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平成２７年第２回大玉村議会定例会会議録 

 

第１日  平成２７年３月３日（火曜日） 

 

 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 

 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 

    議案の一括上程（議案第４号～議案第４０号及び報告第１号） 

     議案第 ４号 教育長の服務等に関する条例の制定について 

     議案第 ５号 大玉村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介 

            護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関 

            する基準を定める条例の制定について 

     議案第 ６号 大玉村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定 

            について 

     議案第 ７号 大玉村鳥獣被害対策実施隊設置条例の制定について 

     議案第 ８号 大玉村行政手続条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条 

            例の一部を改正する条例について 
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     議案第１０号 村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

     議案第１１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１２号 英語指導を行う外国青年の給与等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 大玉村スクールバス使用料に関する条例の一部を改正する条例 

            について 

     議案第１４号 大玉村立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例について 

     議案第１５号 大玉村保育所条例の一部を改正する条例について 

     議案第１６号 大玉村放課後児童健全育成事業費用徴収条例の一部を改正する 

            条例について 

     議案第１７号 大玉村介護保険条例の一部を改正する条例について 

     議案第１８号 大玉村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を 

            定める条例の一部を改正する条例について 

     議案第１９号 大玉村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

     議案第２０号 大玉村水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

     議案第２１号 大玉村水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例について 

     議案第２２号 平成２６年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第２３号 平成２６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２４号 平成２６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２５号 平成２６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２６号 平成２６年度大玉村土地取得特別会計補正予算について 

     議案第２７号 平成２６年度大玉村介護保険特別会計補正予算について 

     議案第２８号 平成２６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２９号 平成２６年度大玉村水道事業会計補正予算について 

     議案第３０号 平成２７年度大玉村一般会計予算について 

     議案第３１号 平成２７年度大玉村国民健康保険特別会計予算について 

     議案第３２号 平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計予算について 

     議案第３３号 平成２７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３４号 平成２７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３５号 平成２７年度大玉村土地取得特別会計予算について 

     議案第３６号 平成２７年度大玉村介護保険特別会計予算について 

     議案第３７号 平成２７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３８号 平成２７年度大玉村水道事業会計予算について 

     議案第３９号 村道路線の認定について 

     議案第４０号 人権擁護委員候補者の推薦について 
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     報告第 １号 安達地方土地開発公社清算結了について 

    施政方針並びに提案理由の説明 

    請願・陳情について（委員会付託） 

 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。３月定例会が招集されましたところ、出席ご

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、平成２７年第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。 

   会議に先立ちまして、議会の運営に関する基準第１５６及び１５７の規定により議

員の表彰報告並びに表彰伝達を行います。 

   これより議員の表彰報告並びに表彰伝達を行います。２月６日に開催されました全

国町村議会議長会において、須藤軍蔵君が議員在職２７年以上の功労により表彰され

ましたので、ここにご報告申し上げ、これより表彰伝達を行います。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 暫時休議いたします。 

（午前１０時０１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１０時０３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。 

   本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により５番鈴木宇一君、

６番佐々木市夫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。 

○議会運営委員長（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、さき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２６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、佐藤誠一議員欠席の他、全委員出席、さらに当局から総務部長兼総務課

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

１８件、予算関係１７件、村道認定関係１件、人事案件１件及び報告１件の、合わせ



 

- 5 - 

 

て３８件であります。 

   また、今期定例会の一般質問者は９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１６日までの１４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 

        委員会（付託事件の審査） 

   ３月４日 休会 議案調査 

   ３月５日 本会議 一般質問７名 

   ３月６日 本会議 一般質問２名、議案第４号から議案第２１号までの議案審議 

   ３月７日 休会 

   ３月８日 休会 

   ３月９日 本会議 平成２７年度予算議案に対する総括質疑及び平成２７年度予算 

        議案の予算審査特別委員会付託 

        委員会（付託事件の審査） 

   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 休会（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 休会 

   ３月１５日 休会 

   ３月１６日 本会議 議案第２２号から議案第４０号までの議案審議、付託事件の 

         予算審査特別委員長審査報告及び審議、閉会中の継続調査の申し出 

  という日程で行います。 

   なお、先例により、会期日程第７日、３月９日の総括質疑については、平成２７年

度予算案についての質疑となります。質問者は、原則、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いたしましたので、何とぞご審

議の上、ご賛同賜りますようお願い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ど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） 
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○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

付をもって報告にか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） ご苦労さまでございます。 

   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。 

   今次定例会に当たり、現時点における本年度の各部課等の事務事業につきましては、

お手元に配付の別紙をもって行政報告とさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（佐藤 悟） 村長の行政報告が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第５、議案第４号から議案第４０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） それでは、平成２７年度村政執行基本方針についてご説明を申し上

げます。 

   本日、第２回村議会定例会の開催に当たりまして、ご提案申し上げました議案の説

明に先立ち、平成２７年度の村政運営に関する私の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、村民の皆様を初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。 

   東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故から間もなく４年が過ぎようと

しており、今も多くの福島県民が県内外に避難生活をされております。また、原発事

故に係る汚水処理や中間貯蔵施設の整備など多くの課題が山積みされており、一日も

早く解決に向けた取り組みを強く要望するものであります。 

   昨年１２月に衆議院議員総選挙が執行され、第３次安倍内閣が発足いたしました。

経済対策を初め地方創生の推進など、今後の政権運営に大いに期待をするところであ

ります。 
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   さて、本村の平成２６年度の事業執行につきましては、住宅除染を初め農業関連除

染、風評払拭や安心・安全な農作物の検査体制づくり、災害公営住宅の整備など、原

発事故関連対策事業に積極的に取り組んでまいりました。 

   また、引き続き、子育て支援などの定住人口増加対策やふるさと納税制度の確立、

日本で最も美しい村連合加盟など、本村の復興に向けた新たな取り組みを行ってまい

りました。さらに、前年度繰越事業としての住宅除染など線量低減化対策事業を初め、

保育所、幼稚園、小学校などの教育施設等遊具更新事業、一昨年の７月、８月の豪雨

による災害復旧事業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・ご協力に感謝を申し上げる次第であります。 

   平成２７年度につきましては、「人は活力の源」との考えのもと、引き続き子育て

支援や住宅施策など定住人口増加対策に積極的に取り組んでまいります。 

   また、放射能汚染に対する除染対策や風評払拭についても取り組んでまいります。

特に、村民の健康管理や農産物の徹底した検査体制の充実を図り、米については全袋

検査を引き続き行い、安心・安全な農作物の確保を図ってまいります。 

   さらに、財政健全化の健全度を見る各指数を念頭に、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」実現のため邁進するとともに、「みんなで支

え みんなでつくる大玉村」の理念のもと、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。 

   具体的施策としては、先に述べた定住人口増加対策、除染対策を初め、ふるさと納

税制度の促進、日本で最も美しい村連合の加盟を契機とした大玉村の美しい村づくり、

村の収益施設の公設民営化の実施に向けた検討や、公共交通システム構築の調査結果

による実施に向けた具体的検討を進めてまいります。 

   米価下落対策としては、持続可能な農業経営の支援に向け、国・県やＪＡの動向を

見きわめながら、最も効果的な施策を引き続き講じてまいります。当面、農業機械等

の共同利用のための購入費用の支援を計画しております。 

   観光の振興では、観光・物産ＰＲ事業や四季の映像のＤＶＤ作成、名倉山登山道整

備などを予定しております。 

   さらに、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曝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。 

   教育においては、幼稚園から小中学校までの連接によるおおたま学園やコミュニテ

ィスクールによる地域とともに学校づくりを推進するなど、教育環境を充実に努める

とともに、生涯学習の推進のため、文化・スポーツなどの各種事業を積極的に進めて
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まいります。 

   また、平成２６年度繰越事業として、子ども元気臨時交付金による改善センター体

育館にかわる、屋内運動場は年間を通し子どもたちを中心とした多目的施設として早

急に整備してまいります。 

   災害公営住宅整備については、福島県及び関係者皆様のご協力をいただきながら、

現在、５９戸と集会場１棟に係る造成工事を行っております。 

   次に、平成２７年度の当初予算編成に当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引き続き最重点施策に掲げ、除染対策

を初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進めてまいります。 

   さらに、定住人口増加のための諸施策、国際交流や県内外交流事業への積極的取り

組み、公共交通体系や公設民営化への手法、再可能エネルギーの導入、避難地域支援

のための災害公営住宅の整備など、本村にとっては一層厳しい財政状況が見込まれる

中、大玉村第４次総合振興計画の５年目に当たり、各種住民サービスを行いながら、

健全で安定した村づくりを目指し、最少の経費で最大の効果を上げることに留意し予

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・事業については、各部・課ごとに順次説明を申し上げます。 

   初めに、総務部総務課関係。 

   前年度より、部制の導入による役場組織の機構改革を進めてまいりましたが、新年

度より６部制から４部制に組織を改め、更なる住民サービスの向上を図ってまいりま

す。あわせて、財団法人ふくしま自治研修センターでの各種職員研修を通して、職員

の意識改革を推進し、個々人の職務に対する意欲の向上と能力開発に努めてまいりま

す。また、公務員としての自覚と公務員倫理の徹底を図りながら、行政区支援職員体

制の充実を図ってまいります。 

   複雑多様化する行政事務に対応するため、情報処理事務の効率化を図り、迅速かつ

確実な行政サービスをさらに進めてまいります。 

   本年度は、大玉村議会議員一般選挙及び福島県議会議員一般選挙が予定されており、

事務執行に万全を期すとともに、投票の棄権防止と明るい選挙の推進に努めてまいり

ます。 

   本村の振興発展は、健全な財政運営を基本とし、的確な行政水準の把握と効率的な

行財政運営に努め、引き続き重点事務・事業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す。 

   次に、安達地方広域行政組合の重点事務・事業について申し上げます。 

   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。 



 

- 9 - 

 

   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、

廃棄物の発生抑制と資源の循環的利用の推進に努め、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、ひとり暮らし高齢者世帯等の防火指導を

積極的に行い、火災予防思想の推進を図ってまいります。 

   これらの事業を踏まえた予算は、一般会計が前年度比９．６％減となる３６億

５，５６１万１，０００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５２６万１，０００円となったところであります。 

   次に、総務部政策推進課関係について申し上げます。 

   ２７年度は、第４次総合振興計画の５年目、復興計画４年目として引き続き安心・

安定の村づくりのため、原発事故対策関連事業の着実な執行と、住みたくなる村づく

り、住んでよかったと思えるような村づくりのため、施策の調査・研究等を積極的に

進め、具体施策を推進します。特に定住人口増加対策を最重点事業と位置づけ、子育

て支援、保健・福祉・教育の充実、企業立地などの諸施策に取り組んでまいります。 

   また、地方の自立に向け、自らが考え責任を持って施策を推進するための「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」の策定、国際交流や県内外の自治体などとの積極的な交

流と、あわせて６次産業化の推進や再生可能エネルギー事業等についても、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、総務部税務課関係。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、引き続き口座振替の奨励を推

進しながら、現金納付の納税者には引き続きコンビニ納付を導入し、納税者の納付環

境の整備と利便性を図り、適正な納税を推進してまいります。 

   住民福祉部住民生活課関係について申し上げます。消防施設整備につきましては、

更新計画に基づき小型動力ポンプ付積載車１台の更新を予定しております。 

   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おりますが、平成

２７年１０月から個人番号を指定して通知カードにより通知することとなっておりま

すので、平成２８年１月までの作業を見据えて適切に対応してまいります。 

   国民健康保険については、平成３０年度に県の統一化が図られ、県による財政運営

が行われることとなっておりますが、それに先だち、平成２７年度からは、現在１件

３０万円超から８０万円までの医療費について市町村国保からの拠出金を財源として、

県単位で費用負担を調整している保険財政共同安定化事業による医療費の支払いが、

３０万円超から１円以上に引き下げられます。これにより、医療費の１円以上から

８０万円までの部分については県単位で費用負担を調整することとなり、統一化が図

られることとなります。今後、福島県市町村国民健康保険広域化等支援方針の改定を

行うとともに、新たな国の指針等が示され、県・市町村の役割についての詳細を検討

することとなります。 

   次に、住民福祉部健康福祉課関係について申し上げます。 
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   子ども・子育て支援計画、第７期後期高齢者福祉計画、第６期介護保険事業計画、

