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平成２６年第６回大玉村議会定例会会議録 

 

第７日  平成２６年９月１１日（木曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 鈴 木 康 広   ２番 押 山 義 則   ３番 武 田 悦 子 

    ４番 菊 地 利 勝   ５番 鈴 木 宇 一   ６番 佐々木 市 夫 

    ７番 佐 藤 誠 一   ８番 遠 藤 文 一   ９番 佐 原 吉太郎 

   １０番 須 藤 軍 蔵  １１番 遠 藤 義 夫  １２番 佐 藤   悟 

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 
総 務 部 長 
兼 総 務 課 長 遠 藤 勇 雄 

住民税務部長 
兼住民生活課長 菊 地 平一郎 

産 業 部 長 
兼 農 政 課 長 鈴 木 幸 一 

建 設 部 長 
兼 建 設 課 長 舘 下 憲 一 

福祉環境部長 
兼健康福祉課長 武 田 孝 一 

教 育 部 長 
兼教育総務課長 武 田 好 広 企画財政課長 押 山 正 弘 

税 務 課 長 菊 地   健 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 佐々木 正 信 

代表監査委員 甲野藤 健 一   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    決算認定 

     質疑・討論・採決（議案第５７号～議案第６４号） 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 作田純一、書記 遊佐佳織、伊藤寿夫、安田春好 
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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、お手元に配付のとおりであります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１、議案第５７号「平成２５年度大玉村国民健康保険特別会

計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） おはようございます。連日の出席、代表監査委員にはご苦労さまで

ございます。特会等幾つかありますけれども、その中で国保について、まず代表監査

委員に伺いたいと思います。 

   意見書の５ページ。本年も例年のごとく、収入の面で特に収入未済額が

７，２８０万８，０００円となって、実に収納率は７０．１％ということで、３０％

の方がこの未済額になっているということで、当局には別な角度でお聞きしますが、

代表監査として、この方向とその要因についてどのように思っているのか、お願いし

たいと思います。 

   あと、決算書１１１、１１２ページをお願いしたいと思います。ここで当局に伺い

ますけれども、特に今指摘した収入未済額とこれらの不納欠損額についてでございま

す。いろいろ最終手段としては、財産の差し押さえ等もあるというふうに伺っており

ますけれども、不納欠損額、約２４０万ですね。これはやはり無視できるものではご

ざいませんので、当局として、一般会計でも伺いましたが、今後の対策としてどのよ

うに進めていくのか、お願いしたいと思います。 

   また、２番目になります退職者関係についても、この収入未済額がありますので、

その辺を含めてお願いしたいと思います。 

   あと、成果報告をお願いしたいと思います。成果報告の１７４、１７５ページ関係

で若干伺いたいと思います。これも、ここでは２の保険税賦課徴収状況で、現年課税

額と滞納分で収納率は実に８９．７４％と、滞納分としては１５．１７％でございま

すけれども、これらのことについては今後どのようにするのかお伺いしたいと思いま

す。 

   あと、１０ページの入院外の費用額等について伺いたいと思います。２５年度にお

いては、入院については、これこのようになっておりますけれども、やっぱり一番私

の知りたいのは病気でいう、病気のベスト３とか死亡率に対する病気の名称ですね。

ベスト３は本村ではどのようになっているのか伺いたいと思います。 

   以上の点、よろしくお願いしたいと思います。 
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○議長（佐藤 悟） 代表監査委員。 

○代表監査委員（甲野藤健一） ７番佐藤議員にお答えを申し上げます。 

   収入未済額７，２８０万８，０００円は、前年度と比較して８．９％の増というこ

とになっています。詳細な点は私から申し上げられませんけれども、大きな要因は、

やっぱり医療費の負担増ということが大きな要因かと思います。医療費が高額になっ

てきているということと、あとは滞納者の例を見ますと、社会保険から国保への切り

かえというときに負担増、その辺がやっぱり負担増があって払えないというような事

例が多くあるかと思います。特に若い世代ということがあると思います。 

   いずれにしましても、この収入未済額については、本年度ばかりで、これは繰越金

も前年度分、前前前年度から来ていますから、これを解消するというのは、やはり若

い世代が多いということになると、勤めない限りは、給与の差し押さえもできないと

いうことであります。あと、転出するとそのまま転出してしまうと、こういう事例も

あります。そういうことで、この収入未済額については、なかなか歳入確保について

は難しい点があるというふうに思っております。 

   以上であります。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。 

   成果報告書の１７４ページ、収納率関係でございますが、収納率が低迷していると

いうことで、今ほど監査委員さんからもお話ありましたけれども、全体として低所得

者が多いというようなこともございますし、若年層の納税意識が薄いというようなこ

ともございます。そういったこと、それからあと、景気等に左右されてなかなか納税

できないというような方もおられます。 

   今後、対策としましては、短期保険者証というようなことで、６カ月、３カ月、

１カ月あるいは資格証というようなことで、納税意識の薄い方についてはやむを得な

いのかなということで、そういった措置で、できるだけ会う機会をふやして、納税相

談等を行いながら納税いただくというような対応をとっているところですが、今後に

つきましても積極的に未納者に会って、それで納税をしていただくようにお願いして

まいりたいというふうに考えております。 

   それから、病気ベスト３というようなことでございますけれども、一番多いのが心

疾患が４０％程度、それからがん、これが３６％程度、これは死亡のベスト３になり

ますけれども、それから脳疾患が１３％程度というふうなことでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） それぞれ答弁ありがとうございます。 

   再度伺いますけれども、今納税意欲が全体的に薄いんだということでございますけ

れども、やっぱり働かない人もおりますけれども、社会情勢なのか、自分の気持ちで

働かないのか、その辺まで含めてやっぱり調べていると思いますけれども。村内では

若年層にどのくらいの未納者がいるのかですね、大枠、大筋でいいですけれども、そ
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の数字を示していただきたいと思います。 

