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平成２７年第２回大玉村議会定例会会議録 

 

第７日  平成２７年３月９日（月曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第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。 

    総括質疑（平成２７年度予算議案に対する質疑） 

     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 

    平成２７年度予算議案（議案第３０号から議案第３８号まで）の委員会付託 

    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。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） なお、本日傍聴に鈴木健次さんがお見えになっておりますので、ご

報告申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 本日の変更議事日程をお手元に配付しております。 

   お手元に配付いたしましたとおり、３月６日に陳情が提出され、本日午前９時より、

それに伴う議会運営委員会が開催されました。 

   お諮りいたします。 

   本日の議事日程をお手元に配付のとおり変更したいと思います。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   したがって、本日の議事日程は配付のとおり変更することに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第１、総括質疑を行います。 

   議案第３０号から議案第３８号までを一括議題といたします。 

   なお、この総括質疑は、議事整理の都合上、議案ごとに行います。 

   また、質疑につきましては、さきに議会運営委員会委員長から報告がありましたよ

うに、質問者は原則としてみずから所属する常任委員会の予算項目以外の質疑内容と

し、予算書のページを明らかにし、議題に供された内容とするようとの申し合わせに

より、ご協力くださるようお願いいたします。 

   初めに、議案第３０号「平成２７年度大玉村一般会計予算」についての質疑を行い

ます。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（佐藤誠一） 今、議長も申されたとおり、所属している項目以外ということでご

ざいますけれども、やっぱり収入があって支出なので、それらについては最大限のご

厚意で応答願いたいと思います。 

   まず、初めに村長、今回は３月議会でございますので、基本方針を示されました。

特に「住民が主役 安心安定の村づくり」を基本理念に、職員が一丸となって「住民

に日本一近い村政」、さらに「みんなで支え みんなでつくる大玉村」の理念という

この３つの柱を示されまして、なお４年たっても福島県は原発の影響で、我々も想像

以上の予算が計上されております。特に、今年度も約６０億円の一般会計予算が計上
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されております。しかしながら、その復興についてもいろいろおくれが見られるよう

でございますので、それらを中心に質問したいと思います。 

   まず初めに、８１ページの社会福祉協議会についてお伺いしたいと思います。 

   これは、２０年前くらいは村、直営でやっておりましたけれども、社会福祉協議会

が分離されて、このようなことで事務局等も含め、さくらにあるわけでございますけ

れども、一向に、補助は出すけれども、これらについての議会に対する報告がないと

いうことも私、疑問に思っておりますので、せっかくここで五千数百万円の予算を計

上してやるわけでございますので、これらの収支報告等について今はどうなっている

のか、今後どうするのか伺いたいと思います。 

   あと、下段になりますけれども、国保関係の特別会計の９，８００万、いろいろ項

目を見ればわかるのでありますけれども、特に次ページ、８３ページの国保財政安定

化調整基金ということで、区切りのいい４，０００万の支出について伺いたいと思い

ます。 

   あと、８９ページお願いします。 

   ８９ページ下段、高齢者関係で、次ページになりますけれども、１３０万の老人ク

ラブについてお伺いします。 

   老人クラブ、今、村内には１７区あるそうですけれども、３つか４つの区で老人ク

ラブが、既に廃部になったのか廃止になったかわかりませんけれども、継続できない

ような状態になっているそうでございます。しかしながら、専従の事務職員を昨年の

４月から張りつけているわけでございますので、これらについても、やっぱり老人な

くして大玉村の存続はないという理念の中で、どのような方向性でこのような予算を

つけているのか伺いたいと思います。 

   あと１１３ページは、中段にあります再生可能エネルギーについて伺いたいと思い

ます。 

   村長もいろいろ出張で、九州や四国だの見ると、すごく飛行場の近くには太陽光の

パネルがあるんだということで、私も先日瀬戸内海歩いたら、この辺では見られない

ような太陽光の発電所がそこらじゅうありまして、日本もこれからこういう時代が来

るんだなというふうに思っておりますけれども、やはり公共事業には助成金がつくか

ら売電はできないんだというふうに話も聞いておりますけれども、やっぱり東北地方、

雪も多いし、やっぱり夏場と冬場では絶対これ発電能力が違ってくるわけですね。い

ろいろ、十数年前に風力がいいのか水力がいいのかということで、そういったコンサ

ルタントもかけながらこの辺も調査した経緯もございますけれども、果たしてやっぱ

り、私もこれ太陽光だけでいいのかという疑問を持っておりますし、これらについて

の４，６４８万円、つくるのにはいいんですけれども、これからのメンテナンスとい

うことが非常に考えられますので、その辺まで含めて、費用対効果がこれ絶対的にあ

らわれるのかを含めながら、この質問をしたいと思います。よろしくお願いしたいと

思います。 

   あと、１２１ページお願いします。 
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   １２１ページのちょうど中段になりますが、農業機械共同利用の、私も一般質問で

たった１，０００万という話しましたけれども、本当にこれたった１，０００万なん

ですね。３分の１を補助となると、何台分の農業機械に適用なるんだかわかりません

けれども、この辺は本当に農業の再生を図るという意味から、やっぱりこの数倍くら

いの予算しないと、農業の、特に畜産、また基幹産業でもあります稲作等については、

今や人手でやるのでなくて、機械なくて農業経営できませんので、これらの

１，０００万の意味と、今後補正だの組んでこの数倍の予算つけるのかも含めて、こ

れは特に村長にお聞きしたいと思うのでよろしくお願いしたいと思います。 

   １２５ページお願いします。 

   ここに⑥の災害から農商工業復活に要する経費、約７００万計上されておりますけ

れども、ここに１３の委託料の開発許可申請業務料の５００万について、どういうも

のなのか伺いたいと思います。 

   １２７ページお願いしたいと思います。 

   ここで、④の県産農林水産のＰＲ、５４６万円でございますけれども、これは安

心・安全で豊かな大玉村の農産物を県外にということで、昨年度来から村長がトップ

セールスとして、東京都内を中心に、また災害提携を結んでいる茨城県の各町村とも

ＰＲを含めて行ってきているそうでございますけれども、今の風評被害というのはす

ごく出ておりまして、私もおととい学校の部活のＯＢ会であづま館に泊まったところ、

県内から、県南を中心に集まってきたわけでございますけれども、やはり農業高校だ

ったものですから、農業関係において野菜、果樹、畜産含めてすごい風評被害で、い

まだ４年たっても福島県と聞いただけでだめだとか、そういった話、聞かれておりま

すので、この風評被害の払拭というのは今、必要な課題になっておりますけれども。 

   特に私も柿ね、干し柿つくっておりまして、県北のほうは一昨年から試験的に、去

年からは出せるようになったんですけれども、県北地方の柿は私たちが米の毎袋検査

と同じで、全袋というんですか、県北のほうの梁川を中心とした柿は全部袋にして、

１個１個検査して出すそうなんですね。私が出したときは生柿と干した後で総合的に

やってやるんですけれども。逆に言えば、こういう検査制度もなくても十分安全な食

品なんだといってもらえればいいんですけれども、その点の人間の感覚というのは、

都会の人はやっぱり見てしまうんですね、福島県と言っただけで。やっぱりその辺の

ＰＲも含めながら、内堀知事も東京に行ってこうやったとトップセールスしていると

いうことでございますので、やっぱりそれにかかわっている係の人には、生産者も含

めながら、福島県のものはこうなんですよ、こうなんですよということで、積極的に

やっぱりやって、もとの４年前、以前の姿にやっぱり戻してもらうというのが必要で

ありますので、その点も含めて、今後どのようなＰＲ活動をしていくのか伺いたいと

思います。 

   １３３ページお願いします。 

   １３３ページの上のほうの１９の負担金、特に多面的機能支払交付金事業補助金の

２，１００万についてでございますけれども、この２，１００万の支出する意義につ
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いてお願いしたいと思います。 