第３期障がい者基本計画、第４期障害者福祉計画、第２次健康増進計画など、更新し

た数多くの計画に基づき、住民の身近な場所で福祉サービスを進めてまいります。 

   まず、子どもの健やかな成長と豊かな人間性を育む保育・幼児教育、さらには、子

どもたちの放課後の安全を確保する放課後児童クラブの運営につきましては、保育所

においては待機解消を図るとともに、一時預かり保育の早期実現に向けた具体的検討

を進めてまいります。また、放課後児童クラブについては４年生以上の高学年の児童

も預かりの対象とされたことから、実施体制に万全を期してまいります。 

   介護保険制度の全面的見直し、介護と医療の連携の強化、地域包括ケアシステムの

構築と認知症予防対策に万全を期してまいります。特に介護認定要支援者のサービス

が、平成３０年４月までに村が総合事業としてサービス提供を行うところから、早期

に実施体制の確立を図るため、庁内、安達管内でさまざまな検討会を立ち上げながら、

軽度認定者が要介護状態に至らぬよう努めてまいります。特に、地域の資源を結びつ

け、高齢者が安心して暮らせる地域社会を創造し、生活支援と介護予防サービスの充

実を図るために必要な生活支援コーディネーターの早期配置に向け検討してまいりま

す。 

   障がい者の福祉向上については、障がい者総合福祉法に基づき、村障がい者福祉計

画の目標達成に向け努力してまいります。特に、障害者の地域生活を支えるため、生

活介護事業所の新設や就労支援事業所の安定的発展のため連携を強化してまいります。 

   生活の安心は健康があってのことであります。大玉村は、次の１０年間の村の健康

づくりの指針である第２次大玉村健康増進計画を定め、基本目標である「食と運動と

リラックスでつくる一人一人の健やか生活」を基本に、特に健康寿命の延伸と健康格

差の縮小を目標課題とし、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底、健康に関する

生活習慣及び社会環境の改善を重点に事業を展開してまいります。 

   原発事故から４年目を迎えようとしております。放射線による健康被害を防止し、

健康不安を払拭するために、ホールボディーカウンターによる内部被曝検査、甲状腺

の定期的検査を引き続き実施するとともに、積算線量計によるモニタリングを継続し

てまいります。 

   次に、住民福祉部再生復興課関係について申し上げます。 

   住宅除染につきましては事業所を中心に進めるとともに、中間貯蔵施設へ搬出する

ための積込場の設置及び各宅地等現場保管されている除染除去土壌等の搬出作業を進

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、引き続き外部支援職員

の確保に努めます。 

   再生可能エネルギーの導入促進に係る住宅用太陽光発電設備設置事業につきまして

は、財政的支援を継続してまいります。また、防災拠点施設への太陽光発電設備及び

蓄電池設備を玉井小学校に設置します。 

   また、区域外における水質保全を図るため、合併処理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りかえの推進に努めてまいります。 
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   次に、産業建設部産業課関係について申し上げます。 

   放射性物質の農作物への吸収抑制対策等を展開し、安心・安全な農作物の生産体制

づくりを推進するとともに、４年目となる米の全量全袋検査を初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。 

   水田農業構造改革対策につきましては、平成２７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、生産配分数量で前年比１３万８，９０２キログラム減の４２２万

１，１２０キログラム（７万３５２俵）、面積換算で前年比１９万３，９４３平米減

の７６４万５，６４１平米（７６４．５ヘクタール）、配分率は５８．４％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。 

   また、多面的機能支払、中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支払からなる

日本型直接支払制度を推進し、農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営

農活動に対して支援をしてまいります。 

   さらに、農業者の高齢化、後継者不足などにより耕作放棄地の増加が懸念されてお

り、地域や集落などの話し合いによる人・農地プランの作成を推進し農地の利用集積

を支援するとともに、地域農業を担い農地の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を推進してまいります。 

   次に、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、産業の振興と農地の保全活用の観点から、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する

ための新たな施設の建設に向けた取り組みを進めます。あわせて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。 

   観光関係につきましては、４月から展開されるふくしまディスティネーションキャ

ンペーンに合わせ、大玉村の魅力をアピールするとともに、名倉山東側からの登山道

整備を進めます。また、あだたらの里直売所、アットホームおおたまなどの収益事業

につながる部門の民営化の検討を加速させながら、アットホームおおたまにおいては

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あわせ、一般観光客の利用

促進という設置の趣旨に基づき、安全で快適な施設管理を目指し、利用増加に向けた

諸活動を展開してまいります。あだたらの里直売所においては安心・安全な農作物の

提供とあわせ多品目化を進めるとともに、各種イベント開催を通じて誘客を図り、生

産者の所得向上となるよう努めてまいります。 

   さらに、施設整備につきましては、今年度中に都市計画法に基づく開発許可を得る

ための諸手続事務と造成を完了し、あわせて国・県等の助成について協議を重ね、

２８年度中のオープンを目指します。 

   次に、産業建設部建設課関係について申し上げます。 

   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

工事につきましては改良工事を実施し、山口橋の下部工を行う予定であり、（仮称）
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大玉西部幹線横断道路整備につきましては引き続き用地測量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、歩道設置は、補償調

査及び用地補償を実施する予定であります。また、村道蒲坂・守谷線については引き

続き舗装工事を行う予定であります。その他、林道細田・大檀線の用地補償及び改良

舗装工事並びに長井坂地内の測量設計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など

生活環境の向上と安全対策に努めるとともに、ポケットパークを活用したあだたらビ

ューポイントの整備を進めてまいります。 

   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。 

   なお、県委託事業による横堀平地内の富岡町民向け災害公営住宅につきましては、

本年末の入居に向け工事が進行しておりますので、管理運営の準備を進める予定であ

ります。 

   また、道路ストック総点検事業は、昨年実施した路面性状調査に続いて、道路付属

物（道路標識）、道路のり面（人工構造物）の調査・点検を行う予定であります。 

   農業集落排水事業につきましては、引き続き共用率の向上を図るため、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てまいります。また、設備備品等についても計画的

な保守点検を実施し、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、

引き続き施設の適正な管理運営に努めるとともに、石綿セメント管の計画的な布設が

えを実施するため、事業着手に努めてまいります。 

   次に、農業委員会関係について申し上げます。 

   農地法の改正により、平成２６年度に作業を進めてまいりました農地台帳の閲覧が、

インターネットにより２７年４月から実施されます。また、農地の公図も閲覧できる

よう整備を進めてまいります。近年、特に住宅地転用が増加傾向にあり、農地転用が

スムーズに進められるよう指導いたします。平成２６年度までに耕作放棄地面積が

４８．６ヘクタール解消し、ナタネ、ソバ、牧草等に有効利用されておりますが、ま

だ未利用地が２７ヘクタール程度あることから、比較的手がかからず栽培しやすいナ

タネを推進してまいります。 

   次に、教育部教育総務課関係について申し上げます。 

   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、昨年度に文部科学省から委託された人権教育の研究

を核として、５校園が一体となって引き続き活動を推進してまいります。心に響く道

徳の授業実践委員会等を初めとする各委員会の活動を通して、校種を越えて連携・連
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接する学校づくりをさらに推進してまいります。 

   コミュニティ・スクール事業につきましては、村内全幼稚園、小・中学校のコミュ

ニティ・スクール指定を再延長いたします。これまでのおおたま学園全体での活動に

加え、新たにコミュニティ・スクール・ディレクターの導入等により運営体制の強化

を図るとともに、各校園ごとの課題の解決に向けた話し合いの充実を目指してまいり

ます。 

   今年度の新規事業としましては、子どもたちの健やかな成長のためには土曜日の教

育環境を豊かなものにする必要があることから、教育課程内に位置づけて学校教育活

動を行う土曜授業を３回程度実施してまいります。日本で最も美しい村連合への加盟

を機に、子どもたちの意識の高揚を図るため、学校におけるさまざまな活動を支援し

てまいります。 

   幼稚園の３年保育につきましては、諸課題を整理するとともに、先進地の調査研究

を行うなど早期実現に向けて取り組んでまいります。 

   引き続き、小・中学校に村負担非常勤講師を配置し指導の充実を図るほか、心身に

障害のある幼児・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ます。幼稚園預かり保育につきましては、新たな子ども・

子育て支援制度の趣旨を踏まえながら、安全・安心な環境の充実に努めてまいります。 

   また、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラ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、いじめや不登校、児童虐待などの未然防止と問題発生時の迅速な対応体制の充

実に努めてまいります。 

   幼稚園・学校等の施設につきましては、引き続き校庭の芝生化等を行い、子どもの

安全・安全な教育環境の改善に努めてまいります。 

   次に、教育部生涯学習課関係について申し上げます。 

   地域の教育力を生かし、学校への総合的な支援活動を進めるため、今年度も学校支

援地域本部事業を展開してまいります。また、放課後子ども教室を引き続き開校し、

小学校４年生以上の児童を対象に、子どもたちの安心・安全な居場所を提供するとと

もに、さまざまな体験活動を通して学習習慣の形成、学習意欲の向上に努めてまいり

ます。 

   さらに、引き続き「共に学ぶ」おおたまの共育サポート事業として、児童・生徒を

対象とした、休日や長期休暇中における学習活動を県内の大学等と連携して実施し、

児童・生徒と講師の学生がともに学ぶ環境の充実に努めてまいります。 

   子どもの読書活動を推進するため、学校司書を配置し学校図書館の利用推進を図る

ほか、小・中学校の蔵書のデータベース化及び図書検索・貸出等のシステム整備を進

めます。また、蔵書のデータベース化により、広く村民の読書活動を推進するため、

あだたらふるさとホール・大山公民館と学校図書館との連携を図り、村内の保有図書

の有効利用と利用者の利便性の向上に努めてまいります。 

   文化振興につきましては、村内各種文化団体に対し支援を行うとともに、村文化祭



 

- 14 - 

 

がより幅広い年齢層の方々に参加いただき、１年間の学習や活動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。 

   平成２６年度に着手いたしました歴史文化基本構想につきましては、今年度重点的

に調査及び策定作業を進めてまいります。 

   生涯スポーツの振興につきましては、スポーツクラブと連携し、各種教室やスポー

ツ行事を開催するほか、各種サークルの支援に取り組むとともに、運動へのきっかけ

づくりとしてスポーツによる健康ポイント制度の導入に向けた検討を進め、いつでも

だれでもスポーツに親しめる環境の充実を図ります。また、新たに設置される屋内運

動施設を含め、施設の適切な維持管理の利活用の促進に努めてまいります。 

   さらに、ことしは３年に一度の村民運動会を９月１３日の予定で計画しております。

子どもから高齢者までこぞって参加できる運動会となるよう、実行委員会を組織し準

備を進めてまいります。 

   以上、平成２７年度の村政運営に当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、村議会の皆様を初め村民

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。 

   ありがとうございました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） ここで、暫時休議いたします。再開は１０時５５分といたします。 

（午前１０時４４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、引き続いて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、条例の制定、改正案１８件、補正予算案８件、当初

予算案９件その他２件、報告１件、合わせて３８件であります。 

   それでは、議案第４号、教育長の服務等に関する条例の制定について申し上げます。

本案は、地方自治法第１８０条の５第５項で、行政委員会の委員は非常勤とされてお

り、現行の教育長は教育委員として特別職の立場と教育長としての一般職の立場をあ

わせ有するものであることから、特別職として教育委員の服務規定が適用されるとと

もに一般職として地方公務員法の服務規定が適用されています。今回の改正では、教

育長の服務について、現行の教育委員の服務と地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第１１条第４項で常勤と定められたことから、教育長の勤務時間等を規定するも

のあります。第１条では目的を、第２条では勤務時間に関する規定を、第３条では職
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務に専念する義務の免除について定めるものであります。 

