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平成２６年第２回大玉村議会定例会会議録

第５日 平成２６年３月７日（金曜日）

１．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．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。

総括質疑（平成２６年度予算議案に対する質疑）

平成２６年度予算議案（議案第２５号～議案第３３号）の委員会付託
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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、総括質疑を行います。

議案第２５号から議案第３３号までを一括議題といたします。

なお、この総括質疑は、議事の整理上、各議案ごとに行います。また、質疑につき

ましては、先に議会運営委員会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２５号「平成２６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、ちょっと多めになりますけれども、質問したいと思いま

す。

８７ページをお願いしたいと思います。下段に⑨臨時福祉給付金うんぬんというこ

とでございまして、次ページの１９の負担金補助及び交付金となっておりますところ

の臨時福祉給付金の給付費、臨時福祉給付金の加算金、これらはどういった性質のも

のなのか、お尋ねいたします。と申しますのも、３,０００万円以上支出しますので、

この丁寧なる説明を求めるものであります。

あとは９１ページ、ここで２０番の扶助費の中で、重度心身障がい者医療費

２,０００万円ほど上がっておりますけれども、これらの内訳ですね、どういった病

名なのか、お尋ねしたいと思います。

１０１ページの中段の①、児童手当支給に要する経費、これも膨大な数字でござい

ますけれども、これらの人数、ちょっと私も学生いないものですから、どういった性

質なのか、お尋ねしたいと思います。

あと、その上の６ですね、子育て世帯臨時給付金、これは消費税うんぬんというこ

とでございますけれども、これらはどういったところに、どういった人数になってい

るのか、これも併せて伺っておきます。

１１３ページの⑧の原発関係でございますけれども、これもどういった方々に、ど

ういったものを、これ被ばく関係だと思いますけれども、検査するのか、詳しくお願

いしたいと思います。

あと１１５ページ、ここで③の予防の中の１３の委託料でございますけれども、子
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宮頸がんについてお尋ねしたいと思います。今、この子宮頸がんのワクチンか注射か

分かりませんけれども、そういった処置をすると異常が出ているというふうに言われ

ておりますけれども、これ強制的なのか、自主的に行うのか、その点を伺いたいと思

います。

１３１ページの真ん中にあります④、環境保全型農業関係でございますけれども、

ここで説明の中で、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援をするということで

ございますけれども、どういった内容が環境保全になるのか、そういったものについ

て詳しく説明していただきたいと思います。

あと１４１ページ、ここでは下段になりますけど、１３の中の委託料の中での福島

森林再生事業委託料５,７００万円ほど計上してありますけれども、この内容につい

てお尋ねしたいと思います。

１４５ページ、ここは全く別な角度から質問したいと思います。村長に質問したい

と思いますけれども、村長は就任以来、空き店舗をサロンにするというふうなことを

発言されておりますけれども、今回は２０万円、空き店舗を再利用する方の多分計上

だと思いますけれども、村長の空き店舗のサロン化はどういった具体策があるのか、

これを併せが伺っておきます。

１４７ページのグリーン・ツーリズムですけれども、これも私も以前にグリーン・

ツーリズムについては質問していた経緯がありますけれども、今回、こういった経費

を計上したわけでございますけれども、今後の計画について、どのような計画を持っ

ているのか、お尋ねしたいと思います。

最後です。１５１ページ、１３の委託料の中で道路ストックということでございま

すけれども、どういった内容なのか、これも伺っておきたいと思います。

以上、お願いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えをいたします。

まず、８７ページ、臨時福祉給付金に関する内容でございますが、臨時福祉給付金

につきましては、４月から消費税が引き上げられることに伴いまして、低所得者、課

税されていない世帯に対する臨時の給付金ということでございます。内容につきまし

ては、現在該当者数につきましては概算で予算計上させていただいておりますが、今

後、システム等を改修をいたしまして非課税世帯の抽出、そういった部分で該当者を

確定していくというようなことで、概算での見積もりになっております。臨時福祉給

付金の給付費については、一応今の段階で３,０００人×１万円、それから、臨時福

祉給付金の加算金につきましては、老齢基礎年金、あるいは障害の基礎年金、また遺

族基礎年金等、そういった年金と障がい者の年金等を受給している方に５,０００円

加算されるものであります。

それから、９１ページ、重度心身障がい者の福祉に関するものということで、重度

心身障がい者についてということですけれども、これらについては、心身障がい者１

級、２級、あと３級という方まで、そういうことで支給されるものであります。
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それから、１０１ページ、児童手当関係でございますが、児童手当につきましては、

年に３回支給されます。４か月に１回というような形で年に３回の支給ということに

なりますけれども、０歳から３歳未満、これにつきましては１万５,０００円、１人

当たり１万５,０００円ということになりますが、人数で２,４６０名、これは３回

支給になりますので延べ人員になります。それから、３歳から小学校修了前まで、小

学生まで、これは１万円支給になりますけれども、延べで７,０５０人。それから、

３歳から小学校前までですが、第３子の方については、３子以降については１万

５,０００円の支給になりますが、１,２９０人。それから、小学校修了後、中学生に

なりますけれども、１万円の２,７９０人。あとは、特例給付で５,０００円の１８０

人というような内容で支給されるものであります。

それから、⑥ですね、子育て世帯臨時特例給付金についてということですが、これ

も４月から消費税が引き上げられるというようなことで、子育て中の世帯に支給され

るものですが、先ほどの臨時福祉給付金では非課税世帯が対象ということで、このも

のについては児童手当が支給されている子育て中の方々に対して支給されるものであ

ります。

それから、１１３ページ、委託料関係でホールボディカウンター検査委託料とい

うことですが、これにつきましては、本宮市との契約で現在ホールボディカウンター

の検査を実施しておりますが、妊婦、それから一般の方、合わせて１,５００円の

１３０名分を予定いたしております。

それから、血液検査委託料につきましては、一般の検査、通常行われます中性脂肪、

あるいはＡＬＤＬ、そういうコレステロールの検査、それから白血球とか血小板、血

清クレアチニン等の検査を行うこととなります。

それから、１１５ページ、これは子宮頸がんについてのお尋ねでございますが、子

宮頸がんについては、ご存じのとおり副反応の問題で現在、行政としては積極的な勧

奨は行わないというような対応を取っておりますけれども、希望される場合には頸が

んワクチン接種可能な状況となっております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ７番議員さんに、１３１ページ、環境保全型農業の事業内容で

ございますが、農業分野においても地球温暖化防止とか植物多様性に積極的に貢献し

ていくというような中身でございまして、農家が化学肥料、化学農薬の５割低減、い

わゆるエコファーマーの取得をして、その取り組みとセットで行う取り組みに対して、

助成がなされるもので、まず地球温暖化防止に効果の高い営農活動ということで、こ

れは、緑肥を作付けするということと堆肥を施与するという２つの取り組みでござい

ます。また、生物多様性の保全に効果の高い営農活動への支援ということで、有機農

業、そして冬期湛水と、この４つの取り組みに対して助成がなされるものでございま

す。

続きまして、１４１ページでございますが、中段から下ほどにあります福島森林再

生事業の中身でございますが、これは原発事故によりまして放射性物質が森林にも飛



- 143 -

散しているというような中で、福島県の林業が停滞していると。その林業を再生させ

るために、いわゆる路網の整備とか間伐等を行うということで、２６年度については

公有林を中心に路網の整備ですとか間伐を実施する中身でございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。

１４５ページで、商工費の中の空き店舗支援対策事業費であります。これにつきま

しては、空き店舗を利用して新たな商業活動を営むというような方々に対して、まず

商工会に加入していただくということが前提でありますが、その場合、家賃の半額を、

３万円が限度でありますが、１年間補てんするというような制度であります。７番議

員さんおっしゃったようなサロンについてでありますけれども、これもいろいろ人の

交流の中で現在は社協等で高齢者等のサロンというのを開催しておりますけれども、

その地域、地域で空き店舗を利用しながら、高齢者に限らず、その地域の人々たちが

何気なく集い合うことができると、そういうサロンとして空き店舗の利活用はどうな

んだろうという形での可能性の、１つの可能性として空き店舗のサロン化というのも、

ひとつ検討してみてはどうかというような指示は得ておるところであります。

それから、１４７ページのグリーン・ツーリズムでありますが、今年２６年度につ

いては、この枠組みを定めていこうということであります。人、物、それから情報等

の、それぞれの受け入れる方法、具体的には受け入れとしましては、農家民泊をどう

するか、こういうのがいちばん重要な施策になってくるかと思いますが、そういうも

のに対して、２６年度については調査をしていきたいというふうに考えて、今回の予

算計上となったものであります。

○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。

５１ページの①番の１３委託料の中の道路ストック総点検事業についてですが、こ

れにつきましては、国の補助事業として実施するものでありまして、昭和４０年から

５０年代に整備された、いわゆるストック、道路の改良とか、若しくは橋とか、そう

いったものが経年により劣化していると。今回、村のほうで実施しますのは、ストッ

ク総点検の中でも路面のセイチョウ調査、いわゆるひび割れとか轍、これが主流にな

ります。対象は１、２級村道でありまして、大山松沢線が２年ほどかけまして舗装の

大規模修繕をやりました。いわゆる維持補修の関係で、補助事業にするとすれば今ま

でと同じでございますが、ひび割れが４割以上、轍が４センチ以上という、そういっ

た条件がございまして、あちらこちらで発生している、雨が降ったような状態のとき

に舗装が壊れると、そういったものを事前に調査をしながらストック分を善良な管理

をしていくというような目的で、国のほうの補助事業としてやるものでございます。

以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。

○２番（押山義則） おおよそは議案調査の中で詳細に伺ったので結構なんですが、まず
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何点かちょっとまだ分からないのでお聞きします。