   あと、人間ドック関係なんですけれども、やっぱり受診率が非常に低いと思うんで

すね。これも成果報告だのを見るとわかりますけども、１７９ページですね。特に人

間ドックの場合は年齢制限があって、３５歳、４０歳含めて、これ５歳刻みでやって

いるわけでございますけれども、この受診率の低さはどのようになっているのか。ま

た、社会保険の場合は会社ぐるみでの定期健診等もあると思いますけれども、その辺

でどのように当局が掌握しているのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。 

   若年層がどのくらいというようなことでございますけれども、一般的な感覚で言う、

若年層の納税意識が薄いというような状況でありますので、国保自体は若い世代より

は、どちらかというと高齢世帯が多いと、そういう中でも社保を離脱して、そして国

保に入って、なかなか職業につけない、そういう中で納税できないというような方も

いらっしゃるようですので、ちょっと今何％というような、そういう表現はちょっと

控えさせていただきたいというふうに思いますけれども。 

   それから、人間ドックの受診率関係ですが、これも若い世代が受診率が低いと。そ

れで、高齢者ほど受診率が高いというような傾向にございます。国保だけではないわ

けなんですけれども、やっぱり若い人たちというのは自分の体に自信がある、また忙

しいと、そんな理由でなかなか受診しないというふうな傾向にございます。将来的に

病気になるというのは、若いうちから予防していかないと、年をとってから重大な病

気になるというようなことがございますので、この辺もできるだけ若い世代に受診し

ていただくように、今後、啓蒙等努力してまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。 

○２番（押山義則） ちょっとささいなことなんですが、この一般会計の繰入金、今回も

１億４，５６９万３，０００円。それぞれ繰入金今年度１，４００万ほどふえている

ようであります。これはこの繰入金の額をどのように捉えておられるかということ一

つ伺っておきたいんです。それから、もちろんこれがふえつつあるのか、その辺の見

通しもお願いします。 

   それから、先ほど短期保険証の発行と言われました。若年層とかいろいろ言われて

おりますが、これの年齢層がわかっておりましたら。それと発行数と。発行数と年齢

層、大体掌握されておられましたら、お示し願いたいと思います。 

   それと、これはやっぱりあれですかね。発行している年間平均して、通してそうな

のか、時期的なものとかなんかも掌握されておられましたらお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   まず、一般会計からの繰り入れの額ということでございますが、２５年度、確かに

繰入額１億を超えておりまして、ただ、その中で法定内の繰り入れということもござ
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いますけれども、そのほかに法定外繰り入れというようなことで、一般会計から繰り

入れをいただいているところでございます。２５年度につきましては、２４年度に比

較して、医療費で１，９００万程度は下がったというようなこともございまして、今

回決算上では、繰越金がかなり出ておりますけれども。 

   将来的なことを考えますと、国保自体が県単位になるというようなこともございま

す。当面２７年度からは国保で言う再保険という部分で、１円からですか、再保険、

県統一で行うというような、そういう事業がございますけれども、そういう中で県内

一本化した中での財政ということになりますので、多少急激な医療費の上がったり下

がったりというのが緩和されるのかなというふうには考えておるわけですけれども、

高齢化が進めば、当然医療費も高額になってくるということもありますので、一概に

下降するというふうには言えない今の現状では、医療費自体は伸びていくのかなとい

うふうに考えております。 

   それから、短期証関係の発行数、年齢層ということでございますけれども、今現在

ちょっと手元に資料がございませんので。ただ、資格証につきましては２件、今回見

直し、毎年見直しをかけながらということで、滞納期間が長い、滞納額が大きいとい

うような方と、ある程度接触できる方で納税相談等できる方については、それぞれお

話をしながら、短期証も６カ月とかそういう形で発行させていただくわけなんですけ

れども、これがなかなか接触できない、通知を出しても音信不通というような方につ

いては短期証、あるいは最悪の場合、先ほど申し上げました資格証の発行というよう

なことにならざるを得ないというようなことで対応しております。年齢層的には、そ

れぞれの年齢層がございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどの短期保険証の発行数についてでございますが、短期１カ月については

１１件、短期の３カ月については２９件、短期６カ月については２３件、資格証につ

いては先ほど部長の答弁したとおりでございます。 

   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） 今ほどお話もありました納税関係ですけども、やっぱりこれそれ

ぞれ努力をして、まずは払ってもらうということが一番でありますが、実は大玉村は

一般会計からの繰り入れというのは、私どもの調べでは、東北地方でも、実は自治体

の中では一番ですね、大玉村は。だから、それによって逆に多分一人当たりにすると

１万くらいになるのかな。相当な、ほかとの自治体との関係から言うと、三、四倍以

上の繰り入れ、それによって財政的なそういう問題も生ずると同時に、一般の国保加

入者が助かって、ある意味ではその分くれたから納税もできるという、そういう関係

になっているのかなというふうに思うんですけども。 

   そういう中で、今ほどお話あったように、再来年からですか、の一本化という方向
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になった場合、この今まで村で頑張ってきたそういう施策とこのギャップといいます

かね、今度は県一本になったんだから、一応払ってもらうだけ払うのが仕事で、あと

はそこまでは認められないぞということになるのか。その村としてのね、対応の方向

づけというものも、もちろん今ほどいろいろお話しあったように、基本的なこれは我

がことだから払ってもらうというのが原則でありますが、そうでない部分が、さまざ

まそこに至る経過があるわけで。今若年層の仕事がないとかいろいろの問題で、特に

先ほども話があった、社会保険から国保にかわったときの落差というのを、皆さん感

じてない。電話をよこしたりするんですよ。何だ、銭がないのに取るのか、役場はな

んて言われたって、いや、もらうことになっているんです、これは。あのね、目的税

ですからということで言うんですけれども、なんか俺が悪いようなことを言ってみた

り。これね、急にやっぱり極端に感じなかったんですね、国保がこれほど高いという

ことを、社会保険の天引きされている方は。実際はその方々も上がっているんですけ

れども、天引きされている。今度は切符が来て払えよと言われたときに、えっという

ふうになって、実際払えないという事態が起きているというのもあるわけで、こうし

たことに対しての今の現状を踏まえて、今度県一本化に移行するという状況の中での

村の考え方についてもお伺いをしておきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ２９年度から県一本化というようなことになるわけですけれども、その一本化にな

