２㎡減の７８３万９,５８４㎡

（７８３.９ｈａ）、配分率は５９.７％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、経営所得安

定対策とともに推進してまいります。

次に、農業者の高齢化、後継者不足による担い手への農地の利用集積が進む中で、

地域農業を担い、農地利用集積の受け皿となりうる農業生産法人への組織化が急務と

なっており、農業生産法人の設立に向け取り組んでまいります。

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５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まいります。

次に、産業部 産業振興課関係

商工業の維持発展と、農業従事者の高齢化や風評被害による生産意欲の減退など、
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農業の振興と農地の保全活用の観点から、産業振興センターを核として、生産と加工

・販売の一体化や、地域資源を活用した新たな産業の創出を促進する６次産業化の取

り組みをより一層推進します。

また、これと併せ農商工の連携を図り、地域特産品や観光資源のＰＲに積極的に取

り組んでまいります。特に、アットホームおおたまについて、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、従業員に対する研修等を行いながら、接客等の技術向上を図り、顧客満足度の

向上を目指すとともに、安全で快適な施設管理を目指し、新たな顧客層発掘のための

各種誘客策を講じ、利用増加に向けた諸活動を展開してまいります。

なお、アットホームおおたま及び直売所の公設民営化に向けて、その手法を含め多

くの皆様のご意見を伺いながら検討してまいります。

また、名倉山への本村側からの登山道の整備に向けたルート調査を実施いたします。

次に、建設部 建設課関係

まず、本年度において道路改良工事を行っている村道南町・山口線（外）道路改良

舗装工事については、改良済み箇所の舗装工事を実施し、山口橋の撤去工事を行う予

定であり、（仮称）大玉西部幹線横断道路整備については、引き続き測量調査設計を

行う予定であります。平成２０年度に請願採択のあった村道谷地・戸ノ内線の拡幅、

歩道設置については、昨年末に関係者説明会を開催し概ね同意を得たことから、事業

の実施に向けた測量調査設計を、また、平成２４年９月に請願採択のあった村道石橋

・中森線については、改良舗装工事を行う予定であります。その他、村道細田・大檀

線の測量設計、長井坂バイパスの調査測量を行う予定であります。

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、老朽化した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。

なお、県委託事業により、横堀平地内に富岡町民向けの災害公営住宅を建設し、入

居や運営管理の準備を進める予定であります。

次に、建設部 上下水道課関係

農業集落排水事業につきましては、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努めるとともに、施設備品等についても、計画的な



- 10 -

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。

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、福祉環境部 健康福祉課関係

平成２５年度に引き続き、原発事故による放射線被ばくに関する健康影響を把握す

るため、県によるホールボディーカウンター検査及び甲状腺検査、本宮市との委託契

約によるホールボディーカウンター検査の実施、積算線量計による被ばく線量の測定

等を継続して実施してまいります。

また、定住人口増加対策の柱である子育て支援策を継続するとともに、毎年流行し

ているインフルエンザに対し小児から中学生及び妊婦に対し、新たにワクチン接種費

用の一部助成を実施いたします。

平成２７年度を初年度として実施される「大玉村子ども子育て支援事業計画」につ

いては、本年度に実施したニーズ調査を基に新たな支援計画を策定いたします。

本計画は、大玉村における教育、保育、地域子ども・子育て支援事業の状況把握や

今後の方向性を検討し策定するものであります。

次に、大玉村第二次健康増進計画（いきいきおおたま健康プラン２１）の改定につ

いてでありますが、この計画は、全ての村民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活

できる活力ある地域社会の実現のために策定したものでありますが、第二次計画の計

画期間は平成２７年度から１０年間となります。

次に、第７期高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画の策定についてでありま

すが、高齢者福祉計画については、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事

業の供給体制の確保に関する計画を定めるものであります。

また、介護保険事業計画については、３年を１期とする介護保険事業に係る保険給

付の円滑な実施に関する計画を定めるものであり、いずれも平成２９年度を目標年次

として改定するものであります。

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、福祉環境部 再生復興課関係

まず、除染業務に関して、住宅除染については、１７区について設計と発注を進め

るとともに、道路除染の測量、設計業務を進めてまいります。また、除染業務の管理

体制を強化するため、常勤職員の増員と、外部支援職員の確保に努めてまいります。

再生可能エネルギーの導入促進について、まず住宅用太陽光発電設備設置事業に関

しましては、消費税の増税に伴い、設置が消極的にならないよう村としても財政的支

援を強化してまいります。また、防災拠点施設への太陽光発電設備並びに蓄電池設備

設置に関しては、大山小学校、福祉センターさくらに設置を行うとともに、平成２７

年度、玉井小学校への設置をめざし実施設計を行います。

次に、農業集落排水事業について、区域外における水質保全を図るため、合併処理
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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。

次に、農業委員会関係

農地の遊休化を防止するため、農地の有効利用促進に努めるとともに、安達農業普

及所との連携を図り、農業後継者対策を進め、農業による生活の安定化を図るととも

に、安心、安全な物づくりを指導してまいります。

また、農地の集積化促進のため、ＪＡ及び認定農業者との連携を図り、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迅速化、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

全利用に努めてまいります。

次に、耕作放棄地や遊休農地は、保全管理水田の８９ｈａ、畑では、非農地等と区

分された面積を除いて２０ｈａの、合計で１０９ｈａとなっております。

平成２６年度も「福島県緊急雇用創出基金事業」を活用し、新たな農村・農業政策

に対応した耕作放棄地の解消、特に、荒廃した水田の再生に取り組み、農業経営の規

模拡大や効率化が図られる環境整備に努めてまいります。

また、耕作放棄地の解消は、生活環境の改善、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、教育部 教育総務課関係

幼稚園、小学校、中学校の連接による「おおたま学園」とコミュニティ・スクール

事業を施策の大きな柱として位置づけ、引き続き推進してまいります。

「おおたま学園」につきましては、大玉に学ぶ子どもの確かな成長のため、幼・小

・中の１１年間を見通した計画的・系統的な教育として、平成２４・２５年度におい

て作成した一貫カリキュラムの実施と検証を行うほか、教職員の交流及び研修の充実

を図り、指導力の向上に努めてまいります。

コミュニティ・スクール事業につきましては、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画することにより、子ども達と地域が共に

育つ豊かな学びの創造を目指し、委員会活動の充実を図るとともに、教育フォーラム

の開催を通じて、事業の周知と活動の充実に努めてまいります。

人権教育総合推進地域事業では、学校・家庭・地域が一体となった取組を推進し、

道徳性や基本的人権尊重の精神を高め、一人ひとりを大切にした教育の充実に努めて

まいります。

また、”共に学ぶ”おおたまの共育サポート事業を、県内の大学等と連携して、児

童生徒を対象に学生を講師として、休日や長期休業中における補習を計画するほか、

授業参観や体験活動等を通じて、学生の指導力育成や教員の資質向上を図ってまいり

ます。

更に、引き続きスクールソーシャルワーカーを中学校に配置し、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
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不登校・児童虐待などの問題に迅速な対応のとれる体制を確立するため、適応指導教

室の開設に向けた調査研究を進めてまいります。

また、小中学校に、「村費負担非常勤講師」を配置し、指導の充実を図るほか、心

身に障がいのある幼児、児童、生徒を支援するため、必要に応じて幼稚園、小・中学

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、

小中学校に「外国人英語指導助手」を配置し、国際理解教育と英語教育の充実を図り

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、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。また、除染のため表土除去を行った校庭等の覆土事業を行い、放射線量の低減と

ともに、児童生徒の活動環境の改善を図ります。

次に、教育部 生涯学習課関係

今年度も「学校支援地域本部」を設置し、地域の教育力を生かした学校への総合的

な支援を進めてまいります。また、中学３年生及び小学５・６年生を対象に、土曜日

の有効な活用と地域での学習の場を支援する体制を整えてまいります。

放課後子ども教室事業については、今年度も小学校の４年生以上の児童を対象とし

た「放課後子ども教室」を開設し、子どもたちの安全・安心な居場所を提供するとと

もに、様々な体験活動をとおして学習習慣の形成、学習意欲の向上を目指します。ま

た、夏季休業中に、夏休みの課題学習や体験活動などの教室開催に取り組んでまいり

ます。

次に、図書館情報データシステム整備事業について、村内の保有図書の有効利用と

利用者の利便性の向上を図るべく、あだたらふるさとホール及び小中学校の蔵書のデ

ータベース化及び図書検索・貸出等のシステムの構築について調査研究を進めてまい

ります。

文化振興については、村内の各種文化団体に対し、積極的な支援を行うとともに、

文化祭につきましても、村民の一年間の学習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

合った事業が展開できるよう支援してまいります。

更に、本村に存在する指定・未指定にかかわらず、有形・無形の文化財を幅広く把

握し、文化財をその周辺環境まで含めて総合的に保存・活用するための方針を定める

歴史文化構想の策定のための研究を進めてまいります。

次に、スポーツクラブと連携し、各種教室やスポーツ行事を開催するとともに、各

種サークルの支援に取り組み、いっ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。

以上、平成２６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。どのような時であっても、

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
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に応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） 一応、ここで休議いたします。再開は午前１０時５５分といたしま

す。(午前１０時４１分)

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。(午前１０時５５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（押山利一） それでは、引き続き提案理由の説明を申し上げます。

本定例会における提出議案は、条例の廃止及び改正案９件、補正等予算案１８件、

人事案件２件、報告１件の合わせて３０件であります。

それでは、議案第７号、大玉村特別導入事業基金条例を廃止する条例について申し

上げます。本案につきましては、高齢者等の肉用牛飼育に供する肉用牛導入事業を行

うため創設されましたが、国県補助事業が終了し、国県補助金相当額を返還したこと

により、村費分を高齢者等肉用牛導入事業基金に移行したため、基金条例を廃止する

ものであります。

次に、議案第８号、大玉村高齢者等肉用牛導入事業基金条例を廃止する条例につい

て申し上げます。本案につきましては、特別導入事業基金の国県補助事業が終了し、

国県補助金相当額を返還したことにより、村費分を移行するため、平成１９年に基金

を創設しましたが、高齢者等への肉用牛導入事業の貸付実績がないため、基金条例を

廃止するものであります。

次に、議案第９号、大玉村ふれあい農園条例を廃止する条例について申し上げます。

先の１２月定例会において村営住宅条例（災害公営住宅）が制定され、ふれあい農園

用地に恒久的な建築物が建設されることが確実となったことから、本条例を廃止する

ものであります。

次に、議案第１０号、大玉村ふれあい広場設置条例の一部を改正する条例について

申し上げます。地域産業の活性化、地域交流の促進を図るため設置されたふれあい広

場について、営利を目的とした利用など、より一層の利用促進を図るため、広場使用

料の改正を行うものであります。

次に、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申し上げます。まず、第４条第６項につきましては、

特別職の職員で、週３日以上勤務を要する定めのある職員に対し、費用弁償として、

通勤費相当分を職員の例に準じ支給する規定を定めるものであります。なお、費用弁

償の支給にあたり、第１号では、交通機関等を利用する場合の上限額を、第２号では、

自動車等を利用する場合は、給与規則に定める額を基準に勤務日数に応じて支給する

旨を定めるものであります。

次に、別表につきましては、多様化する行政需要に対応するため、それぞれの分野
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における住民支援を専門的に行うべく行政支援嘱託員を設置し、報酬額を月額１３万