   あと、１３５ページの林業関係８，６４０万についてでございます。特に、今年度

から正式に認められれば、有害鳥獣だのの報奨金などもあるわけでございますけれど

も、今回いろいろ含めて、有害駆除でなくて、農業被害についての有害駆除でござい

ますので、これらの意味も含めながら、あとこの８，０００万、特に１３の委託料で

福島森林再生事業委託料の７，８５８万６，０００円ですか、これらについてはどの

ような事業を進めているのか伺いたいと思います。 

   １３９ページお願いします。 

   １３９ページの観光関係でございます。 

   特に村長が就任以来、名倉山の遊歩道についてとか、グリーン・ツーリズムについ

てとかありますけれども、やっぱりこれらについては去年参加した日本一美しい村と

の関係も非常に出てくると思いますし、グリーン・ツーリズムについてはこれ短期宿

泊ということでございますけれども、今や週末を利用して、もう本当に年間に５０日、

１００日と。そういった長期型の宿泊施設についても、我々今から十五、六年前、長

野を視察したわけです。それらの視察については、やっぱり行政がきちっと１０戸な

り２０戸のコテージみたいなのをつくって、１カ月、２カ月して滞在してもらうんだ

というようなことで、我々検証した経緯がございますけれども、やっぱり短期宿泊に

ついては、これ別な言い方言えば、これすぐ近くには県民の森、あと岳温泉などがあ

りますので、そういった宿泊になってしまうし、全く農業体験だのしてもらうという

場合には長期宿泊、もしくは隔週、土日、東京から来てもらってというふうな施設は、

これは完全な形をした建物であれば理想的だなと思っておりますので、そのような方

向性ですね、持っているのか持っていないのか、あわせて伺いたいと思います。 

   最後になりますけれども、１４９ページお願いします。 

   １４９ページの土木費の住宅建設費、ここは数字が読めないほど非常に大きな数字

でございますけれども、やはり一番懸念されているのは復興住宅の工事のおくれ。特

に資材がないとか資材の高騰とかあらわれておりますし。 

   たまたまおととい泊まった私の同級生で、私の同級生は結構、農業高校だったんで

すけれども建設関係で１００億くらい動かしている人から、あと建築資材をやってい

るような人がおりまして、その１人に言われたら、復興住宅のおくれはどうなってい

る、どうするんだ、しかも復興住宅はいろいろな入札の関係で、いろいろ価格があっ

てということで、支払いは１年以上延びるんだという。だから資金力なくては復興住

宅に手をつけられないんだというふうな話も聞いておりますし、東京オリンピックも

これ既にもう５年後に開催されるわけでございますから、それらの絡みになっちゃう

と、資材の高騰、必然的にわかるわけです。工事おくれればおくれるほど工事費もア

ップするのが見込まれますので、その辺を含めて、もう今やこれは６カ月よりも１年

ほど住宅とかがおくれるのでないかという懸念もされておりますので、これだけの予

算はこれトンネル補助で、我々は事務費きりとらないわけでございますので、その点

も含めてこの復興住宅について伺いたいと思います。 
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   以上、お願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   １２１ページの農業機械の関係ですが、ご存じのように当初予算を編成するのに非

常に厳しい予算組みがありましたので、とりあえずこの事業を実施しますよというこ

とで１，０００万計上させていただいたと、これが３，０００万に、４，０００万に

なるという可能性も十分に考えた上で事業計画をしておりますので、必要な分につい

てはその都度補正なりで対応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） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   まず、８１ページ、社会福祉協議会、委託料並びに補助金を出してございます。 

   委託につきましてはさくらの指定管理、それから生きがいデイサービス、それから

児童クラブ、これが委託事業でございます。それから、補助金については社会福祉協

議会法人運営、ボランティアセンター、それから福祉バスと、このようになってござ

いまして、収支報告はということですが、これまでも９月決算議会において執行成果

については報告しているところでございますし、それから社会福祉協議会において決

算については広く住民に公表していると。当然村のほうとしても、村の監査委員自身

も社会福祉協議会の監査に出向くと、こういうことをやっております。 

   なお、執行成果においてはそれぞれの項目について実績等十分にわかるよう、工夫

した報告にしてまいりたいと思います。 

   続きまして、９１ページ、老人クラブの関係でございます。支援効果はいかほどか

ということでございます。 

   これについて、一般質問でも出されておりましたが、現在支援職員については連合

会の事務をサポートするという立場で当たっています。もちろん各役場の行政区支援

員等を通じて、老人クラブのないところに対する支援のてこ入れをするということで、

現在１つの区で立ち上げの準備が進められているところです。しかし、順風満帆では

ございませんで、１つできようかというふうな機運が出てきたところで、１つが消え

ようかというようなことにもなっており、そちらのほうについても連合会ともども、

なくならないような知恵を出し合いながら、今後とも進めていきたいと、このように

考えております。 

   続いて１１３ページ、再生可能エネルギーの件でございます。太陽光だけでいいの

かということ、それから費用対効果、メンテナンスというふうなご質問でございまし

た。 

   この再生可能エネルギーの導入につきましては、電気だけというふうには考えてお

りません。今回も木質バイオマスの利用ということで、ストーブ等々も検討していま

すが、いずれ小規模でございますのでどうなんだということになると思いますけれど

も、再生可能エネルギーの導入とあわせて、電気だけの問題じゃなくて、エネルギー



 

- 217 - 

 