ったとしても、賦課徴収についてはそれぞれの市町村で行うというような方向でござ

います。それで、やっぱりある程度緩和措置をとりますので、保険税が一本になると

いうのはなかなかすぐには難しいことだというふうに考えておりますので、その緩和

措置につきましても、医療費のかかりぐあいによって、ある程度やっぱり医療費が高

額になる市町村については、負担額もそれなりに多くはなるというような考え方でお

るようでございます。 

   それで、今後そういう一本化もありますけれども、例えば社保から離脱して国保に

なったというようなときに、１０番議員さんのおっしゃるように、本当に保険税高い

なというふうに思われると思います。現実的に国保税は高いというふうに一般的に言

われるわけなんですが、社保との違い、天引き、それから事業者負担がないというよ

うな部分で、国保の保険料を安くするというようなことで、別の財源、国がそういっ

た国保税を支払いしやすいような、そういう部分に持っていくための別の財源を必要

とするというようなことも、県あたりでも要望していると、市町村でも要望している

というような状況にございますけれども、それが、じゃ、どの程度手当てされるのか

ということについてはまだ確定しているような段階ではございません。今後、一本化

に向けてもそれぞれ協議がなされて、どういった体制の中でスタートしていこうかと

いうのも、まだ細部については決定していないというふうな状況でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 
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○８番（遠藤文一） 既に答弁していたとすれば結構でございますが、この不納欠損を処

理するに当たって、実納付者何人でどういう状況だったか、その状況によって不納欠

損にしましたということでお聞かせいただきたいと思います。 

   それから、成果報告書の１７５ページの中ほどにございます訪問介護、これは

２４年度から比較すると金額的にはそれほどでもないんですが、パーセンテージ的に

はかなり多くなっていますよね。これは、要するに居宅介護がふえたと、その居宅介

護がふえたにつけては、施設の入所がなかなかできないからそうなったんだとか、い

ろいろ理由があろうかと思いますが、どのように認識されているのか、それについて

伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   不納欠損につきましては、件数としましては９名、９５件となっております。この

中身、どうしてその不納欠損になったかというようなことでございますけれども、滞

納につきましては、一般的に滞納があっても資産がないと、資産があれば一応その資

産を差し押さえるというようなことになるわけなんですが、資産もない、それで現実

仕事もできる状況にない、収入もないというような部分で５年が経過しますと、時効

というようなことになって不納欠損というふうになるわけですけれども、今回その不

納欠損になっている部分についても、資産もない、収入もない、それで取るべきもの

が何もないというような部分で、不納欠損というような形で処理させていただいてい

るところでございます。 

   それから、１７５ページの訪問介護につきましては、退院してからの一時的な増加

ではないかと。退院してから自宅で療養を要するというような部分の方が一時的に増

加したのではということで、件数で言いますと３６件程度、あるいは月当たりにしま

すと３人程度が増加したというような内容でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第５７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２、議案第５８号「平成２５年度大玉村玉井財産区特別会計

歳入歳出決算認定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） ８つある特会の中で優良の項目に入る玉井財産区、大山の人間が言

うまでもないわけでございますけれども、現在の預金残高２，３６８万７３８円、い

ろいろな面で寄附等もいただいておりますけども、これらの今後の運用等については

どのように当局は考えているのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ７番議員さんにお答えします。 

   この基金の運用でございますが、現在でこの基金についてここに利用するというよ

うな明確なものは持ってございませんが、一応これについては今後管理委員会の中で

も協議をさせていただきたいということでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。２番。 

○２番（押山義則） 金銭的なものは問題ないんでありますが、財産区、財産の管理状況

の中で県行造林についてちょっと確かめたいんであります。１７６ヘクタール、これ

は財産区としても離れまして県行造林という形で名倉山周辺に存在しているわけであ

りますが、県行造林の本来のその目的とあり方というものを一応確認しておきたいん

です。現実、現状ほとんど松林でございます。松林が松食い虫の被害に遭っておりま

して、そろそろ白骨樹のような形態が見られるおそれがあります。美しい村の自然を

守る会もあります、名倉山の登山道なんていう計画もございます。 

   結局、県行造林ということであくまでも県のほうが責任を持つべきなんでしょうが、

ただ形として、今の状況でこのまま放っておいていいのかということ。例えば登山道

をつくっても、まず目に入るのが白骨樹、それから美しい村にしても、まあ今最近玉

井入って又兵衛山地区から見ますと、民有林もほとんど松林は白骨樹状態になりかけ

ております。とにかく、その面でその一番大きな面積はこの県行造林でありますので、

１７６ヘクタール県行造林にされております、その目的、そして全然管理していない

県のあり方、その辺もちょっと伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ２番議員さんにお答えします。 

   県行造林１７６ヘクタール、この造林につきましては、今２番議員さんがおっしゃ

ったように、森林、松林関係、本当に実質手の入っていない状況で、特に原発も一つ

の原因もあるかと思いますが、おっしゃるとおりでございます。この県行造林につき

ましては当然県のほうでお願いをしているところでありますが、これについても、県

のほうにも再三要望をしておるところでございますが、なかなか実施されないという
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のが現状であります。今お話ありましたように、まだまだこれからも県のほうには、

さらに要望をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） ここに委託林６９ヘクタールほどありますが、この委託林のそれぞ

れの今の作業状況、管理状況、どういうふうに把握しているか伺いたいと思います。

なお、委託関係の期間、今どのくらい残っているのか、それについても伺います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   委託林の６９ヘクタール、まず委託林の中には、第一委託林、第二委託林、それか