８,０００円と定めるものであります。

次に、議案第１２号、職員の給与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。まず、第２条及び第２４条につきましては、新型インフルエンザ等対象特

別措置法及び大規模災害からの復興に関する法律の施行に伴い、災害派遣手当の支給

について、福島県の条例施行に準じ改正を行うものであります。次に、第１２条につ

きましては、長引くガソリン等燃料費の高騰に伴い、福島県において通勤手当にかか

る条例及び規則の一部改正が行われ、本年４月１日から施行されるのに準拠し、職員

の自動車等の使用距離に応じ支給される通勤手当の上限額の改正を行うもので、上限

額を４万７,７００円から５万４００円に改めるものであります。

次に、議案第１３号、大玉村行政財産使用料条例の一部を改正する条例について申

し上げます。まず、第２条の使用料の額について、社会保障の安定財源の確保等を図る

税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律により、本年４

月１日から消費税率が引き上げられることに伴い所要の改正を行うもので、「１００

分の１０５を乗じて得た額」を「消費税及び地方消費税相当額を加えた額」に改める

ものであります。また、第１条及び第５条については、地方自治法の一部政正により

条文の整理があったことにより条項の改正を行うものであります。

次に、議案第１４号、大玉村社会体育施設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。まず、第４条関係に規定する別表第２の(3)テニスコート使用料

につきまして、金額に単位を明記するものであります。また、同じく別表第２の(4)

プール使用料につきまして、高齢者の健康づくり及び小中学生及び高校生の体力向上

を図るべく、料金を改定するものであります。更に、今後、近隣の自治体において屋

内プール建設の動きがあること及び他の施設においては、住民とその他の区別がない

ことから、村内村外の利用料金を一本化し、村外からの利用者の拡大を図るものであ

ります。

次に、議案第１５号、大玉村妊婦健康診査の実施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。妊婦健診に係る費用は、県内医療機関での受診の場合は、

妊婦健診実施医療機関（医療機関関係団体を含む）との契約により、県内の医療機関

では同一金額で受診できるため受診者の窓口負担はありませんが、県外受診の場合は、

医療機関により健診内容、健診実施金額等が異なり、その費用を受診者が窓口負担を

し、村に申請後償還払いとして交付しております。今後、県外で受診した費用につい

て、妊婦健診実施医療機関（医療機関関係団体を含む）との契約金額を上回る場合が

想定されるため、村負担額の上限を委託契約に基づく委認額として設定し、公費負担

額の公平を図るものであります。また、妊婦精密健康診査費用についても同様に、村

が契約する医療機関との委託契約に基づく金額を上限として定めるものであります。

次に、議案第１６号から議案第２４号、平成２５年度各会計補正予算について申し

上げます。

今回の補正予算は、年度末を迎えて、事務事業の執行状況や所要見込の精査により
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歳入歳出予算を整理、調整することが主な内容となっております。なお、各会計補正

予算の詳細につきましては、企画財政課長に説明をさせますので、概要のみご説明申

し上げます。

それでは、議案第１６号、１ページになります。平成２５年度大玉村一般会計補正

予算について申し上げます。今回の補正は、主に事務事業の整理・調整を図るための

編成となり、既定の予算の総額から１５億７５万円を減額し、予算の総額を８３億

８２２万円とするものであります。また、補正予算第２条では、地方債の補正を、第

３条では、繰越明許費を設定しております。

次に、議案第１７号、５７ページになります。大玉村国民健康保険特別会計補正予

算について、今回の補正は、年度末を迎えての医療費の増高等に対応するための基

金取崩しや、国保税滞納繰越分の整理、所要見込の整理・調整を行い、既定の予算に

３,７０５万９,０００円を追加し、予算の総額を９億７,６６４万円とするものであ

ります。

次に、議案第１８号、６９ページになります。大玉村玉井財産区特別会計補正予算

について、今回の補正は、財産区基金の整理と所要の調整を図り、既定の予算に１万

３,０００円を追加し、予算の総額を６５６万円とするものであります。

次に、議案第１９号、７７ページをお開きください。アットホームおおたま特別会

計補正予算について、年度末に向けての所要見込や入込客数の推計等による調整をし、

既定の予算に１３万４,０００円を追加し、予算の総額を１億１,８３９万２,０００

円とするものであります。

次に、議案第２０号、８５ページをお開きください。平成２５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、今回の補正は、施設使用料や管理経費の精査に

より、一般会計からの繰入金を減額する編成をし、既定の予算から５６７万９,０００

円を減額し、予算の総額を１億３,６８５万円とするものであります。

次に、議案第２１号、９３ページになります。大玉村土地取得特別会計補正予算に

ついて、一般会計内での財源調整を行った結果、先行取得して年賦で買戻しを行って

いたものについて、前倒しにより買戻す措置を講じた予算としたものであります。そ

の結果、既定の予算に５３５万６,０００円を追加し、予算の総額を２,１７７万円と

するものであります。

次に、議案第２２号、１０１ページになります。大玉村介護保険特別会計補正予

算について、保険事業勘定において、保険給付費の組替えや管理経費の所要見込によ

る精査、調整を行い、既定の予算に９６万８,０００円を追加し、予算の総額を６億

８,７１３万５,０００円とするものであります。

次に、議案第２３号、１０９ページになります。大玉村後期高齢者医療特別会計補

正予算について、保険料や還付金の調整を行い、既定の予算に４０万円を追加し、予

算の総額を６,４１３万円とするものであります。

次に、議案第２４号、１１７ページになります。平成２５年度大玉村水道事業会計

補正予算について、今回の補正は、水道料金等の増収や所要見込の調整、整理を行い、
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一般会計からの繰入金を減額するなどの編成をし、予算第３条に定めた収益的収支は

補正予定額４６万５,０００円を加えて、１億４,１３８万８,０００円とするもので

あります。

以上で、平成２５年度 各会計の補正予算についてご説明申し上げました。よろし

くお願いいたします。

続きまして、議案第２５号から議案第３３号、平成２６年度各会計予算について申

し上げます。

平成２６年度予算につきまして、国は、民需主導の経済成長と財政健全化目標の達

成を目指し、施策の優先順位の洗い直しや無駄を最大限縮小しつつ、優先度の高い施

策について重点化を図ることとしています。

また、地方財政についても、地方の一般財源の総額については、平成２６、２７年

度において、平成２５年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確

保するとしながらも、地方への一定の配慮を示してはいるが、同時に徹底した「無駄

の排除」を求める考えであり、国・地方双方において効率的で効果的な行政を構築す

ることへの強い決意を表したところであります。

本村においても、一層厳しい財政状況が見込まれる中、村づくりの基本理念の実現

に向け、活力ある村づくり、安心して暮らせる環境の整備、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、原発災害からの復興・再生や新たな

地域づくり、防災対応力の強化などの諸事業を的確に推進するため、地方自治運営の

基本原則に基づき、第４次総合振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。

なお、各会計予算の詳細につきましては、補正予算同様企画財政課長に説明をさせ

ますので、概要のみご説明申し上げます。

それでは、議案第２５号、１ページをお開きください。平成２６年度一般会計予算

について申し上げます。

本年度の予算規模は、前年度に比べ２１.５％の減となる７０億４,７８９万９,０００

円となったところであります。

次に、議案第２６号、２２９ページをご覧ください。平成２６年度国民健康保険特

別会計について、国民健康保険を取り巻く環境は、被保険者の高齢化や医療水準等の

高度化に伴い、医療費は増加の傾向にありますが、国保税については、低所得者など

の加入が多い構造的課題を抱え、運営は大変厳しい状況にあります。これらのことを

踏まえ、編成の基礎となる医療費については、保険給付費の過去３年間の実績と傾向

を推計して積算し、歳出の削減と収納率の向上による持続可能な制度として維持する

ことができるための編成をしたものであります。その結果、予算総額は前年度に比べ

１.１％増となる８億５,０８９万８,０００円となったものであります。なお、これ

らについては、６月で按分率の判定等で、また改めて予算が策定されます。

次に、議案第２７号、２２７ページ。平成２６年度大玉村玉井財産区特別会計予算

について、４００ヘクタールに及ぶ財産区有地の保全、管理、環境等への寄与、将来
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の財産形成等のため、管理会を中心に運営を行っているところであり、予算規模は前

年度と同額となる４,３５５千円となるものであります。

次に、議案第２８号、２９１ページになります。平成２６年度アットホームおおた

ま特別会計予算について、アットホームおおたまは、村民の憩と健康増進を提供し、

利用者の保養と交流を図るという施設運営の基本にたった予算編成を行い、当初予算

は前年度比２.５％減となる１億６０１万３,０００円となったものであります。なお、

２０年が経過した施設や、これからの管理・運営等については、別途調査をすること

としております。改修計画を２６年度に実施をしたいと考えております。

次に、３１７ページです。議案第２９号、平成２６年度大玉村農業集落排水事業

特別会計予算について、本年度の農集排事業は、引き続き施設の安定的な維持管理

に努め、農用地等の水質保全を図るため、前年度比１.３％増にあたる１億８０１万

１,０００円の予算を編成したものであります。

次に、議案第３０号、３４３ページになります。平成２６年度大玉村土地取得特別

会計予算について、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、本年度予算は、対前年度比４.５％減にあたる１,５６７