全体で低炭素社会を目指すという方向で我々としては進めていきたいと。今、将来に

わたる再生可能エネルギーをどういうふうにしてやっていくのかという計画も示さな

くちゃならないんですけれども、木質系の自然素材については十分今後検討していか

なければならないというふうに考えています。 

   費用対効果のお話がございました。現在、防災施設、特に避難所となるような施設

について、小中学校、改善センター、保健センター、包括支援センター、さくら等々

でこのグリーンニューディール基金を使ってやってございます。いずれ税金ではござ

いますけれども、直接的な村の支出はございませんが、一般住宅とあわせて考えてみ

ると、発電そのものに関しては非常に、グリーンニューディールの場合には全体の使

用量の２割程度を補塡するというふうな基本的な線がございますから、ここについて

はなかなか投資を回収するのは難しいのではないかというふうに考えます。 

   それから、一般住宅に関しましては、大体年間、夏も冬もあるわけで、アベレージ

で考えると大体１日平均が４時間程度の発電になっているようでございます。住宅の

屋根の向きとか場所、日照時間、村内においてもそれぞれ違いますから一概には言え

ませんが、そういう時間帯を設定した場合には、約１０年ぐらいでは現在の投資は回

収できるのではないかというふうに計算上は成り立っております。 

   それから、メンテナンスの件ですけれども、村の太陽光発電設置に関する助成は平

成２２年度から行っておりますが、これまで特別大きなメンテナンスの話は聞いてお

りません。メーカー等についても１０年保証等々ということになってきておりますの

で、落雷とか、あるいは暴風でさまざまなごみ等が飛散してパネルを壊すというよう

なことは懸念されると思いますが、通常の場合にはほとんど管理は要しないというふ

うに考えていますけれども、何せ屋根なので修繕が生じれば一定の費用はかかってく

るのではないかとは思いますが、現在のところは聞いておりませんけれども、将来的

にはそういう破損等々についての対応というのはとられなくちゃならない。今、防災

拠点施設においては、蓄電池設備がございます。この蓄電池については、一定の期間

ごとにメンテナンスというか点検の必要は生じてまいります。 

   私のほうからは以上でございます。 

○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。 

   ８１ページから８３ページにかけてですが、国保財政安定化調整事業４，０００万

についてでございますけれども、国保の運営につきましては厳しい状況が続いている

という中でございますけれども、特に２６年度現在までの状況を見ますと、医療費が

例年ベースに比べまして１カ月分ぐらい多くかかっているような状況がございます。

今後の推移を見ないとちょっとわからない部分もあるわけですけれども、それに加え

て低所得者、それから社保離脱者、そういった方の中で運営ということで、厳しい中

での運営ではございますけれども、２７年度の予算につきましては、試算上は

４，０００万を超えております。ただ、一般の村民の皆様の理解を得るには

４，０００万が限度であろうというような判断をいたしております。そういう中で、
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収納率の向上であるとか健康事業による医療費の削減、そういった努力の中で何とか

運営をしてまいりたいというような考えのもとに、限度額と想定されるというか、判

断される４，０００万ということで計上させていただいております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、まず１２５ページの中段、６の震災からの農

商工連携の関係で、１３委託料の５００万ですが、内容につきましては、都市計画法

に基づく開発許可申請業務等、敷地の造成工事の業務委託料５００万円を計上したと

ころでございます。 

   続きまして、１２７ページの下段のほうにあります県産農林水産物のＰＲ支援事業

の方向性でございますが、２６年度についても約１０カ所程度、首都圏等におきまし

て農産物等のＰＲを行いました。新年度におきましても、いわゆる首都圏でＰＲとい

うことで、村の職員だけではなくて、直売所の出荷者や生産者等に同行していただい

て、首都圏等においてＰＲ活動を進めてまいりたいと思います。 

   続きまして、１３３ページの上段の②の農村環境保全関係で、多面的機能支払交付

金事業２，１００万１，０００円の内容でございますが、これは従来の農地・水活動

が多面的機能支払交付金ということで、事業名称が変更になりまして、そういった形

で、本村においては旧組織で、面積で申し上げますと４３７ヘクタール取り組んでい

ただいておりますので、地域の共同活動によって農地の多面的機能、いわゆる水路周

辺の除草やのり面等の除草を共同活動で行っていただくという内容でございます。 

   続きまして、１３５ページの林業関係で、委託料のふくしま森林再生事業委託料

７，８５８万６，０００円の内容でございますが、２７年度については玉井小名倉山

地内、財産区の土地でございますが、面積約３０ヘクタール程度を間伐、並びに路網、

いわゆる搬出の路網と拡散防止のための柵を設置するということで計画している内容

でございます。 

   続きまして１３９ページ、観光関係のグリーン・ツーリズムの方向性でございます

が、いわゆる滞在型農業というとクラインガルテンということで、１戸建ての土地に

農地つきのを貸して、１年とか数年貸すという方法もございますが、現在推進等、い

わゆる検討しているのについては、農家民宿とか農家民泊という形で滞在していただ

いて農業を体験していただくということで検討しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ７番さんにお答えいたします。 

   １４９ページ、上段の災害公営住宅関係、ご指摘のとおり最長で１２月入居という

ことで、当初の予定からしますと、一般質問でもお答えしたように９カ月おくれてい

る。 

   今、造成工事が全体で約５割程度進んでいます、４０数％だった報告だと思うんで

すが、３月１日現在で４割は超しているというような状況ですけれども、一番早く完
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成する予定の平屋の区画になりますが、現場の西、村道間黒・皿久保線に接している

西側の区画が６５％から７５％ぐらい進んでいるという状況でございますので、４月

には建築のほうに引き渡しとなり、建築のほうが約４カ月の工期を考えておりますの

で、９月ぐらいには入居、スムーズにいけばできるのかなと。 

   資材関係の部分でございますが、資材関係、今、全てにおいて高騰しておるわけで

すが、それらの単価の改正等もございます。あと、資材不足については今のところ造

成工事のほうからは、例えば二次製品が入ってこないでおくれるとか、そういったこ

とは今のところまだ報告は受けておりません。 

   建築に関しましては、昨年から事業を進めておりますので、今答弁しました一番最

初にできる平屋の部分については、おおむね配置等も打ち合わせが終わっております

ので、あとは敷地が造成されて、建築のほうに入って、順調にいけばというような状

況で、資材がなくて建物が進まないというような報告は今のところ受けておりません。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） それぞれの答弁、ありがとうございました。 

   再度質問したいと思います。 

   １１３ページのエネルギー関係でございます。 

   今、部長言ったとおり、メンテナンスどうのこうのということでございますけれど

も、やはりメンテナンスもこれかかってくるのは当たり前の話であって、特にこの大

玉村、中通りでも石川町と匹敵する雷の多い地帯なんですね、これ雷道というのがあ

って。やっぱり一番懸念されるのが、雷の被害があった場合、それどの程度。大体屋

根に上がっていますので、直接自分たちで母屋に行くとか、そういった心配も懸念さ

れております。実例としてはまだありませんけれども、一昨年、本宮のちょっと欠下

の上あたりに雷が落ちて、その辺は全部設置したようでございますけれども、そうい

った懸念される部分もありますので、やっぱりこれいいんだ悪いんだということはい

ろいろな見方からも出ると思いますけれども、その点も含めて、やっぱりこれについ

て全く太陽光だけでいいのか、あと簡易ストーブも含めながら、木質についてはいろ

いろ問題もあろうかと思いますけれども、とりあえずその方向が間違っていないか間

違っているのかを含めながら伺いたいと思います。 

   あと、１３９ページのグリーン・ツーリズムでございます。 

   私も思い出せないでいたら、クラインガルテンというんですか、これ多分議長も私

と同じ産建だったものですから行った記憶があったと思うんですけれども、本当に長

期滞在型で、しかしながらこれは個人でやるということは非常に難しい。早い話が、

さっき言ったようにコテージみたいなのをつくって、そこで家庭菜園、もしくはよそ

の人から土地借りながら野菜だのつくって長期滞在。多分それ成功していると思いま

すし、やっぱりそういったものを含めながら、なかなかこれグリーン・ツーリズムや

れとなると、全くこれ空き家だったら別ですけれども、自分の家で同じ寝起きしてと

なっちゃうといろいろ問題もあるわけでございますので、だから私はこのグリーン・
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ツーリズムよりも長期滞在型のほうがいいと思います。そうすると、公費投入という