まず、１４１ページの委託料、福島森林再生事業、先ほども質問ありましたが、

２,０００ヘクタール大体予定しているということでありますが、これひとつ要望で

もあるのでありますが、結局こういうか、玉井財産区のようなものもできるっていう

ことでありますので、是非これ玉井財産区の森林管理なんかにも是非活用していただ

きたいことが願いであります。内容としては、作業道がないために間伐がなかなか思

うようにいかないと、作業道と間伐、これ合わせてこの事業の中でできるようであり

ますので、また、もう１つは、財産区の管理の中で旧田代地内、水源地なんですが、

そこがだいぶ荒れた状況になっています。企画財政なんかともちょっと話し合いした

んでありますが、結局ナラとか雑木なんですね、結局そこでできれば薪の生産が弾み

つくような、そういうことをしていただきたい。これはふるさと納税の中でもちょっ

と話は提案したのでありますが、薪の提供なんていうのも、だいぶユニークな品物に

なっておもしろいなと思っておりますので、是非そういうことも考慮していただいて、

そういう要望であります。意見を伺います。

それから、６９ページ、公共災害復旧、上下水道でのことで伺っていますが、３００

万円。これで、大体、多分これ地震での被害の復旧だと思うんでありますが、これに

ついて、まだ何か所も整備されてなかったのか、これについて内容と今後の経過とか、

これからのことも伺います。

それから、１５１ページ、細田矢沢線と町尻馬場線、これ測量設計とございます。

これの位置と延長について、担当で分かりましたらご明示願います。

それから、１５３ページの委託料、牛子沢の川筋の測量設計、これ災害との関連だ

と思うんでありますが、この内容について伺いたいと思います。

それから、ページ戻るんですが、９５ページの支援員。１６５万６,０００円、こ

れ昨日もいろんな形でお話ししてきたんでありますが、村長からの答弁の中で、明確

な趣旨説明がありました。どちらかというと、今まで下世話では天下りというような

見方も言われてきましたが、村民への説明責任をしっかり果たせるような気がいたし

ます。また、こういう制度でありますね、結局行政経験などの経験者の有効活用とい

いますか、私ら行政の中で見てきて、例えばシルバー人材センターとか、あと緊急雇

用とかなんかの中で、建設関係の経験者の、そういう方のアドバイザー的な方が少な

い、そう思っております。そういうところに張り付けていただけるとか、あとは伝統

文化とか何かに長けている方でありましたら、ふるさとホールのお手伝いを願いたい

とか、あとは直売所、だいぶ文句も言いましたが、結局農業に明るい方、ジャガイモ

いつ植えるか、タマネギいつ植えるか知らないような方の支援というのは、私はちょ

っと問題あると思うんですよね。その辺も含めまして、ここは村長に今後のそういう

運営とか人材活用について、村長の考え方を伺います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ２番議員さんに、９５ページの支援の関連でお答え申し上げます。

支援員の設置等については、一般質問のほうでお答えをいたしました。これから人
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材をどう使っていくかということについては、私もいちばん、これから大切な時期だ

なというふうに考えていますので、こういう形での雇用若しくは臨時的な雇用等も含

めて、私は団塊の世代の活用ということを言わせていただいております。今、団塊の

世代については、非常に技術等を持っている、会社で勤めた方も今、辞められた方た

ち、団塊の世代というのは、日本の経済を中心として支えてこられた皆さんですので、

技術的にも、人間的にも非常に優れた方が多いということなので、あらゆる分野でこ

れから団塊の世代を発掘というか、どういう方が村内にいるのかということを調査し

ながら、是非村づくりに支援を依頼していきた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、１４１ページのふくしま森林再生事業の中身

でございますが、この事業については、民有林、大玉村は約２,０８０ヘクタールご

ざいますが、そういった中で事業が取り組めるという内容でございますので、２番議

員さんおっしゃったように公有林、村有林ですか、村有林並びに財産区も事業の対象

として入れることが可能でございますので、２番議員さんがおっしゃったような内容

も加味しながら、今後事業実施に向けて検討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） 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をいたします。

６９ページの災害復旧関係に要する経費３００万円でございますけれども、２５年

度におきましても５件から６件、県道を含めまして村道等の陥没が発生しております。

突然５～６センチ下がると窪んでしまうという現象がいまだに発生しております。で

きるだけ建設課の道路維持関係で、作業員さんによりますオーバーレイ等の復旧によ

りまして経費のほうは削減に努めてはおりますけれども、それ以外の陥没が大きい部

分につきましては、やはり開削をして舗装の打ち替えというような対応になってまい

ります。３年経過しても、こういった状況がいまだに発生しておりますので、２６年

度につきましても何件か見込まれますので、概算としまして３００万円を計上させて

いただいたところでございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） 建設課長。

○建設課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。

１５３ページですが、町尻馬場線の延長、幅員等でございますが、現況の幅員は２.

５メーター程度となってございます。延長について約１５０メーターを拡幅しまして、

前後の道路と同等若しくはそれ以上にしたいなというふうに考えてございます。

もう１つは、細田横断線に関しましてですが、延長については記載のとおり２９３.

３メーターでございますが、現況は車道、（不規則発言あり）大変失礼しました。細

田矢沢線に関しましては、曲藤地内、昨年の７月、８月の大雨によりまして、集会所

のところのいわゆる橋の部分ですか、これが飲み込めなくて冠水してしまったと。こ

れにつきましては、やはり上流の流域のどのくらい水が出るかというのを調査をしな
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がら、それに耐え得るだけの断面を確保したいという中身での測量でございます。牛

子沢に関してですが、牛子沢に関しましても昨年の大雨によりまして個人名ですが、

松井さん宅の暗渠が詰まったといいますか、雨の量に流れの量に耐えられず溢れてし

まったというような状況がありますので、これにつきましても細田矢沢線と同様、上

流からの水の流れを測量しまして、それに耐え得るだけの断面を確保したいというよ

うな中身でございます。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） ８７ページの⑧の男女共同参画社会推進に要する経費でありますが、

ざっと私の感覚からいうと、なんか生涯学習課のほうが取り組みやすいような内容か

なとも思いますし、この予算でどうなのかな、事実それだけの効果を上げるのは担当

課としても大変じゃないのかなという気がするんですが、この男女共同参画社会推進

することの本気度というのが、なんかここに出ているような気がするんですが、これ

らについてお聞きしたいなというふうに思います。

それから、８９ページなんですが、障がい者基本、下の方の障がい者福祉費の委託

料でございますが、障がい者基本、障がい福祉計画策定業務委託料、これ障がい者の

福祉のための計画策定している、この字のまま理解するとすれば、大玉村の障がい者

の福祉をどうするかということをなんか策定するようなことのように受け止めておる

んですが、村内の障がい者をどうするかというのは、やっぱり村の職員のほうがいち

ばん分かるのかなというふうに思うんですが、それを委託するということはどういう

ことなのか。それこそ昨日の話じゃないんですが、準則とかなんか流れてきて、それ

によって作成すれば職員にもできそうな気がするんですが、この委託についての状況

について伺いたいと思います。

それから、９１ページの障がい者関係でございますが、障害者自立支援給付費負担

金という大きな金額がございますが、それぞれ見ますと、障がい福祉サービス等給付

事業費が充てられていると思いますが、それでいいのかどうか。

それから、重度心身障がい者ということで予算計上しておりますが、その重度心身

障がい者と言われる方は何名というふうな予測で予算計上しているのか。あるいは障

がい者自立支援給付費を支給する対象者を何名と見込んで計上しているのか。あるい

は障がい児等に対して何名というふうな見込みでそれぞれ予算計上されているのか伺

いたいと思います。

１２１ページの安達広域行政組合の清掃費負担金でございますが、この中に生ごみ

ということでの部分で、生ごみとはっきり分かったその分類で負担金があるとすれば、

それについて伺いたいと思います。

１２７ページなんですが、農業委員会の関係、上のほうなんですが、報償費で後継

者対策推進事業費、相談員報償と、こういうふうになっていますが、なんか、この報

償でどこまで対応されるのかなんか、ちょっと気になるところでございますので、こ

れらの内容について、それで十分なのかどうか。十分でなかったら、それはやっぱり

当初予算でもあるんだから、これはどうしようもないというようなことでがんばって



- 147 -

もらいたいなという気がするんですが、伺いたいと思います。

それから、１３３ページ、下のほうの担い手育成に要する経費の中で、担い手育成

調査研究業務委託料、これについてどういう内容なのか。それから、その下の農業生

産法人体制整備事業補助金、これはどういうふうな内容であれば補助として出すのか、

その補助金の要綱等々あるとすれば、それはそれで要綱だけで、あとで見れば分かる

と思いますので、要綱があるからこれを見てくれということであればそれでいいんで

すが。

それから、④の県産農林水産物ＰＲ事業、これは各市町村が一緒に行ってやるなん

ていうのならともかくも、大玉村だけでやるとするときに、何をじゃＰＲすればいい

のかなと。ＰＲしたはいいが、じゃ物はどこに、どうして、どれだけということにな

ると、分かりませんではＰＲしても意味はないんで、その、もっててＰＲするものは

あるかもしれないけど、じゃ、それを後で続けて販売するだけのものがあるかどうか

ということになってくると、今までのＰＲの方法というのはどうかなと。米だけは十

分にありますから米だけ買ってくださいのＰＲ事業では、またこれもしょうがないと

思うんで、この辺の物、売りたいもの、そしてＰＲして効果があるかどうかというこ

とを検証しながら、この事業を取り組むべきかなと思うんですが、今年はどういうＰ

Ｒ体制があっての予算計上なのか、伺いたいと思います。

それから、１３９ページ、改善センターの電気料なんですが、これ太陽光上がりま

して、多少は電気料に変化があるのかなというふうに思いますが、予算計上だからと

いうことなのか、あるいは実質これだけの実績に基づいて、これだけの効果があった

からこういうふうな予算計上したんだということであれば、その数字的なものでお示

しいただきたいなというふうに思います。

それから、１５５ページの災害公営住宅の件でございます。これ委託料、事業負担

金ということでありますが、今、実際内容的にはどこまで決まって、どうなっている

か分かりませんが、やはり大玉村の将来の構想の中の住宅ということであれば、もう

完全に決定してから、はい、こうなりましたというふうに我々に示されてもあまり良

い気分がしないと。だから、もう決定する前に、やはり村なら村の将来のあそこの開

発構想をきちっと議会も含めて検討したうえで、こういう構想を持っているから県で

はここにこういうふうな住宅を造ってくださいというような方法でやってもらえるべ

きかなと、やってもらいたいなというふうに思いますので、これは、ただこういう予

算の流れで、これこれこれだけの金額を負担しますよ、どうぞという話でなくて、こ

この中ではきちっと、やっぱり大玉の将来の開発基本構想をつくって、そしてやって

もらいたいという意味で、この負担金、金だけポッとやって、はい、それで終わりで

なくて、きちっとやってもらいたいなということでやってもらえるかどうか、その辺

伺いたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） 最後の１５５ページの災害公営住宅についてでございます。県のほ