ら高松山関係の第一、第二、それから玉井６区の委託林、そういった組合がございま

すが、現在段階ではそれぞれ活動もしておるところもございます。第一委託林につい

ては一昨年、保安林の柵の県の補助で間伐をしたり、それから第二委託林については

小高倉山の全伐というようなこともしてございます。それから、高松山地区について

はちょっとまだ今後というところもありますが。 

   契約の更新につきましては、来年の２月で５年間の更新になるところもございます。

これらについては今後、その委託林の委託組合のほうからの、来年以降どうするかに

ついてその意思を待って、またそれらを管理委員会のほうに協議をさせていただいて

対応をしたいというふうに考えてございます。 

   追加ですみません。それから、この委託林の中については、確かに年配の方が多く

なって、次の世代に引き継ぐというようなことがなかなか今時点で課題になっている

というのが事実でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） この県行造林にしろ委託林にしろ、どれだけの期間、今後残ってい

るかわかりませんが、今の状況からして積極的に管理していくとかというふうな状況

は見受けられないと。ですから、ここでもう打ち切って、ここで県行造林ももう契約

解除しようと。私たちの村で管理しますからと。委託林についても、もうそれぞれの

委託組合で管理するような状況じゃないんだから、返してもらって、それで財産区と

して一本で、この財産区有林を管理するというような方向のほうがいいのかなという

ふうに思いますが、どうでしょうか。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ８番議員さんに再度回答申し上げます。 

   そのような考え方も当然あるかと思います。委託林、県行造林も含めて管理委員会

のほうで十分協議させていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐々木市夫） 平常はほとんどこの収入となれば、財産収入、財産貸し付け収入
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が主たるその内容なんですけれども、いずれにしましてもいろいろ工夫して、これは

生産物を売り払いとかなんか、あるいはまた健康的な場所にという形のこともあった

ようですけども、現時点では、まずこの生産物の売り払い収入というのは見込めるも

のがあるのかどうか、それはいつころになるのか。さらにまた、そのバイオマスする

とかなんかという話もちょっと聞いたこともありますけども、そういうふうな次の方

策に向けて、企画的なことがもしあればお知らせいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ６番議員さんにお答えします。 

   売り払い収入の件でありますが、これについてはここに財産区で面積がございます

けれども、そうですね、今間伐、それから下打ちとかそういうようなことをやってお

りまして、それらの状況を見ながら、その時期になれば間伐とか売り払いになるかと

いうことになるかと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） ここに基金の積立金ありますよね。これ財産区で持っている必要何

もないと思うの。だからこれを使って、もう管理しちゃえ。とにかく金なんてあった

って何ともしようがないんだ、どっちみち財産区でなんて。だから、この山を管理す

るだけの費用としてこれを使って、きちんと管理すべきだというふうに思いますんで、

管理委員会のときにはそのような話もしていただきたいというふうに思いますが、ご

意見伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   財産区を維持するためにはやはり必要経費が、管理会の経費もかかりますので、今

はゴルフ場に土地を貸しているので収入がありますが、これも当面３年というような

縛りもありますので、３年とりあえず経営をして、そこで赤字になる場合には閉める

と、これは当然のことですが、そういうお話も漏れ聞こえておりますので、これが入

らなくなると、玉井財産区自体が運営できなくなるということですので、先ほどこの

運用については、今のところ考えていないということですが、私のほうでは少し案が

ありますので、１，０００万ほどは使わしていただくということを内々にお話をさせ

ていただいていますが。 

   これについては、後は収入がなくなった時点での財産区の運営ということに対して

は、やはりお金が必要なので、財源としてはストックしておかなきゃいけないと。二

本松にも東和等に財産区がありますが、一時的に入ったお金で、今ほとんど収入がな

いということで、それを毎年切り崩して運営しているところが現実ありますし、大半

の財産区はそういうことで運営をしているようですので、ある程度財源は確保してお

きたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。１０番。 
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○１０番（須藤軍蔵） 今ほどお話しあったゴルフ場への貸し付けについて、平成２５年

の決算だからそれはそれでいいんですけれども、それとのかかわりで伺いますが、今

度、村長からもお話ありましたように、一条工務店そして昔の成井ですか、それが買

ったということになると、ゴルフ場の貸し付けの契約の相手先というのはどっちにな

るのかな。そこをきちんとしないと、何年もたつうちにじいあんばいになるというこ

とになっては困るので、お願いします。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） 契約の相手先でございますが、これは株式会社カネキというこ

とで、９月１日から新たに契約をさせていただいております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第５８号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第３、議案第５９号「平成２５年度アットホームおおたま特別

会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。１１番。 

○１１番（遠藤義夫） 震災から３年６カ月たって、そろそろ客も戻ってきたようなあん

ばいなんですが、この１８３ページのそれぞれふえた割には宿泊料、休憩料、使用料

が減っているんですが、この要因は何なのかをお尋ねします。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １１番議員さんに、収入の減の主な内容でございますが、まず

収入関係では、一番減じているのは宿泊料、１８３ページで２１４万３，０００円が

前年対比で減になっていると。休憩料も若干１７万１，０００円ほど減になっていま

すが、この主な要因でございますが、施設の利用者で１８６ページをごらんいただき

たいと思います。そこに、月の合計、３月の下に合計ということで、宿泊者数で申し

上げますと前年対比で５５人が増加になっております。増加になっておりますが、収
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入の部では２１４万３，０００円の減ということで、これはいわゆる収入減の主な内

容でございますが、宿泊数は伸びているんですけれども、残念ながら村外の利用が減

って、村内の利用者が伸びていると。いわゆる単価差の関係で減になっているという

ことで、村内の利用者はふえているんですけれども、村外が減っているということで、

これらについても近隣の市の広報紙に広告料を掲載したり、村外の利用者を今後も増

加に向けてＰＲしていきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） 報告書の１８４ページ中ほど視察研修。これは２回ほど実施してお

りますが、この視察した結果、その改善点やどのような提言等がありましたか、伺い

たいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんに、１８４ページの視察研修ということですが、

運営協議会のほうで２回ほど白河のきつねうちと泉崎のさつき温泉ということで視察

をしておりますが、それぞれ公営でやっている温泉施設、同様な施設をしております

が、これら現在アットホームの改修計画等々もありまして、これらの主な施設の改善

等について運営協議会でも出されておりますので、それらの意見を参考にして、今後

運営また改修計画等について参考にしているという内容でございます。 

   以上です。（不規則発言あり） 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。８番さん、マイク消してください。 