形にもなりますので、その点、職員も含めながら我々もこれ視察する機会もあります

ので、その辺のところを視察しながら、ここは方向性、当然村長がこれ参加した美し

い村、どんどんこれ５年で更新、更新となった場合には、ぜひこういうようなことな

ければ美しい村も保てないわけでございますので、この点のもっと長期展望に立った

方向性を目指してもらいたいと思いますので、再度質問したいと思います。 

   あと災害関係の復興住宅、復興住宅に私たちは直接かかわっておりませんけれども、

請け負った人の場合の支払いが１年ぐらい過ぎないともらえないんだというふうな話

も聞かれておりますし、そういったことで資金力のある建築会社、もしくは建設会社

でなければこれに手を出せないんだということも伺っておりますので、その点も含め

ながら、やっぱり資材の高騰がこれあるわけでございますので、その点に、これ資材

上がった場合、どんどんどんどんと単価上げていくんだとしたら、あの入札は何だっ

たということになりますので、入札というのはこれリスクも伴うわけでございますか

ら、資材が上がったから入札価格よりも公費出すんだと、我々の金ではない、さっき

言ったようにトンネル補助だから、大玉村は事務費さえとればそれで済むわけでござ

いますけれども、やっぱりそういった懸念される部分、非常にありますので、その点

どうなっているのか伺いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ７番議員さんに改めてご答弁申し上げます。 

   このメンテナンスの件でございます。 

   パネル自体が直接的に落雷で損傷するということは少ないであろうというふうに言

われています。ただ、パワーコンディショナー、変換器ですよね、直流交流の変換が

必要なので、そういったものの損傷で発電能力が落ちると。ただパネルのほうについ

ても、先ほど言ったような飛散の問題とかという、木が飛んでくるとか、そういうこ

とで損傷を受ける可能性は十分あります。そういったことも含めて、最近では住宅の

保険ですかね、そういった対応も可能だというようなお話も聞いておりますので、そ

ういうことも含めて、今後予期されるトラブルに対応する件に関して、直接村の施設

にも入っておりますので、研究しながら住民の方々にもお知らせしていきたいと。 

   それから、木質バイオマスの関係、村では水道、ストーブだけですけれども、県の

ほうが県民、フォレストのほうにお湯を活用するということで、バイオマスのボイラ

ーを設置いたしました。そういった運転状況等も踏まえながら、今後森林の活用等に

ついても、放射能の実態も含めてそういった推移を見据えながら、太陽光と木質系の、

これは必ずしも発電とは限りませんけれども、エネルギーとして考えていくというこ

とは当然必要なのかなというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、１３９ページのグリーン・ツーリズムの関係

でございますが、直近では農家民宿とか民泊という形で検討を進めるところでござい

ますが、クラインガルテンについては、私も新潟県を視察した覚えがありますが、も
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う倍率がすごくてなかなか借りられない、首都圏から来て好評だという話も聞いてお

りますので、将来的にはクラインガルテンということも視野に入れながら検討してい

きたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ７番議員さんに災害公営住宅関係の支払いの関係でございます

が、建築に関しましては、議会の議決をいただいているとおり買い取り方式でござい

ますので、自己資金で建てて、検査終わった段階で村が買い取るというような形にな

っておりますので、そういった資金のやりくりは当然出てくるのかなというふうに考

えておりますが、当然入札において対応していただきましたので、その金額内で建築

してもらうと。土木関係については県で発注しておりますので、それらの支払いにつ

いては通常の規定に基づいてやっているというふうに認識しております。 

   資材関係も上がっておりますが、一番は職人の確保ということで、人手を確保して

おかないと当然工期に間に合わないというような状況でございます。前回、業者さん

等と協議をして、大体どのぐらいの時期に建築始められるかというようなことで、造

成工事のほうと打ち合わせしながら進めておりますので、人員の確保、資材の確保等

は今のところスムーズにいっているというふうに認識しております。 

   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） 何点かお伺い申し上げます。 

   先ほども質問ございました、まずは８１ページの社会福祉協議会に要する経費であ

りますが、社会福祉協議会、村内の福祉関係では大変重責を担っていただいているわ

けでありますが、今回５，４６６万６，０００円の予算でございます。これはどのよ

うな予算要求の中で何％ぐらい要求に応えておられるのか、あとそれと、この企画の

参画には行政としてどのように携わっておられるのか、その点お伺いします。 

   それから、続いて８３ページ、臨時福祉給付金に関する経費でありますが、これの

該当者数と、どういう方法でやる考えなのか伺います。 

   それから、似たような内容で、９７ページのひとり親家庭福祉に要する経費でござ

いますが、これの実態についてお伺い申し上げます。 

   それから、１１１ページ見てください。 

   一般質問でも聞いた内容でありますが、生活環境の中で水資源保全関係のことで、

水資源保全条例の制定、これ昨年の議会の中で早急に制定するとの答弁があったんで

すが、今年度どういう形で検討されたのか、検討状況について伺っておきます。 

   それから、１２１ページにいってください。 

   農業振興に要する基金の中でカメムシ対策交付金ございます。これは農業委員会の

中でも話題出たことなんですが、自然体系への影響、昨年はトンボが一匹も飛ばなか

ったとか、そういう状況報告もございますので、その点を日本一美しい村に向けての
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中での事業の中でどのように考えていらっしゃるか、これは担当にも、できれば村長

にもこの辺伺っておきたいと思います。 

   それから、ページ１２１から１２３にかけての産業振興センターの管理運営関係な

のでありますが、一般質問でも運営方式の明確化と申し上げましたが、特に局長がか

わるとかやめるとかいううわさも聞いております。その関係でどういうふうになって

いるのか、村長。あと、これも何度も言っていますが、生産計画とか出荷計画とか、

例えばイベント情報とか、これは今の時期に、今回の総会あたりに向けて、結局イベ

ントの情報も何も出ていないと、生産計画も出荷計画もなかなか立てられないのが会

員の考えだと思いますので、その辺も含めまして、今どのような対応をされてこの事

業を進めていかれるのか、改めて中身についてしっかり伺います。 

   それから、同じく１２３ページの野菜等放射能検査事業、これは直売所のほうが

２４１万８，０００円と、あと支援センターの中での１５８万と、この検査について

伺ったのでありますが、これの原資はどのようになっているのか。全て全額放射能関

係で出ているのか、なかなか予算の中で見つからなかったものですから、それ確認し

ておきます。 

   それから、１２９ページに飛んでください。 

   堆肥センター、これも今年度あたりの中身だと三、四百万の赤字だというふうに伺

っていましたが、今回稲作についてのいろんな形、便宜供与とか安く堆肥提供すると

いうことございました。これ畑作については別なものと捉えているのか、あくまでも

稲作だけがそういう形でやられるのか。直売所の会員あたりから、何で田んぼだけで

同じ堆肥が、値段が倍も払わなきゃならないか、その辺の理解がちょっと悩んでいる

ような話も聞きますので、その辺の対応について伺っておきます。 

   それから、１３５ページの中で、ふくしま森林再生事業、これいろいろ中身につい

ては伺いましたが、この事業の継続年数について、なかなか明確な答えが議案調査の

中でも得られなかったものですから、これがどのように継続されていかれる事業か、

もうことし来年で終わってしまうのか、その辺について改めて伺います。 

   それから、１３９ページ、名倉山の登山道、これ設計費と工事請負費と計上されて

おります。設計１００万というのは、これ地域の地元の方とかなんかなら、ある程度

地形とかそういうものをしっかり理解していらっしゃると思うんですが、これ補助事

業でもないのにわざわざ設計費上げて、そこまでする必要があるのかどうか、それを、

ならばその１００万はもっと有効な利用で、地域の登山道の充実にかけていただきた

いというのが、そういう考えであります。 

   それから、１４１ページ、ふるさと納税についてでありますが、これ昨今のニュー

スの中で、総務省の通達から、５０％以上の還元はいかがなものかというような話、

伺っております。その観点から内容を変更した自治体が大分あると聞いております。

これはうちの村もある程度の切りかえはあると伺っていますが、その切りかえはいつ

から始めるのか、今のパンフレットのままいつまでやるのか、その辺の内容について

伺っておきます。 
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   それから、トータル支援サービス、この中のトータル支援サービスの内容について