うから案として説明されたものを、最初、平米数が１区画５０～６０坪ということの
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段階で議会のほうに図面を示させていただいて、これでは小さすぎるということで

７０坪までいったという経過もございますので、当然、現時点では、昨日お話ししま

したように、決まらない部分で進んでいる部分もありますが、将来構想については当

然、上の仮設を壊した時点で、今度またさら地になりますので、それをどうするかと

いうことも、やはり併せて考えなければいけないというように思いますので、議会と

も話をしながら共に進めてまいりたいと思います。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） ８番議員さんにお答えいたします。

まず、８７ページ、男女共同参画社会推進関係でございますけれども、本気度と、

この予算でどのぐらい本気なんだというようなお尋ねでございますけれども、基本的

な考え方、これは推進委員会等の報酬というようなことで、それから講師謝礼という

ようなことで予算は計上させていただいております。これにつきましては、健康福祉

課だけのものではないというふうに考えておりますので、当然、教育委員会、その他

の課との連携の下に進めていくという考え方でございますので、中心となるのは健康

福祉課で、委員等の協議をいただきながら、どんなふうに進めていくかというような

計画の下に連携を取りながら進めていくというようなことで、予算等についてはわず

かではございますが、本気でやりたいというふうに考えております。

次に、８９ページでございますが、障がい者関係でございますけれども、これは障

がい者基本計画ということで計画をしておりますけれども、ニーズ調査等をこれから

実施するようになりますけれども、重度障がい者、その他の障がい者の全体的な計画

ということで、細かい部分から分析を行って計画を作成していくということでござい

ますので、特に県から来ている準則とか、そういうものの中で作成するものではない

ということで、かなり大変な作業になるということで、委託費を計上させていただい

ております。

それから、９１ページでございますが、負担金関係でございますけれども、まず、

障がい者の自立支援給付負担金等については、実人員としては６０名程度を予定して

おりまして、月にしますと９００万円からの負担金が１２か月分。それから、障がい

児の通所、相談支援給付への負担金につきましては、実人員が１５名程度を予定して

おりまして、月１５０万円程度の１２か月分ということでございます。それから、安

達地方の障がい者自立支援の審査会関係につきましては、大玉村では見込み件数とし

ては１４件程度、共同設置しておりますので、その負担金ということで１２％程度の

負担をしているところであります。それから、重度の医療費関係でございますけれど

も、これにつきましては在宅の障がい者対策事業の医療費に関係につきましては、褥

瘡等の治療材料とか、あと人工肛門等の衛生材料とかというようなことで、これは人

数的にはわずかでございますが、褥瘡が６名程度、３,０００円の１２か月、それか

ら、人工肛門の衛生材料関係については、３人の４,０００円の１２か月というよう

なことで、あとは重度心身障がい者の医療費関係ですが、医療費につきましては、国

保、それから社保分として１００名、それから、６５歳から７５歳未満の国保、社保
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２０名程度を予定した医療費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） ８番さんにお答えいたします。

１２１ページ、広域行政組合清掃費負担金、この生ごみがいくらかという量の把握

ですよね、これができているのかということですけれども、できておりません。焼却

ごみとか資源ごみとか、そういう区分けでございまして、今回、安達広域行政組合の

清掃関係には、クリーンセンター焼却施設、それから東和クリーンヒル埋立処分場、

それからし尿処理施設、この３施設で処理しているものの費用と。前年度比約１２％

ほど伸びているんですけれども、これは大部分が焼却ごみです。クリーンセンターに

原発関連のいわゆる枝葉等々が入ってまして、負担金が増えている格好になっている

んですが、これにつきましては、今、原発関連ということで本宮、二本松市と一緒に、

原発関連のごみについては別途環境省のほうに請求するということになっております

ので、見かけ上は増えておりますけれども、その分については２４、２５年度分を、

２５年度中にやるか２６年度中に請求するか、これは今、県のほうの原発対策課のほ

うと協議しながら、２市１村で共同でというか、それぞれですけれども、一緒に請求

すると。これは別途歳入計上というふうな格好になると思いますが、今後それらが入

ってきますので、ごみの全体量としては通常の伸びだというふうにお考えいただけれ

ばと思います。

○議長（佐藤 悟） 農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（溝井久美子） ８番議員さんにお答えいたします。

１２７ページの後継者対策推進事業に要する経費のことですが、こちらの報償費等

は今まで国際結婚等の推奨をしておりましたが、原発以後、相談件数が減っておりま

して、今後増えることになればこちらの予算も増やしていきたいと思います。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに１３３ページ、③の担い手の育成関係で１３の

委託料でございますが、担い手育成の調査研究委託ということで、農業者の高齢化、

後継者不足ということで、受け皿となる担い手を早急に育成するのが急務であるとい

うことで、どのような、いわゆる経営規模でいいのか、作付け体系がどのような形で

いいのか、それら受け皿となる担い手農家の育成に関する調査を専門機関等々に委託

して調査を進めたいという内容で計上させていただいております。

続きまして、１９ページの農業生産法人体制整備事業の補助金でございますが、こ

れらにつきましては、農業生産法人設立に向けた行政措置等の、いわゆる調査、設立

に向けた経費の助成という内容で計上させていただいております。

続きまして、その下にあります県農産物ＰＲ推進事業、これらにつきましては、県

内で生産されたものを県外にＰＲするという内容で、本村につきましては、２６年度

については首都圏のほうに５回から６回程度直売所の農産物、米をはじめとする農産

物並びに特産品、また観光関係のＰＲをしたいということで事業を計画しておるとこ
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ろです。米につきましては、いろいろ販売したその後、直売所のほうに是非送ってほ

しいという問い合わせもありますが、野菜関係につきましては、いわゆる通信販売、

ネット販売等の体制がまだ整っていない部分もございますが、それらにつきましては、

６次化並びに直売所の拡充と併せて今後検討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） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ８番議員さんにお答えします。

１３９ページの改善センターの電気料でございますが、実績に基づいて積算したも

のでございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 再度伺いたいと思います。

１９１ページなんですが、今、説明、答弁されたんですが、どうも分かりにくいの

で、もう１回質問させてもらうと、重度心身障がい者と言われる方は、トータルで何

名というふうに考えて予算計上されたのか。それから、障がい者自立支援給付費を支

給対象者としてトータルで何人として予算計上されているか。障がい児については、

今ほど１５名というふうに聞き取れたんですが、１５名であればそれで結構なんです

が、障がい児を何名というふうにとらえて予算計上されたのか、それについて伺いた

いと思います。

それから、１３３ページの農業生産法人体制整備事業補助金、これについて、補助

要綱等々あれば早急にこれ公表して、できるだけ早く対応してもらったほうがいいん

だから、それらの細かい部分の公表、いつ頃になったらできるのか、それについても

伺いたいと思います。

あと、１３９ページの太陽光なんですが、実績は結構なんですが、太陽光が上がっ

てからと上がる以前のその関係について分かったとすれば、その関係について伺いた

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。

９１ページの重度心身障がい者の対象者ですが、国保、社保分、それから先ほど漏

れましたけれども、後期高齢者、それから６５歳から７５歳未満の国保、社保対象者

含めますとトータルで２３０名となります。

それから、障がい者の自立支援給付金関係で人数ですが、障がい者の自立支援給付

のほうにつきましては、６０名の予定。それから障がい児の通所については１５名程

度を予定しております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 農政課長。

○農政課長（鈴木幸一） ８番議員さんに、１３３ページの農業生産法人体制整備事業の

補助金の関係でございますが、補助要綱については現在検討中でございますので、要

綱が制定され次第、周知して推進に努めてまいりたいと思います。

以上でございます。
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○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ８番議員さんにお答えします。

現在、その比較した資料を手もとに置いていませんので、後ほどお知らせしたいと

思います。失礼しました。

◇ ◇ ◇

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

（午前１０時５３分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午前１１時１０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 質疑を許します。

生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） 失礼しました。

先ほどの後ほどお答えしますと申しました８番議員さんにお答えしたいと思います。

改善センターの電気の使用量でございます。２４年度と２５年度を比較しまして、

２４年度で２月末現在で１０万３,６２４キロワットアワー、２５年度につきまして

は、８万９,３８６キロワットアワー、比較しまして１万４,２３０キロワットアワー

の使用量が少なくなっているものでございます。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） 歳入関係に関わって幾つかお尋ねをいたします。

１２ページの個人村民税関係で、前年対比このほうは２,０００万円程度増という

計算でありますが、その下の法人村民税は４００万円からのマイナスというようなこ

との計算でありますが、これらの主たる要因は何かということが１点であります。

それから、２２ページの先程来も若干話ありましたが、民生の子育て支援関係での

給付、これ、いつも、こんなものができたときに現金で、ほら、くれるぞなんていう

のがあって、こういう仕事が発生するんですけれども、この子育て支援の要件といい

ますか、年齢とか人数とか、人数というのは子どもの人数とか、それから起算、いつ

から始まってという基準日があると思うんですよね。その基準日はいつかということ

についてお尋ねをいたします。

それから、２１０ページ関係でございまして、地方債の調書に関わって２６年度末

での見込みは４２億１,０００万円余だと。そのうちの約半分は、いわゆるこれまで

もいろいろ話されている交付税を措置される臨時対策債だということでありますから、

後ほどその交付税措置がされるんだといいながら、借金は借金だからここに上げてあ

るのかということが１つ。

それから今年、２６年度で、そのいったい交付税は金額はどのくらいかというと、

多分５,０００万円計上されていると思うんですね。その計算からいくと、この金額

は単純計算で４年で、だから２７、２８、２９、３０と、年で全部もらえるのかどう

か、どういう計算で交付税に算定されていくのかということが、それらの関係につい
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てお尋ねをします。