   次に、議案第５号、大玉村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の制定について申し上げます。 

   本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため、関係法律

の整備に関する法律の施行に伴い、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

るものであります。 

   概要につきましては、第１章では趣旨及び基本方針、指定介護予防支援等の事業者

の指定に係る申請者要件について、第２章では、人員に関する基準として職員の員数

及び管理者について、第３章では、指定介護予防支援事業者がサービス利用者または

家族に対して行うべき事業内容及び手続、守らなければならない責務、事業者の運営

規程、秘密保持、苦情処理、事故発生時の対応、記録等の整備について、第４章では、

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準として指定介護予防支援で行わな

ければならない基本的な事項及び担当する職員の具体的な職務について、第５章では、

基準該当介護予防支援に関する基準について、第６章では委任について、附則では記

録の保存について経過措置を定め、平成２７年４月１日から施行するものであります。 

   次に、議案第６号、大玉村包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定

について申し上げます。 

   本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため関係法律の

整備に関する法律の施行により介護保険法の一部が改正されたことに伴い、地域包括

支援センターの運営全般にわたる基準を定めるため制定するものであります。第１条

では趣旨を、第２条では用語の意義について、第３条では地域包括支援センターの運

営等について、第４条では地域包括支援センターの職務に従事する職員に係る基準及

び職員の員数等について定め、平成２７年４月１日から施行するものであります。 

   次に、議案第７号、大玉村鳥獣被害対策実施隊設置条例の制定について申し上げま

す。 

   本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律

に基づく鳥獣被害対策実施隊を設置するため、本条例を制定するものであります。第

１条では設置の目的を、第２条では実施隊の職務を、第３条では隊員の定員を２０人

以内とし、非常勤の特別職の職員と定めるものです。第４条では任期２年とし、第

５条では報酬等を、第６条では公務災害補償を、第７条では委任規定を定め、平成

２７年４月１日から施行するものであります。 

   次に、議案第８号、大玉村行政手続条例の一部を改正する条例について申し上げま

す。 

   本案は、国民の権利利益の保護の充実のための手続を整備するため、行政手続法の

一部改正が平成２６年６月公布、平成２７年４月１日から施行されるのに伴い、法の

趣旨を踏まえて制定した村行政手続条例においても法同様の制度を整備するため、条
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例の一部の改正を行うものです。 

   改正の概要につきましては、第３３条第２項に、行政指導をする際、許認可等の権

限及び許認可等に基づく処分をする権限を行使できることを示すときは、相手方に対

して当該権限の行使の根拠を示さなければならない旨の規定を追加するものでありま

す。第３４条の２におきましては、行政指導の中止等を求めることができる規定を追

加し、その申し出は申出書の提出によって行うこととし、申し出のあった場合は、当

該村の機関は速やかに必要な調査を行い、認めたときは中止等の措置をとらなければ

ならないとするものであります。また、第３４条の３では、何人も、法令に違反する

事実がある場合において、村の機関に対しその旨を申し出て当該処分及び行政指導を

することを求めることができる規定を追加し、その申し出は申出書の提出によって行

うこととし、必要な措置を講じなければならない旨を定めるものであります。 

   次に、議案第９号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例について。 

   本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正されたことに伴い、

第５条に教育長を追加し、教育委員会を代表する教育委員長と事務局を統括する教育

長を一本化した新たな職、新教育長を置くとされたことに伴い、別表から教育委員長

を削除するものです。 

   また、交通教育専門員の報酬等について、現在、報酬として月額２万９，０００円、

６月と１２月に２万円ずつ計４万円を報償として支給しておりましたが、これを一本

化して報酬を報償の合計額を毎月均等化し、報酬として月額３万２，３００円に改め

るものです。 

   さらに、議案第７号でご説明しました鳥獣被害対策実施隊の設置に当たり、隊員報

酬として年額２万円を新たに定めるものであります。 

   次に、議案第１０号、村長等の給与及び旅費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。 

   本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正されたことに伴い、

教育長が一般職から特別職となるため、第１条第３項に教育長に関する事項を加える

ための改正であります。なお、経過措置をとして、この条例の施行の際、現に在籍す

る教育長はその任期中に限り、なお従前の例により在籍するものです。 

   また、この条例の改正に伴い、教育長の給与・勤務時間に関する条例を廃止するも

のです。 

   次に、議案第１１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。 

   本案は、平成２６年度の人事院勧告及び福島県人事委員会勧告に伴う福島県の条例

改正に準拠し、職員の給与等について改正するものであります。 

   改正の概要につきましては、第１２条では、交通機関等利用者に支給する通勤手当

の制限額を６万１，０００円から６万３，０００円に、自動車等を使用する職員の通

勤手当の上限額を５万４００円から５万２，５００円に、第１２条の２では単身赴任

手当の月額を２万３，０００円から３万円に、また交通距離に応じて加算する上限額



 

- 17 - 

 

を４万５，０００円から７万円に改めるものであります。第２０条の２は、管理職員

特別勤務手当について、災害への対処等、臨時または緊急の必要により平日の午前

０時から午前５時までの間に勤務した場合に手当を支給する旨の規定を追加するもの

です。 

   附則第６項の規定は、５５歳を超える職員の減額措置について、当分の間としてい

たものを平成３２年３月３１日までとするものであります。別表第１の行政職給料表

においては、平均で１％、最大で３％の給料表の減額改定を行うものであります。附

則では、施行期日を定めるとともに、第３項において、今回の給料表の改定に伴う給

料減額の激変緩和措置としまして、平成３２年３月３１日までの間に限り、現行の給

料を下回る場合は現行の給料を支給する経過措置を定めるものであります。 

   次に、議案第１２号、英語指導を行う外国青年の給与等に関する条例の一部を改正

する条例について。 

   本案は、総務省、外務省及び文部科学省の協力のもとに実施している語学指導等を

行う外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）について、平成２７年度以降の運用につ

いて新たにＪＥＴより規則が示されたため、これに基づき給料の額等について一部改

正を行うものであります。 

   改正の内容は、第２条において、月額３０万円から３５万円を超えない範囲内で村

長が規則で定める額に改め、第２項及び第３項を削除するものであります。 

   次に、議案第１３号、大玉村スクールバス使用料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。 

   本案は、幼稚園児及び小学生が使用するスクールバス使用料について、納付手続の

簡素化及び納期内納付の向上を目的として、現在の納付書払いから口座振替に変更す

るため条例の一部改正を行うものです。第３条の使用料の納付において、納期をこれ

まで毎月２５日だったのを末日とすること、また、これまで可能であった前納の方法

を廃止し、使用料に精算が必要な場合は翌月に精算するものであります。 

   議案第１４号、大玉村立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例について申し

上げます。 

   本案は、子ども・子育て支援法において、幼稚園の一時預かりの幅広い利用を推進

しており、本制度の趣旨に鑑み、保育を必要とする日数分を利用者から徴収すべく一

部改正を行うもので、第５条の預かり保育料について、月額５，０００円の限度額を

廃止するものであります。また、第６条では、保育料の納入について、納付手続の簡

素化及び納期内納付の向上を目的として口座振替による納付の方法を追加することに

伴い、通常預かり保育は毎月２５日まで、臨時預かり保育は毎月１５日までとしてい

たものを、毎月末日までに改めるものであります。 

   議案第１５号、大玉村保育所条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

   本案は、子ども・子育て支援法施行の日から、児童福祉法が改正されることに伴い

改正するものです。 

   第１条は、児童福祉法第３９条の改正に伴い設置目的を改めるもので、第３条は、
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同法第２４条の改正に伴い実施基準の条例委任がなくなったため削除するものです。

また、第４条を第３条に改め、条文を整理し、第４条に保育料に関する規定を制定す

るものであります。 

   次に、議案第１６号、大玉村放課後児童健全育成事業費用徴収条例の一部を改正す

る条例について申し上げます。 

   本案は、短期放課後児童保育を受ける児童の保育料の納入について定めるもので、

第５条第２項に規定を追加するものであります。従来は、当月分をその月に納入して

いましたが、短期放課後児童保育の保育料が実績に応じた料金となるため、翌月の支

払いとして改めるものであります。 

   次に、議案第１７号、大玉村介護保険条例の一部を改正する条例について申し上げ

ます。 

   介護保険被保険者は高齢化の進展とともに増加し、それに伴い介護認定率も上昇し

ております。介護保険制度は発足後１５年が経過し、介護認定者の増加や施設整備の

進展などで費用が増大し、４０歳以上の加入者の保険料負担も増大しております。今

般の改正は、平成２７年度から平成２９年度までの第６期介護保険事業計画に基づき、

保険料を定めるものであります。 

   第６期事業計画においては、保険料の平準化を図るため、これまでの６段階から

９段階に保険料の段階区分が拡大されたことと、消費税の増税に配慮し、低所得者の

負担の緩和を図るための改正等が行われました。それらの改正と、今後の被保険者の

伸び及び介護認定者の伸び並びに制度改正等を踏まえ、第６期事業計画に基づき保険

料を算定したところ、基準額を前期計画の年額４万８，０００円から５万

７，６００円に２０％引き上げることとなりました。 

   改正の概要につきましては、第２条は第６期の期間を定め、各年度の第１号被保険

者の保険料を９段階区分ごとに定めるものです。今回の段階区分の拡大では、従来の

１段階と４段階の間に２段階、３段階の区分を追加し、上位所得者を１段階追加し

９段階といたしました。それぞれの段階区分ごとの保険料率は、５段階を標準に対し

て、１段階の０．５から９段階の１．７までとなりました。 

   第２条の第２項は、消費税８％への影響を軽減するため、１段階の低所得者への対

応として１０分の０．５の軽減措置を平成２７年度と平成２８年度に行うものです。 

   第４条は、賦課期日後に資格異動等があった場合の保険料の算定について、段階区

分の拡大に対応し改めるものであります。 

   附則第１条はこの条例の適用年月日を定め、附則第２条は、平成２６年度以前の保

険料の算定に係る経過措置を定め、附則第３条は、改正介護保険法で定められた軽度

者に対する介護予防・日常生活総合事業等の実施年度を先送りする規定であり、第

１項は要支援者への通所介護・訪問介護事業、第２項は地域支援事業の実施の規定、

第３項は専門職による医療機関等との連携、第４項は認知症に関する総合的支援を規

定しております。 

   次に、議案第１８号、大玉村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準
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を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

   本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため関係法律の

整備に関する法律の制定により介護保険法が一部改正されたことに伴い、指定介護予

防支援事業者の指定に関する基準を定めるための改正を行うものであります。 

   第１条の趣旨では指定事業者を明確にし、新たに指定介護支援事業者を加え、第

３条では事業者の性格を法人と規定し、第４条では法人の役員に関して暴力団員等で

あってはならないとする規定を定めるものであります。 

   次に、議案第１９号、大玉村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について申

し上げます。 

   本案は、道路法施行令の一部が改正され、所在地区分の甲・乙・丙の３区分が第

１級地から第５級地の５区分となり、あわせて単価も改正されたことに伴い、占用料

の額について改正するものであります。 

   次に、議案第２０号、大玉村水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例に

ついて。 

   本案は、組織機構改革により上下水道課が建設課と統合になるため、事務処理をす

る課を建設課に改めるものであります。 

   議案第２１号、大玉村水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例について。 

   本案は、現行の大玉村水道事業経営審議会条例と大玉村農業集落排水事業運営審議

会条例を一本化し、大玉村上下水事業運営審議会条例に改めるもので、改正前同様、

委員は１０名以内、任期は２年とするものであります。 

   なお、本改正に伴い、大玉村農業集落排水事業運営審議会条例を廃止する旨、附則

に定めるものであります。 

   議案第２２号から議案第３８号、平成２６年度各会計補正予算及び平成２７年度各

会計予算につきまして、概要のみご説明申し上げ、詳細につきましては総務部長に説

明をさせます。 

   それでは、議案第２２号、平成２６年度大玉村一般会計補正予算について。 

   １ページをお開き願います。 

   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、補正予算第

１条では、既定の予算の総額から３億２，４９９万６，０００円を減額し、予算の総

額を８１億５，９６９万３，０００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、６５ページをお開きください。 