○６番（佐々木市夫） 特にページ数関係なく質問したいと思います。それぞれアットホ

ーム、時を数えて２０周年、２５年度にはいろいろとこのキャンペーンとか、割引と

かいろいろな事業を展開しました。一方では、公設民営化という形で、今いろいろな

方向性を進めておる段階かと思います。残念ながら施設的にはかなり老朽化が目立っ

てきて、今度の補正予算にもいろいろ施設の改善はなされていますけど、今回はその

公設民営化の方向性の中で施設の改修という形の方向性もあるようですから、この際、

そういうふうなこの施設の改修は、以前からいろいろこの審議会でも具申したり、あ

るいはまた利用客から要望があって、例えば露天風呂とか、例えば休憩室の設置とか、

ホールをもう少し改善とかと、いろいろその時折々改善策は提示されたわけですけど

も、今回公設民営化の方向に向けて、そういう施設はどのように改善していきたいの

か、またしなきゃならないのか、そんなことがもし今の段階で示される点がもしあれ

ば、示していただければと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんに、アットホームの改修関係でございますが、こ

れは現在公設民営化を進める上で、施設の改修ということで、庁内のいわゆるプロジ

ェクトチームで現在検討を重ねておるところでございますが、現段階の考えとしては、

やはり風呂の面積をふやしたいということと、２階にあるトイレのない部屋の利用が

低いということで、あれをそれぞれ改修してトイレを設けて、ちょっと内装を改造し
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たいという部分と、あと１階にある、さくらの身障者用の部屋ですが、あれが段差が

あって使いにくいという点もございますので、現時点では、そういうプロジェクトチ

ームの中で意見が出されているという内容でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） 先ほどの質問の続きでありますが、我々も研修報告ということで報

告して、一応結論を出しているというか、結果を出しているつもりでございます。で

すから、こういう視察へ行ってきましたで終わったんでなくて、視察へ行った結果、

それぞれ審議会の記録の中にあろうかと思いますが、なかったとすればその都度きち

んと記録して、それに基づいて例えば改修なら改修をこのようにするんだとか、そう

いう裏づけがあればしやすいのかなという気もしますし。ですから、せっかく視察し

てそれなりの議論も交わしたと思いますので、それらをきちんと記録していたとすれ

ば、この報告書なんかにも出てきたら、なお結構かなというふうに思いますので、そ

ういうことをやっていただきたいし、やるべきかなというふうに思っています。何か

あれば。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんに、運営協議会のいわゆる視察、前年度２回行っ

ておりますが、それらのいわゆる視察の内容、そしてその中での本村と比較しての課

題等について、次年度以降の成果報告書には内容を記載していきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第５９号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第４、議案第６０号「平成２５年度大玉村農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 
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○７番（佐藤誠一） 監査委員の意見書６ページになりますけれども、この加入率ですね、

大山第一は加入率９１．６％、玉井第二については加入率５６．１％になっています。

当局に伺いますけれども、毎たび毎たび同じ質問になりますけれども、今後このよう

な対策としてどのように対処していくのか伺いたいと思います。 

   あと決算書１７６、１７７ページですね。ここで収入未済額が残念ながら出ており

ますけれども、これは使用料の収入未済額ですけれども、電気だのは２カ月か３カ月

支払いしていないととまっちゃうんだというふうなこともあるし、ガス会社だと特に

民間ですので、ガスがとまるということですけれども、これは何カ月くらいの猶予を

当局で持っているのか知りたいし、この雑入ですね、４の２の雑入ということで、こ

れどういった不用額になっているのか、２００万と９５万について伺いたいと思いま

す。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   まず、加入の率でございますが、大山についてはかなり高い数値になっていると思

うんですけれども、玉井についても半分を超したということで、引き続き住宅政策等

をなるべく玉井第二の区域内のほうに誘導したりして、加入のほう促進を図っていき

たい。なかなか今現在住宅が建っている方の切りかえというと、こういった経済状況

の中でございますので、非常に厳しい状況なのかなと。ただし、インフラ政策等で大

山等にもどんどん住宅ができておりますので、玉井のほうにも誘導して加入率のほう

向上を図っていきたいというふうに考えております。 

   それから決算書１７７ページの収入未済になります。これにつきましては、現年度

２５年度の収入未済になります。未済の件数でございますが、１９名の８１件で、こ

の９５万２５６円となっております。それから、猶予期間という、どのぐらいまでと

いう話なんですが、これにつきましては集落排水の場合は特に規定がございませんの

で、何カ月払わなかったらとめるというような、そういうことはちょっとできないの

で、今現在は納入者に直接連絡をとったりして、できるだけ納入してくださいという

ようなお願いをしているような状況になります。 

   それから同じ１７７ページの雑入の２２３万７，７５４円ですが、これにつきまし

ては、過年度の未収金になります。２５年度以前の未収金分ということで、雑入のほ

うに計上しています。こちらにつきましては、内訳は１５名の２２０件でこの金額と

なっております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 今聞いてびっくりしたんですけれども、村長に伺いますけれども、

これ不公平だと思うんですね。ただ使いというようなことでございますんで、村長と

しての考え、この対処についてどのように対処していくのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答え申し上げます。 
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   民間の場合にはすぐに電気でもガスでもとめるということができますが、村民の方

の生活ですので、水道もとめることができるんですが、現実的にはライフラインとい

うことでとめるのがなかなか難しいと。よっぽどでないと水道をとめるということも

難しい。それから、これ下水ですので、下水をとめれば当然そこで生活するなと、あ

ふれますので、流す方法がなくなる、もしくは河川等に流されてしまうと大変なこと

になりますので、農集排についてはとめることが現実的には不可能なんですね。です

から、これについては徴収努力を続けていくということに尽きるというふうに考えて

います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） この内容を見ますと、現在の負債額と言いますか、現在の地方債、