それから、もう１つは、今との関係で一般会計、それから特別会計、それから安達

地方での会計、これらを統括すると、いわゆる借金と言われる村の残高というのは約

６０億円程度の計算になると思うんですけれども、この水準は私の知っている限りで

は大体７０とか７０前半後半あたり、ほぼ横ばいなり若干少なくなったのかなという

印象でありますが、村長が掲げる、住民に日本一近い村政実現にまい進してまいりま

すと、こういうことは、つまり住民のサービス、様々な身の回りのサービスをしっか

りやっていくんだということの中身だと。その上に立って、みんなして、それはそう

やったうえで支えてみんなでつくっていくんだよということでありますから、正に同

感でありますが、前段で申し上げた、いわゆるそういう村の状況、お金の残っている

状況と、見据えたうえでその見通し、今後の財政の見通し、こういうものを含めて、

どのようにこれらをとらえられているかということについて、この点については村長

からお答えをいただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えを申し上げます。

起債関係については後で企財課長のほうから答弁させますが、臨時財政対策債は、

どちらかというと本来は国から現金でいただいて支給すべきものを、とりあえず借金

してくれないかと、あとで払うからというようなことですので、この２０億について

は当然借金から本来は外れるべき金額だというふうに考えてはおりますが、財政見通

しでございます。増えるというふうには少し考えにくいものがあります。定住化政策

を進めていくのも緩やかに伸びるとしても、急激に収入が伸びるということはありま

せんので、日本一近い村政、それから、それは村民の意見を聞きながら、的確に必要

なところに施策としてお金を使うということですので、持ってくる努力はしますが、

やはりある中でどう使うかという使い道を村民の意見を聞きながら、要望を聞きなが

らやっていきたいということでございます。大玉村がいろんな子育て支援とかいろん

な部分に住民の福祉のためにお金を使うことができるのも、こういう役場とか建物に

ランニングコストがかかっていないと、ほかの市町村と比べて。無駄な豪華な箱物を

造ってこなかったということの部分が今、子育て支援とか高齢者の福祉のほうに向い

ていますので、これから何かやろうとすれば、どこか削らなければ向きませんので、

そういう意味で新たに求めながらも、既存の予算をやりくりをして真に必要なところ

に向けていくということが今後の方向付けだろうというふうに考えています。

以上です。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。

○税務課長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。

１２ページの歳入の村税関係でございますが、まず個人村民税につきましては、前

年度と比較しまして２,０７０万円の増ということで、この要因につきましては、均

等割の人数が今年度６２名ほど増えております。それに、２６年度から均等割の税率

が改正になります。村民税が５００円上がるということで、県民税も５００円上がり
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まして、今まで５,０００円だったものが６,０００円に負担が強いられるというよう

な形での増と、それから前年度の所得が損害賠償等がだいぶ入りまして所得が上がり

ました。それの要件で所得割が２,０００万円ほど増えておりますので、合わせまし

て２,０７０万円の増収が見込まれる。それから、法人税の関係でございますが、こ

ちらに関しましては、申告納税制でございまして、昨年度新たに登録した法人等がご

ざいまして、それらの収入が見込まれていないということで、これも前年度の実績に

基づいての計上で、今回は４４０万円ほどの減という形での計上でございます。

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） １０番議員さんにお答えします。

２３ページになりますけれども、子育て世帯臨時特例給付金でございますが、これ

は２６年の１月１日現在が基準日になります。それで、要件としましては、臨時福祉

給付金のほうです。非課税世帯で該当にならなかった世帯で、子どもがいる世帯の方

で、児童手当を支給されている世帯は該当になるということで、ご理解いただきたい

と思います。人数につきましては、今の段階では、ほとんど概算ということになりま

すので、これから臨時福祉給付金で該当にならなかった方が、今度子育てのほうで該

当になるということですので、現在のところは１万円×１,４００人というような形

で見積もっております。以上です。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。

２１０ページ、２１１ページにかけての地方債の現在高関係の状況でありますが、

ここに記載されている右端の数字、右の一番下の数字については一般会計の２６年度

末の現在高見込みの予定額であります。このほかに農業集落排水、水道事業、これら

の地方債がそれぞれ８億７,０００万円程度ございます。そういう形で、大玉村にお

ける各会計の地方債現在高は５６億円程度になることが見込まれております。そのほ

かに、次のページの２１２、２１３ページのほうにもありますように、債務負担行為、

これも起債に準じるということから考えれば、特別養護老人ホームの新設事業、介護

福祉専門学校の整備事業、これはあだち福祉会に毎年決まった金額を出すと、補助金

として出すわけでありますが、これについても後年度負担という意味からすれば、準

公債というふうな形になります。そのほかに安達広域のほうにも地方債の現在高があ

ります。その大玉村分については、大体１億５,０００万円程度見込まれております。

この債務負担行為についても１億４,０００万円程度ありますので、合わせて５９億

９００万円程度の地方債の現在高が見込まれております。これは単純に住基、住民基

本台帳人口で割り返しますと、１人当たり６９万７,０００円というような形になり

ます。ただ、この６９万７,０００円の中でも、臨時財政対策債分を控除しますと

４５万１,０００円程度が純然たる地方債の住民１人当たりの負担というふうに言え

るかと思います。この臨時財政対策債につきましては、平成１３年度までは国が自ら

国債を発行して借金をして、それを地方交付税の特別会計に入れていたというものを、
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国が国債の発行を見合わせて市町村に逆にその発行をさせると。その発行した現在高

については、全額償還は交付税の中で見てやるよというような制度であります。この

中では、２５年度の地方交付税の算定の中では、臨時財政対策債の償還分として１億

弱の数字が基準財政需要額の中に算入されております。この算入については理論償還

ということで、国が７年なら７年の中で理論的に償還をした金を借入額は決まってい

るわけでありますから、それについて交付税措置をしていくというのが交付税の制度

の中身であります。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） 今回の２６年度の当初一般会計予算、７０億４,７００万円になっ

ておりますね。前年度からすると２１.５％減だというふうに言われておりました。

これは、対前年比で１９億ほど減少なんでございますが、主だった要因としましては、

除染関係が３９億円ほど減った。いわゆる山を越して残るのは１７区の除染体制とい

うことだと思います。片や一方、今度の災害公営復興住宅、これに対して１８億円ほ

どの計上をされた。トータルでこのような数字になったというご説明かというふうに

理解をしております。そこで、今ほどの前の議員さんもご指摘になりましたが、歳入

について若干お尋ねしたいと思います。

１３ページでございますが、今ほど民税並びに法人税制については説明があったと

ころでございますが、いわゆる譲渡分については減額、昨年より１億５,０００万円

ほど減っております。課税標準額ですよ、これがだいぶ減った。これは土地の譲渡が

少なくなった理由かなと思います。また、その下の家屋償却資産について若干お尋ね

しますが、この家屋については、課税標準額が約１１０億円というように記載されて

おりますが、当然ながら村内には住宅ラッシュがございまして、その現れかなと。対

前年比で３億ほど増えております。償却資産については、逆にマイナスでございます

が、２億５,０００万円ほどのマイナスですね、課税標準額。こういう一連の経過に

ついてご説明願えればなというふうに思っております。

それから、たばこ税制でございますが、たばこ条例による収入９,１００万円と、

大変村においては有り難い税収だというふうに思っておりますが、若干、１,０００

本当たりの税収、これ変わってきたのかなというふうに思うんですが、その辺の３級

品以外、又は３級品についての税ですね、１,０００本当たり幾らになるのか、それ

についてお尋ねをしておきたいと思います。

また、２３ページでございますが、今回の大きな予算の中の１つ、いわゆる長期避

難者生活拠点形成交付金１６億２,１９５万円と、いわゆる復興住宅だというふうに

思っております。それで、この基準額の８分の７を、いわゆる基準として計算します

と、私の計算だと１６億４,８９０万円ということになりまして、２,６９５万円少な

いんですね。この１０分の８というものは何を指しているのか。私は８分の７、そし

て村が８分の１というような理解をしておったんですが、この２段階の数字、これに

ついて詳しくご説明を願いたいと思います。とりあえず、それでお願いします。

○議長（佐藤 悟） 税務課長。
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○税務課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答え申し上げます。

まず、１３ページの固定資産税の関係でございますが、ご質問のとおり土地関係に

つきましては、さほど大きな増減がございませんで、家屋につきましては、ご質問の

とおり家屋がだいぶ増えております。それによっての増というようにご理解いただき

たいと思います。

償却資産については、逆に減ということで、これにつきましては、大きな増の要因

がなかったということでございます。

それから、たばこ税の本数でございますが、旧３級品以外の部分でございます。１万

８,０００本ということで記載されておりますが、これは単価につきましては１,０００

分の５,２６２でございます。それから、旧３級品につきましては１,０００分の

２,４９５でございます。以上です。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。

２３ページの長期避難者生活拠点形成交付金の内訳でありますが、これについては、

歳出のほうの１５４ページ、１５５ページをちょっとご覧になっていただきたいと思

います。１５４ページのほうの下のほうになります。土木費の住宅費、住宅建設費、

この中で１８億５,０００万円にかかる８分の７相当分について財源内訳として１６

億１,８７５万円、８分の７の数字をここに記載しております。それから、残り分に

ついては、公営住宅建設事業債という地方債の発行を予定しております。

その下のほうの段に住宅管理費というのがございます。１５５ページの一番下のほ

うになりますが、公営住宅管理システム導入委託料、これについては６５世帯、６７

戸にかかる家賃の収入、調定関係のシステム、管理システム、そういうものの導入を

検討してございます。これにかかるものについては、同じ避難者の生活拠点形成交付

金でありますが、これについては１０分の８ということになっております。ただ、

１０分の８の残りの１０分の２の分については、震災復興特別交付税で対応するとい

うことで、そういう意味では１０分の１０の事業ということで、これら合計して２３

ページの長期避難者生活拠点形成交付金のトータルになるものであります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。１１番。