   議案第２３号、平成２６年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について申し上

げます。 

   今回の補正は、年度末を迎えての医療費の増嵩等への対応や、所要見込額の整理・

調整を行い、既定の予算に５，０１６万９，０００円を追加し、予算の総額を９億

５，１９５万７，０００円とするものであります。 
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   次に、７７ページをお開き願います。 

   議案第２４号、平成２６年度アットホームおおたま特別会計補正予算について申し

上げます。 

   今回の補正は、年度末を迎え、入り込み客数の減少に伴う使用料等収入の落ち込み

に対応するための基金取り崩しや所要見込みの整理・調整を行い、既定の予算から

４８１万円を減額し、予算の総額を１億１，０１６万１，０００円とするものであり

ます。 

   次に、８７ページをお開きください。 

   議案第２５号、平成２６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申

し上げます。 

   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４０２万５，０００円を減額し、予算の総額を１億

８５１万３，０００円とするものであります。 

   次に、９５ページをお開きください。 

   議案第２６号、平成２６年度大玉村土地取得特別会計補正予算について。 

   今回の補正は、計画していた用地取得の完了に伴い所要見込みの整理・調整を行い、

既定の予算から３９７万円を減額し、予算の総額を３，８９１万４，０００円とする

ものであります。 

   次に、１０３ページをお開き願います。 

   議案第２７号、平成２６年度大玉村介護保険特別会計補正予算について申し上げま

す。 

   今回の補正は、介護保険制度の改正に伴うシステム改修費の計上など所要見込みの

精査・調整を行い、既定の予算に４３８万円を追加し、予算の総額を７億

２，３０８万３，０００円とするものであります。 

   次に、１１１ページをお開きください。 

   議案第２８号、平成２６年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算について申し

上げます。 

   今回の補正は、保険料や還付金、納付金等の精査・調整を行い、既定の予算に

２８８万９，０００円を追加し、予算の総額を６，７３９万８，０００円とするもの

であります。 

   次に、１１９ページをお開きください。 

   議案第２９号、平成２６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みの整理・調整を行い、一般会計から

の繰入金を増額するなどの編成を行い、予算第３条に定めた収益的収支は、補正予算

に７５万４，０００円を加え、１億４，１０６万４，０００円とするものであります。 

   続きまして、平成２７年度各会計予算につきましてご説明を申し上げます。当初予

算書をごらんください。 

   議案第３０号、平成２７年度大玉村一般会計予算について。 
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   予算書１ページをお開き願います。 

   予算第１条に定める予算総額は、前年度に比べ１６．１％の減となる５９億

１，２８４万円となったところであります。 

   第２条地方債は、６ページに記載のとおり、地方道路等整備や災害公営住宅整備等

の建設事業に充当するため、地方債の目的、限度額、方法、利率等について、それぞ

れ定めるものであります。 

   第３条は一時借入金について、第４条は歳出予算の流用について、それぞれ定める

ものであります。 

   ８ページをお開き願います。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ページは歳出について前年度との比較、予算額の財源内訳となっておりますの

でごらんいただきたいと思います。 

   次に、２２１ページをお開きください。 

   議案第３１号、平成２７年度大玉村国民健康保険特別会計予算について。 

   本年度の予算編成につきましては、地方部における景気回復がおくれている状況を

踏まえ、離職者や低所得者の加入増加と、米価下落に伴い農業所得が減少した２６年

度中の所得状況から、２７年度は基準所得の減少が見込まれる一方、歳出面では保険

給付費が依然として増加の傾向にあります。 

   また、国県補助金等については算定率が定められているため大幅な増加を見込むこ

とができない中、基礎となる医療費について保険給付費の過去３カ年の実績を踏まえ

て積算し、計上したものであります。その結果、予算第１条に定める予算の総額は対

前年度比１５．１％増の９億７，９５１万９，０００円となるものであります。 

   次に、２６９ページをお開きください。 

   議案第３２号、平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計予算について。 

   玉井財産区につきましては、４００ヘクタールにおよぶ山林等の保全や管理、環境

への寄与、将来の財産形成等のため、管理会を中心に運営に当たっているところであ

ります。 

   本年度予算につきましても、これら財産の適正管理を図るべく十分審議を経て予算

の編成を行い、予算の総額は、対前年度比１４９．６％増となる１，０８７万

１，０００円となったものであります。 

   次に、２８３ページをお開きください。 

   議案第３３号、平成２７年度アットホームおおたま特別会計予算について。 

   本年度の予算は、対前年度比３．２％減となる１億２６５万４，０００円と定め、

引き続き利用者の方々の保養と交流に資する施設としての運営を行うこととしており

ます。 

   次に、３０９ページをお開き願います。 

   議案第３４号、平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算について。 

   農業集落排水事業は、引き続き施設の安定的な維持管理を行うべく、本年度の予算
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は対前年度比２．４％増の１億１，０５７万５，０００円となったものであります。 

   次に、３３５ページをお開き願います。 

   議案第３５号、平成２７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、本年度予算の総額を対前年度比２１．５％減の１，２３０万

６，０００円と定めるものであります。 

   次に、３４７ページをお開きください。 

   議案第３６号、平成２７年度大玉村介護保険特別会計予算について。 

   本年度の予算編成に当たりましては、これまでの給付実績と、第６期介護保険事業

計画の見込量等を勘案して編成を行い、保険事業勘定の予算総額を対前年度比

０．３％増の６億８，７３５万３，０００円、介護サービス事業勘定の予算総額を

１３０万円と定めるものであります。 

   次に、４１１ページをお開きください。 

   議案第３７号、平成２７年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算について。 

   本年度の予算につきましては、後期高齢者医療制度において、適切な市町村事務の

執行のための予算編成に努め、予算総額を対前年度比０．１％減の６，２５７万

７，０００円と定めるものであります。 

   次に、４２９ページをお開きください。 

   議案第３８号、平成２７年度大玉村水道事業会計予算について申し上げます。 

   本年度も引き続き、確保した水源を安全で安定的に供給すべく、施設の管理維持に

努めるための予算編成をしたところであります。 

   予算第２条は、業務の予定量であります。給水戸数は、前年度より６０戸増の

２，４４０戸。年間総給水量は７２万６０立方メーター。１日平均給水量は

１，９７３立方メーターとし、主な建設改良事業は、県道石筳・本宮線道路改良工事

に伴う配水管布設がえ工事など５，０９０万３，０００円と定め、執行するものであ

ります。 

   予算第３条は、収益的収支の予定額をそれぞれ１億４，０６４万５，０００円とす

るものであります。 

   予算第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、配水管布設がえに伴う国庫補助金１，６２４万６，０００円と企業債

３，２４０万円を計上するほか、他会計繰入金及び工事負担金は存目計上であり、収

入の総額は４，８６４万８，０００円であります。 

   ４３０ページをお開きください。 

   これに対する支出は建設費と企業債償還金で、その総額は１億１，４２０万

７，０００円となり、これら収支の不足額については、内部留保資金等を充当し補塡

するものであります。 

   第５条は企業債の目的、限度額、方法、利率等について定めるものであります。 

   第６条は一時借入金について、第７条は経費の流用について、第８条は棚卸資産に
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ついて定めるものであります。 

   それでは、議案関係に戻っていただいて、議案第３９号、村道路線の認定について

申し上げます。 

   当地内３号線につきましては、地元区長から村道認定の請願があったことから、大

山字当地内地内における道路について建築行為の適正を図るために、道路法第８条第

２項の規定に基づき村道路線の認定をするものであります。 

   続いて、議案第４０号、人権擁護委員候補者の推薦について。 

   人権擁護委員法第１条に定める基本的人権の擁護、自由人権思想の普及高揚を図る

ため、その人格、識見ともに優れており人権擁護委員として適任と認められる武田早

知子氏の選任について、同法第６条第３項の規定により議会の意見を求め、法務大臣

へ推薦するものであります。なお、人権擁護委員の任期は同法第９条により３年とな

っております。 

   次に、報告第１号、安達地方土地開発公社清算結了については、資料をごらん願い

ます。 

   以上のとおり、提案理由の説明を申し上げました。何とぞ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） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） 命により、議案第２２号から議案第３８号、平成２６年度各会

計補正予算及び平成２７年度各会計予算について、ご説明申し上げます。 

   それでは、補正予算関係であります。 

   議案第２２号、平成２６年度大玉村一般会計補正予算について申し上げます。 

   補正予算書５ページをお開き願います。補正予算第２条では、地方債の追加、変更、

廃止について定めたものであります。６ページでは、年度末までに竣工の見込みがな

い８事業について繰越明許の手続をとるものであります。 

   それでは、歳出より事項別明細に基づきご説明申し上げます。 

   ２４ページをお開き願います。 

   款１議会費は、１２万円の減額計上であります。 

   款２総務費の一般管理費は２万３，０００円の補正計上、文書広報費は、事業の完

了や所要見込みの精査・調整により２５６万８，０００円の減額計上であります。 

   下段の財政管理費は、事務事業の確定等により、委託料において２５万円の減額計

上であります。 

   ２６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額と、事項④における所要見込みの補正

計上により、９９万円の減額計上であります。 

   中段の企画費は１８６万７，０００円の減額、２８ページ上段の交通対策費も７万

５，０００円の減額と、事務事業の確定等により、それぞれ減額計上するものであり

ます。 

   基金費は、ふるさと納税寄附金を財源としたふるさと応援基金積立金２，０００万
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円と、所管する基金の利子積立金、合わせて２，０４０万４，０００円の補正計上で

あります。 

   中段から３０ページにかけての諸費では、事項②が２１万６，０００円、事項③が

８９１万円と、それぞれ所要見込額の計上であります。事項⑤においては、事務事業

の確定等により１８４万７，０００円の減額計上であります。事項⑥においては、小

水力発電導入に関し、さらに審議を重ね事業の着手時期を次年度以降としたため、

１７０万円の減額計上であります。 

   ３０ページをお開き願います。 

   ふるさと創生事業費では、事項①及び事項②において、事務事業の確定等により

２０１万７，０００円の減額計上であります。 

   災害対策費では、事項①、事項②及びに事項④においては、事業の確定等により、

それぞれ減額計上しております。 

   ３３ページ上段の事項⑥においては、所要見込みの精査・調整を行い、繰越明許の

手続をとるものであります。 

   中段の賦課徴収費は、コンビニ収納代行手数料等、所要見込額の整理・調整を行い、

４３万８，０００円減額計上であります。 

   下段の款３民生費の社会福祉総務費では、事項①において地域福祉基金利子積立金

３，０００円、事項⑤において罹災見舞金及び災害援護資金貸付金ともに該当者がい

なかったことによる１６２万円の減額、事項⑦において国県支出金の交付見込額によ

る国保繰出金では４２６万５，０００円の計上、事務事業の確定等により事項⑧にお

いて１０万５，０００円の減額、３５ページ上段の事項⑨において１，４９０万

４，０００円の減額と、それぞれ補正計上するものであります。 

   中段の障害者福祉費は、障害者の福祉サービス給付費や障害児通所給付費等の所要

見込み等で７８２万円の減額計上であります。 

   老人福祉費は、事項①において介護保険特別会計への繰出等で２２２万円の計上、

事項②において老人福祉措置費の所要見込み等で１２３万３，０００円の減額、事項

③において所要見込みの精査・調整により２１万円の減額、事項④において敬老会経

費の確定により１９万５，０００円の減額、事項⑥において療養給付費負担金の所要

見込みにより３２万９，０００円の計上と、それぞれ補正計上するものであります。 

   中段の児童福祉総務費では、事項③において、対象者４人に係るすこやか祝い金

１２０万円の計上、事項⑥において、子育て世帯臨時特例給付金支給事業の確定等に

より３８５万３，０００円の減額計上であります。 

   下段の児童措置費では、児童手当支給の確定等により８００万円の減額計上であり

ます。 

   ３８ページの母子福祉費は、ひとり親家庭等医療費の所要見込みにより８５万

６，０００円の減額計上であります。 

   保育所費は、所要見込みの精査を行い３０５万８，０００円の減額計上であります。 

   下段の款４衛生費の保健衛生総務費は、施設健診や人間ドックに係る業務委託料の
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所要見込みにより、１１２万２，０００円の補正計上であります。 