も改めて伺っておきます。 

   それから、１４３ページの道路ストック総点検、この委託料８００万でありますが、

これは監査の中でも指摘があった事業でありますが、これの委託先と内容について伺

います。 

   それから、最後に１９９ページの三ツ森ため池、これ昨年で復旧完了と伺ったので

ありますが、今年度また負担金３０万のっかっております。この災害復旧事業の内容

はどういうことなのか、その点伺います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   社協予算に関して、８１ページ、どれだけ応えているのかというようなお話がござ

いました。 

   委託事業について申し上げますと、委託事業は先ほど申し上げましたが、さくらの

指定管理、それから生きがいデイ、それから児童クラブの３つが委託事業です。村の

ほうが事業主体で、社協が運営を行うというものでございまして、これらについては

さくらの指定管理は施設そのものですから、予算上は電気料とかそういったものも含

めて積算していくと。生きがいデイサービスについては定員等ございます、人数によ

って上限等がございます。それらを参酌しながら、まず委託先から費用計算書等々を

出していただきまして、通常の役場の予算と同じような積み立て方式で予算編成をし、

じゃあ、はい、社協から出てきたのは１００％というわけにはいきませんので、厳し

い財政を考慮しながら切り詰めるところは切り詰めていただいてやっていただいてい

ると。 

   昨年度と若干下回る数字でありますが、指定管理業務については３，９６２万

８，０００円と、特に児童クラブなんかにつきましては非常にニーズが多いというこ

とになっています。人件費等々、新たに必要な部分も出てきますけれども、これらに

ついても十分に精査の上やっていくと。ただ、突発的なものについては、施設管理等

で発生した場合については、協議しながら補正対応していくというふうに考えており

ます。 

   それから、法人運営、ボランティアセンター、福祉バスについても、これは補助金

でありますが、全体事業計画を出していただいて、いずれも１００％措置するという

考え方に立っております。ただ、物件費等々につきましては、重複するようなものに

ついては調整していただきながら、社協内での努力もお願いしていると、法人運営に

つきましては特に会費収入等もあるわけでございますので、寄付金等々の自主財源の

確保についてもお願いしながら、査定した上で提案しているものでございます。 

   続きまして、８３ページの臨時福祉給付金の質問でございます。これにつきまして

は、昨年度消費税の導入の関係で、年金受給者等々の負担を緩和するということで、

国において措置されました。本年度予算においても、単価は昨年度１万円から

６，０００円に引き下がりましたが、年金受給者に対する消費税の影響緩和というこ
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とで残りましたので、昨年同様の手法で申請をいただくというふうにしています。課

税されている方については対象外となっておりまして、当面１，７００名程度を予算

上では該当するのではないかというふうに考えています。６月の住民税の確定以後に

申請を受け付けて対応していきたいというふうに考えておりまして、年内、１２月ま

でには全て申請者に対する支給を終えたいというふうに考えております。 

   それから、９７ページ、民生費のひとり親家庭の福祉に関する予算で、その実態は

というお話でございました。これにつきましては、ひとり親家庭に属する子どもと親

に対する一部負担金の助成であります。現在、今年度の予算措置の対象世帯数につき

ましては、母子が６５世帯、父子世帯が１１世帯、その他２世帯、このその他２世帯

というのは母子でも父子でもない、両親がいないというふうにご理解いただければと

思います。 

   最後の私の答弁ですけれども、１１１ページ、水資源条例に関してでございます。

一般質問でもございました。 

   確かに昨年の議会でも、できるだけ早く制定したいというお話を申し上げました。

今回の議会には残念ながら間に合わなかったんですけれども、２月に全国水資源保全

推進全国協議会の合同の研修会がございまして、そちらでも、各地域でどういう条例

にすべきかとか課題等々を、担当のほうが出席しまして勉強会に参加してきました。

規制というものなのか、まず国のほうにお願いしていることがございまして、それは

一体水資源の賦存量といいますか、どれだけあるのかと、どこにどれだけあるのかと。

それをやらないうちにつくっていいのかとか、いろいろあります。例えば森林の、こ

れは国際的な問題になっておりますけれども、いわゆる外国人の森林買収等々に対し

て規制まではできるのかどうかということとかございます。ただ、本村においては大

部分が安達太良山系国有林野ということもあるので、そういった点で水資源、水の循

環を確保していく、こういう点で、条例については急ぎというよりもできるだけ早く

つくって皆さんにお示ししたいと、このように思っております。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   まず、初めに１２１ページの中段ほどにありますカメムシ対策交付金でございます

が、カメムシの防除剤、あくまでも殺虫剤ということで、生態系への影響等も考慮さ

れるところでございますが、何分いわゆる一等米比率の低下という部分でカメムシが

大きく影響したということもございますので、なお防除については、それは生態系の

影響等についても考慮するよう、周知を図りながら推進してまいりたいと思います。 

   同じく、１２１ページから１２３ページの産業振興センターの販売員の関係でござ

いますが、これにつきましては販売員の募集等を行いまして、過日面接等を実施した

ところでございますが、２７年度については若干販売員の体制が変わるということで、

主任的な販売をお願いして、その中で販売をお願いしていくということで、体制が

２６年度とは若干変更になるものであります。 

   続きまして、生産計画、出荷計画の関係でございますが、イベント等の周知も含め
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て、いわゆるイベントに合わせた集荷という部分もございますので、直売会のほう、

総会等もありますので、その中でイベントの情報を伝えながら、生産計画等について

も周知してまいりたいと思います。 

   続きまして、１２３ページの野菜の放射能のいわゆる財源関係でございますが、財

源につきましては、１１８ページの農業振興費の左側にありますが、財源内訳の中で

消費者行政活性化交付金２４１万８，０００円、これが１２３ページの⑤の２４１万

８，０００円、いわゆる消費生活の１０分の１０の事業で実施するという内容でござ

います。 

   次に、１３５ページでございますが、失礼しました、１２９ページの堆肥センター

でございますが、稲作の関係で２，０００円ということで周知して利用していただい

て、畑作の関係はということで、これらについてはあくまでも２６年産米の米価下落

対策ということで実施しておりますので、そういった中で周知して、下落対策として

料金を引き下げて実施しているという内容でございます。 

   続きまして、１３５ページでございますが、ふくしま森林再生事業、何年間かとい

うことで、これらについては過去にも県説明会等があったときに質問し、また直近で

も県のほうに照会をしておりますが、この事業はあくまでも放射能に汚染された福島

の森林を間伐等々で再生していこうという事業でございますので、県の対応について

は当面実施するという回答でございます。 

   続きまして、１３９ページの登山道の設計費１００万円でございますが、これはあ

くまでもつかみで、この登山道のルートの中には民地を借り入れる部分もございます

ので、そういった部分で設計をしてという内容で、設計費１００万円についてはあく

までもつかみの内容でございます。 

   続きまして、１４１ページのふるさと納税のトータル支援サービスの内容でござい

ますが、いわゆるふるさと納税をインターネットで処理した場合のデータ処理料と、

あと出荷のコントロールサービス料、あと料金の代行システム手数料等々で８７万

９，０００円の額でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） 大変失礼しました。若干答弁漏れがありまして、ふるさと納税