○１１番（遠藤義夫） ６５ページをお願いします。④の広域バスの件に関してなんです

が、年々利用が減る状況の中で、村長さんは高齢者が増えるということでデマンド交

通構想があるようなんですが、この広域バスとの関連というか、その辺も将来的には

どのように考えているか。

１３番の委託料なんですが、この学習施設建設工事の施設なんですが、どのような

施設を考えているのか。過去に、ふれあい森のような、金をかけた割にはなかなか利

用価値というか、利用頻度が少ないということで、その辺も含めてどのように考えて

いるのかお願いします。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） １１番議員さんに、生活バスとデマンド交通の関係についてお答え
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を申し上げます。

まず、生活バスについては、今、従来どおり運行していきますが、平成２６年度に

県の自治研修センターと共同事業で、大玉村でデマンド交通を実施した場合、実施す

る可能性についての１年間共同研究がありますので、大玉村としての将来的にデマン

ド交通を導入したいという気持ちは変わりありませんが、現実的には今、生活バスが

今空気を運んでいる状況でございます。それから、あと福祉バス、スクールバス、各

種公共バス、これを全部トータルで運行できないかというのが私が考えていることで

ございます。バラバラにしないで、村の中を全面的にバスが走ると。ただ、それには

お金がかかります。先ほどいったみたいに、乗っていただかないと困るということな

ので、まず考えとしては、手はじめに福祉バスの充実という形になろうと思います。

村内に５０か所、６０か所の拠点を置いて、今よりもはるかに多い拠点を置いて、希

望する時間にその拠点から行きたいところに運ぶというところから始まるのかなとい

うふうには考えていますが、将来的には超高齢化社会に向けて完璧なデマンド交通に

持っていければなというふうに考えています。当面、ここ１～２年は、今の状況は続

くと思います。生活バスについては。以上です。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １１番議員さんにお答えいたします。

同じページの小水力発電の中の学習施設建設工事設計業務委託料についてでありま

すが、小水力、現在詳細設計を発注中でありますが、この小水力、百日川水系にかか

るものについては、明治時代にありました旧本宮発電所、その跡地から、その周辺か

ら水を取水しまして、現在の仮設住宅のある横堀平の仮設住宅のちょうど南になりま

す、百日川と仮設住宅の間の国有林、村が分収でお借りしておりますが、その辺に発

電施設を造りたいと。そのまま百日川に戻すわけでありますが、その戻す過程の中で、

その水を利用して水車的なものをその中間に置きまして、１キロワット以下、０.５

キロワットでもいくらでもいいんですが、そういうもので新たに電気をもう一度起こ

すと。その電気を起こしたのを、学習施設の一環として、電気の仕組みであるとか、

あとその水車を回すことによって粉をひいたりとか、そういうふうな体験できるよう

な、目で見て電気の仕組みが分かるような、そういう学習施設、エネルギーパーク的

なもの、そういうものを建設するための今回の設計業務委託料の計上であります。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。４番。

○４番（菊地利勝） ５７ページの下段ですけれども、先ほど１１番さんが質問した内容

と関連かなと思うんですけれども、公共交通体系調査費、１０万ですけれども、この

内容をちょっと伺いたいと思います。

次のページの５９ページ、上段のほうの１９の負担補助及び交付金の中の日本で最

も美しい村連合会の負担金の４０万３,０００円、この内容をお伺いしたいと思いま

す。

あとは、ちょっと飛びまして１４５ページ、商工費の商工振興に要する経費の中で、

１９の負担及び補助金交付金の中で、上から４番目の商工振興の共通商品券、これに
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ついて昨年同様同じ金額ですけれども、最近この利用状況についてどのようになって

いるか、状況を伺いたいと思います。

次、１７１ページ、教育費の中で下段の⑯、学校施設の芝生化に要する経費の中で、

これ玉小・玉幼の芝生に対する予算化だと思うんですけれども、面積と内容、あと維

持費関係等々、今回工事費負担ですけれども、どういうふうに考えているか、お伺い

したいと思います。

１９９ページ、上段ですね、ふるさとホール管理費の中に入るのかな、１３委託料、

図書館情報システムデータ整備業務ということで、ここに記載してありますけれども、

図書関係の在庫関係のベース化だと伺っていますけれども、各学校、あるいは図書と

の共通性を在庫関係のあれなのか、ちょっと伺いたいと思います。

その下段の一番下のほう②、駅伝大会に要する経費の中で、確か昨年度ですか、だ

いぶ成績が思わしくないということで、中央のほうから指導者というか、方を呼んで

研修ですか、講習会とか、そういうことを催す予定だったんだけれども、ちょっとで

きなかったという話を伺ってますので、今年はどのような内容で昨年より成績を上回

るような目標を持っているか、お伺いしたいと思います。

最後、２０７ページ、災害復興費の中の学校施設災害復旧に対する復興費で、これ

小中学校グラウンドの覆土を行うということで予算計上してありますけれども、各学

校の放射線のその後の変化、それと、この覆土によって全体の何パーセント下がると、

何パーセントの回復を見込んでいるか、この点についてお伺いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ４番議員さんにお答えいたします。

まず、５７ページの下段のほうになりますが、公共交通体系調査研究事業関係であ

りますが、先ほど村長答弁にもありました。福島自治研修センターと共同研究という

ことでの調査研究であります。まずは、現状の分析、合同での現状分析の作業であり

ますとか、ニーズの調査、これらになるのかなと。これらをまずとっかかりとして始

めたいと思っております。それから、大玉村の持つ地域の特性、これらに合ったよう

な公共交通体系をどうするのか。いろんなバスが現在入り乱れてますので、こういう

のを整理していきながら、大玉の地域に合った、住民のニーズに合った公共交通体系

をどうすればいいのか、この辺について、それから費用対効果も含めて、こういうも

のについて２６年度において調査研究をしていきたいというふうに考えております。

それから、５９ページの上段のほうになりますか、日本で最も美しい村連合負担金、

今回４０万３,０００円計上させていただきました。この中身としましては、連合負

担金、連合会の加入したとすれば、その負担金の年会費、これが住民１人２５０円と

う割で積算されますので、これで大体年間２１万円程度が普通の年会費ということに

なります。それから、認定書を発行するための初年度でありますが、その認定書にか

かる経費として９万円ほどかかります。更には、その認定の前の段階になりますが、

審査をすると。東京のほうから審査員が何名か来て、大玉村の景観であるとか民俗文

化、そういうものについて調査をして選定をする。その選定負担金で１０万円程度か
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かる。初年度では４０万３０００円、平年ですと、その半分の２０万円程度が会費と

いうような内訳となっております。

それから、１４５ページのほうの商工振興費の中の商業協同組合共通商品券事業補

助金、これの利用状況でありますが、商工会からの話では、すべて１,９００万円程

度のプレミアム商品券については完売しているというような話を聞いております。

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） ４番議員さんにお答えをいたします。

学校施設の芝生化に要する経費でありますが、２６年度予算計上いたしましたのは、

玉井幼稚園園庭が面積１,３３０平米、玉井小学校が８,０００平米というふうな面積

を芝生化するということで、それぞれ苗代等の消耗品費、それからスプリンクラー設

置工事費について計上をさせていただきました。

更に、維持費でありますが、これにつきましては、各学校管理費、あるいは幼稚園

管理費の中に、玉井小学校につきましては芝刈り、それから冬芝の種の管理というふ

うなことで２６万円ほど役務費の手数料の中に計上をさせていただいております。玉

井幼稚園につきましては、同じく同様の趣旨で６万円というふうな内容で計上させて

いただいております。

それから、２０７ページ、公立学校の施設災害復旧に要する経費でございますけれ

ども、こちらについて放射線量につきましては、各校地点によってばらつきはありま

すけれども、０.１ないし０.２程度の部分でございます。この覆土による線量の低減

についての試算でありますが、現時点で試算は行ってございません。これからの中で

詳細に検討してまいり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） 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。

まず、１９９ページ上段の図書管理運営に関する経費ということでございます。図

書館情報システムのデータ整備につきましては、学校、それからふるさとホールに約

６万点の蔵書がございます。そちらにつきまして、まずシステムに運用するにあたっ

てのデータベース化ということでございます。学校、それからふるさとホールの共通

性ということでございますが、学校においては特に児童生徒、それから先生が使いや

すいシステムということが重要かと思われます。蔵書検索等、それぞれの中でできる

ようなことということで考えてはございます。

それから、同じ１９９ページ下段、駅伝の関係でございますが、成績を上げるにあ

たってと、目標ということでございますが、中学校につきまして今年度、それから昨

年度も、中学校選手、それから高校生選手ということでございます。中学校選手につ

きましては、中学校のほうの指導をお願いしてございますが、２５年度の大会におき

まして活躍していただきました中学校３年生、反省会の中で、高校生になってもがん

ばってみたいという声がありましたので、その子たちを是非巻き込んで選手層を厚く

していきたいなというふうに考えてはございます。
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それから、講師、講習ということでございますが、小学校の陸上と併せて陸上教室