万３,０００円となったものであります。

次に、議案第３１号、３５５ページになります。平成２６年度大玉村介護保険特別

会計予算について、本村の高齢者数は、団塊の世代を加えた平成２６年１月末現在の

第１号被保険者数で２,０２１人となっており、平成３２年には、２,４００人前後が

見込まれています。４００人の増です。このような状況を踏まえ、これまでの給付実

績と第５期介護保険事業計画に基づく予算の編成を行い、保険事業勘定では、前年度

比３.９％増の６億８,５６２万９,０００円、介護サービス事業勘定では、前年度同

額の１３０万円をそれぞれ見込んだものであります。なお、本年度事業として２７年

度からの第６期介護保険事業の計画策定業務を行うこととしております。

次に、議案第３２号、４１９ページになります。平成２６年度大玉村後期高齢者医

療特別会計予算について、この会計は、後期高齢者医療制度において、市町村の事務

とされている、保険料を徴収して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の編成をしたものでありまして、前年度に比べ、１.５

％増にあたる６,２５１万５,０００円を見込んだものであります。

次に、議案第３３号、平成２６年度大玉村水道事業会計について、予算編成にあた

りましては、企業会計の原則・目的に沿うべく、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、引き続き安全で良質な水を安定的に供給で

きる施設の維持管理が図られる予算の編成をしたところであります。その結果、収益

的収支においては、前年度比０.８％増の１億４,０３１万円、資本的支出は、１５.０

％増となる７,８９６万６,０００円となったものであります。

次に、議案第３４号、副村長の選任について申し上げます。

本格的な地方分権が進む現在、複雑多様化する行政需要に的確、迅速に対応できる

人材として、人格、識見ともに優れた現企画財政課長の武田正男氏を、平成２６年４
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月１日より、副村長に選任いたしたく、地方自治法第１６２条の規定に基づき議会の

同意を求めるものであります。

次に、議案第３５号、区長の委嘱について申し上げます。

本案につきましては、現区長が３月３１日をもって任期満了を迎えるため、各行政

区から、別紙名簿のとおり推薦がありましたので、それぞれ区長に委嘱いたしたく、

大玉村区長等設置条例第２条第３項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであり

ます。

次に、報告第１号、平成２６年度安達地方土地開発公社予算等について、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。

それでは、各会計の補正及び当初予算につきましては、重点的な主なものについて

企画財政課長より説明させます。何卒よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ご苦労さまでございます。

それでは、命によりまして、平成２５年度における各会計の補正予算につきまして、

ご説明申し上げます。

補正予算書をご覧いただきたいと思います。まず、１ページであります。この中で

は予算の補正を１５億７５万円を減額して総額を８３億８２２万円とするというよう

な既定であります。予算第２条では、５ページをご覧いただきます。５ページから７

ページが地方債の補正となっております。５ページにつきましては、地方債の追加で

公営住宅建設事業債、６ページでは変更というような形での事業費の確定等による変

更ということであります。７ページは廃止ということで、災害援護資金貸し付け事業

債、これについては希望者がなかったということでの今回の廃止ということで、それ

ぞれ地方債の変更をここに計上しております。８ページをご覧いただきます。８ペー

ジは、予算第３条に定める繰越明許費であります。この中を見ますと、百日川小水力

発電事業、それから線量低減化事業、それぞれ年度末までに竣工の見込がないものに

ついて繰越明許の手続きをとるものであります。

それでは、歳出よりご説明申し上げます。２６ページをお開き願います。

議会費は、３万１,０００円の補正減であります。総務費の一般管理費は、補正減

６２万３,０００円。文書広報費は、情報系サーバ更改による稼働時期がネットワー

クの構築や広域行政組合との調整に時間を要したため、リース料の減額となりました。

１,２８９万円の減額補正となったものであります。２８ページをお開き願います。

財産管理費は、事務事業の確定等による減と、事項の③では、土地開発基金買戻し費

用５３３万９,０００円を計上し、合わせて３１７万９,０００円の補正となったもの

であります。基金費は、所管する基金の利子積立と、繰替運用における積立金、合計

２,０５３万７,０００円の計上であります。３０ページにかけましての諸費でありま

す。事項の⑤、３１ページになります。６次化の推進について、更に審議を重ね、事
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業の着手を２６年度以降としたための補正減を行い、総額で２,３０１万４,０００円

の減額計上となったものであります。ふるさと創生事業費につきましては、海外派遣

事業費の確定によりまして４８９万１,０００円の補正減であります。災害対策費は、

１４億２,３２５万円の補正減であります。事項③では、線量低減化活動事業、住宅

地以外の除染対象を次年度以降着手することなどから１３億９,５２４万４,０００円

の減、事項の④、農業関係除染対策費は、事務事業の確定等により２,９００万６,０００

円の補正減であります。３２ページをお開き願います。３３ページの上段のほうにな

りますが、事項の⑥、小中学校等の遊具更新につきましては、繰越明許費による消費

税増額に対応するため１００万円の計上をしたものであります。なお、この１００万

円については国庫金、それから震災復興特別交付税で対応できるものであります。税

務総務費につきましては、過年度還付金等で３５万９,０００円、賦課徴収費は、コ

ンビニ収納に向けての各種テストに要する経費２０万円の計上であります。選挙管

理委員会費は８万６,０００円、参議院議員通常選挙費は事務費確定により９０万

４,０００円と、それぞれ減額補正を行うものであります。３４ページをお開き願い

ます。民生費の社会福祉総務費は、地域福祉基金で繰替運用に係る返戻分として９７５

万８,０００円、燃料・光熱費等の上昇等による指定管理業務委託料で９７万１,０００

円の計上、また、災害援護資金は、希望者がいなかったことによる減額で１５０万円、

国県支出金の交付見込額による国保繰出金で１５３万２,０００円と、合計１,０６８

万４,０００円の補正計上となったものであります。国民年金費は、１０万７,０００

円の補正減であります。３６ページにかけての障害者福祉費は、重度心身障害者医療

費や障害者自立支援給付費の所要見込等で８１１万２,０００円の減額計上でありま

す。老人福祉費は、介護特会への繰出等で６４万４,０００円の計上であります。保

育所費は、所要見込の精査を行い、３５１万９,０００円の補正減であります。３８

ページをお開き願います。保健衛生総務費は、健康増進計画の策定に向けた委員報酬

で５万円、環境衛生費は、損壊家屋の解体費用や住宅用エネルギー設備設置補助金

の計上、水道事業会計の収支状況の精査による繰出金の減額などにより、９０６万

５,０００円の減額補正となったものであります。保健センター管理費は、事業費の

確定等によるもので、９７８万円の減額計上であります。農業費の農業委員会費は、

補正減９万円の計上であります。４０ページをお開き願います。農業振興費は、事務

事業の確定や所要見込により１７万円の計上であります。地域農政推進対策費は、青

年就農給付金等で新規就農者や実績がなかった事などにより、２７０万９,０００円

の補正減となったものであります。畜産業費は、優良乳用雌牛自家保留助成事業にお

ける所要見込により３５万円の計上、堆肥センター運営費では、発酵槽入口シャッタ

ーやマニアスプレツターの修繕費用等、１４８万１,０００円の計上であります。農

地費は、１８万１,０００円の減額計上であります。４２ページをお開き願います。

環境改善センター費は、１２万５,０００円の補正減、農業集落排水事業費は、農集

排特会における収支状況の精査により、繰出金を７８７万９,０００円減額するもの

であります。林業振興費は、有害狩猟鳥獣捕獲に対する報償金や、ふくしま森林再生
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事業に係る年度別計画策定に要する費用など、８５５万４,０００円の補正計上とな

っております。商工費の観光費は、首都圏等での観光・物産ＰＲ時等において、パン

フレット等配布のための名人ビニール袋の作成費やコテージ等の管理業務委託料で

１１３万７,０００円の計上であります。４４ページをお開き願います。土木費の土

木総務費は、時間外手当１０万円の計上であります。道路橋梁総務費は、事業費の確

定による減、１５０万円の補正減であります。道路維持費は、除雪費や村単事業費の

所要見込と補助事業の確定等により、総額で４００万円の補正減となっております。

道路新設改良費は、村道石橋・中森線、南町・山口線改良事業における所要見込に

よる補正減、５８６万３,０００円の計上であります。都市計画費は、財源調整であ

ります。４６ページをお開き願います。住宅管理費は、住宅リフォーム事業等、所要

見込による補正減、５９０万７,０００円の計上であります。住宅建設費は、財源調

整となっております。消防費は、事務事業の所要見込により、非常備消防費で８７万

５,０００円の計上、消防施設費で２７万３,０００円の減額計上であります。教育費の

事務局費は、事務事業の見直しと、財源調整により６０万円の補正減であります。４８

ページをお開き願います。小学校の学校管理費４２万円の減、教育振興費８,０００

円の増、中学校費の学校管理費２３万８,０００円の増であります。いずれも事務事

業の精査等による計上となっております。４８ページから５０ページにかけての社会

教育総務費につきましては、４６万３,０００円の補正減、公民館費は時間外手当等

で１６万円の増、文化財保護費は２６万９,０００円の減、ふるさとホール管理費は、

１,０００円の増であります。これらは、事務事業の精査による所要見込による補正

計上をしたものであります。５２ページをお開き願います。体育施設費は、事業費の

確定等により４１２万８,０００円の減額計上であります。災害復旧費は、事業費の

確定等により、農地農業施設災害復旧費で２,２３３万６,０００円、林業施設災害復

旧費で１４１万９,０００円の減額計上であります。土木施設災害復旧費は、財源調

整であります。予備費は、財源を調整し４９５万７,０００円を補正計上するもので

あります。

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１２ページをお開き願います。村

税の個人村民税は２１０万円、法人村民税は２１万６,０００円、固定資産税で６３１

万４,０００円、軽自動車税で２２万７,０００円と、それぞれ滞納繰越分に係る補

正計上であります。たばこ税は３００万円の計上であります。地方揮発油譲与税は、

８４万８,０００円の減、利子割交付金は３８万３,０００円、地方消費税交付金は

２４３万５,０００円の増、１４ページのほうにいきましてゴルフ場利用税交付金は

８９万６,０００円、自動車取得税交付金は５８３万円の補正増であります。これら

は、交付見込の精査を行い、積算計上したものであります。地方交付税は、震災復興

特別交付税対象事業費の確定等による減で３５０万円の計上であります。分担金及

び負担金の災害復旧費分担金につきましても、事業費の確定等によるもので、２２５

万１,０００円の減額計上であります。使用料は、ふれあいセンター使用料で３万

８,０００円、産業振興センター使用料で１８２万９,０００円、アットホームコテー
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ジ等使用料で４０万円、道路占用料等で２５万３,０００円とそれぞれ計上したもの