   予防費の事項①は健診時の医師等報酬で、所要見込みにより２５万３，０００円の

減額計上、事項②は対象１件に係る特定不妊治療助成事業補助金１０万円の補正計上

であります。 

   ４０ページ、環境衛生費の事項⑤は水道事業会計繰出金４８４万５，０００円の減

額計上、事項⑥は、太陽光発電設備設置補助金の所要見込み により２７万

５，０００円の補正計上であります。 

   保健センター管理費は、事業費の確定等により２６万円の減額計上であります。 

   下段の款６農林水産業費の農業総務費は、職員時間外手当で６５万円の計上であり

ます。 

   農業振興費の事項①は、所要見込みによるほか、県補助金を活用した攻めの農業実

践緊急対策事業補助金２００万円、米価下落対策交付金として、水田対象面積

９４０ヘクタールに対し１０アール当たり２，０００円を交付するための経費

１，８８０万円の、合計２，１０７万円の補正計上であります。 

   ４３ページにかけての事項③は、産業振興センター管理運営費の所要見込みの精査

により７万９，０００円の減額計上であります。 

   上段の生産調整推進対策費は、事業確定により３０万円の減額計上であります。地

域農政推進対策費は、事項③の青年就農給付金１件で１１２万５，０００円の支出を

見込んだほか、事業の確定や所要見込みの精査により１１２万６，０００円の減額計

上であります。 

   ４５ページの畜産業費、事項①は補助事業等の所要見込みの精査により１２２万

５，０００円の計上、事項②は堆肥センター運営費の所要見込みにより５万

４，０００円の補正計上であります。 

   中段の農地費及び環境改善センター管理費は、所要見込みの精査により、農地費で

８万４，０００円、環境改善センター管理費で２万５，０００円と、それぞれ減額計

上であります。 

   下段の農業集落排水事業費は、農集排特別会計への繰出金６０２万５，０００円の

減額計上であります。 

   農地再生費は、所要見込みの精査により、耕作放棄地解消対策協議会への補助金

９９万９，０００円の減額計上であります。 

   ４６ページの林業振興費は、ふくしま森林再生事業等の所要見込みにより

１，４７５万５，０００円減額計上であります。 

   款７商工費の商工振興費は、事務事業の精査により９２万５，０００円の減額、観

光費についても、事務事業の精査により１，９２３万１，０００円の減額計上であり

ます。 

   ４８ページになります。 

   中段の土木総務費は、財源調整であります。 

   款８土木費の道路維持費は、除雪費や補助事業の確定等による増額で、９７１万
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２，０００円の補正計上であります。 

   道路新設改良費は、村道南町・山口線、（仮称）大玉西部幹線等に係る所要見込み

により７６９万３，０００円の減額計上であります。 

   ５０ページをお開き願います。 

   橋梁維持費は、事業確定により４１万４，０００円の減額計上であります。河川総

務費は、財源調整であります。 

   都市計画総務費は、建築後退用地代４万１，０００円の計上であります。 

   住宅建設費は、災害公営住宅整備に係る基金積立金の所要見込みにより２億

６，８７５万円の減額計上であります。これは、基金への積み立てを国庫負担分のみ

とする国からの指導に基づき、村負担相当額を基金積立金から減額するためのもので

あります。 

   住宅管理費は、所要見込みにより２５０万円の減額計上であります。 

   下段から５１ページにかけての款９消防費は、事務事業費の精査により、非常備消

防費で５０万３，０００円の計上、消防施設費で７５万８，０００円の減額計上であ

ります。 

   下段５４ページにかけての款１０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４３９万７，０００円の減額計上であります。 

   下段から５６ページにかけての小学校の学校管理費は６万３，０００円の計上、教

育振興費は５万４，０００円の減額、中学校費の学校管理費は４万３，０００円の計

上、教育振興費は５０万９，０００円の減額計上と、それぞれ事務事業の精査等によ

る計上であります。幼稚園費は、所要見込みにより１８万円の補正計上であります。 

   下段から６０ページにかけての社会教育費では、事務事業の精査により、社会教育

費総務費で６８万６，０００円、公民館費で３２万７，０００円、文化財保護費で

３３万７，０００円、ふるさとホール管理費で１１万３，０００円と、それぞれ減額

計上するものであります。保健体育総務費は１９万３，０００円、体育施設費は

５０万１，０００円と、事務事業の精査により、それぞれ減額計上でございます。 

   下段の款１１災害復旧費では、事業確定等による精査により、農地農業施設災害復

旧費で３００万円、林業施設災害復旧費では１６９万５，０００円、公立学校施設災

害復旧費で２９７万２，０００円と、それぞれ減額計上であります。 

   ６２ページ中段の款１２公債費は、借り入れから１０年後の利率見直しにより元金

償還額が増額となったため、８９万８，０００円の補正計上であります。 

   款１３諸支出金は、大玉第二住宅団地内、土地２区画の買い戻しに係る経費

７５１万８，０００円の計上であります。 

   款１４予備費は、財源を調整し９０２万６，０００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。 

   １０ページをお開き願います。 

   村税の個人村民税は、個人所得の減少等により、現年課税分で３８５万
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８，０００円の減額、滞納繰越分で３３６万４，０００円の計上と、合わせて４９万

４，０００円の減額計上であります。 

   法人村民税は、各企業の収益が上がらなかったことにより、現年課税分で

１，０３２万９，０００円の減額、滞納繰越分で７６万８，０００円の計上と、合わ

せて９５６万１，０００円の減額計上であります。 

   固定資産税は１，７２３万１，０００円、軽自動車税は１１万１，０００円の補正

計上であります。 

   たばこ税は販売数量の減少により１１５万５，０００円の減額、入湯税は入り込み

客の減により６７万６，０００円の減額計上であります。 

   地方揮発油譲与税は１５０万円、自動車重量譲与税は２４０万円、利子割交付金は

３７万８，０００円、地方消費税交付金は１，７３０万円、ゴルフ場利用税交付金は

７０万円、自動車取得税交付金は１０１万円の補正計上であります。これらは、交付

見込みの精査を行い、積算計上したものであります。 

   地方交付税では、特別交付税交付金２，０００万円、震災復興特別交付税交付金

２７９万円と、それぞれ交付見込みの精査を行い、積算計上したものであります。 

   分担金及び負担金の老人福祉施設入所費は、２６万４，０００円の減額計上であり

ます。 

   次に、１４ページ上段の使用料は、ふれあいセンター使用料で１万８，０００円、

堆肥センターコンテナ使用料で１８万５，０００円、道路占用料等で３７万

１，０００円と、それぞれ補正計上したものであります。 

   土木手数料は、屋外広告物許可申請手数料で６万７，０００円の計上であります。

民生費国庫負担金は、国民健康保険基盤安定負担金で３３万円の計上、障害福祉サー

ビス等給付事業費で２００万円の減額、障害児通所・相談支援給付費で２００万円の

減額と、それぞれ所要見込みによる補正計上であります。 

   下段の総務費国庫補助金は、社会保障・税番号制度システム整備費で６７万円、屋

内運動場整備に係る事務費等の内示に伴い、子ども元気復活交付金で２４万

２，０００円、道路新設改良費に充当する地域活性化・効果実感臨時交付金で

７２０万８，０００円と、それぞれ補正計上するものであります。 

   １７ページにかけての民生費国庫補助金は、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例

給付金など、給付事務の終了に伴う所要見込みの精査等により、総額１，８８４万

８，０００円の減額計上であります。 

   衛生費国庫補助金は、がん検診推進事業費等の所要見込みにより２９万

３，０００円の減額計上であります。 

   土木費国庫補助金は、村道５路線に係る整備事業費や木造住宅耐震改修促進事業費

の交付額確定等によるもので、１，９６１万円の減額計上であります。 

   災害復旧費国庫補助金は、教育施設の覆土事業費の所要見込みによる２９１万

６，０００円の減額計上であります。 

   中段の民生費県負担金は、１３万４，０００円の減額計上であります。 
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   総務費県補助金は、消費者行政活性化交付金で６６４万２，０００円の減額、除染

対策事業交付金で１，５６６万７，０００円の減額計上であります。 

   民生費県補助金は、ひとり親家庭医療費助成事業で４２万８，０００円の減額、ふ

くしま保育元気アップ緊急支援事業で２７７万８，０００円の減額計上であります。 

   次に、１８ページをお開き願います。 

   農林水産業費県補助金は、攻めの農業実践緊急対策事業や農業経営基盤強化資金利

子助成金、青年就農給付事業費等の所要見込みにより合計７９６万円の減額計上であ

ります。 

   土木費県補助金は、安心耐震サポート事業費の所要見込みにより２５万円の減額計

上であります。 

   教育費県補助金は、被災児童生徒就学援助事業費で所要見込みにより１１０万

４，０００円の減額、ふくしまっ子体験活動応援事業費で事業の確定により２８万

９，０００円の減額計上であります。 

   委託金の教育費委託金は、所要見込みにより合計７４万１，０００円の減額計上で

あります。 

   財産収入の利子及び配当金は、基金利子４０万７，０００円の計上であります。不

動産売払収入は、築館住宅団地２区画を含めた土地売り払い１４件で１，０１７万円

の計上であります。 

   ２０ページをお開き願います。 

   寄附金の一般寄附金は、大山字仲北の菊地隆様から３万円、ふるさと納税寄附金は

１，５００万円の計上であります。 

   繰入金の介護保険特別会計繰入金は、４万５，０００円の減額計上であります。 

   庁舎建設基金繰入金は、事業費の確定等に伴い、取り崩しや繰替運用で３８４万

３，０００円の減額計上であります。 

   あだたらフレッシュ基金は２１８万４，０００円の減額、地域福祉基金は

３，０００円の計上、大玉村復興基金は１，５１７万９，０００円の減額、災害対策

基金は１０万５，０００円の減額と、事業の確定等や所要見込みの精査により、それ

ぞれ補正計上するものであります。 

   長期避難者生活拠点形成等基金繰入金は、災害公営住宅建設事業に係る繰入金で、

基金積み立てを行わない村負担相当額６，２５０万円を減額計上するものであります。 

   下段の諸収入の農業費受託事業収入は、農地中間管理事業業務受託金で、所要見込

みの精査により３６万５，０００円の減額計上であります。 

   次に、２２ページをお開き願います。 

   雑入は、堆肥売捌等代金３７万円、新市町村振興宝くじ交付金５８万９，０００円

の補正計上であります。村債は事業費の確定等に伴う補正計上であり、総務債は公用

車購入に係るもので５０万円の減額、民生債は希望者がいなかったことにより

１５０万円の減額、土木債は道路整備事業と災害公営住宅に関するもので合計２億

３，７８０万円の減額、消防債は、小型動力ポンプ付積載車購入に係るもので５０万
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円の減額計上であります。 

   次に、議案第２３号、平成２６年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について

申し上げます。 

   歳出よりご説明申し上げます。７２ページになります。 

   保険給付費の一般被保険者療養給付費３，７００万円と、退職被保険者等療養給付

費２００万円、一般被保険者高額療養費４００万円は、それぞれ今後の給付費等の増

嵩に対処するための計上であります。 

   後期高齢者支援金は、財源調整であります。 

   共同事業拠出金は、所要見込みによる補正を行い、高額医療費共同事業拠出金で

１５２万１，０００円の減額、保険財政共同安定化事業拠出金で１４万３，０００円

の減額計上であります。 

   ７４ページをお開き願います。 

   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

還で９３６万８，０００円の計上であります。 

   予備費は、財源調整を行い５３万５，０００円の減額計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。６８ページをお開き願います。 