等を開催できればなというふうには考えてございます。その中で駅伝選手、短距離又

は長距離ということで種目いろいろありますが、長距離種目の教室の開催ということ

では考え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。３番。

○３番（武田悦子） ５５ページの下段、１８備品購入費の中の公用車購入費ですが、低

公害車という説明がございました。これはどのような車なのか伺います。

次に、５９ページ、１３番の委託料、下段の１３番委託料の中で公設民営化調査業

務委託料、これはどこに委託をするのか、どの分野で調査を行うのか。

６５ページ、⑤の震災からの農商工連携復活化に要する経費でございますが、直売

所を中心とした６次化の推進ということのご説明をいただきました。公設民営化にも

関わることかとも思いますが、６次化の推進に際して、この間、様々の方々がいろい

ろ取り組んでこられたと思います。協議会というものもあったように記憶しておりま

す。その皆さん方のこれまでやってこられた成果であるとか、特産品の開発等々にも

ご努力をされてきたかと思いますが、そういう場面での成果を発表するなりなんなり

ということは考えておられるのかどうか伺います。

１９９ページ、上段の図書管理運用に要する経費の中のデータベース化をして使い

やすくするというのは分かりましたが、これは学校は学校、ふるさとホールはふるさ

とホールというふうに整理をするのであって、両方いっぺんに検索をして、例えば一

般の皆さんが学校にある図書も利用できるというような形になるのかどうか、学校は

学校の中だけでの利用になるのかどうか、その辺も併せて伺います。

２０７ページ、グラウンドの覆土ございます。そして、その前に１７１ページに芝

生の予算も計上されております。これは、グラウンドを覆土した上に芝生を植えると

いう考え方でよろしいのか。更には、この芝生を植える、大山幼稚園でやったときは

ＰＴＡの皆さんとかのご協力をいただいてやったように記憶しておりますが、それは、

どういうふうな形を考えておられるのか。以上、伺います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） ３番議員さんにお答えいたします。

まず、５５ページのほうでありますが、備品購入費の中の公用車２５０万円であり

ます。これについては、ハイブリッド車でありまして、税務課の公用車を更新したい

というような予算化であります。

５９ページのほうでありますが、公設民営化調査に要する経費ということで、公設

民営化、現在考えているのはまず直売所、アットホームあたりがいちばん最初の形で、

そういう形になろうかと思いますが、それぞれアットホームについてはアットホーム

の施設整備とか別途予算を計上しておりますが、そういう検討も併せてしていくと。

こっちの項目の中では、そういうものはそれとして、まず指定管理にした場合とか、

それから指定管理から会社組織に持っていく、会社組織に持っていった場合に、どう

いう会社がいいのか、株式会社がいいのか村民株式会社がいいのか、そういうことも
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想定されます。そういう意味で、この委託料については会計事務所等が、あと税理士

さんとかがいいのか、あるいは、そういうコンサルタントの方がいいのか、その辺も

見極めながら調査に着手していきたいというように考えております。

それから、６５ページ関係でありますが、震災からの農商工の活性化関係でありま

す。現在もこの協議会は継続しております。この中でも委員の中からはいろんな、麹

を使った、塩麹等を使った特産品的なものの発表も今までも何回かしていただきまし

た。それから、かなりの数で視察とかいろんな形で行っております。今、現在、分科

会に分かれてそれぞれやっておりますが、これをもう少し伸ばしていきたいと。もっ

と協議を煮詰めていただいて、その中で、もっとやる気のある方等も含めて具体的な

そういう協議をしていっていただきたいと。そういう意味で２６年度においても一定

期間、その準備協議会を継続しながら、その中で、もう少し結論的なもの、そういう

中では当然、折に触れて中間発表的なものも併せて特産品のご提示とか、それから、

その成果の中間発表等、これらについてもしていき、なおかつ現在の直売所の会員等

の方々ともお話を伺いながら、そういう形でより良い６次化の施設が出来ればという

ように考えての今回の予算計上であります。

○議長（佐藤 悟） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（作田純一） ３番議員さんにお答えいたします。

１９９ページの図書管理運用に関する経費ということでございます。図書システム

につきましては、今ほど４番議員さんに申し上げましたとおり、ふるさとホール、学

校それぞれにシステムを入れるということでございます。まず、ふるさとホールにつ

きましては、言わずもがな外部からの検索、貸し出しということはできるようなシス

テムということで考えてございます。ただ、システム上での予約とか、そういうもの

につきましては、今後の運用ということで、まず最初からのそのシステムの活用とい

うところでは、まず検索ということで考えてございます。学校につきましては、学校

の図書につきましては、主に児童生徒が使うものということで、学校の図書を検索す

るということについては、今のところ外部からの検索ということは考えてございませ

ん。というのは、親御さんたちが学校にこういう本があるんだなということを知るう

えでは検索というのは必要かと思いますが、学校の図書を外部に貸し出すということ

は考えてございませんので、その辺の機能は考えてはない、今のところ考えてないと

ころでございます。以上でございます。

○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申し上げます。

２０７ページ、グラウンド覆土工事と芝生化の関係でございますけれども、当然、

芝生化をする際には、スプリンクラーを設置した後に復旧をして、その上に芝生を植

えるということになります。この覆土工事との関係でございますけれども、現在、こ

の覆土工事につきましては、まだ正式な内報等まいっておりません。現時点での積算

ということで、工事の日程等によっては、この覆土工事と併せないで、スプリンクラ

ーの設置工事の覆土をもって行ってということも視野に入れながら、その部分も含め
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て検討してまいりたいというふうに考えてございます。

それから、芝生の植え付けでございますけれども、これは大山幼稚園で実施したよ

うに植え付けの日程を合わせて、できるだけ保護者の皆さんのご協力も得ながら進め

てまいりたいというふうに考えてございます。以上であります。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分とい

たします。（午前１１時５５分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。（午後１時３０分）

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 午前中に引き続きまして、質疑を許します。５番。

○５番（鈴木宇一） 先程来から話になっております公共交通体系、５７ページでござい

ますが、ご質問したいと思います。

この予算措置と申しますか、いろいろ調査研究ということで、県の自治センターう

んぬんで調査するというようなお話も承っております。そういう中で、定期的なコー

スとするのか、又はデマンド方式の戸口から戸口という方式にするのかは今後の課題

だというふうにお聞きしております。そして、また利用率の問題、そして、また費用

対効果、当然ながらそれは大事なことだというふうに思っております。しかしながら、

このライフラインというものは、そもそも利益の出るものではないとは感じておりま

す。例えば、水道事業におかれましても、またごみ収集におかれましても、下水施設、

そして、またいろんな消防関係においても、住民の生活になくてはならないという観

点から、こういう公共交通体系においても取り組まれるだろうというふうに思ってお

ります。当局は、そういうことは十分、重々承知のうえでの取り組みだろうというよ

うに思っておりますが、だんだんと時間をかけてということをおっしゃられますが、

ちょっと私にはトーンダウンしているような感じにも見受けられるんです。ひとつ、

村長の公約というものにも私は受け止めておりますものですから、そういう観点から

お答えを願いたいというふうに思っております。

もう１つは、給食センター関係でございます。２０５ページ。今、学校給食の問題、

実は私ども農産物、米から果物、野菜にかけて大変風評被害で大変な憂き目にあって

いるわけでございますが、学校給食センターのいわゆる県内農産物の取り組み状況、

実はこれ過般、安達のほうでオーガニックあだちというのがございまして、私もメン

バーなんですが、やはり今ものすごい風評被害が出ていると。当初、原発事故があっ

たときのキャンペーンは、それなりの予算講じがありまして売り上げが伸びておった

んですが、昨年あたりから激減しているというような報告がなされております。そう

いう中で、学校給食の比率というのが２０％前後なんだと。米がようやくなって、野

菜が一部ということで、依然として８割以上は県外の農産物を使用しているんだとい

うようなお話がありました。やはりそういう中でいろいろと問題になったのは、まず

足下から固めようということらしいんですね。当然ながら福島県の学校給食において
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は県内産を使用すべきだと、じゃないと、いくら関東近辺でキャンペーンをいくらや

ってもこれは説得力がないと。実態はどうなのと聞かれた場合、福島県民の消費率の

県産物、学校給食の県産物の使用量、こういうとき聞かれたときには全くお答えにな

らない、説得力ないという、こういうことになりますので、ひとつ、ここは力を入れ

て、いろいろあると思うんです。お母さん方の問題とか、安全安心の問題がまだまだ

難しい問題があろうと思いますが、ここは是非とも高めてもらわないと、今、県内の

農産物の農家苦しんでおりますので、その辺の観点からひとつ、これは教育長でも村

長でもいいですが、お答え願いたいというふうに思っています。以上、２点です。

○議長（佐藤 悟） 村長。

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。

公共インフラ関係ですが、これは再三言っておりますのは、究極の到達目標はデマ

ンド交通だと。デマンド交通は、ご存じのとおり何日か前に申し込みをすると家の前

まで希望の時間、調整もありますが、希望の時間に家の前まで来て、そして定められ

た距離の中であれば、その用事のあるところまで送ってくれるというのがデマンド交

通ですので、これは最終的には究極の目標だと。ただ、ここに急に至るというのは財

政的にも非常に金もかかりますし、先発してやっているところも聞きましても、なか

なか厳しい状況もあります。その辺は、最終的にはそこまで行きたいという目標は持

って、最初から持っております。ただ、そこに至るまで今のままでは、やはり全村を

カバーしている公共交通システムがありませんので、どの段階で、どのシステムを導

入するかというのは、この１年間の中で検討して、そして、これはその中身ですね、

先ほど言いましたように、財政はどこから持って来なきゃならないんです。新たにこ

れをやるからと国が金をくれるわけではないので、どこか削ってこちらに持って来な

きゃならないと、優先順位を上げるということになりますので、その辺については、

やはり１年間の結果を見てから順次導入をしていきたいというふうに考えております。

それから、給食センターのほうについては、教育長のほうから答弁させます。

○議長（佐藤 悟） 教育長。

○教育長（佐藤吉郎） ５番議員さんにお答えいたします。

議員さんがご指摘なられた点、全く同感でございます。ただ、給食、食の安全とい

うようなことにつきましては、利用者、児童生徒の保護者がかなり心配しているとい

うようなこともありまして、米につきましては地元のものを使っているんですけれど

も、副食物、野菜等、それについて地元のものを是非使っていきたいというようなこ

とで何度も何度も協議をしてまいりました。特に保護者を対象にした協議会、都合３

回だったと思いますけれども、そういう中で、ようやく理解を得ることができまして、

給食センターのいろんな努力もあるんですけれども、１０ベクレル以下のもの、この

ものについてはかなり検査の仕方等も念には念を入れてというやり方をしております

し、それから、そういったことについての安全性をホームページ等々で公開しまして

理解をいただいておりまして、３月から地元産の副産物、農産物を使うというような

ことで、この前、会議を開いたところでございます。順次、地元のものをもっともっ
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と使っていくような形で、これから、これ本宮と共同でありますけれども、進めてい