であります。下段の土木手数料は、屋外広告物許可申請に係る手数料５万９,０００

円の計上であります。１６ページをお開き願います。民生費国庫負担金は、障害福祉

サービス給付事業等の所要見込による補正減、４８８万７,０００円の計上でありま

す。衛生費国庫補助金は、災害等廃棄物処理事業の所要見込により、１１万４,０００

円の減額計上であります。土木費国庫補助金は、村道４路線に係る整備事業費や木造

住宅耐震診断事業費の交付額確定等によるもので、１,６６８万８,０００円の補正減

であります。災害復旧費国庫補助金につきましても、事業費の確定等に基づく補正減、

２,９４２万５,０００円の計上であります。総務費国庫補助金は、学校等の遊具更新

事業や道路整備事業費等に充当するため、９９万円を計上するものであります。民生

費県負担金は、２１万５,０００円の補正減であります。１６ページから１８ページ

にかけての総務費県補助金は、杉田川水系に係る再生可能エネルギー可能性調査費で、

３２万５,０００円の増、除染対策事業費等で１４億２,４７３万７,０００円の補正

減となったところであります。民生費県補助金は、放課後子どもプランで６７０万

８,０００円の増、ふくしま保育元気アップ緊急支援事業費は、確定にによる補正減、

１９７万円であります。合わせて４７３万８,０００円の計上となっております。衛

生費県補助金は、災害廃棄物処理事業費の確定等により、１５万４,０００円の計上

であります。農林水産業費県補助金は、営農再開支援事業費や青年就農給付金事業費、

ふくしま森林再生事業等の確定により、５３６万８,０００円の補正計上となったも

のであります。土木費県補助金、教育費県補助金についても同様で、それぞれ６万

４,０００円、１００万円の減額計上であります。委託金の総務費委託金、２０ペー

ジにかけての教育費委託金につきましても、事業費の確定等によりまして総務費で

７５万３,０００円の減、教育委託金で１１６万９,０００円の補正減となっておりま

す。財産収入は、建設現場事務所用地としての土地貸付料１０万１,０００円の計上

であります。利子及び配当金は、基金利子１３５万９,０００円の計上であります。

財産売払収入は、土地売払いで５万４,０００円、物品売払収入で２８万１,０００円

の計上であります。寄付金の中の一般寄付金は、斉藤良夫様、渡辺政司様、宮野伝様

からで１３万円、災害対策費寄付金は、福島県保育協議会から７万円、ふるさと納税

寄付金は、東京在住の高野直人様外４名の方々からで１６万７,０００円の寄付をい

ただところであります。繰入金の財政調整基金繰入金は、３，０００万円の補正減で

あります。２２ページにかけての庁舎建設基金繰入金は、事業費の確定等に伴い、取

崩しや繰替運用を１,６１５万９,０００円、減額するものであります。２２ページの

あだたらフレッシュ基金であります。あだたらフレッシュ基金や復興基金につきまし

ても、対象事業費の確定等に伴う減額で、それぞれ９６６万円、１,０６０万８,０００

円の計上であります。減額計上であります。高齢者等肉用牛導入事業基金繰入金は、

基金廃止によるもので、２９６万７,０００円を一般会計へ入れるというふうな補正

計上であります。諸収入の延滞金は、８６万５,０００円の補正計上であります。雑

人は、１,３７０万９,０００円の計上であります。事業費等の確定等によるものの外、
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昨年より交渉して参りました、東京電力株式会社との損害賠償請求について合意をし、

支払のあった１,８０７万２,０００円について計上したものであります。内訳としま

しては、学校プール等水質検査費用、それから農畜産物等追加費用、これは堆肥保管

庫の建設、あるいは更には堆肥のフレコンバックの購入等が農畜産物等の追加費用に

入っております。それから、被災者支援のために代わって村が負担した費用、これは

２３年度におけるケイ酸カリの散布料、これらについて合意をした分について請求を

し、１,８０７万２,０００円の受け入れがあったということであります。これからも

引き続き本村が負担した経費、逸失した収入等について損害賠償の手続を進めていく

こととしております。２２ページの下の段のほうから村債であります。村債について

は、事業費の確定等に伴う補正計上であります。２２ページの下のほうの総務債につ

いては、公用車購入に係るもので８０万円の減、２４ページにいきまして、民生債に

ついては希望者がいなかったことによる災害援護資金債が希望者がいなかったという

ことで、そのまま１５０万円の減、土木債は、道路整備事業費と災害公営住宅に関す

るものであります。合計で１３０万円の計上であります。消防債は、可搬付積載車購

入費用に係るもので６０万円の減、災害復旧費は事業費等の確定によるもので、２３０

万円の減額計上となっております。

以上、一般会計補正予算について、ご説明申し上げました。

続きまして、議案第１７号、大玉村国民健康保険特別会計補正予算について、ご説明

申し上げます。５７ページをお開き願います。予算第１条では、補正額を、３,７０５

万９,０００円を追加して、総額を９億７,６６４万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。６４ページをお開き願います。歳出の総

務費の一般管理費であります。一般管理費は、７万円の補正計上であります。賦課徴

収費は、高齢者医療制度見直しに係るシステム改修費２３万１,０００円の計上であ

ります。保険給付費の一般被保険者療養給付費１,２００万円、一般被保険者高額療

養費８００万円、それぞれ今後の給付費等の増高に対処するためのものであります。

共同事業拠出金は、所要見込の確定等に伴う補正を行い、高額医療費共同事業拠出金

で９７万１,０００円の減、保険財政共同安定化事業拠出金で２３万円の補正計上で

あります。６６ページ、諸支出金の一般被保険者償還金は、前年度療養給付費の確定

に伴う超過交付額の償還、国庫金の償還であります。１,６５９万２,０００円の計上

であります。予備費は、財源調整を行い、９０万７,０００円の計上となっておりま

す。

続いて、６０ページにお戻り願いたいと思います。６０ページ、歳入であります。

国民健康保険税は、医療給付費や介護納付金、後期高齢者支援金に係る滞納繰越分、

６４０万円の計上であります。国県支出金の高額医療費共同事業負担金は、交付見込

額の確定等により、それぞれ２４万２,０００円を減額するものであります。共同事

業交付金につきましても、交付見込額の確定等により、高額医療費共同事業交付金で、

８２８万１,０００円、保険財政共同安定化事業交付金で、１０４万円と計上したも

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
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により、１５３万２,０００円を補正計上するものであります。６２ページをお開き

願います。国民健康保険給付費支払準備基金繰入金は、保険給付費の増高に対応する

ため、２，０００万円を取崩すものであります。諸収入２９万円は、国保税延滞金に

係るものの計上であります。以上、国民健康保険について、ご説明申し上げました。

続きまして、６９ページをお開き願います。議案第１８号、平成２５年度大玉村玉

井財産区特別会計補正予算であります。第１条では、１万３,０００円を追加して予

算の総額を６５６万円とするというようなことを定めたものであります。

それでは７４ページをお開き願います。総務費の一般管理費であります。一般管

理費は所要の整理と財産区基金への積立をするための補正計上であります。１２万

円の減額計上となっております。林業振興費は、作業時の傷害保険料の所要額１万

６,０００円の計上であります。

続きまして歳入であります。７２ページにお戻り願います。財産収入の利子及び配

当金は、基金利子収入１万３,０００円の補正計上であります。以上、玉井財産区特

別会計補正予算であります。

続きまして、７７ページをお開き願います。議案第１９号、平成２５年度アットホ

ームおおたま特別会計補正予算であります。予算第１条では、１３万４,０００円を

追加して総額を１億１,８３９万２,０００円と定めております。

８２ページをお開き願います。歳出であります。総務費の一般管理費は、所要見込

の精査によりまして、２９万円の補正減であります。管理運営費の施設管理費は、燃

料費で２０万円、施設運営費は、配膳業務や仕入材料費などの所要見込により、１４８

万円の計上となったものであります。予備費は、財源を調整し、１２５万６,０００

円の減額計上であります。

続きまして８０ページのほうをご覧いただきます。歳入であります。使用料の施設

使用料は、休憩料で７０万円の補正減であります。諸収入の受託事業収入は、コテー

ジ等の管理運営業務として一般会計から受託する費用、８３万４,０００円の計上で

あります。以上、アットホームおおたま特別会計補正予算であります。

８５ページをお開き願います。議案第２０号、平成２５年度大玉村農業集落排水事

業特別会計補正予算であります。予算第１条では、５６７万９,０００円を減額して

総額を１億３,６８５万円とすると定めております。

それでは、９０ページをお開き願います。９０ページ、歳出であります。維持費の

農業集落排水施設維持管理費は、所要見込の精査により、２８万３,０００円の補正

減であります。公債費は、繰上償還を実施したことによる予定償還金の変更により、

元金で２５万１,０００円、利子で５９万７,０００円の減額となる補正計上となった

ものであります。予備費は財源調整により、５２５万円の減額計上であります。

続いて、歳入についてご説明します。８８ページをご覧ください。歳入の款１、使

用料及び手数料の施設使用料は、２２０万円の補正計上であります。一般会計繰入金

は、７８７万９,０００円の減額計上であります。以上、農業集落排水事業特別会計

補正予算について、ご説明申し上げました。
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続きまして、９３ページをお開き願います。議案第２１号、平成２５年度大玉村土

地取得特別会計補正予算であります。予算第１条では、５３５万６,０００円を追加

し、予算の総額を２,１７６万７,０００円とするものであります。

９８ページをお開き願います。歳出であります。土地開発基金費は、利子積立及び

先行取得に係る売払代金で、５３５万６,０００円の計上であります。

９６ページをお開き願います。歳入であります。財産収入の利子及び配当金は、基

金利子１万７,０００円の計上であります。不動産売払収入は、土地売払代金５３３

万９,０００円の計上であります。以上、土地取得特会の補正予算について、ご説明

申し上げました。

続きまして、１０１ページをお開き願います。議案第２２号、平成２５年度大玉村

介護保険特別会計補正予算であります。予算の第１条では、保険事業勘定においては、

９６万８,０００円を追加して、総額を６億８,７１３万５,０００と定めるものであ

ります。

それでは、それでは１０６ページをご覧いただきます。１０６ページ、歳出であり

ます。総務費の一般管理費は、介護報酬改定等に伴うシステム改修費４２万円の計

上であります。介護認定審査会費は、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰのサポート終了に伴う介