の切りかえの関係でございますが、これにつきましては、２７年度から下限を１万と

いうことで、これについては２７年度から実施ということで周知を図りたいと思いま

すが、いわゆるふるさと納税については過度の返礼品競争になっているという部分も

報道されているところでございますが、２７年度については本村は下限を１万円とい

う形で実施するように、現在進めておるところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   １４３ページ、道路ストック総点検事業の委託でございますが、平成２６年度は路
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面性状調査ということで、特殊な車両を使って計測したということで、業者もある程

度限られている部分もありますが、２７年度につきましては道路附属物、道路標識等、

それからのり面の調査をする計画でございますので、そういった専門的な知識を持っ

た業者に発注したいというふうに考えております。 

   続きまして１９９ページ、県営災害復旧事業のため池負担金でございますが、平成

２６年度の１２月に補正していただいて、負担金補正していただいた段階では、

２６年度に完成というような、私もそういった認識で県のほうから報告を受けていた

んですが、工事の中で大分盛り土の量が必要になった、実際現場で採取した土を流用

して使うというような当初の計画であったようなんですが、大分土質が余りよくない

ということで、別な場所から盛り土を運搬してきました。その運搬したところの、盛

り土を採掘した場所ののり面の吹きつけ作業であったりとか、そういったものが新た

にふえたということで、事業がまだ終わらないというようなことで県のほうから連絡

がございました。現在の進捗率が約８２％ぐらいということで、今、あと最後に残っ

ているのは、築堤の一番上の部分の盛り土がまだ完成されておりません。現場のほう

に行くと見られるかと思うんですが、一番最上部の盛り土、上流部分の押さえ盛り土

がまだ完成していないのと、それから先ほど申しました良質土の土取り場ののり面の

植栽等がまだ終わっていないということで、県のほうの予算も新年度予算で

４，４００万を計上したということでございますので、それの０．６％で丸めで

３０万を今回計上したものでございます。 

   以上です。 

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

す。 

（午前１１時０２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 引き続き、３０号についての質疑を行います。 

   質疑を許します。２番、挙手してください。 

○２番（押山義則） ありがとうございます。 

   何点か、８３ページの臨時福祉給付金、これ申請主義と伺ったんだけれども、これ

申請している方というか、しない方でも結構ですけれども、それどういうふうな形で

結果出ていますか、一応伺っておきます。 

   それから、２点目のカメムシについて、しつこいようですが１２１ページの、これ

日本一美しい村の関係と自然環境への影響、これは村長に伺いたいのであります、ど

ういう考えか、これでいいのかどうかということであります。 

   それから続いて、１２５ページの直売所についてでありますが、これは中身で販売

員がかわるような内容がございました。これまで昨年、一昨年と所長を任命して、そ
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して置いた形でありますが、今回そういう意味で公募の形で責任者の募集までしたよ

うでありますが、その辺の内容も含めまして、それが今のところ見つかっていないよ

うなことを伺っています。そのこと、これ村長はどういうふうに進めていく考えか、

これ大事なことでありますので伺っておきます。 

   それからもう１点、堆肥センター、これ稲作への対応ということで答弁ございまし

たが、これ同じく農業やるんだったらば、田んぼも畑も同じように捉えるべきと思い

ますが、村長、これそういう形で多分、どうして稲作だけにこだわってしまったのか

ということを村長に伺います。 

   それから、最後にふるさと納税について、これは切りかえされると伺いました。た

だ、今現在ホームページあたりにはそういう案内ございません。私、見足りないのか

もしれないけれども、ホームページあたりの切りかえは、普通そういうものの事業内

容変更する場合は、１カ月前とも言わないけれども、２週間とか３週間前には切りか

えをしなきゃならないのではないかなと思うところでありますが、それがどのように

進んでいるか、それを伺います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   １２１ページ、カメムシ対策ということで、これ大変痛しかゆしで、カメムシを駆

除すると多分自然体系については影響あっただろうというふうに認識はしております

が、かといって放置すれば大玉の基幹産業の米が二等、三等になってしまうというこ

とで、どちらかを優先しなきゃいけないと。 

   できればその間をとってどっちにも、カメムシを退治できて自然環境が守れるよう

な薬剤とか方法があればいいんですが、現時点ではないということ。それから、この

カメムシにも忌避効果、殺虫効果ありますが、忌避効果で１週間程度で効能がなくな

るということもありますので、とりあえず昨年はカメムシも少なかったし、もともと

ね、トンボも少ないという、暑さとかそういう自然環境の影響もあったのかなという

ふうに感じた部分もありましたので、今年拡大してカメムシ防除予算をとりましたの

で、状況を見て、何か別な方法はないのかどうか検討させていただきたい。今のとこ

ろ、ちょっとやはり経済のほうを優先せざるを得ないのかなという感じでございます。 

   それから、１２３ページの直売所ですが、これについては店長候補はおりませんで

した。無理して探さないで、新たな直売所を建設するということもありますので、今

年度、平成２７年度については新しくできる直売所の準備期間という位置づけもあり

ますので、役場のほうの商工観光係直営でやっていきたいというふうに考えておりま

す。ですから、所長も店長も置かないで、販売員の中に主任という形で責任者を置い

て実施をしていきたいと、現時点ではそのように考えております。 

   あと、１２９ページ、堆肥センターにつきましては、これはあくまでも米価下落緊

急対策です。ですから１年で終わりです。米価の上乗せも、この堆肥センターについ

ても１年、単年度ということで考えておりますので、余りにも極端に落ちた米価につ

いての対策と。 
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   これ全て２，０００円にしてしまった場合に、やはり余りにも堆肥センターの経営

が厳しくなるということと、全部の畜産農家が出しているわけでもありませんので、

自分のところで処理している畜産農家もありますので、そういう費用負担の公平性を

考えれば、やはり堆肥センターの経営というのもある程度安定化させなきゃいけない

というふうに考えておりますので、単年度というふうに考えておりますのでご理解を

いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ２番議員さんに、８３ページ、臨時福祉給付金申請の関係

についてお答え申し上げます。 

   この臨時福祉給付金につきましては、年金受給者で低所得者ということでございま

す。昨年度は、全員に一度は申請書類を送りました。ただ、明らかに住民税課税世帯

等々については該当になってこないということもありまして、申請書は送ったが、対

象者の把握というのは課税状況を見てということになるわけなんですけれども、一般

的に公表できないですよね。したがいまして、この申請率というのは正確には出せな

いんですけれども、おおむね９０％、後ほど今回、昨年１２月には行政報告で多分触

れたのではないかと思いますけれども、改めてその後の数字も若干変わっている可能

性あるので、後ほど正確な数字申し上げますが、該当していて未申請という方もいら

っしゃいます。これらにつきましては、再度というか再三通知を差し上げ、電話で連

絡等々していますが、それでも来なかったという方がいらっしゃいますから１００に

はなっておりませんが、かなり高水準だったと思いますが、午後にでも数字は示した

いと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ２番議員さんに、ふるさと納税の新年度からの切りかえの周知