きたいと、そんなふうに考えております。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「質疑なし」という声あり）

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

打ち切るにご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。

よって、議案第２５号「平成２６年度大玉村一般会計予算」に対する質疑を終了し

ます。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 議案第２６号「平成２６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） この議案を説明するにあたり、村長は非常に国保関係については厳

しい状態、厳しい状況の中での組んだというふうにおっしゃっておりますが、どこが

どのように厳しいのか、まず伺っておきます。

○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。

国民健康保険につきましては、まず歳入、国保税につきまして、本年度１億７,９９８

万９,０００円と、非常に国保の加入者が高齢者が多いと、それから所得水準の低い

方が多いと、こういう中で、医療給付費は伸びるとも下がらない。こういう状況下で、

一人ひとりの税負担というのが非常に重くなっている。現に本年度につきましても、

一般会計から財政化安定繰り入れという名の下に税の軽減、これを踏まえて財政支援

しているところです。この繰り入れがなければ、今現在１人当たり課税額が１０万ち

ょっとでございますけれども、２０％、３０％上がると、こういうふうな状況にあり

ます。そういう意味で、非常に厳しい綱渡り的な財政運営をやっているということで

ございます。医療費の改定も今回加わっていますが、若干、被保険者数が減っている

ところから、全体的に給付費は横ばいというような傾向でありますけれども、依然と

して医療費増嵩の要因もあるということで、財政的には国保被保険者の負担の限度に

数年前からきていると、そういった意味で非常に厳しいという表現になっております。

○議長（佐藤 悟） ７番。

○７番（佐藤誠一） 今の答弁、非常に理解はしておりますけれども、逆に言いますと、

今、国保の上限は５０万台の後半だと思いますけれども、この限度額、それを上げる

必要がもし出たときは、どんどんこれ上げていくという考えでよろしいんですか。

○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。

６月の按分率の改定時期に、これらの税条例の改正等についても既に国の方針は決
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まっております。国保一般被保険者分については据え置かれますけれども、後期高齢

者分、介護納付金分で、それぞれ本年度より２万円ずつ引き上げ予定になっています。

課税につきましては一般医療費分、それから介護納付金分、それから後期高齢者支援

分とそれぞれ分けて試算していくことになりますから、一般分は上がりませんけれど

も、後期高齢者の医療費が上がっていく、あるいは介護保険が上がっていく、こうな

ると、その制度的な負担がそれぞれの保険にありますので、その分の負担の拡大とい

うのが出てくる、そんな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。２番。

○２番（押山義則） 今ほどは大変な状況にあるということを伺ったわけでありますが、

今年度一般会計からの繰り入れ、当初でも１億とちょっとみておられます。今年度の

ある程度の推移というものを考えられるのか。

それから、根本的なことでありますが、一般被保険者の数と後期高齢者の人数と前

期高齢者の人数、把握しておられましたらお示し願います。

○議長（佐藤 悟） 住民生活課長。

○住民生活課長（武田孝一） ２番さんにお答えいたします。

まず、村の繰入れの関係、９,６５６万４,０００円ということになっておりまして、

そのうち国保財政安定化繰入金、これが３,８５２万２,０００円、大体３分の１強な

んですけれども、これを除く分については、法律で定められた一般会計からの繰り入

れというふうにご理解いただきたいと思います。

それで、この財政安定化繰入金、一般会計からすると繰出金になるわけですけれど

も、これについては３年前から比べると６０％ぐらい減っていると。去年から比べて

も減らしてきていると。こういうことで、一般会計に将来共に負担を求めるというこ

とはこれ限度があるだろうというふうに考えています。来年度以降、この見通し等々

については不透明な部分もありますけれども、今度、給付費の分野が１円からすべて

再保険、県一本化の制度になっていくということで、小さい保険者にとっては大病の

患者が数名出ただけでも財政的にはいろいろ影響が大きいわけですけれども、全県１

つになるということになれば、急激な増減というのは避けられるのではないか。そう

いった点から言えば、一般会計の繰り出しについても凸凹が少なくなるだろうと。税

負担の関係だけでこれ繰り出ししていますので、全県的な給付水準がどのようになる

のかによりますけれども、いずれ１億になったり１,０００万円になったりという、

そういう増減は平準化されるのではないかというふうに考えています。

それから、被保険者数ですけれども、ちょっと前期、今回の一般被保険者について

は、国保の被保険者については、これ前期含めて２,０１７人、そのうち一般被保険

者が１,８２７、退職被保険者が１９０ということになります。ちょっと今、前期被

保険者は分かり次第お話ししたいと思います。それから後期高齢者、これは別な制度

なのでありますけれども、今回の予算編成上の数字としては１,１９１名、こういう

ことで試算を行っています。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。
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○７番（佐藤誠一） ２６１ページの上段について伺いたいと思います。

ここで目的概要として、病名として糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健診及び

特定保健指導を実施するということでございますけれども、糖尿病以外の疾病はどの

ようなものがあたるのか、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） この特定健診、これにつきましては、生活習慣病というふ

うに、生活習慣病というのはそもそもないわけですけれども、糖尿病をはじめとして

脳疾患血管、高血圧等々ですね、こういう疾患、それから心疾患、こういったものを

ターゲットにして、その糖尿、心疾患、脳血管疾患、これら広く言えばがんとかもそ

うなんですけれども、生活の乱れというか生活に起因して発症が増える、そういう病

気ということでございます。糖尿病が代表的だということで、糖尿病が増えれば人工

透析ということになるので、代表的なものとしてここでは書かせていただいています。

○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２６号「平成２６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２７号「平成２６年度大玉村玉井財産区特別会計予算」に対

する質疑を許します。質疑ございませんか。１０番。

○１０番（須藤軍蔵） ２８７ページの交流の森の維持管理ということで、これもいろい

ろずうっとやってきた経過があるんですけれども、維持管理というのは今の現状と維

持管理の中身について、お知らせしていただきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。

現在、交流の森維持管理につきましては、財産区のＯＢ会の方々に交流の森の作業

を一緒にやっていただくと。一緒にやりながら現職の管理員、補助員の方々と合同で

いろいろ今までの経験、ＯＢ会の方々の貴重な意見とか、そういう経験を生かした、

そういう交流を深めながら、今後交流の森をどうしようかという、そういうような協

議の場として現在ＯＢ会を中心にこの業務委託料を発注しているところであります。

（不規則発言あり）

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 予算５万円の中身につきましては、ＯＢ会の賃金等に充当

するものであります。

○議長（佐藤 悟） １０番。
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○１０番（須藤軍蔵） 中身というのは、交流のもの自体が今、草だけなのか笹の葉だけ

なのか、昔、実のなるものとかいろいろ議論したね。そのものが今どうなっているの

かと、そういうお金はいいです。

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。

○企画財政課長（武田正男） 大変失礼いたしました。

平成１２年から１７年にかけて、当時、実のなる木というものを植えた経緯はござ

いますが、そういうものについては、熊等の浸食によりまして現在ほとんど跡形がな

いということで、その後、ヒノキ等を植栽しました。現在はそのヒノキ等の手入れと

いうことでの作業になっております。

○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。

よって、議案第２７号「平成２６年度大玉村玉井財産区特別会計予算」に対する質

疑を終了します。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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２８号「平成２６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。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 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） この管理状況についてお伺いしたいのでありますが、加入５６１件

ということで、大山地区、玉井地区それぞれ合計が挙がっているんでありますが、こ

れは会計監査の中でも指摘されているようでありますが、加入促進のための新たな助

成制度とか、新たな融資制度とか、それ検討されたことはあるかどうか、まず１点伺

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） ２番議員さんにお答えをいたします。
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助成制度関係でございますけれども、推進にあたりましては、今現在、利子補給制

度ということがございます。農業集落排水事業の接続、単独であれば５０万円以内で

全額利子補給であります。そういった制度につきましては、以前から制度を起こしま

してご利用、極端に何十件というわけではございませんけれども、５～６件程度のご

利用は今現在もございます。それ以外の補助制度ということにつきましては、現在の

ところ検討したという経過はございませんけれども、大変合併処理浄化槽のご負担い

ただいている点、そういった関係との整合性がございまして、大変難しい補助になる

かと思います。監査委員さんからも、そういったご指摘はございますので、今後そう

いう点についての整合性を考えながら調査のほうは進めさせていただきたいと思って

おります。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 合併浄化槽の維持管理費と、この農業集落排水の使用料の比較等の