護保険認定審査会システム用パソコンやスキャナを購入するための費用等で４８万

８,０００円の計上であります。認定調査費６万円は、所要の見込額の計上でありま

す。保険給付費は、利用者のサービス利用状況を勘案し、介護サービスと介護予防サ

ービスとでの組替、５０万円の計上であります。

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１０４ページにお戻り願います。

国庫支出金の介護保険事業補助金は、システム改修費２１万円の計上であります。そ

の他一般会計繰入金は、所要見込額７５万８,０００円の計上であります。以上、介

護保険特会の補正予算について、ご説明申し上げました。

１０９ページをお開き願います。議案第２３号、平成２５年度大玉村後期高齢者医

療特別会計補正予算であります。予算第１条では、４０万円を追加して予算の総額を

６,４１３万円と定めるものであります。

１１４ページをお開き願います。歳出であります。諸支出金の保険料、還付金１０

万円の計上であります。予備費は、調整財源として３０万円の補正計上となっており

ます。

１１２ページにお戻り願います。歳入であります。後期高齢者保険料は、特別徴収

で１００万円の減、普通徴収で１４０万円の増で、合計４０万円の補正計上でありま

す。以上、後期高齢者医療特会の補正予算について、ご説明申し上げました。

１１７ページをお開き願います。議案第２４号、平成２５年度大玉村水道事業会計

補正予算であります。予算第２条では、収益的収支について定めております。補正予

定額４６万５,０００円を加えて、合計１億４,１３８万８,０００円とするものであ

ります。

それでは、予算明細書によりご説明申し上げます。１２０ページをお開き願います。
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まず収入についてご説明申し上げます。収入の水道事業収益は、水道料金であります

とか加入金の増、それから一般会計繰入金の減などで、総計で４６万５,０００円の

補正計上であります。支出のほうの水道事業費用は、電気料や修繕費など所要見込の

整理・調整を行い、４６万５,０００円の補正計上としたところであります。以上、

水道事業会計について、ご説明申し上げました。

◇ ◇ ◇

○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。企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） それでは、引き続き会計について、ご説明申し上げます。

その前に予算書並びに補正予算書に誤りがありましたので、この場を借りてお詫び

と訂正をさせていただきたいと思います。

まず、補正予算書のほうをちょっとご覧いただきたいと思います。補正予算書の２

ページの第１表、歳入歳出予算補正、この中で款の１４、国庫支出金が重複して記載

されております。これらについて１つを削除をするということで、議員皆様方のもの

については、既に差し替えをさせていただいております。お詫びして訂正をお願いし

たいと思います。

それから、もう１点でございます。当初予算書のほうをご覧いただきたいと思いま

す。当初予算書の２９２ページであります。アットホームおおたま特別会計予算であ

ります。２９２ページの款の欄、１番使用料、２番財産収入で４、５となっておりま

すが、繰越金が３、それから諸収入が４というふうに訂正方お願いしたいと思います。

同じく２９４ページにつきましても、３、４、５を３、４というような形で訂正方

お願いしたいと思います。

それから、２９８ページ、中段にあります左側、４繰越金を３繰越金という形でお

願いしたいと思います。その下、５諸収入を４、その下の諸収入も４、いちばん下段

の諸収入も４というような形で訂正方お願いします。大変申し訳ありませんでした。

それでは予算書のほうをご説明申し上げます。１ページをお開き願いたいと思いま

す。議案第２５号、平成２６年度大玉村一般会計予算であります。予算第１条では、

予算総額を７０億４,７８９万９,０００円と定めるものであります。予算第２条では、

地方債であります。６ページに掲載のとおりであります。地域活性化事業債から臨時

財政対策債まで合計５億１,０８０万円であります。起債の目的、限度額、起債の方

法、利率、償還の方法等について定めております。

それでは、８ページをお開き願います。８ページについては、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

ページをご覧ください。１０ページにつきましては、歳出について前年度との比較、
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予算額の財源内訳を掲載しております。

それでは、歳出から款ごとに、事項別明細書により、ご説明申し上げます。４４ペ

ージをお開き願います。款の１、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０.８％増の７,２５７万１,０００円の計上であります。４６ページをお

開き願います。総務費は、１９億８７０万７,０００円の計上であります。前年度に

比べ６７.３％の減となっております。一般管理費は、庁内共通経費など２億３,９５８

万５,０００円の計上です。５１ページから５３ページにかけては文書広報費であり

ます。事項の②、５１ページの中段、下段のほうになりますか、情報処理事務費であ

ります。これについては、この中にはクラウドでありますとか、マイナンバー制度等

について取り組むこととしております。５５ページをご覧いただきたいと思います。

財産管理費であります。この中に工事請負として役場庁舎前に予定しております駐輪

場の整備費１７０万円、それから公用車の更新費用２５０万円等の予算を計上したと

ころであります。５７ページをお開き願います。５７ページの下段のほうになります。

企画費であります。この中で公共交通体系の調査費用、それから５９ページ、これも

事項の④、下のほうなりますが、公設民営化への調査事業費等に取り組む予算を計上

しております。６５ページをご覧ください。６５ページは諸費になります。この中の

中段、事項の⑤では、引き続き直売所を中心として農商工連携による６次産業化の推

進について、また、その下の事項⑥では、小水力発電導入に係る費用について計上し

たところであります。６６ページをご覧ください。６６ページの下の段からは、災害

対策費であります。総額で１２億７,１６７万８,０００円となります。まず、事項の

①であります。災害対策本部経費として１６２万４,０００円、６９ページのほうに

移りまして事項の②につきましては、公共施設等の災害応急復旧工事費で３００万円、

事項の③は、線量低減化活動事業費として住宅や道路等の除染業務費用７億７,１３６

万９,０００円の計上であります。７１ページは、農業関係の除染対策費４,０６１万

９,０００円、ちょうど中段、中ほどになります。を計上しております。それから事

項の⑤では、米の全袋放射性物質検査に要する費用ということで２,０８０万円をそ

れぞれ計上しております。７３ページをご覧ください。７３ページ上段、事項の⑥に

つきましては、ふくしま定住等緊急支援事業によりまして、屋内運動場の整備につい

て４億３,４２６万６,０００円を計上しております。中段からは徴税費を、それから

７４ページからは戸籍住民基本台帳費を、７６ページからは選挙費を、８０ページか

らは統計調査費、それから監査委員費関係予算の計上であります。８２ページをお開

き願います。下段のほうになります。民生費であります。民生費は１０億３,９１４

万５,０００円の予算計上であります。前年度に比べて０.４％の増であります。主な

事業としましては、８５ページの中段よりややした、事項の③では社会福祉協議会関

係費５,３６０万４,０００円、それから８７ページの中段、事項⑦では、国保特会繰

出金ということで９,６５６万４,０００円、その中で繰出金の一番下になります。国

保財政安定化調整事業、繰出金については３,８５２万２,０００円の計上となってお

ります。８７の下段から８９ページにかけましては、事項の⑨であります。これは消
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費税率引き上げに伴う措置として、臨時福祉給付金事業費として３,６１０万２,０００

円の計上であります。８８ページの下段のほうになります。障害者福祉費は、総額１

億６,５２４万円を計上したところであります。９５ページをご覧ください。９５ペ

ージは老人福祉費になります。この中で中段、事項の④の高齢者の地域活動等に要す

る費用では、６人の百歳賀寿を予定した経費９１６万５,０００円の計上しておりま

す。９７ページ上段には、後期高齢者医療制度に対する経費、９,６１１万７,０００

円の計上であります。９９ページをご覧ください。事項の③につきましては、少子化

対策費で３８１万２,０００円、事項の④、養育医療費助成に要する経費では６０万

４,０００円、それから１０１ページをご覧ください。事項の⑥では、子育て世帯臨

時特例給付金、給付に要する経費として１,５５７万５,０００円、これについても消

費税率引き上げに伴う緩和措置ということでの予算計上であります。児童措置費につ

きましては、児童手当や子育て支援医療費など２億８９７万３,０００円の計上であ

ります。１０５ページをご覧ください。１０５ページの下の方になります。事項の④

では、保育所給食における検査体制費で２７８万４,０００円、１０７ページに移り

まして事項の⑤では、ふくしま元気保育アップ緊急支援事業費３６７万８,０００

円を計上しております。款４衛生費は、対前年度比５.８％増となる４億２,９４４万

４,０００円となる予算計上であります。保健衛生総務費の１０９ページのほうをご

覧ください。１０９ページの上のほうになります。第１３委託料の中で第２次健康増

進計画策定業務費として９５万円を計上しております。１１１ページをご覧ください。

１１１ページ中段、事項の⑥では、各種検診事業費として２,３４９万５,０００円、

それから１１３ページをご覧ください。上段のほう、事項の⑧では、原発事故関連健

康管理事業費で６８２万９,０００円、それから１１５ページの上段になります。事

項の②では妊産婦の健康管理に要する経費、それから事項の③、予防接種事業に要す

る経費ということでの予算をそれぞれ計上したところであります。１１７ページをご

覧ください。１１７ページの一番下から１１９ページにかけては、合併処理浄化槽の

整備事業について、１１９ページの下のほうになりますが、事項の⑥、再生可能エネ

ルギーの利用促進に関する予算８,９８８万円を計上しております。１２１ページを

ご覧ください。１２１ページの保健センター管理費の中で、工事請負費で保健センタ

ーのトイレでありますとか、屋根改修工事費等について１,８３１万２,０００円、総

計でこういう予算の計上をしております。１２０ページの一番下の段になります。労

働費であります。労働費は前年度比２１.２％増の２,７８０万５,０００円の予算計

上であります。１２２ページをご覧ください。緊急雇用創出事業費であります。引き

続き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業務、耕作放棄地解

消事業等のための予算計上であります。１２４ページをお開き願います。款の６、農

林水産業費は、総額で３億３,７１５万９,０００円の計上であります。前年度に比べ

て２３.３％の増となっております。この増加要因としましては、林業振興費におい

て、ふくしま森林再生事業費を計上したことによるものであります。１２４ページの

農業委員会費は、４９３万３,０００円の計上であります。１２８ページのほうをご
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覧ください。１２８ページは農業振興費となっております。この中での事項の②、中