現在高、これだけありますよね。これを例えば今後返済していくときに元利償還どの

ぐらいになるかというときに、例えば平均して年５，０００万の２０年で返せるかど

うかということにした場合に、現在の使用料等々で賄える範囲というのは、維持管理

費、そしてその年、その年補修等々の費用でプラマイゼロですから、結果的に起債の

返済額、地方債の返済額そっくりが繰り入れしなければならないのかなというふうな、

ざっと計算したところでありますが、そんなことないと、今現在こういう使用料でこ

れだけの維持管理費があるんだから、そっくり一般会計から繰り入れる必要はないん

だよというような計算が成り立つとか、それらについてちょっと伺いたいなと思いま

す。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   起債の償還につきましては、今現在最終年度になりますのが、４４年までの起債償

還ということに今現在なってございます。当初借り入れしていた起債については、起

債の利率が４％を超えるちょっと高い起債でございました。これ４％以上のものにつ

いては借りかえできるということで、２５年度に平成４年と平成５年のそれぞれ起債

を借りかえしまして経費を削減するような手だてを行ってございます。そのほかにつ

いては３％から１％、借りかえした分については０．４％というような状況でやって

おります。 

   それで、ご質問の維持管理費、使用料で全てずっと賄っていけるかということに関

しまして、試算はちょっとしてはございませんが、それぞれの、これから今後、大山

第一も大分年数もたってきておりまして、本管等についてはそんなに問題はないよう

な状況でございますが、施設が大分古くなってきている。機械のこれからどのように

なるのか、メンテナンスでやっていけるか、もしくは大規模な改修が必要になるのか、

そういった部分を考慮しますと、一概にこの使用料で全て、その償還が終わるまで賄

えるかというと、償還も、先ほど申しましたように大分先の話になってきますので、

途中に大規模な改修等が必要になれば、さらにまたそこで起債をお願いするようにな

るということになりますので、その点につきましては一般会計のほうにお世話になる
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ようになりますが、できるだけ先ほどの未収、それから起債、まだ若干起債も高いも

のもございますが、そういったものの、できるんであれば繰上償還等も考慮しながら、

なるべく一般会計のほうの繰り出しは少なくしたいなと。２５年で申し上げますと、

約１００万弱ですが、１．７％と減少しておりますので、そういったいろいろな努力

をしながら、一般会計の繰入金をできるだけ減らしたいなというふうに考えておりま

す。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 今答弁あったような状況を我々に、例えば成果報告書なりに記載さ

れていれば、将来の状況を踏まえながら我々も検討できるのかなというふうに思いま

す。ですから、償還残っている現在高で終わるんではなくて、年度ごとの償還金はこ

うなりますよと、それで現在の使用料はわかるし、費用もわかると。そこにまた新た

な事業費が、事業が発生した場合には、それは当然また費用としてかかってくるとい

うことをトータル的に見られるような状況、要するに財務計画なり事業計画なり、あ

ったらどうかなというふうに思いますんで。やはり先のこともわかるような状況づく

りをお願いしたいなというふうに思いますが、ご意見あったらお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんに再度お答えいたします。 

   我々もそういった資料等をそろえながらやっていきたいというふうに思いますので、

前向きに検討したいと思います。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐々木市夫） １７８ページ、公債費の利子の件なんですけれども、５９万

７，０００円、これ少なくて済んでいるということは、先ほど答弁の中にあった借り

かえの問題かなと思いますけれども、改めて確認の意味でお願いしたいと思います。 

   ページ戻って１７６ページ、一般会計からの繰入金が当初よりは約７８０万ほど少

なくて済んでいるというようなことで、経営的な努力の跡なのか、その辺の要因と、

最終的には繰越金４００万何がしという形で、いろいろな面で経営努力の跡は見られ

る。伺いますけれども、改めて今どのような経営努力をしているのかについても、あ

わせてお願いできればと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   １７８ページの元金の償還金利子の８，５００万円の内容でよろしかったでしょう

か。（不規則発言あり）利子ですね。利子の２，１００ですね。はい、失礼しまし

た。 

   これにつきましては成果報告書のほうの１９１ページをごらんいただきたいと思い

ます。一番下段のほうに記載されております、利子の内訳としまして、平成４年から

１４年の資金運用分１，５３５万２，３１６円、それから平成４年から平成１４年度

の旧公庫資金分６５３万１９０円という金額で、今回利子の償還を行っております。
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それで、前の年に比べますと（不規則発言あり）利子の三角の５９万７，０００円に

ついては借りかえによる補正で減となっておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

   それから、１７６ページ、一般会計の繰入金の７００万、これにつきましては当初

予定していたより大きな事業もなく、前年度の災害復旧等の残工事等が残るんではな

いかということで、当初繰り入れのほう多目に計上してございましたが、実際にはこ

れだけ要らなかったということで、補正減をしましての結果でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６０号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は午前１１時２０分といたします。 

（午前１１時０３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第６１号「平成２５年度大玉村土地取得特別会計歳

入歳出決算認定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 成果報告１９３ページ、この中ほどに基金の現在高についての説明

がありますけれども、この中で土地開発基金の中での（現金・預金）これは

４，７００万とありますけれども、下段の土地開発基金貸付金、これは８，９００万、

まあ約９，０００万なんですけれども、この貸付金なる実態というのはどういうもの

か伺いたいと思います。 
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   下段にいきます。この六社山、７の５のグラウンド駐車場拡張工事のこの２０万に

ついて、何だったのか説明を願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ７番議員さんにお答えします。 

   土地開発基金の貸付金でございますが、この内容ですが、２４年度の末の現在高が

９，２９４万５，６４０円、２５年度中に増加したのが１，８７２万円、これは

２４年度からの繰り越しで、今ありましたが村民グラウンドの駐車場、これらの分が

ここに増になったということです。 

   それから、減については、道路用地、屯所とか前回に一般会計から購入した分、そ

れらが減になっているということで、合わせて約９，０００万ということでございま

す。 

   それから、村民グラウンドにかかる２０万でございますが、これは仲介手数料の

２０万でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第６、議案第６２号「平成２５年度大玉村介護保険特別会計歳

入歳出決算認定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

   質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第７、議案第６３号「平成２５年度大玉村後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 



 