データがあったら、同じような条件ですよ、伺いたいと思います。

今の加入者は５６１件といいましたか、両方の施設で。だとすれば、ざっと計算す

ると、この一般会計からの繰入金、１件当たり１１万円も投入されているというよう

な状況なんですね。そうしてみると、いかに、本来でしたら受益者負担というのが原

則かと思いますが、にもかかわらず、それだけやらなきゃならない。しかし、それだ

け入れておいても、農業集落排水事業を利用している方が全く負担が軽いというふう

な感じもない状況の中でいるというふうな状況なのかなと思うんですが、まず、その

２点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。

農業集落排水事業の費用関係と、合併処理浄化槽の料金の比較ということでよろし

いでしょうか。これは以前にもちょっとお答えをした経過はございますけれども、比

較をする中で諸条件が当然異なってまいりますけれども、これにつきまして通常の１

世帯当たり平均的な４人利用の場合の例で申し上げたいと思います。まず、農業集落

排水事業関係につきましては、基本料金と人数割料金の合計額が料金体系になります。

１か月当たりで比較をいたしますと、農業集落排水基本料３,５００円に人数割、１

人５５０人の４人ということで２,２００円、合計しまして５,７００円になります。

これに対しまして、合併処理浄化槽を利用の場合、これにつきましては、浄化槽の年

間の維持費が諸経費ということになります。通常の管理委託料、これが年間、大体平

均しますと４万９,４３０円、そのほかのブロアー代ということで、通常４万円程度

の商品になりますけれども、空気を送る装置、これにつきましては、大体耐用年数５

年ということになりますので、５年で割返しますと８,０００円、ブロアー等の電気

代が年間１万１,７００円程度に換算されます。合計しますと６万９,１３０円という

ことになるわけでございますけれども、これを１２か月で割りますと５,７６１円と

いうことで、大体水準的には４人利用の場合は同等の経費というふうな算出になるか

と思います。
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続きまして、人数関係でございますけれども、今回、本年度の使用料金の算出で使

用させていただいた人数が、大山第一、玉井第二、合わせまして５６１名、これは２

５年１１月、予算編成時の人数になります。これに対しての一般会計の負担額という

ことではございますけれども、一般会計からの繰入金につきましては、あくまでも設

備を整えました当初、大山第一の集排の建設費、それと玉井第二地区の建設当初の費

用、これらの起債に関わります元金並びに利子の償還、これに対します使用料との不

足額、これにつきましては、政策的な費用ということで、従来から一般会計からの繰

り入れによりまして補っていただいていたという経過がございます。こういった観点

から申し上げますと、１人当たり幾らというふうな判断は大変難しいものがあるので

はないかというふうに担当としては考えております。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。

よって、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」に対

する質疑を終了します。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 議案第３０号「平成２６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３０号「平成２６年度大玉村土地取得特別会計予算」に対する質疑

を終了します。

◇ ◇ ◇

○議長（佐藤 悟） 議案第３１号「平成２６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。８番。

○８番（遠藤文一） ３６５ページ、特別徴収、普通徴収、それぞれ保険料がございます。

この金額を出した基礎人数について伺いたいと思います。

それから、３８１ページの負担金及び交付金、居宅介護サービスの給付費と施設介

護サービスの給付費、それぞれどういう内容で、どれだけの人数を基礎としてこの数

字が出てきたのか、伺いたいと思います。
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それから、３８３ページのいちばん上、居宅介護サービス計画給付費、これらにつ

いても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。

ちょっと聞き取れない部分があったので確認しながらお答えしたいと思います。

まず、３６５ページについては、特別徴収と、あと普通徴収の基礎となる人員とい

うことだと思いますが、特別徴収につきましては、年金の受給者で６５歳になります

と年金から直接徴収されるわけなんですが、６５歳になってすぐに徴収できるという

わけでございませんので、その６５歳になった期間については普通徴収ということに

なります。年間にしますと、現在６５歳になる方が年間で１４０～１５０名程度ござ

います。その方については普通徴収。あと、年金の額が１８万未満の方については年

金から特別徴収されないというようなことで、その方については普通徴収ということ

になります。６５歳以上につきましては、おおむね２,０００人程度が特別徴収とい

うことになります。普通徴収については、今言った年金が１８万未満の方ということ

ですので、今、直接的な数字は持っておりませんが、数的にはぐっと少ないというこ

とで、後ほど報告申し上げたいと思います。

それから、３８１ページ、サービスごとの状況でございますけれども、まず、居宅

でのサービス受給者、これにつきましては１７０名、全体の介護認定数が３０４名と

いうことですので、率にして５５.９％。それから地域密着型介護予防サービス、こ

れが８名、２.６％。それから施設介護のサービス受給者数、これが９２名、率にし

て３０.３％。それから居宅介護サービスの計画の給付費ということで、これは１７

０名分の月掛けると、１２か月ということになります。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３１号「平成２６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） 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」

に対する質疑を行います。

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３２号「平成２６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） 議案第３３号「平成２６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。８番。

○８番（遠藤文一） この当初予算を作成するにあたって、原水の余裕と申しますか、原

水に全く問題ないというような状況の中でのことなのか、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） ８番議員さんにお答えをいたします。

原水関係につきましては、水質、それぞれの調査といいますか、検査につきまして

は定期的に行っておりますので、原水の水質関係については全く問題はございません。

量に関してでございますけれども、これは取水自体は正確にといいますか、どれだけ

実際汲み揚げが可能なのかどうかというのは大変難しいところがございます。当然、

試掘した際には、フルにポンプを稼動させまして、１時間当たり何立米、１分当たり

何立米というふうな試験はやってございますけれども、その後、そういった分刻み、

１時間刻みの湧出量の調査というのは当然行っておりません。更に第４水源、これは

ご存じのとおり遠藤ヶ滝不動尊の北側にございますけれども、これにつきましても入

る量につきましては約１.５倍に増えたという検証結果はございますけれども、実際、

先ほどのとおり１時間当たり、１分当たりと、そういった湧出の調査というのはした

ことがございません。これは不可能な部分もございますけれども、実際、必要量に対

しまして弁が開閉、自動開閉をして自動的にその水源から水が流れるという仕組みで

ございますので、そういった調査は現在のところ行っておりませんので、果たして今

現在以上、どのぐらい余裕があるのかというふうなことに関しましては、調査をかけ

ないと分からないというところでございます。

○議長（佐藤 悟） ８番。

○８番（遠藤文一） 記憶違いかどうか確認したいんですが、第５水源ですか、あそこの

深井戸を堀った場合にこれだけの水袋があると、そこには長時間、それこそ何千年、

何百年かのかかってそこに水がたまると、それを吸いあげるのは実際そのまま吸いあ

げちゃうんだから、たまる量と使う量を計算すれば、たまる量が少なくて使う量が多

いと。であるならば、当然そこには空間というか、水の量が減っている状況は当然な

のかなというふうに思ってございます。だから、あそこを使用してからの年限と、そ

こから吸いあげた水の量を考えると、大体見当つくのかなというふうに思ってござい

ます。それについては、既に調査したうえでの水道水源としたことでありますから、

そういうことも考えながら、ある程度寿命というものも計算しておいていただきたい

なというふうに付け加えておきたいと思います。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。
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○６番（佐々木市夫） 平成２０年度より今までの事業会計の予定が資金計画からキャッ

シュフローの計算書に変わりました。いずれにしましても、それらの理由と、これら

に対するメリット、今後どのように活用していくのかについて、改めてご説明をお願

いしたいと思います。

○議長（佐藤 悟） 上下水道課長。

○上下水道課長（押山正弘） ６番議員さんにお答えをいたします。

キャッシュフロー計算書、２６年度の会計から導入が義務付けされました。この背

景におきましては、地方公営企業会計制度というものがございますが、この会計制度

が昭和４１年以来、約４６年ぶりということで大幅な改正が行われました。その中の

１つとして、資金計画を廃止したうえでキャッシュフロー計算書というものが導入さ

れました。実は、私も正直申し上げまして、このキャッシュフロー計算書というのは

初めて拝見させていただいたところでございます。地方公営企業会計制度の中でも、

こういったキャッシュフロー計算書というのは、地方公営企業法の規則の中に１項が

入っているだけでありまして、その説明というものが全くございませんでした。私も

勉強のために、ちょっとインターネットのほうでそれぞれ検索をかけまして、その中

で出てきましたのが株式投資の関連資料というのがございまして、その中に説明文が

載ってございましたので、参考までに計算書の読み方ということで朗読をさせていた

だきたいと思います。

キャッシュフロー計算書というのは、実際のお金の流れで会社等の実態を表す財務

諸表です。キャッシュフロー計算書には、業務活動によるキャッシュフロー、キャッ

シュフローご覧いただきますと、いちばん上に業務活動におけるキャッシュフローと

載っているかと思います。その下にあります投資活動によるキャッシュフロー、３つ

目の財務活動によるキャッシュフロー、この３つに分けられますというふうになって

おります。１つ目の、業務活動によるキャッシュフローにつきましては、本業による

収入と支出の差額を表します。本業を行った結果に手もとのお金が幾ら増えたか、あ

るいは減ったかが分かる項目です。この項目の合計額がプラスの会社等は、本業が順

調に行っている証拠となります。逆にマイナスの会社は、本業で苦戦しており、現金

不足で苦しんでいることが分かります。このキャッシュフローのマイナスが続く会社

は、少し危険な会社と見てよいでしょうということになっています。

２つ目の投資活動によるキャッシュフローでございますけれども、固定資産や株、

債券などの取得や売却をしたときの現金の流れを表します。村のほうでは、有形固定

資産の取得による支出ということで、建設改良費がここに載ってございますけれども、

それら通常、営業活動を行っていくためには設備投資などの固定資産への投資が必要

なため、優良企業はこの項目はマイナスであることが多いです。逆に、プラスの場合

は、会社が持っている設備や株、債券などを売った金額が投資分を上回っていること

を示しています。

３つ目の財務活動によるキャッシュフロー。お金の不足分をどう補ったのかを表し

ます。借金を返済した場合はマイナスになります。逆に借入金などで資金調達すれば、
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プラスになります。優良企業は、この項目はマイナスであることが多いです。また、

積極的に成長を目指す企業等は、借入金などの資金調達も多くなりがちでプラスにな

ることがあります。このように３つのキャッシュフローによりまして、それぞれの会

社の内容を読み取るというふうな計算書になっております。以上でございます。

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。

（「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３３号「平成２６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２６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２６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、歳入は全部を総務常任委員会に、歳出については、その

所管に対する常任委員会に付託することに決定しております。

特別会計及び水道事業会計予算については、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２６年度予算議案である議案第２５号から議案第３３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２６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２５号から議案第３３号までの平成２６年度予算議案について

は、別紙委員会付託表のとおり、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。

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、本日の会議を閉じ散

会いたします。ご苦労さまでした。（午後２時１８分）