段になりますが、中山間地域等直接支払制度の第３期の最終年度となる費用４,４２６

万円、それから１３１ページを見てください。事項の④では、化学肥料等の使用を５

割以上低減する取組が対象となる環境保全型農業直接支援事業費で４０４万円、１３３

ページでは、地域農政推進対策費の事項の③、中段よりやや下になります。担い手育

成に要する事業として、各種調査でありますとか新規就農支援、農業生産法人体制の

整備推進等の事業費３９５万円を計上しております。また、その下の事項の④では、

農林産物ＰＲ支援事業により本村農産物の販売促進、風評の払拭に努めてまいります。

１４１ページをご覧ください。１４１ページ上段のほうは、農集排特会に対する繰出

金６,４８８万６,０００円、その下の農地再生費では、耕作放棄地解消に要する費用、

２１５万７,０００円の計上であります。林業振興費は、有害鳥獣駆除対策や松くい

虫防除事業に加え、ふくしま森林再生事業に取り組むこととしております。本年度事

業としましては、年度別計画の策定や同意取得、積算の委託等と、間伐や路網の整備

などの森林整備を行う費用５,７２５万円を計上したところであります。１４４ペー

ジをご覧ください。１４４ページの商工費は、対前年度比６.３％滅となる４,１６２

万９,０００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や支援

事業、制度資金の原資の拠出など３,１１５万９,０００円を計上したところでありま

す。１４７ページをご覧ください。１４７ページの観光費は、農産物のＰＲ支援事業

と共同歩調により、首都圏等において本村の観光・物産品についてのＰＲを推進して

いく経費を計上しております。また、事項②では、自然体験等を通して田舎の良さに

知ってもらい、交流を深めるグリーンツーリズムの推進を図ることとしております。

款の８、土木費は、災害公営住宅整備費の計上によりまして大幅な増額となる２２億

１,０１９万４,０００円の計上であります。１５０ページをお開き願います。道路維

持費は、補助事業による村道大山・松沢線の舗装修繕工事でありますとか、道路の路

面状況を調査する道路ストック総点検事業の外、生活道を中心とした維持補修事業費

など６,２９７万９,０００円の計上であります。１５３ページにかけての道路新設

改良費は、補助事業では、南町・山口線の改良や橋梁架け替え、西部幹線横断道の調

査設計、単独事業では、細田・矢沢線の測量設計や岩高・舘野線の改良など、総額

２億１,９５１万７,０００円の予算を計上したものであります。１５４ページをお開

きください。１５４ページ下段の住宅建設費は、災害公営住宅整備に係る費用１８億

５,０００万円の計上であります。現時点における計画概要は、整備戸数６５世帯の

６７戸、平均敷地７０坪以上、県産材を活用し、戸建３ＬＤＫを標準とするものであ

ります。終末処理施設は土壌浄化法に基づく集中管理について代行者である福島県と

協議を重ねておるところであります。また、コミュニティ広場として予定している東

南の区画の芝生化や、住宅以外に必要となるインフラ整備については、避難者支援法

に基づく別途補助事業を申請、充当することとしております。１５６ページをお開き

願います。款の９、消防費は１億４,９１５万円でありまして、前年度に比べて０.３

％の減となっております。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
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６１０万５,０００円の計上であります。１６１ページをご覧ください。１６１ペー

ジの消防施設費には、防火水槽に係る調査費や、小型動力ポンプ付積載車の購入費用

など１,９７７万円を計上したところであります。教育費は、対前年度比０.６％減の

４億４,７０６万８,０００円の計上であります。１６５ページをご覧ください。１６５

ページは事務局費であります。事務局費の事項の③では、スクールバス運行費用

１,２６３万７,０００円、事項の④では、外国青年招致に要する費用で、４２７万

７,０００円、１６７ページ、これの中段の事項⑧では、スク－ルソーシャルワーカ

ー活用事業費２８４万６,０００円、事項の⑨は、特別支援教育支援員配置事業で

８００万円、１６９ページをご覧ください。１６９ページ中段の事項の⑫では、コミ

ュニティ・スクール推進事業費で１８６万円、１７１ページをお開き願います。１７１

ページの下段、下の段の事項⑯では、学校施設の芝生化事業として１,２９８万１,０００

円をそれぞれ計上したものであります。１７２ページからは、玉井・大山両小学校に

係る学校管理費、教育振興費等に関する経費を計上したものであります。１７５ペー

ジをご覧ください。１７５ページ上段には、玉井小学校の教室の床張替工事費６５０

万円を計上しております。１７８ページをお開き願います。下の段のほうになります。

中学校費は、２,４０１万２,０００円の予算計上であります。１８１ページをご覧く

ださい。１８１ページの工事請負費では、トイレ改修やテニスコートフェンス張替

工事を予定しております。１８２ページをお開き願います。下段のほうであります。

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で９,０４１万

９,０００円の計上をしたところであります。１８８ページからの社会教育費は、総

額２,５９１万７,０００円の予算計上であります。１９１ページをお開き願います。

社会教育総務費の事項③では、放課後子ども教室事業費で１３６万３,０００円、事

項の④では、学校支援地域本部事業費１０１万３,０００円の予算を計上したところ

であります。１９５ページをご覧ください。１９５ページの文化財保護費は、４０１

万４,０００円の計上であります。１９９ページをお開き願います。１９９ページの

上段では、ふるさとホール管理費の事項の③となっております。図書館情報システム

構築のため１１０万円を計上しております。保健体育費は、８,２５０万２,０００円

の予算計上であります。１９９ページの下段の事項の②では、駅伝大会に要する経費

で１８８万円、２０１ページの事項④の総合型地域スポーツクラブ運営経費で３００

万６,０００円、２０３ページの体育施設費の中段の工事請負では、村民体育館のト

イレ等改修工事費３９７万３,０００円、２０４ページの給食センター費では、本宮

方部学校給食センターの運営費等４,０２３万３,０００円をそれぞれ計上しておりま

す。災害復旧費は、１,８３８万８,０００円の計上であります。農林水産業や公共土

木施設に係る災害復旧事業は存目計上であります。２０６ページをお開き願いま

す。２０６ページ中段の文教施設災害復旧費は、原発事故により汚染された校庭等の

表土除去したものについて、覆土によりグランドコンディションの回復を図る費用

１,８２９万８,０００円を計上しております。款の１２、公債費は、元金・利子償還

を合わせ、対前年度比７.１％減にあたる３億２,８６９万円の予算計上であります。
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２０６ページ下段の諸支出金は、存目２万円の計上であります。２０８ページの款

１４、予備費は、調整財源として、前年度に比べ３１.５％増となる３,７９２万

９,０００円の計上をしたところであります。

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１２ページにお戻り願います。村

税は、前年度に比べ１,７６７万円、２.２％増となる８億１,３７９万１,０００円の

計上であります。個人村民税は、所得割の収納見込の増が見込まれ、２億８,６３７

万５,０００円、法人村民税は、７.７％減となる５,３２９万１,０００円の計上で

あります。固定資産税は、前年度並みの３億４,４９８万３,０００円、軽自動車税

は、賦課台数の増により２,３８３万５,０００円、たばこ税は、前年度並みとなる

９,３３０万７,０００円をそれぞれ計上したものであります。１４ページをお開き願

います。入湯税は、課税人員８万人を見込み１,２００円の計上であります。款の２、

地方譲与税は、前年度比６.８％減の６,４４０万円、款の３、利子割交付金は、１１２

万２,０００円、款４、配当割交付金は、７４万４,０００円、款５、株式譲渡所得割

交付金は、１０万円、款６、地方消費税交付金は、消費税率アップ後の消費動向も勘

案して前年度並みの６,１５０万円、ゴルフ場利用税交付金については、１,３２０万

円とそれぞれの経済情勢や予算編成方針を踏まえ、積算計上したものであります。

１６ページをご覧ください。款の８、自動車取得税交付金につきましては、編成指針

に基づく計上で、７８９万円の計上となったものであります。款９の地方特例交付金

は、所得税を超えた住宅ローン減税に係る減収補てん分で、４５７万１,０００円の

計上であります。款の１０、地方交付税は、対前年度比１５.６％増にあたる１６億

９,４２４万６,０００円の計上であります。普通地方交付税の積算につきましては、

前年度比１.２％減となる１３億９,３００万円の計上であります。これは、前年度実

績や地方財政計画に示す地域経済・雇用対策費や地域の元気創造事業費などの別枠加

算の状況、それから臨時財政対策債の配分、国税５税の動向、更には地方税の動向等

も勘案して積算計上をしたものであります。また、特別交付税を５，０００万円、屋

内運動場の整備や校庭等の覆土事業に係る補助裏について、震災復興特別交付税によ

り充当するため、２億５,１２４万６,０００円の震災復興特別交付税交付金を計上し

たところであります。款の１１、交通安全対策特別交付金は、１７５万１,０００円、

款の１２、分担金及び負担金は、老人福祉施設入所費や１９ページ上段に保育料が掲

載されております。保育料等１,５３２万１,０００円の計上であります。款１３の使

用料及び手数料は、行政財産、産業振興センター、道路占用、特公賃住宅使用料、そ

れから２１ページ上段のほうに掲載されております幼稚園授業料、社会体育施設使用

料等、対前年度比３.７％増の４,９４１万１,０００円の計上であります。２０ペー

ジ下段になります。款の１４、国庫支出金は、災害公営住宅整備関係補助金を計上し

たため、２１億９,４８４万８,０００円の計上となったものであります。２３ページ

にかけての民生費国庫負担金は、障害者福祉サービス等給付費や児童手当等で１億

７,５８９万３,０００円、国庫補助金、２２ページの中段になります。国庫補助金

では総務費国庫補助金のマイナンバー付番システム整備や、子ども元気復活交付金



- 31 -

に加え、災害公営住宅整備に係るコミュニティ復活交付金など、１８億４,３６６万

６,０００円の計上をしたところであります。民生費国庫補助金では、消費税率アッ

プに伴う暫定緩和措置である臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金事業等

５,５８５万２,０００円の計上であります。下のほうになります。土木費国庫補助金

は、道路新設改良事業等に充当する補助金１億１４２万円の計上であります。２４ペ

ージのほうをご覧ください。２４ページの下のほうからになります。県支出金につき

ましては、除染事業費の大幅な減により、前年度より４２億円余り減となる１２億

４００万円の予算計上となっております。うち民生費県負担金では、障害福祉サービ

ス等給付費や、２７ページのほうの上段にあります。後期高齢者医療保険基盤安定負

担金、児童手当など８,６１４万１,０００円の計上であります。県補助金では、総務

費県補助金、災害対策費補助金で除染対策事業など８億５７３万８,０００円を計上

しております。民生費県補助金は、障害者や子どもの医療費助成等の外、２９ページ

のほうの上段に掲載されております。保育所等給食検査体制整備事業や、ふくしま保

育元気アップ緊急支援事業など、５,３１１万９,０００円の計上であります。衛生費

県補助金では、再生可能エネルギー導入に係る補助金等で８,９５０万３,０００円、

労働費県補助金は、緊急雇用創出基金事業費で２,７６５万３,０００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や営農再開支援事業、復興サポート事業、