   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

で７５０万円の計上であります。 

   国庫支出金の療養給付費等負担金は、交付見込額の精査等により１，９９７万

９，０００円の補正計上であります。 

   国庫支出金と県支出金の高額医療費共同事業負担金は、交付見込額の精査等により、

それぞれ３８万円の減額計上であります。 

   療養給付費等交付金は、交付見込額の精査等により５８４万９，０００円の計上で

あります。 

   共同事業交付金につきましても、交付見込額の精査等により、高額医療費共同事業

交付金で４６５万５，０００円の減額、保険財政共同安定化事業交付金で

１，７７０万円の補正計上であります。 

   ７０ページをお開き願います。 

   一般会計繰入金は、交付見込額の精査等により、保険基盤安定制度繰入金で

２４０万４，０００円、財政安定化支援事業繰入金で１８６万１，０００円を補正計

上するものであります。 

   諸収入の３０万円は、国保税延滞金に係る計上であります。 

   次に、議案第２４号、平成２６年度アットホームおおたま特別会計補正予算につい

て申し上げます。 

   ８２ページをお開き願います。 

   総務費の一般管理費は、所要見込みの精査等により３４２万６，０００円の減額計

上であります。 

   下段から８４ページにかけての管理運営費では、事務事業等の確定及び所要見込み
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の精査等により、施設管理費で１００万３，０００円の減額、施設運営費で６万

４，０００円の補正計上であります。 

   予備費は、財源調整のため４４万５，０００円の減額計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。８０ページをお開き願います。 

   使用料の施設使用料は、入り込み客数の精査等により、宿泊料で１６９万円、休憩

料で２１２万円、入湯料で７万円と、それぞれ減額計上するものであります。 

   諸収入の雑入は、売店や食堂等に係る売り上げで、合計１９３万円の減額計上であ

ります。 

   繰入金の基金繰入金は、基金積立金から１００万円を取り崩すものであります。 

   次に、議案第２５号、平成２６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。 

   歳出よりご説明申し上げます。９２ページをお開き願います。 

   維持費の農業集落排水施設維持管理費は、所要見込みの精査により３２万

２，０００円の計上であります。 

   公債費は、財源調整であります。 

   予備費は、財源の調整により４３４万７，０００円の減額計上であります。 

   続きまして、歳入について申し上げます。９０ページをお開き願います。 

   使用料及び手数料は、２００万円の補正計上であります。 

   一般会計繰入金は、６０２万５，０００円の減額計上であります。 

   次に、議案第２６号、平成２６年度大玉村土地取得特別会計補正予算について申し

上げます。 

   歳出より申し上げます。１００ページをお開き願います。 

   土地開発基金費は、利子積立金２万５，０００円の計上であります。 

   土地取得費は、事務事業の確定等により３９９万５，０００円の減額計上でありま

す。 

   続きまして、歳入について申し上げます。９８ページをお開き願います。 

   財産収入の利子及び配当金は、基金利子２万５，０００円の計上であります。 

   土地開発基金繰入金は、事務事業の確定等により３９９万５，０００円の減額計上

であります。 

   次に、議案第２７号、平成２６年度大玉村介護保険特別会計補正予算について申し

上げます。 

   歳出よりご説明申し上げます。１０８ページをお開き願います。 

   総務費の一般管理費は介護保険制度改正等に伴うシステム改修費４３２万円の計上

であります。 

   認定調査等費は、所要見込みにより６万円の計上であります。 

   諸支出金の償還金は、前年度給付費の確定による返還金で２万円の計上であります。 

   一般会計繰出金は、事業確定等により４万５，０００円の減額計上であります。 

   予備費は、財源の調整により２万５，０００円の計上であります。 
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   続きまして、歳入について申し上げます。１０６ページをお開き願います。 

   国庫支出金の介護保険事業費補助金は、システム改修費２１６万円の計上でありま

す。その他一般会計繰入金は、所要見込額２２２万円の計上であります。 

   次に、議案第２８号、平成２６年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算につい

て申し上げます。 

   歳出より申し上げます。１１６ページをお開き願います。 

   後期高齢者医療広域連合納付金は、前年度保険料等負担金の確定に伴い２７０万円

の補正計上であります。諸支出金は、保険料の還付金で２４万２，０００円の補正計

上、予備費は財源の調整により５万３，０００円の減額計上であります。 

   続きまして、歳入について申し上げます。 

   １１４ページをお開き願います。 

   後期高齢者医療保険料は、特別徴収保険料で１００万円、普通徴収保険料で

１７０万円の補正計上であります。 

   諸収入は、保険料の還付金で１８万９，０００円の補正計上であります。 

   次に、議案第２９号、平成２６年度大玉村水道事業会計補正予算について申し上げ

ます。 

   歳出よりご説明申し上げます。１２２ページをお開き願います。 

   予算明細書によりご説明申し上げます。 

   収入の水道事業収益は、水道料金や加入金、預金利息の増と一般会計繰入金の減な

どにより、７５万４，０００円の補正計上であります。 

   支出の水道事業費用は、電気料や修繕費など所要見込みの整理・調整を行い、

７５万４，０００円の補正計上であります。 

   以上のとおり、平成２６年度各会計に係る補正予算について、提案理由の説明を申

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５８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開します。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

   それでは、引き続きご説明を申し上げます。当初予算のほうになります。 

   議案第３０号、平成２７年度大玉村一般会計予算について申し上げます。 

   まず、歳出の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１１．６％増の

８，１００万５，０００円の計上であります。 
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   次に、４６ページをお開き願います。 

   総務費は、対前年度比５４．５％減の８億６，８６０万３，０００円の計上であり

ます。 

   一般管理費は、庁内共通経費など２億４，１９７万５，０００円の計上、５１ペー

ジから５３ページにかけての文書広報費は９，８９８万６，０００円の計上でありま

す。事項①ではホームページのリニューアルを、事項②ではマイナンバー制度等につ

いて、それぞれ取り組むこととしております。 

   ６３ページをお開き願います。 

   諸費の事項③になります。上のほうになりますが、合併６０周年記念式典経費

１２８万２，０００円を計上しております。村民参加形式の記念式典を挙行すること

としております。 

   ６３ページ下段から６５ページにかけての災害対策費の事項③では、除染後に再び

線量が上昇したホットスポットの再除染、それから汚染土を各保管場所からストック

ヤードへの移送に取り組むこととしております。 

   ６７ページをお開き願います。 

   国際交流費では、中学生を台湾に派遣し現地中学校との交流を図る費用や、マチュ

ピチュ村との交流費用を計上しており、国際交流の推進に取り組むこととしておりま

す。 

   ６９ページからは徴税費関係を、７１ページから中段からは戸籍住民基本台帳費を、

７３ページからは選挙費を、７５ページ下段からは統計調査費、監査委員費関係予算

の計上であります。 

   ７９ページをお開き願います。 

   下段の款３民生費は、対前年度比５．０％減の９億８，６８３万８，０００円の計

上であります。主な事業として、８１ページには、事項③で社会福祉協議会関係費用

５，４６６万６，０００円、８３ページの上段、事項⑥では国保特別会計繰出金中、

国保財政安定化調整事業４，０００万円の計上、８５ページ中段の障害者福祉費は総

額１億６，０９８万３，０００円を計上したところであります。 

   ９１ページの老人福祉費、事項④の高齢者の地域活動等に要する経費では、７人の

１００歳賀寿を予定した経費を含め８７１万３，０００円の計上、事項⑥では後期高

齢者医療制度に要する経費１億１０７万９，０００円の計上であります。 

   ９５ページ上段の児童福祉総務費、事項③少子化対策費は４５１万３，０００円、

事項⑥子育て世帯臨時特例給付金給付に要する経費は５５１万９，０００円の計上で

あります。 

   ９７ページの児童措置費は、児童手当や子育て支援医療費など２億１５２万

８，０００円の計上であります。 

   １０１ページ中段の保育所費、事項④保育所等給食検査体制整備費は１９３万

５，０００円、事項⑤ふくしま保育サポート事業費は３６７万８，０００円の計上で

あります。 
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   １０３ページの款４衛生費は、対前年度比１８．９％減の３億４，８３２万

９，０００円の計上であります。 

   １０７ページ上段の事項⑦では、引き続き、原発事故関連健康管理事業を実施する

費用６３３万円、１０９ページでは、妊産婦の健康管理に要する経費や予防接種に要

する経費を計上しております。 

   １１１ページ中段の環境衛生費、事項②では、合併処理浄化槽整備事業費など、循

環型社会形成推進に要する経費１，０１３万６，０００円、１１３ページ中段の事項

⑤再生可能エネルギー利用促進に要する経費４，６４８万９，０００円の計上であり

ます。 

   １１５ページ中段の款５労働費は、対前年度比４１．５％減の１，６２６万

６，０００円の計上であります。緊急雇用創出事業費は、引き続き厳しい雇用情勢を

踏まえ、放射線量測定事業や耕作放棄地解消事業を実施するため１，６１６万

６，０００円の計上であります。 

   １１７ページをお開き願います。 

   款６農林水産業費は、対前年度比２１．９％増の４億１，０８９万９，０００円の

計上であります。主な増加要因としては、米価下落に対応した農業機械等共同利用に

係る事業費やカメムシ対策事業費、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。 

   農業委員会費は５９８万２，０００円の計上であります。 

   １２１ページ中段の農業振興費の事項①では、カメムシ対策事業費３００万円、農

業機械等共同利用に係る事業費１，０００万円、事項②では、第４期の初年度となる

中山間地域等直接支払事業費４，４３７万７，０００円、１２５ページ上段の事項⑥

震災からの農商工業復興活性化に要する経費は、６次産業化を構築するための費用

６８６万９，０００円、地域農政推進対策費では、１２７ページ下段の事項④で、本

村農産物の販売促進と風評被害払拭を図るための費用５４６万１，０００円を計上し

ております。 

   １３３ページ、農地費の事項②農業環境保全等に要する経費では、多面的機能支払

交付金事業など２，１１８万６，０００円計上であります。 

   １３５ページ中段の林業振興費では、ふくしま森林再生事業など総額８，７１０万

９，０００円の計上であります。 

   １３７ページをお開き願います。 

   中段の款７商工費は、対前年度比９５．４％増の８，１３４万円の計上であります。

商業振興費は商工会等に関する運営補助や制度資金の原資拠出など２，８９２万

２，０００円の計上であります。 

   １３９ページ、観光費の事項①では、農産物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と物産品をＰＲするものであります。また、住民の健康増進

とふるさと大玉村の景観を再認識していただくため、名倉山登山道の整備を推進する

ものであります。 
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   １４１ページの事項③、ふるさと納税に要する経費１，１３２万５，０００円の計

上であります。 

   中段の款８土木費は、対前年度比４．５％減の２１億１，１５６万６，０００円の

計上であります。 

   １４３ページの道路維持費、事項①では、道路法で義務づけとなった道路標識道路

のり面の現況調査を行うための道路ストック総点検事業費のほか、生活道路を中心と

した維持補修事業費等で５，９０４万１，０００円の計上であります。 

   １４５ページ中段からの道路新設改良費では、補助事業で実施する南町・山口線の

橋梁かけかえ工事や西部幹線横断道の用地測量、単独事業では、町尻・馬場線の用地

測量や長井坂地内測量設計、細田・大壇線の改良舗装など、総額１億４，９５７万

８，０００円の計上であります。 

   １４９ページ上段の住宅建設費は、災害公営住宅整備費用１８億５，０７８万

４，０００円の計上であります。現時点における計画概要は、造成工事完了後、住宅

整備戸数６７戸、駐車場整備各戸２台分、集会所１棟のほか、上下水道設備を整備す

る計画であります。 

   １５１ページをお開き願います。 

   款９消防費は、対前年度比２．１％増の１億５，２２１万８，０００円の計上であ

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１億１，３４８万

２，０００円の計上であります。 

   １５３ページの消防施設費では、小型動力ポンプ付積載車の購入費用など

１，５９５万５，０００円の計上であります。 

   １５５ページをお開き願います。 

   款１０教育費は、対前年度比０．３％増の４億４，８２８万７，０００円の計上で

あります。 

   １５７ページ中段の事務局費の事項③では、スクールバス運行費用１，２３２万

４，０００円、１５９ページ下段の事項⑧では、スクールソーシャルワーカー活用事

業２７９万６，０００円、１６１ページ上段の事項⑨では、特別支援教育支援員配置

費用８０２万１，０００円、事項⑩では、小中学校非常勤講師配置費用８８０万円、

１６５ページ上段の事項⑯では、大山小学校校庭芝生化事業費７８９万８，０００円

を、それぞれ計上したものであります。 

   １６７ページからは、玉井・大山両小学校に係る学校管理費と教育振興費に関する

経費の計上であります。 

   １６７ページの中段には、玉井小学校の教室床張りかえ工事費と分電盤改修工事費、

合わせて８２０万円を計上しております。 

   １７３ページをお開き願います。 

   中学校費では２，０１９万１，０００円の計上であり、１７５ページ上段の工事請

負費ではトイレブース改修工事等を予定しております。 

   １７７ページから１８１ページにかけての幼稚園費は、幼稚園の管理運営経費や預
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かり保育等に要する経費９，８１８万７，０００円の計上であります。 