でございますが、これらについては、既に２７年から下限を１万円ということで内部

決裁進んでおりまして、予算の議決も受けた中で、いわゆるインターネットの公金シ

ステムの中では下限以下のものについては受け付けできないという措置もできますが、

紙ベースで受け付けしているものもございますので、いわゆるホームページ等々も含

めて、新年度の内容の変更については周知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） ほかにございませんか。３番。 

○３番（武田悦子） まず歳入の部分で、１２ページに個人村民税、固定資産税とも減額

というふうに今年度計上されております。さらには、地方交付税の部分も１０．３％

の減額というふうになっておりますが、税金が少なくなった分、交付税で措置される

のではないかというふうに考えているわけですが、その辺の整合性はどういうふうに

なるのかという部分についてお聞きいたします。 

   次に、１５３ページ、消防施設費の中で、消防施設の整備に要する経費の中に

２６年、２７年と屯所の整備費という予算計上されていないようですが、屯所の計画
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的な整備というのはどのように進められるのか伺います。 

   次に、１６１ページの⑨に特別支援教育支援員配置という予算計上されております。

８００万計上されておりまして、特別支援を必要とする子どもたちにとっては大変あ

りがたい支援員の制度になっておりますが、特別支援学校、養護学校の建設につきま

して、安達管内ではどのように取り組まれておられるのか。現在郡山、さらには福島、

かなり遠いところに通学している子どもさんたちいらっしゃいます。安達管内にあれ

ばという声が随分以前からも聞かれておりますが、これらに対して教育委員会として

はどのような対応をしてこられたのか伺います。 

   １８９ページ、文化財保護ということでさまざま計上されておりますが、昨日、村

民の方から三ツ森池にある貝塚のお話を伺いました。私、勉強不足でそのようなもの

があるということを把握していなかったんですが、それがかなりもう、何というんで

すか、壊れるというか、そういう状況にあるというお話も伺いました。きちんと残し

ていくべきではないかというふうなお話でしたので、そのあたりの状況について伺い

ます。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   １７ページになります。交付税の関係でございますけれども、交付税につきまして

は２７年度、対前年比で１億７，４００万程度減額ということでございます。内容に

つきましては、１７ページの中段ほどをごらんいただきますと、３項目に分かれてお

ります。普通交付税交付金、それと特別交付税交付金、３つ目が震災復興特別交付税

交付金ということでございますけれども、これにつきましては、大方２６年度の予算

のほうで、改善センターの屋内運動場の建設、これに係ります補助裏であります２億

１，６００万ほどを震災特別交付税で計上させていただきました。これが２７年度に

は当然ございませんので、この部分の減額が一番大きいということになってまいりま

す。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ３番議員さんにお答えします。 

   今、企財課長申し上げたとおりであります。 

   あと個人村民税、法人税、そういったかかわりとの整合性でありますけれども、実

質今、企財課長話したように、通常の場合、おっしゃるのは税が減れば当然地方交付

税がふえるんじゃないかと、そういう話だと思いますが、実質普通交付税、これにつ

いてはふえてございますので、そのようなことでご理解いただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） １５３ページ、屯所の整備関係がここ２年ほど計上され

ていないというようなご質問でございますけれども、屯所の整備、あるいは消防車両

の整備については計画的な整備ということで進めておるわけでございますけれども、

２７年度につきましては２分団２方部に消防車両１台交付を予定しております。ただ、
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財政的な問題もございますので、必ずしもこれが計画どおりには進んでいないという

現状がございます。ただ、できるだけ車両を整備する場合、または屯所を整備する場

合、交互に整備を図ってまいりたいというような考え方でございます。 

   また、屯所の整備に当たりましては、一応建築年数が古いもの、あるいは現在の状

況、これは消防団幹部等々と確認をいたしながら整備を進めているところでございま

す。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   安達地区内に特別支援学校というような話のご質問でありましたけれども、実態等

を調査いたしまして、うちのほうの定例教育委員会に諮りまして、その方向で要望し

ようというようなことでまず進んでおります。 

   なお、県立学校でありまして、非常にいろんな面で厳しい状況があるというような

ことなので、安達地区、２市１村の教育長協議会という会をつくっておりますが、そ

の代表が、首長さんの会のところにその実情についてこれから状況をお話しして、実

施に向けて首長さんたちにもお願いしようというようなことで今、進めている状況に

あります。 

   それから、三ツ森池の話でございます。私、本当にお恥ずかしいんですけれども、

そういった実態をまだ把握していませんでした。ただ、文化財の保護につきましては

非常に大事なことだと思っております。文化財調査委員という方をお願いしておりま

す。それから、また文化財保護審議委員という方々もお願いしております。そういっ

た会に諮っていきまして、その保護等についてこれから進めてまいりたいと、そんな

ふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） １１番。 

○１１番（遠藤義夫） 何点かお伺いいたします。 

   ６１ページのふるさと納税の件なんですが、先ほど２番さんが指摘されましたよう

に、今、国会で高額な返礼品ということで問題になっているわけなんですが、今、部

長が言ったように下限を決めたという部分。そしてまたこの前の聞く会で、いろんな

問題が出ました。返すものでもある程度、この前、米送ったそうなんですが、入れ物

がプラントから買った箱だったというから、ちょっと入れ物にもこだわって、いいあ

れなんだから、せっかく返すものだからそれＰＲ効果も兼ねなきゃいけない、その辺

もきちっとやってもらいたい部分がある。 

   あともう１点は、６３番の合併６０周年記念ですか、これいい機会なんですね。村

民も巻き込んでこれ大々的にお願いしたいということで、村民からいろんな意味でア

イデアをもらって村の活力につなげたいということで、絶好の機会じゃないかと思い

ますので、その辺、何だか最近のいろんなイベントなんてやっていると、なかなか村

民が集まりにくい部分があるので、その辺をきちっとお願いしたい。 

   あと６５ページの仮設造成工事なんですが、これは中間貯蔵の搬入に向けたあれな
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のかどうかですが、今、中間にどっかに１カ所に集めるというようなあれを、区長を

通して場所探しをやっているわけなんですが、善意的に貸したいという人はいっぱい

いるんですが、それを取り巻く環境をきちっと村のほうで説明してやらないと、村民

同士がいろんな問題、金も絡みますので、その辺を村がきっちり、住民トラブルを起

こさないような丁寧な説明をお願いしたいということをお願いしておきます。 

   それと、６７ページのマチュピチュの都市との姉妹都市構想なんですが、地球の裏

側ということでこれは大変な、近くの姉妹都市と違ってこれも相当な経費もかかると

思いますので、その辺を村長はどのような考えを持ってこの姉妹都市、確かに宣伝効

果、これはあります、すばらしい部分はあると思いますが、経費も莫大な経費もかか

るんじゃないかと思いますので、その辺は村長どんな考え持っているか、ひとつお願

いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） １１番議員さんに、６７ページのマチュピチュ交流事業についてお