ふくしま森林再生事業など、１億４４０万２,０００円の予算を計上したところであ

ります。３０ページの委託金の総務費委託金は、個人県民税徴収取扱交付金や、県知

事選挙執行経費など１,９７６万８,０００円の計上であります。３２ページでありま

す。款の１６、財産収入は、対前年度比４.８％減の２,３２０万２,０００円の計上

であります。財産貸付収入では、工業団地やスーパーセンター等への土地貸付や普通

住宅、光ファイバー網の貸付など２,２７０万８,０００円の計上であります。３４ペ

ージをお開き願います。寄付金は、５００万２,０００円の計上であります。特に、

ふるさと納税寄付金については、プロジェクトチームによる検討、見直しを行い、こ

の見直しを行い、大玉村のＰＲと返礼品の充実を図り、多くの人たちに大玉村を応援

したい、大玉村に行ってみたいと思えるような、そして新たな地域づくりにもつなが

るような仕組みを作り、対応してまいります。款の１８、繰入金は、対前年度比３２.８

％減の２億５,８１２万５,０００円の計上であります。基金繰入金では、財政調整基

金取崩しで２億円、庁舎建設基金で、取崩しと繰替え運用で３,０６７万１,０００円、

本年度で基金残高が無くなる見込みのあだたらフレッシュ基金では、１,７８９万

４,０００円、３６ページのほうの大玉村復興基金繰入金では８６６万５,０００円と、

それぞれの事務事業に充当するための予算を計上したものであります。款の１９、繰

越金は、前年度と同額の８,０００万円、款の２０、諸収入では、対前年度比２０％

減の４,３８７万５,０００円を計上いたしました。３６ページ下段の貸付金元利収入

は、農業後継者育成資金や、中小企業融資対策に係る預託貸付元利収入２,３５９万

９,０００円を、３９ページから４１ページにかけての雑人では、赤十字救援車補助

金１２０万円、３９ページちょうど中ほどになります。赤十字救援車補助金１２０万
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円、それから下のほうにあります堆肥売捌等代金６２８万円、４１ページでは、上段

のほうになりますが、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。款の２１、村債は、前年度に比べ１５０.４％増であります。５億

１,０８０万円の計上であります。総務債で２２０万円は、地域活性化事業として低

公害車購入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３億５,１１０万円は、道路整備事業や災害公営住宅整備にかかるもの、消防

債６００万円は、可搬付積載車の更新事業費にそれぞれ充当するものであります。

４２ページをご覧ください。４２ページの臨時財政対策債は、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的な起債であります。本年度は、１億

５,０００万円の予算を計上をしたところであります。次に２１０ページをご覧くだ

さい。２１０ページ、２１１ページは地方債の現在高の見込に関する調書であります。

２１１ページの右の一番下の額、４２億１,７３５万３,０００円、この額が２６年度

末の現在高見込額であります。その上の数字、２０億８,５１０万２,０００円につき

ましては、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」、本来

ですと国が交付税として措置すべきものを各自治体が起債という名前の中で発行する

という臨時対策債の年度末現在高見込であります。現在高見込みの４９.４％を占め

るものであります。この臨時財政対策債については全額交付税措置ということで現在

も続いております。２１２ページについては、債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。２６年度以降の債務負担行為支出予定額につきましては、１

億４,３９３万円程度になるものと見込まれております。２１４ページからは給与費

の明細について、２２６ページをお開き願います。２２６ページ、２２７ページにつ

いては、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、一般会計につ

いてご説明申し上げました。

続きまして、２２９ページをお開き願います。議案第２６号、平成２６年度大玉村

国民健康保健特別会計予算であります。予算の第１条では、総額を８億５,０８９万

８,０００円と定めるものであります。

それでは、歳出よりご説明申し上げます。２４６ページをお開き願います。歳出の

款の１、総務費であります。款１総務費は、関係で２,５１２万３,０００円の計上で

あります。主に事務従事者の人件費や電算処理委託料、それから一般事務管理費の計

上であります。２５０ページをお開き願います。款の２、保険給付費であります。保

険給付費は５億３,３４５万５,０００円で、対前年度０.９％の減であります。目の

欄に一般被保険者療養給付費が４億２,２００万円、退職被保険者等療養給付費は、

３,９００万円とそれぞれ計上されております。以下、各目ごとに所要の予算計上を

したものであります。２５２ページお開き願います。高額療養費に関する予算であり

ます。それから２５４ページをご覧いただきます。２５４ページは保険給付費の一番

上の方が移送費に関する予算、中ほどが出産育児諸費に関する予算、葬祭諸費につい

てそれぞれ予算を計上しております。いずれも過去３か年の実績や伸び率を推計して

計上したものであります。２５６ページをお開き願います。款３、後期高齢者支援金
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等１億１,７３９万４,０００円は、対前年度比４.２％の増であります。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。款の４、前期高齢者納付金等は、２７万４,０００円の計上であります。

これらについても診療報酬支払基金に支出するものであります。款の５、老人保健拠

出金は、存目１万１,０００円の計上であります。２５８ページをご覧ください。款

の６、介護納付金は、５,５４８万４,０００円で、前年度比０.４％の増であります。

これは、介護保険制度による納付金を診療報酬支払基金に支出するものであります。

款の７、共同事業拠出金は、対前年度比８.３％増にあたる９,５４０万２,０００

円の計上であります。これは、高額医療による保険者の財政運営の安定化を図るため

の拠出金及び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。２６０ページをお開き願います。款の８、保健事業費は、前年度比７.３％増の

１,０７３万９,０００円の計上であります。高齢者の医療の確保に関する法律に基づ

き、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の所要見込

額や、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。２６０ペ

ージ下段の基金積立金、２６２ページの款１０、公債費は、いずれも存目計上であります。

款の１１、諸支出金は、保険税還付金等８６万３,０００円の計上であります。２６４

ページの予備費は、調整財源として、１,２１４万２,０００円の計上であります。

２３６ページにお戻りください。２３６ページからは、歳入であります。款の１、

国民健康保険税は、対前年度比１.３％増にあたる２億４３３万７,０００円の計上で

あります。国保税につきましては、現時点において、国県支出金や共同事業交付金等

の動向、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、それから前年

度剰余金等もこれから含めて６月の本算定において精査していくこととしております。

款の２、国庫支出金は、１０.２％増の２億２,４６７万７,０００円の計上でありま

す。療養給付費等負担金は、１億６,５４６万５,０００円の計上であります。２３８

ページをお開き願います。財政調整交付金は、基準額の９％を見込み、５,３５１万

４,０００円の計上であります。県支出金は、１１.１％増の５,２２３万４,０００円

の計上であります。国民健康保険調整交付金は、４,６５３万５,０００円の計上であ

ります。２４０ページをお開き願います。款の４、療養給付費等交付金は、２,５６０

万円で、対前年度比１９.７％の減となっております。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の計上となっております。款の５、前期高齢者交付金は、

２.１％増の１億３,４３０万円の計上であります。この交付金は、各保険者間におけ

る前期高齢者に係る費用負担の調整を図るものであります。款の６、共同事業交付金

は、２７.１％増の１億３４８万９,０００円の計上であります。高額医療費や保険財

政共同安定化交付金について、国保連合会の試算に基づく見込額の計上であります。

款の８、繰入金は、２６.５％減の１億５７７万９,０００円の計上であります。２４３

ページのその他一般会計繰入金では、５,２２３万３,０００円のうち、国保財政安定

化調整事業繰入金として３,８５２万２,０００円を計上したところであります。款の

９、繰越金は存目計上であります。款の１０、諸収入は４７万円の計上であります。



- 34 -

２４５ページ、下段では、特定健診受診者負担金４０万円を見たところであります。

２６６ページからは、給与費の明細となっております。

続きまして、２７７ページをお開き願います。議案第２７号、平成２６年度大玉

村玉井財産区特別会計予算であります。予算の第１条では、予算の総額を４３５万

５,０００円と定めるものであります。２８６ページをお開き願います。歳出であり

ます。款１、総務費は、管理会委員、補助員の人件費や事務経費、１３９万６,０００

円の計上であります。款の２、農林水産業費は、２４７万７,０００円の計上であり

ます。引き続き、小高倉山地内の下刈り、枝打ち等の作業や施業予定地等の調査に要

する費用の計上となっております。２８８ページでは、予備費４８万２,０００円の

計上であります。歳入についてご説明申し上げます。２８４ページをお開き願います。

款の１、県支出金は存目計上であります。款２、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き場

用地に係る土地貸付料等を見込んでおります。款の３、繰越金は、３０万円を、款４、

諸収入は存目計上であります。以上、玉井財産区特別会計予算であります。

２９１ページをお開き願います。議案第２８号、平成２６年度アットホームおおたま

特別会計補正予算であります。予算第１条では、予算の総額を１億６０１万３,０００

円と定めるものであります。３００ページをお開き願います。歳出であります。款の

１、総務費は、１,４８２万２,０００円の計上であります。これは、職員給与費や事

務管理等経費の予算計上であります。３０２ページをお開き願います。款の２、管理

運営費は、８,９６２万７,０００円の計上であります。施設管理費は、施設に係る光

熱費や機械設備の維持管理、修繕等の経費１,８２１万４,０００円を計上したもので

あります施設運営費は、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、７,１４１万３,０００円の計上であります。

３０４ページの予備費は、１５６万４,０００円の計上であります。続いて、歳入

についてご説明申し上げます。２９８ページをお開き願います。歳入であります。款

の１、使用料につきましては、総額５,７１１万円の計上であります。これまでの

入込状況等を勘案し、宿泊料は年間５,３００人で３,３２９万円、休憩料は、１万

４,０００人を見込み、９００万円、入浴料は３万９,０００人を見込んで１,４８２

万円をそれぞれ見込んだものであります。款の２、財産収入は、基金利子収入２,０００

円の計上であります。款の３、繰越金は、前年度繰越金見込額５０万円の計上であり

ます。款４、諸収入は、４,８４０万１,０００円の計上であります。受託事業収入は、

コテージや観光レク施設の管理業務で３３０万円、雑入は、売店や料飲、食堂収入な

ど、４,５１０万円をそれぞれ見込んだものであります。３０６ページからは、給与

費の明細書であります。以上、アットホームおおたま特別会計予算であります。

続きまして、３１７ページをお開き願います。議案第２９号、平成２６年度大玉村

農業集落排水事業特別会計予算であります。予算第１条では、予算の総額を１億８０１

万１,０００円と定めるものであります。それでは歳出よりご説明します。３２６ペ

ージをお開き願います。歳出の款の１、維持費は、２,９７５万２,０００円の計上で
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あります。これは、職員給与費や経常経費、浄化センター処理施設に係る維持管理