   １８１ページ下段からの社会教育費は、総額２，４６３万２，０００円の計上であ

ります。 

   １８３ページ下段の社会教育総務費の事項③では、放課後子ども教室事業費

１２１万５，０００円、１８５ページ上段の事項④では、学校支援地域本部事業費

１１２万９，０００円の計上であります。 

   １８９ページ上段の文化財保護費は２６５万９，０００円の計上、１９１ページ下

段のふるさとホール管理費の事項③は、図書管理システム構築のための費用１５１万

８，０００円の計上であります。 

   １９３ページからの保健体育費は、社会体育の振興のための経費８，２６０万

４，０００円の計上であります。 

   １９３ページ下段の事項②では、駅伝大会に要する経費１７５万円、１９５ページ

中段の事項④では、総合型地域スポーツクラブに要する経費２７８万３，０００円、

事項⑤では、３年に一度の村民運動会を開催するための経費２２４万４，０００円、

１９７ページの中段には、村民体育館外壁改修工事費２５０万円、１９９ページ上段

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負担金４，３３３万

１，０００円と、それぞれ計上するものであります。 

   中段の款１１災害復旧費は、３９万円の計上であります。 

   農地農業施設災害復旧費では、県営災害復旧事業負担金３０万円のほか、存目計上

であります。 

   ２０１ページ中段の款１２公債費は、元金と利子償還を合わせ、対前年度比

１３．７％増に当たる３億７，３７２万６，０００円の計上であります。 

   下段の款１３諸支出金は、存目２万円の計上であります。 

   款１４予備費は調整財源として、対前年度比１２．１％減の３，３３５万

３，０００円の計上であります。 

   続きまして、歳入について申し上げます。１２ページをお開き願います。 

   款１村税は、対前年度比６．４％減となる７億６，１５８万８，０００円の計上で

あります。 

   個人村民税は米価下落の影響を受け、農業所得の減少により、所得割が減収見込み

であり、１０．３％減の２億５，６７６万９，０００円、法人村民税は、震災特需の

減少と法人税割の税率改正に伴い２９．７％減となる３，７４８万５，０００円の計

上であります。 

   固定資産税は、３年に一度の評価替えの年に当たり、対前年度比０．７％減の３億

３，９９５万８，０００円、軽自動車税は前年度並みの２，４０７万８，０００円、

たばこ税は、禁煙志向の広がりにより販売促進の減少が見込まれるため、４．１％減

の８，９４７万７，０００円を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、課税人員を７万４，０００人と見込み、１，１１０万円の計上でありま
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す。 

   款２地方譲与税は、対前年度比５．０％減の６，１１８万７，０００円、款３利子

割交付金は１０６万１，０００円、款４配当割交付金は１２３万９，０００円、款

５株式等譲渡所得割交付金は１０万円、款６地方消費税交付金は、消費税増税に伴う

社会保障財源枠の新設により７，６０７万５，０００円と、それぞれ経済情勢や予算

編成指針を踏まえ、積算計上したものであります。 

   １６ページをお開き願います。 

   款７ゴルフ場利用税交付金は、利用人員の減少により１，２００万円、款８自動車

取得税交付金は、編成指針に基づき６２３万５，０００円の計上であります。 

   款９地方特例交付金は、住宅ローン減税に係る減収補塡分で４４９万５，０００円

の計上です。 

   款１０地方交付税は、対前年度比１０．３％減の１５億１，９５３万４，０００円

の計上であります。 

   普通交付税は、対前年度比２．０％増に当たる１４億２，１００万円の計上であり、

これは、前年度実績や国税５税、地方税の動向等を勘案して積算計上したものであり

ます。 

   また、特別交付税を６，０００万円、ふくしま森林再生事業費や災害公営住宅駐車

場整備事業等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、

３，８５３万４，０００円を計上するものであります。 

   款１１交通安全対策特別交付金は１７７万５，０００円、款１２分担金及び負担金

は、１８ページ上段の保育料等１，６０６万円の計上であります。 

   ２３ページにかけての款１３使用料及び手数料は、対前年度比６．１％増の

５，２４１万５，０００円の計上であります。 

   ２２ページをお開き願います。 

   款１４国庫支出金は２億６，１２７万１，０００円の計上です。 

   上段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負担金等で

１億７，２０８万２，０００円、国庫補助金の民生費国庫補助金では、消費税増税に

伴う緩和措置として、前年度に引き続き臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金

給付事業等２，３５４万５，０００円の計上であります。 

   下段の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６，０２３万

４，０００円の計上であります。 

   ２４ページ下段からの県支出金は、除染事業費の大幅な減により、対前年度比

４７．９％減の６億２，７８６万９，０００円であります。 

   民生費県負担金では、障害者福祉サービス等給付費や後期高齢者医療保険基盤安定

負担金、児童手当負担金など８，６７６万６，０００円の計上であります。 

   ２６ページをお開き願います。 

   上段の総務費補助金は、災害対策費補助金の除染対策事業などで２億３，１３９万

７，０００円の計上であります。 
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   民生費県補助金は、障害者や子どもの医療費助成等のほか、ふくしま保育サポート

事業など５，３９２万４，０００円の計上であります。 

   衛生費県補助金では、２９ページ上段の再生可能エネルギー導入等に係る補助金等

で４，８１６万９，０００円、労働費補助金は緊急雇用創出事業費で１，６１６万

６，０００円、農林水産業費県補助金では、営農再開支援事業や中山間地域等直接支

払事業、多面的機能支払交付金事業、ふくしま森林再生事業など、１億５，８５５万

１，０００円の計上であります。 

   ３１ページ中段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議会議

員一般選挙執行経費など２，２５０万円の計上であります。 

   ３３ページをお開き願います。 

   中段の款１６財産収入は、対前年度比２．５％減の２，２６１万５，０００円計上、

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し付けや光ファイバー

網の貸し付けなど、２，１４２万４，０００円の計上であります。 

   ３５ページをお開き願います。 

   上段の款１７寄附金は、ふるさと納税寄附金等で２，０００万２，０００円の計上

であります。 

   款１８繰入金は、１９億１，０３４万７，０００円の計上であります。 

   中段の特別会計繰入金では、名倉山登山道の整備費に充当するための玉井財産区特

別会計繰入金５００万円、基金繰入金では財政調整基金取り崩しで２億円、庁舎建設

基金では繰替運用で１，４３４万円、地域福祉基金では取り崩しと繰替運用で

４，００１万１，０００円、復興基金では２，８４６万１，０００円、災害対策基金

では４１万１，０００円、３７ページの災害公営住宅建設のための長期避難者生活拠

点形成等基金では１６億１，５３０万７，０００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。 

   ３７ページのふるさと応援基金では、中学生を台湾に派遣する国際交流事業費等に

充当するため６７１万４，０００円の計上であります。 

   款１９繰越金は、前年度と同額の８，０００万円を、款２０諸収入は、対前年度比

３．７％減の４，２２７万２，０００円の計上であります。 

   下段の貸付金元利収入では、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２，２００万６，０００円を、それから、３９ページから４１ページにか

けての雑入では、国際交流事業参加負担金１４４万円や堆肥売捌等代金６１０万

５，０００円、４１ページ上段で、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。 

   下段の款２１村債は、対前年度比１４．９％減の４億３，４７０万円の計上であり

ます。 

   民生債は災害援護資金貸付のため１５０万円、土木債は道路整備事業や災害公営住

宅整備のため２億９，２１０万円、消防債は小型動力ポンプ付積載車の更新事業に

６１０万円と、それぞれ充当するものであります。 
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   また、臨時財政対策債はと地方の財源不足を普通交付税とあわせて補うため、その

発行が認められる一般財源的な起債であり、本年度は１億３，５００万円を計上した

ところであります。 

   ２０３ページをお開き願います。 

   地方債の現在高の見込みに関する調書であります。 

   表の右下の額４１億７，４８７万９，０００円が、２７年度末の現在高の見込額で

あります。 

   その上の数字２１億１，３３０万５，０００円は、地方交付税にかわって自治体が

起債を発行する臨時財政対策債の、２７年度末現在高の見込額であります。現在高総

額の５０．６％を占めるものであります。 

   ２０４ページは、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。

２７年度以降の債務負担行為支出予定額は１億８３２万１，０００円となるものであ

ります。 

   ２０６ページからは給与費の明細について、２１８ページからは性質別、目的別の

歳出予算分類表を掲載しております。 

   次に、議案第３１号、平成２７年度大玉村国民健康保険特別会計予算について申し

上げます。 

   歳出よりご説明申し上げます。２３８ページをお開き願います。 

   款１総務費は、対前年度比４．３％減の２，４０３万７，０００円の計上。主に事

務従事者の人件費や電算処理業務委託料等、一般管理経費の計上であります。 

   ２４０ページをお開き願います。 

   下段の款２保険給付費は、対前年度比２．７％増の５億４，７９０万５，０００円

の計上、一般被保険者療養給付費は４億３，４００万円、２４２ページの退職被保険

者等療養給付費は３，７００万円の計上、以下、各目ごとに所要の予算計上をしたも

のであります。 

   ２４４ページは、高額療養費に係る計上であります。その下段から２４６ページに

かけては、移送費、出産育児諸費、葬祭諸費の計上であります。いずれも、過去３年

間の実績等により推計し、計上したものであります。 

   ２４６ページ下段からの、款３後期高齢者支援金等は、対前年度比７．８％減の

１億８２２万１，０００円の計上であり、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。 

   ２４８ページ中段の、款４前期高齢者納付金等は１８万３，０００円の計上、これ

らも社会保険診療報酬支払基金に支出するものであります。 

   下段の款５老人保健拠出金は、存目１万１，０００円。 

   ２５０ページをお開き願います。 

   中段の款６介護納付金は、対前年度６．３％減の５，２００万円、介護保険法に基

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。 

   下段の款７共同事業拠出金は、対前年度比１３２．０％増の２億２，１２９万
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６，０００円の計上であり、高額医療による保険者の財政運営の安定を図るための拠

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。 

   ２５２ページをお開き願います。 

   上段の款８保健事業費は、対前年度比１３．５％増の１，２１９万３，０００円の

計上であります。これは、高齢者の医療費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の事業を実施するための経費や、国保被保険者

の人間ドック事業などに要する経費の計上であります。 

   下段の款９基金積立金、２５４ページ上段の款１０公債費は、いずれも存目計上で

あります。 

   款１１諸支出金は、保険税還付金等８６万５，０００円の計上、２５６ページ下段

の款１２予備費は、調整財源として１，２７９万７，０００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。２２８ページをお開き願います。 