- 157 - 

 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第８、議案第６４号「平成２５年度大玉村水道事業会計歳入歳

出決算認定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 決算書の２７６ページでございますけれども、この水道普及率

７８．６％、私、９０％以上かなと思っておりますけれども、特に普及していない地

域はどの辺なのかお示ししていただきたいと思います。 

   あと、監査委員の意見書の中でございますけれども、１０ページですね、この

１００円の給水原価に対する給水収入は８６．３％だと、まあ１００円の原価で

８６円３０銭だったということでございますけれども、この給水原価ですね、これは

公共事業ですので利益まではもうけるまではということがいろいろ指摘されておりま

すけれども、この給水収入については、どの程度までこれが一番のベターな数字なの

かですね、指数としてこれで妥当なのかだけ伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ２７６ページ上段の給水の普及率の関係でございます。これは計画区域内１万人に

対しての普及率でございますので、区域外というのは特にございません。 

   それから、２７８ページの給水単価と給水原価をどのぐらい近づければよいのかと

いうことでございますが、これに関しましては、同じというふうに見るのがいいのか、

ちょっとそれぞれの意味が、給水単価につきましては使用者からいただく１立方メー

トルの平均単価、給水原価というのは水道をつくるのに必要だということで、両方同

じくなればそれぞれもらったお金でできるというような、単純に考えればそのような

形になるのかなと思いますが、今現在はこのような数字になってございますので、ご

理解いただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） 今回繰入金１，２１５万７，０００円、１，０００万円以上減額に

なりました。それから加入金、それも８１５万５，０００円とあります。これは加入

金というのはいろいろな形があるのだと思いますが、その内訳お示しできればお願い

します。多分それがこの繰入金が下がった、減額になった理由かと思うのですが、確

認のため質問申し上げます。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 
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○建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   加入金につきましては、２５年度は１３ミリにつきまして、戸建、アパート、その

他も含めまして７６戸。それから２０ミリが戸建、アパート、その他も含めまして

３件。それから切りかえが３件ということで、８２件ほど２５年はございましたので、

これで税込みで８５６万１，７５０円となってございます。（不規則発言あり） 

   はい、以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。（不規則発言あり）建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） 繰入金につきましては、この増加が主な要因だと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） ５番です。 

   まず、２６０ページの決算書でございますが、下段のほうにこの文言等が羅列され

ておりますが、資本的収入云々ということで金額は７，７００万、これをずっと読ん

でくるんですが、そして過年度分損益勘定留保資金７，６４１万８，５１８円で補塡

したと。 

   この数字とか云々じゃないんで、私はこの日本語の使い方がちょっともう少し丁寧

に書いていただければありがたいなと思うのですが、例えば、過年度分損益勘定留保

資金から、いわゆるこの７，６００万というのは過年度が３億２，０００万ほどある

のですが、「７，６４８万５，５１８円で」ではなくて、を補塡したと、このように

文言を変えてもらうと、ああなるほどなというふうにわかりやすいのではないかなと

私は思うのですよ。何だかこのとおり見ると、どこがどうなっているのかわからない

ので、その辺の考え方をひとつ答弁願いたいなと思います。 

   それから２６２ページ、今ほどもありましたが、加入金についてはいろいろと

８１５万ということで５００万ほどアップしている。それは了解しました。２５年度

は５５件ほど申請があったということで、後ろのほうに書いております。その要因に

ついては先ほどもお聞きしました。 

   その上段、受取利息及び配当金というのがございます。これが４８万２，９０６円。

昨年は６万４，０００円であったわけでございますが、非常に金利の安い時代におい

て、４８万というのは相当な金額、大幅にアップしたなということなんですが、これ

はちらっと私聞いたんですが、地方広域の法人に対して特例というか、利率の変更を

法律で認めるということがあったんですが、そういうふうに理解してよろしいんです

かね。その場合はどの程度の利率になったのか。その点についてお伺いします。また、

配当金ならばどのような配当金なのかお伺いしておきたいと思います。 

   次に、先ほど来、水道料金の問題がいろいろと供給単価、給水原価がなされており

ます。私もこれからの原価というものは料金に反映しなくちゃいかんなというふうに

考えておるわけでございますが、それと申しますのも、監査委員の指摘もありました

ように、石綿管の布設がえというものが膨大な金額になると。約９キロ、１メートル

１０万という試算があるわけでございますが、そうしますと約９億、今後そういう資
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金が捻出されなければいけない。それはどこからどのように持ってくるんだというこ

とになりますと、このいろいろな補助事業等も国ともいろいろあろうかとは思います

が、やはりそれと同時に、水道料金の価格アップもやむを得ないのではないかなとい

うような考えからの質問でございます。 

   一応、その点についてご答弁願います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず、２６０ページの文言でございますが、そのとおり次年度からはわかりやすく

表現したいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

   次に、２６２ページの受取利息と配当金でございますが、これにつきましては、留

保資金が３億円ほどあったわけですが、それを前年度２億円積み立て定期にかえたと。

これは減債積立金の関係もございまして、今まで現金等で留保していたわけでござい

ますが、それの義務がなくなったということもありまして２億円を積み立てた、その

利息がここに、今年４８万２，０００円というような数字にあらわれた。 

   利率につきましては、減債積立金のほうが０．０２５％というようなパーセントで

ございましたが、一般の資金のうちの２億円の積み立て利率が０．２３％ということ

で、１桁違うもので運用できるということなので、いろいろペイオフ等の問題もござ

いましたが、やはり利率の大きいものにかえて、少しでも繰入金を減らすというよう

な努力をしたほうがいいのではないかという、いろいろ監査委員さん等の指摘もござ

いまして、そのような取り組みでこういった結果になりました。 

   次に、２７８ページでございます。給水原価の単価につきまして、先ほど来からも

ございましたが、今後その石綿管の工事が２７年度から予定してございます。５番議

員さんのおっしゃるとおり莫大な費用がかかると。国庫補助が３分の１出るような、

今準備をして、県との打ち合わせをしているわけでございますが、残りそれぞれ負担

しなくちゃならない。そういった中で、先ほどもありましたが、価格のアップという

ことで、消費税がこれから１０％になるということもございますが、その辺も含めて

審議委員会のほうで十分審議していただいて、水道会計のほうが明朗な会計ができる

ように、住民の方に負担してもらうのは非常に大変だというふうに考えておりますが、

審議会のほうにそういった中身を十分検討していただくようにしていきたいと思いま

す。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ５番。 

○５番（鈴木宇一） はい、よろしくお願いします。 

   資金管理の問題でございますが、今ほどお話ありました、現金預金の３億

２，０００万、これをやはりペイオフと申しますか、危険分散すべきだなというふう

に思っておりますが、今どのように管理されているかお伺いしておきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） 現在につきましてはＪＡみちのく安達にこの定期のほうを協議
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しまして、この利率でやってございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。６番。 