等に要する経費の計上であります。３２８ページをご覧ください。款の２、公債費

は、長期債の元利償還金７,７２５万９,０００円の計上であります。款３、予備費は、

５０万円であります。続きまして、歳入についてご説明申し上げます。３２４ページ

をお開き願います。歳入の款の１、使用料及び手数料４,３１２万１,０００円は、対

前年度比４.３％増、加入者５６１件に係る施設使用料を見込んでいます。款の２、

繰入金は、公債費償還充当財源として、６,４８８万６,０００円を計上しております。

以下、款３、繰越金、款４、諸収入はそれぞれ存目計上であります。３３０ページ

をお開き願います。３３０ページは地方債の現在高の見込に関する調書であります。

３３２ページからは、給与費の明細書であります。以上、農業集落排水事業特別会計

についての予算であります。

３４３ページをお開き願います。議案第３０号、平成２６年度大玉村土地取得特別

会計予算であります。第１条では、予算の総額を１,５６７万３,０００円と定めるも

のであります。３５２ページをお開き願います。歳出であります。款の１、土地開発

基金費は、これまでに取得した用地の譲渡代金、預金利子を基金に積立てるもので、

１,５６２万３,０００円の計上であります。款の２、土地取得費は存目計上、款３、

予備費は１万円の計上であります。次に、歳入にご説明申し上げます。３５０ページ

にお戻りください。歳入の款の１、財産収入は、基金利子と土地売払代金１,５６２

万３,０００円の計上であります。繰入金は、５万円の計上であります。以上、土地

取得特別会計予算であります。

３５５ページをお開き願います。議案第３１号、平成２６年度大玉村介護保険特別

会計予算であります。予算の第１条では、保険事業勘定の予算総額を６億８,５６２

万９,０００円、介護サービス事業勘定の予算総額を１３０万円とそれぞれ定めるも

のであります。それでは、保健事業勘定の歳出からご説明申し上げます。３７６ペー

ジをお開き願います。歳出であります。款の１、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、第６期介護保険事業計画策定業務や３７８ページのほ

うにまたがります。介護認定等に要する経費、合わせて１,６４９万５,０００円の予

算計上であります。３８０ページをお開き願います。３８０ページの款の２、保険給

付費は、対前年度比３.６％増の６億４,０００万円の計上であります。目の１から居

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・住宅改修費、それから３８２ページのほうにいきまして居宅介護サービス

計画給付費、これらにつきましては、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。３８２

ページの中ほどからは介護予防サービス等諸費について記載されております。これ

につきましては、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。

３８４ページをお開き願います。３８４ページの中段に保険給付費の高額介護サービ

ス等費がございます。これについては基準額を超えた自己負担額に対する給付費の計

上であります。その下の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



- 36 -

の合算制度による給付費の計上であります。３８６ページをお開き願います。中ほど

にあります。保険給付費の項の６として、特定入所者介護サービス等費につきまして

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。３８８ページをお

開き願います。款の４、地域支援事業費は、２,８０３万４,０００円の計上でありま

す。項の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

て、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

めの計上であります。３９０ページをお開き願います。地域支援事業費の中の包括的

支援事業・任意事業は、地域包括支援センターに係る人件費、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。３９２ページをご覧ください。

款の５、基金積立金は、４万６,０００円の計上であります。款の６、公債費は存目

計上であります。３９４ページをお開き願います。款の７、諸支出金は、保険料の還

付金等５万２,０００円の計上であります。款の８、予備費は調整財源として１００

万円の計上です。３６４ページをお開き願います。歳入であります。款１、介護保険

料は、第１号被保険者保険料で、９,８１２万５,０００円の計上であります。款の３、

国庫支出金は、１億６,８６２万７,０００円の計上であります。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％をそれぞれ見込んでおります。下の段の財政調整交付金は、保険給付費

等の８％、５,１２０万１,０００円の計上であります。３６６ページをお開き願いま

す。下の段になります。支払基金交付金は、１億８,６１２万３,０００円の計上であ

ります。これは、第２号被保険者に係る保険料で、保険給付費等の２９％相当が交

付されるものであります。３６８ページをお開き願います。款の５、県支出金は、

９,９０８万９,０００円の計上であります。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。３７０ページをお開き願います。款の６、財産収

入は、基金利子収入４万６,０００円の計上であります。款の７、繰入金は、１億

３,３６１万２,０００円の計上であります。３７１ページ下段の介護給付費繰入金は、

８,０００万円、保険給付費等の１２.５％相当を見込んでおります。３７２ページの

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係る人件費

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。３７４ページの介護保険

基金繰入金は、保険料の抑制と平準化のため、２,０２０万８,０００円を取崩すもの

であります。繰越金及び諸収入は存目計上であります。３９６ページからは、給与費

明細書であります。

次に、介護サービス事業勘定について、歳出よりご説明申し上げます。４１６ペー

ジをお開き願います。４１６ページ歳出であります。款１、サービス事業費は、要支

援１、２に該当する方々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

であります。続きまして、４１４ページをお開き願います。歳入であります。款の１、

サービス収入は、１２０万円の計上であります。これは、居宅介護予防支援計画件成

に係る介護報酬の計上であります。款２、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、介護保険特別会計予算であります。
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４１９ページをお開き願います。議案第３２号、平成２６年度大玉村後期高齢者医

療特別会計予算であります。予算第１条では、予算の総額を６,２５１万５,０００円

と定めるものであります。４３０ページをお開き願います。４３０ページ、歳出であ

ります。款の１、総務費は、一般管理や徴収事務に要する経費、１４９万１,０００

円の計上であります。款の２、下の段になります。後期高齢者医療広域連合納付金は、

対前年度比１.６％増の５,８００万１,０００円の計上であります。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。４３２ページのほ

うをご覧ください。４３２ページからの款の３、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円の計上であります。款の

４、諸支出金は、保険料還付金等で１０万４,０００円、４３４ペ－ジの款の５、予

備費は存目計上であります。続きまして、歳入についてご説明申し上げます。４２６

ページをお開き願います。款の１、後期高齢者医療保険料は、対前年度比２.５％増

の３,７００万１,０００円の計上であります。款の２、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２,３２２万円の計上であります。款の５、

繰越金は存目計上であります。４２８ページにかけての款の６、諸収入は、２２９万

１,０００円の計上であります。主に、健診事業に係る受託事業収入や、保険料還付

金等を見込んでおります。以上、後期高齢者医療特別会計予算であります。

それでは、４３７ページをお開き願います。議案第３３号、平成２６年度大玉村水

道事業会計予算であります。予算第２条をご覧ください。業務の予定数量を掲載して

おります。給水戸数が２,３８０戸、年間総給水量は、７０万６,８４８立米、１日平

均給水量が１,９３７立米、主な建設改良事業費として１,７５０万円をそれぞれ計上

して執行するものであります。予算の第３条では、収益的収支の予定額をそれぞれ１

億４,０３１万円とするものであります。予算の第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、他会計繰入金など存目計上、４３８ペ－ジをご覧くだ

さい。支出については総計で、資本的支出が７,８９６万６,０００円であります。こ

れら収入と支出の不足額、収入の不足額については内部留保資金等を充当して補て

んするものであります。第５条は、一時借入金、第６条は、経費の流用、第７条は、

たな卸資産についてそれぞれ定めるものであります。４３９ページは、予算を款項目

別にした実施計画であります。収益的収入及び支出は、水道事業収益、水道事業費用

とも総額、１億４,０３１万円、対前年度比０.８％増ということになっております。

４４０ページをご覧ください。４４０ページについては、資本的収入及び支出の実施

計画であります。収入が存目計上、支出については、拡張整備費で１,７５０万円、

量水器等固定資産購入費で３３０万円、企業債償還金で５,８１３万６,０００円、合

計の７,８９６万６,０００円であります。この差については、内部留保資金等で充当

補てんするというような予算書であります。４４１ページをご覧ください。水道事業

会計の予定キャッシュ・フロ一計算書であります。この計算書は、地方公営企業会計

制度の改正により、平成２６年度から作成が義務付けられたものであります。これま
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での資金計画が廃止されたものであります。４４１ページのまず上段のほうに１番と

しての業務活動によるキャッシュ・フロー、これについては、通常の業務活動の実施

に必要な資金の状態を表すものであり、サービスの提供等による収入や企業債利息の

償還など、投資活動と財務活動以外の取り引きをここに記載しております。２番の投

資活動によるキャッシュ・フローは、将来に向けた運営基盤の確立のために行う投資

活動に係る資金の状態を表すものであります。固定資産の取得や売却、補助金や繰入

金等について記載するものであります。３の財務活動によるキャッシュ・フローは、

借入・返済による収支など、資金の調達及び償還に係るものの記載であります。なお、

一番下の段については、現金・預金の現在高を明示しております。４４２ページから

は、職員の給与費明細書であります。４４７ページをお開き願います。４４７ページ

につきましては、水道事業会計が保有する資産、負債の内容を示した２６年度の予定

貸借対照表であります。この表も制度改正により、計上する科目の見直しや、みなし

償却制度の廃止により、対象となる資産についても今後は減価償却を行うことになり

ます。この結果、年度末の資産合計は、１５億７,４８１万３，２５０円となるもので

あります。４５０ページをご覧ください。４５０ページは、２５年度決算見込みによる

損益計算書であります。年度中の収益的収支を消費税等抜きで仮決算したもので、当

期純利益は３１３万４,０００円を見込んでおります。４５１ページは、２５年度の

予定貸借対照表であります。年度末の総額は、１９億４,０４７万５,８０１円でありま

す。４５４ページからは、参考資料として付した水道事業会計予算明細書であります。

以上、各会計の予算についてご説明申し上げました。よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げ、説明とさせていただきます。

○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） 日程第７、請願・陳情について常任委員会付託を行います。

１２月定例会以降、本日まで受理した請願・陳情は、お手元にお配りいたしました

写しのとおり、請願第１号、陳情第１号及び陳情第２号の合計３件であります。

お諮りいたします。

議長から所管の常任委員会に付託したいと思います。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。

議長から所管の常任委員会に付託をいたします。

配付いたしております付託表のとおり、陳情第２号を総務常任委員会に、請願第１

号及び陳情第１号を産業厚生常任委員会にそれぞれ付託をいたします。

なお、議長への委員会審査結果の報告につきましては、３月１４日の本会議前まで

にご報告願います。

◇ ◇ ◇

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

ご苦労さまでした。（午後２時３５分）