   款１国民健康保険税は、対前年度比６．３％減の１億９，１４４万８，０００円の

計上、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ため、前年度剰余金等も

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。 

   下段の款２国庫支出金は、対前年度比３．３％増の２億３，２０７万６，０００円

の計上であります。療養給付費等負担金は１億６，９２６万３，０００円の計上であ

ります。 

   ２３０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、５，６７５万円の計上です。 

   下段の款３県支出金は、対前年度比２．７％増の５，３６６万７，０００円の計上

でありまして、このうち、国民健康保険調整交付金は４，７６０万４，０００円の計

上であります。 

   ２３２ページをお開き願います。 

   上段の款４療養給付費等交付金は、対前年度比２３．１％増の３，１５０万

７，０００円であり、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

であります。 

   款５前期高齢者交付金は、対前年度比９．０％増の１億４，６４１万１，０００円

の計上であり、この交付金により、前期高齢者に係る各保険者間の費用負担の調整が

図られるものであります。 

   款６共同事業交付金は、対前年度比１１１．０％増の２億１，８３４万

３，０００円でありまして、高額療養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８繰入金は、対前年度比０．２％減の１億５６０万円であり、２３５ページ中段

の、その他一般会計繰入金では、国保財政安定化調整事業繰入金４，０００万円を計

上したところであります。 

   款９繰越金は、存目計上であります。 
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   下段の款１０諸収入は４５万５，０００円の計上であります。 

   ２３７ページ下段の雑入では、特定健診受診者負担金の見込額３８万５，０００円

を計上したものであります。 

   ２５８ページからは、給与費明細書であります。 

   次に、議案第３２号、平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計予算について申し上

げます。 

   歳出よりご説明申し上げます。２７８ページをお開き願います。 

   款１総務費は、管理会委員、補助員の人件費や事務経費のほか、名倉山登山道の整

備に要する経費の財源として一般会計への繰出金５００万円を含め、総額は７４７万

１，０００円の計上であります。 

   款２農林水産業費は３２０万３，０００円の計上であります。引き続き、小高倉山

地内の下刈りや枝打ち等の作業のほか、田代地内の植林を行うための環境整備に要す

る経費等の計上であります。 

   ２８０ページ下段の予備費は、１９万７，０００円の計上であります。 

   続きまして、歳入について申し上げます。２７６ページをお開き願います。 

   款１県支出金は存目計上、款２財産収入は４０６万８，０００円の計上でありまし

て、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３繰入金は、一般会計に繰り出す財源として、財産区管理運営基金からの繰入金

５００万円の計上であります。 

   款４繰越金は１８０万円を、款５諸収入は存目計上であります。 

   次に、議案第３３号、平成２７年度アットホームおおたま特別会計予算について申

し上げます。 

   歳出よりご説明申し上げます。２９２ページをお開き願います。 

   款１総務費は、対前年度比１．２％減の１，４６５万円の計上であり、職員給与費

や事務管理経費等の計上であります。 

   ２９４ページ上段の款２管理運営費は、対前年度比３．３％減の８，６６４万円の

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

経費として１，６９１万１，０００円の計上であります。 

   下段の施設運営費は、主にフロント業務や配膳、清掃、厨房、宿直員等の業務委託

費のほか、食材や売店等の仕入費など６，９７２万９，０００円の計上であります。 

   ２９６ページをお開き願います。 

   款３予備費は、１３６万４，０００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。２９０ページをお開き願います。 

   款１使用料は、５，６５１万５，０００円の計上であります。これまでの入り込み

状況を勘案し、宿泊料は年間４，７００人で３，３８５万円、休憩料は１万

２，９００人で８０９万円、入浴料は３万７，０００人で１，４５７万５，０００円

をそれぞれ見込んだものであります。 
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   款２財産収入は基金利子収入２，０００円、款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４，５６３万７，０００円の計上であり、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

４，２３３万６，０００円をそれぞれ見込んだものであります。 

   ２９８ページからは、給与費の明細書であります。 

   次に、議案第３４号、平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算について

申し上げます。 

   歳出よりご説明申し上げます。３１８ページをお開き願います。 

   款１維持費は３，２３１万６，０００円であり、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。 

   ３２０ページをお開き願います。 

   款２公債費は、長期債の元金償還金等７，７２５万９，０００円の計上であります。 

   款３予備費は、１００万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。３１６ページをお開き願います。 

   款１使用料及び手数料は、対前年度比２．０％増の４，３９８万４，０００円であ

り、加入者５６８件に係る施設使用料を見込んでおります。 

   款２繰入金は、公債費償還充当財源として６，６５８万７，０００円の計上であり

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。 

   ３２２ページからは、地方債の現在高の見込みに関する調書であります。 

   ３２４ページからは、給与費の明細書であります。 

   次に、議案第３５号、平成２７年度大玉村土地取得特別会計予算について申し上げ

ます。 

   歳出よりご説明申し上げます。３４４ページをお開き願います。 

   款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と預金利子を基金に積

み立てるもので、１，０３７万７，０００円の計上であります。 

   款２土地取得費は１９１万９，０００円の計上であり、総合福祉センターさくら拡

張事業用地として前年度に購入した用地の隣接地４２５平米を追加購入し、あわせて

土地の有効活用を図るものであります。 

   款３予備費は１万円の計上。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。３４２ページをお開き願います。 

   款１財産収入は、基金利子と土地売払代金１，０３７万７，０００円の計上であり

ます。 

   款２繰入金は、総合福祉センターさくら拡張事業用地を取得するため、基金の取り

崩しを行う予算１９２万９，０００円の計上であります。 

   次に、議案第３６号、平成２７年度大玉村介護保険特別会計予算について申し上げ

ます。 
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   保険事業勘定の歳出よりご説明申し上げます。３６８ページをお開き願います。 

   款１総務費は、対前年度比５．４％増の１，７３８万９，０００円であり、職員給

与費等や介護保険運営審議会、電算システム運用、３７０ページ下段の介護認定等に

要する経費の計上であります。 

   ３７２ページをお開き願います。 

   款２保険給付費は、前年度と同額の６億４，０００万円の計上であります。 

   介護サービス等諸費では、居宅介護サービス給付費や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など、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。 

   ３７４ページ上段の介護予防サービス等諸費は、要支援認定者が利用できる各種予

防サービスを計上したものであります。 

   ３７６ページ中段の高額介護サービス等費は、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、下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

の合算制度による給付費の計上であります。 

   ３７８ページをお開き願います。 

   中段の特定入所者介護サービス等費は、低所得者の施設入所に係る食費や居住費の

給付であります。 

   ３８０ページをお開き願います。 

   款３財政安定化基金拠出金は存目計上、中段の款４地域支援事業費は対前年度比

３．０％増の２，８８６万５，０００円の計上であります。 

   介護予防事業費の２次予防事業費と１次予防事業費は、要支援・要介護状態になる

前からの介護予防を推進するための経費の計上であります。 

   ３８０ページ下段からの包括的支援事業費と３８２ページ下段の任意事業費は、地

域包括支援センターに係る職員給与費や総合相談支援事業等に要する経費の計上であ

ります。 

   ３８４ページをお開き願います。 

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

   下段の款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。 

   ３８６ページ中段の款８予備費は、調整財源として１００万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。３５６ページをお開き願います。 

   款１介護保険料は、第１号被保険者介護保険料で１億１，０４７万９，０００円の

計上、款２使用料及び手数料は存目計上、款３国庫支出金は１億６，４１６万

１，０００円の計上であり、中段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％を見込んでおります。 

   下段の財政調整交付金は、保険給付費等の７％に当たる４，４８０万１，０００円

の計上であります。 

   ３５８ページをお開き願います。 

   下段の款４支払基金交付金は、１億７，９６５万５，０００円の計上であり、第
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２号被保険者に係る保険料で、保険給付費等の２８％相当が交付されるものでありま

す。 

   ３６０ページ下段の款５県支出金は９，８９０万１，０００円の計上であり、国庫

支出金と同様に、基準額に対して一定割合で交付されるものであります。 

   ３６２ページをお開き願います。 

   款６財産収入は、基金利子収入４万５，０００円、下段の款７繰入金は１億

３，４１０万５，０００円の計上であります。 

   ３６３ページ下段の介護給付費繰入金は８，０００万円で、保険給付費等の

１２．５％相当を見込んでおります。 

   ３６４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、職員給与費や運営

事務に係る経費について繰り入れするものであります。 

   ３６６ページ上段の介護保険基金繰入金は、保険料の抑制と平準化のため、

２，０００万円を取り崩すものであります。 

   款８繰越金及び款９諸収入は、存目計上であります。 

   ３８８ページからは、給与費の明細書であります。 

   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。４０８ペー

ジをお開き願います。 

   款１サービス事業費は、要支援１及び要支援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、歳入について。４０６ページをお開き願います。 

   款１サービス収入は１２０万円であり、居宅介護予防支援計画作成に係る介護報酬

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。 

   次に、議案第３７号、平成２７年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算について申

し上げます。 

   歳出よりご説明申し上げます。４２２ページをお開き願います。 

   款１総務費は、一般管理や徴収事務に要する経費１４９万８，０００円の計上であ

ります。 

   款２後期高齢者医療広域連合納付金は、前年度と同額の５，８００万１，０００円

の計上であり、保険料及び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。 

   ４２４ページをお開き願います。 

   上段の款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

２９７万３，０００円の計上であります。 

   款４諸支出金は、保険料還付金等で１０万２，０００円、４２６ページの款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。４１８ページをお開き願います。 

   款１後期高齢者医療保険料は、前年度と同額の３，７００万１，０００円の計上で

あります。 
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   款２使用料及び手数料、款３寄附金は、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り入

れで、２，３２８万２，０００円の計上であります。 

   款５繰越金は、存目でございます。 

   ４２０ページにかけての款６諸収入は、２２９万１，０００円の計上であり、主に

健診事業に係る受託収入や保険料還付金等を見込んでおります。 

   続きまして、議案第３８号、平成２７年度大玉村水道事業会計予算について申し上

げます。 

   ４３１ページをお開き願います。平成２７年度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を１億４，０６４万

５，０００円、対前年度比０．２％増であります。 

   ４３２ページは、資本的収入及び支出の実施計画であります。 

   収入は、国庫支出金１，６２４万６，０００円、企業債３，２４０万円のほか、他

会計繰入金及び工事負担金は存目計上であります。 

   支出は、建設費で１億１，４２０万７，０００円、企業債償還で５，９４７万

９，０００円であります。 

   ４３３ページは、水道事業会計の予定キャッシュ・フロー計算書であります。 

   １の業務活動によるキャッシュ・フローは、通常の業務活動の実施に必要な資金の

状態をあらわすものであり、サービスの提供等による収入や企業債利息の償還による

支出など、投資活動と財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローを記載しており

ます。 

   ２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あらわすものであり、固定資産の取得や売却、補助

金や繰入金の収入等によるキャッシュ・フローを記載しております。 

   ３の財務活動によるキャッシュ・フローは、借入・返済による収入・支出など、資

金の調達及び返済によるキャッシュ・フローを記載しております。なお、計算書の下

段には、現金・預金の残高等を明示しております。 

   ４３４ページからは、職員の給与費明細書であります。 

   ４３９ページをお開き願います。 

   会計が保有する資産、負債の内容を示した平成２７年度の予定貸借対照表でありま

す。年度末の資産合計は、１４億９，６４８万５，９７５円となるものであります。 

   ４４２ページをお開き願います。２６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３２７万

４，０００円を見込んでおります。 

   ４４３ページは、２６年度の予定貸借対照表であります。年度末の総額は１５億

５，６２５万４，４８２円であります。 

   ４４６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。 
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   以上のとおり、各会計の予算について、提案の理由を申し上げました。 

○議長（佐藤 悟） 以上で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、常任委員会に付託を行います。 

   １２月定例会以降、本日までに受理した請願・陳情は、お手元にお配りいたしまし

た写しのとおり、陳情第１号、陳情第２号及び陳情第３号の合計３件であります。 

   お諮りいたします。 

   議長から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。 

   議長から所管の常任委員会に付託をいたします。 

   配付しております付託表のとおり、陳情第１号、陳情第２号及び陳情第３号ともに

産業厚生常任委員会に付託いたします。 

   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１６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２８分） 

 