○６番（佐々木市夫） ２７６ページ、それぞれ大玉村水道事業報告書という形で給水の

状況、維持管理さらには経営の状況に至ってまで報告ありますけれども、特にこの経

営の状況、損益勘定においては、この事業収益の準備金が３００万ほどありますけれ

ども、いずれにしましても資本勘定においては実質的に過年度分のいろいろな問題点

が発生しています。ただ経営の状況の中で利益が出るという意味は、あくまでも一般

会計の繰入金が１，２００万ほどですか、あることの原因かなと思いますけれども、

それも含めて監査委員にお伺いしたいと思います。 

   審査意見の中で、これも毎年同じような形で、こう出てくるんですけれども、給水

原価は供給単価よりかなり上回った状況にあり、予定される石綿管の布設替え工事に

伴い膨大な投資が見込まれる。よって有水率の向上や効率的な運営を図るとともに、

水道料金の改定にも努力され、より一層の経営改善を望むものである、と、せっかく

出席していただいている段階ですので、もし代表監査委員のこれらの指摘事項をもっ

と深めに、いろいろな考えの存念があればお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 代表監査委員。 

○代表監査委員（甲野藤健一） ６番佐々木議員にお答え申し上げます。 

   ご質問の件でありますけれども、２６２ページを見ていただきたいんですが、１番

の営業収益１億１，７４０万４，５００円とありますね、この数字が上がることによ

って、一般会計の繰入金がなくなるということになっております。ですから、

１，２１５万７，０００円を解消するには、立方メートル当たり２０円の値上げをす

る必要があるということになります。約２０円の値上げが必要だということになりま

す。そういうことで、供給単価と給水原価が徐々に追いつくというような結果になろ

うかと思います。 

   以上であります。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） この決算書、報告書を見てみますと、将来の水道制そのものの予測

というか、ことに対して何か事業をやっているのかと思ってちょっと見たんですが、

見受けられないと。浅井戸ですと、我々素人でも、もしかすると必要なだけくみ上げ

ただけ周りから入っちゃうのかななんていう感じがしますが、深井戸になると、そう

ではなさそうな話を聞いております。ですから、当時、深井戸を掘ったときにどれだ

けの保水量というか調査して、そしてそこを目標に深井戸を掘ったというふうな話を

聞いておったわけなんですが、要するにくみ上げた分だけ周りから入ってくれば、将

来等も心配なく使用できるというふうに思いますが、そこの深井戸の場合は、何十年

か何百年かかかってたまった水だというふうなことを聞いたものですから、くみ上げ

た分同じ量だけたまっているというふうには感じておりませんので、いつかはかれる

んじゃないかなというふうに思ってございます。 
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   ですから、それらの今の現状を何らかの形で調査しておく必要もあるのかなと。い

きなり水出なくなった、ああ困ったどうするでは困りますので、現在の状況、実際要

するに水袋というところに満タンに入っているとか、あるいは７割だとか８割だとか

ということがあろうかと思います。ですから、いや、理論的にそんなに心配ないんだ

よと、たとえ１００メートルの深井戸だって利用した分だけはたまるんだから大丈夫

だよというんだったら問題ございませんが、私の聞いたところによりますと、結構長

い年月かかってたまった水なんだというふうに聞いておったものですから、もう数年

くみ上げておりますので、実態、現在の状況、やはりたまには５年に１回ぐらいは、

調査する機会があればやっておくべきかなというふうに思いますが、その点について

伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今現在の状況では、貯水池のほうにその井戸から水を持ってきて、そこで調整して

やっているような状況です。水源地も複数箇所ございますので、今の現在ではそうい

った急激に井戸がかれるような状況がなければ、安定した供給ができるというふうに

考えてございますが、排出のほうもある程度メーターで計測してございますので、貯

水池にある時期なので毎日計測しているわけではございませんが、そういった数値的

なものを勘案しながら、そういった減るような状況にあれば対応したいというふうに

考えております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ８番。 

○８番（遠藤文一） 当時の深井戸を掘るときの資料等々、私の知識不足でそういうふう

な認識をしていたのかどうかわかりませんが、とにかく水袋があると、だからそれは

もう何十年何百年かかってたまった水なんだというふうな話を聞いていました。です

から、それをくみ上げることによって、当然そのたまり水以上にくみ上げたとすれば、

少なくなっていることは間違いないと思うんですよね。ですから、目に見えないだけ

にいざというときになくなったでは済まないんで、何かそれをきちんと、あそこの井

戸を掘るときに調査した結果データが出ているんですから、恐らくどのような状況か

という計測する技術もあろうかと思うんですよ。ですから、今後そういう機会があっ

たら一応調べてもいいのかなというふうに思っていますので、今質問しているところ

なので、それ以上の技術的な情報があれば伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   技術的なものについては、今現在把握はしてございませんが、８番議員さんのおっ

しゃるとおり、注意深くそれを、今の状況を見守りながら、そういった調査するよう

なものがもし技術的にあるんであれば、当然それはその調査をしなければ、お話のと

おり突然水が出なくなるというようなこともあるのかなということも懸念されますの

で、そういったものを、いろいろ意見を取り入れながら進めてまいりたいと思います。 
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   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。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６４号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり認定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

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

会いたします。ご苦労さまでした。 

（午前１１時４５分） 

 