答え申し上げます。 

   確かに地球の裏側まで行きますので、１人当たりの旅費というのが非常に高額にな

るということで、五、六名の公式な訪問団と、それからあと村民に参加を呼びかけて

使節団、訪問団という形で行きたいなというふうに考えております。国の附属機関に

も、一般財団法人ですが、そちらのほうにも補助金申請をしまして、今回一部補助が

出るということで、前にも述べましたが、マチュピチュの方たちが来たときの滞在費

も補助対象になっておりますので、来やすくなったんじゃないかと。ただ一般質問で

申し上げましたように、１２月の選挙で議員の半分が変わったということで、その議

員の人たちとのコンセンサスを今、とっているところで、ちょっと時間がかかるとい

うような話もありますので、逆に言えばこちらから先、手紙では先来てくれないかと

いうふうに去年から言われているんですが、まずそっちが来てくださいということで、

お互いにやっていると時間もかかりますので、補助金もついたことですので、一部補

助ですが、こちらから出向くということも、電話でマチュピチュの村長と直接お話を

して、その辺は早急に決めたいというふうに考えております。 

   費用対効果、これは全国的な話題になりますし、大玉村を全国にアピール、ＰＲし

ていくのには非常に有効であろうと。美しい村連合の加盟というのも一つ、マチュピ

チュを迎える、姉妹都市を結ぶにふさわしい村としての一つの形でもあろうというふ

うにも考えていますので、これを契機に、村民の皆さんにも外に目を向けたり、それ

から村づくりをどうするかということを考えていただく契機になればというふうに考

えています。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） １１番議員さんにお答えします。 

   ６３ページの合併６０周年記念式典でございますが、１１番議員さんおっしゃいま

すように大々的に、盛大にというお話でございます。ご承知のように６０周年、そし
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て村自立宣言をしてから１０年と、そういう節目の年でございます。なおかつ、今、

村長のほうからもありましたが、昨年の日本で最も美しい村宣言、そういったものも

含めてアトラクション、どういったものがいいか、ある程度考えている素案はありま

すが、これから皆さんのアイデアをいただきながら、村民挙げて参加できるような形

でできればいいのかなというふうに考えてございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １１番議員さんに、６１ページ、ここの部分でふるさと応援基

金の予算計上でございますが、ふるさと納税の返礼品の関係の質問でございますので、

ふるさと納税の返礼品につきましては、いわゆる導入時に返礼品のオリジナルの段ボ

ールをつくろうということで検討した経緯もございますが、返礼品の大きさによって

数種類の段ボールをつくらなくちゃならない、それらのストックしておく場所もなか

なか見当たらない、またいわゆるコストの関係もあったものですから、市販の段ボー

ルを使って返礼したという内容でございます。 

   なお、次年度以降については、いわゆるオリジナルの段ボールを数種類使ってとい

うのもなかなか難しいので、市販の段ボールにシールを作成して、大玉の応援の部分

についていろいろなメッセージが入ったシールを使って、それを貼付してという形で

現在検討を進めているところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） １１番さんにお答えいたします。 

   ６５ページの仮置き場の設計管理業務と工事に関してでございます。 

   今回の仮置き場につきましては、我々としては双方を兼ねたいと、積み込み場もヤ

ードも兼ねたいと。道路除染残っています。今、又兵衛の仮置き場についてもほぼ満

杯になってきているということもございますので、今後の道路除染の関係、それから

中間貯蔵施設への搬入の関係、こういったものを同時にやっぱり考えていく必要があ

るんじゃないかというふうに思っています。 

   それから、丁寧な説明をということでございます。 

   １２区で説明会を行いました。この際にも、さまざまな整理しなければならないと

いうか、それぞれ地域住民の方々が思っている問題点、不安、疑問点、そういったこ

とも出されてきました。そういうものを整理していく必要があるということです。 

   具体的に申し上げますと、土地はいいと、まず何でここだというのがまず出てきま

す。なおかつ、それが全村で１カ所なんていうことになると、そういう問題が必ず、

これ仮設、仮置き場の４年前にもそういうことがございましてなかなか大変で、本当

は１カ所に集約したいわけですけれども、それが難しければ、各地区ごとにやっぱり

考えていく必要があるのかなと。その際、やっぱり水利の問題というのがたくさんご

ざいまして、破れないとは限らないと、それはどういう状況が起きるかわかりません

ので、そういった際にも安全対策を、その積み込み場なり仮置き場にもやっぱりつく
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っていく必要があるだろうと。破けて流出の危険はないのかと、そういった点につい

ても、土地改良等々の見解というか考え方も聞きながら、用排どういうふうになって

いるのか、そういうことも調べ上げて、その上で説明をしていくとか、そういうこと

の対応が必要だなということで今、感じていまして。 

   今後、今、区長さん等々のお骨折りもあって、あちこちで候補地は出てきています。

出てきた候補地について、周辺の地権者等々も調べ上げて、説明会を今後開催してい

きたいと。いずれ、場所ここだというふうに決まったとしても、今度は周辺の同意が

なかなかいかないと、ここまでかけてくれという人もあれば、逆に何でここなんだと

いう議論もあると。いずれにしても積み込み場については、条件としては大きな道路

に面しているという等々考えなくちゃならないので限られてくると思いますが、今ま

で以上に丁寧に説明していきたいと思っています。 

○議長（佐藤 悟） １０番。すみません、マイク。 

○１０番（須藤軍蔵） ３点ほどお伺いしますが、まず先ほど出た６２ページの諸費の合

併云々で、…… 

○議長（佐藤 悟） すみません、マイク。 

○１０番（須藤軍蔵） 入れました。 

   諸費について、大々的にという概略のお話が総務部長からありましたが、おおよそ

１２０万の予算のうちの半分は印刷製本費ですね、すると６０万ですね、６０万で村

民を巻き込んで大々的にやるということについては。概略、何かあるといったから、

もう少し具体化。今まで、大体は何かやるというと先生を呼ばってきてだだっとやっ

て、あと何かちょちょっとやって終わりというのがパターンですね。そういうもので

この６０年、それから１０年というものがそれでどうかなというので、もう一つ説明

をいただきます。 

   それから、６６ページの災害対策費の中での委託料、農地の除染、あわせてその下

の牧草関係の除染の委託、これは平成２６年もたしかやったと思うんですけれども、

今までの残なのか、もう１回改めてやるのか、そこら辺の中身についてお尋ねをしま

す。 

   それからもう１点は、２０２ページでございます。 

   債務負担行為のこれまでの中身でありますが、総額で４１億７，０００万の、その

うちのちょうど約半分ぐらいはいわゆる臨時財政対策債ということだから、実質的に

は半分だというふうに見ていいと思うんですが、つまり、今までもこの交付税がなか

なかできないので、とりあえず我が村で借っちゃっていてけろということで、借っち

ゃお金ですね。俗に言うのは、後と坊主ということあるんだけれども、果たしてそれ

がちゃんと守られていくかどうか。 

   この額、２６年度の予算書と見比べても、そんなにふえてはいないから多分きちっ

と手当てがされているんだろうと思いますけれども、これどういう方法でその分が、

対策債で借りたお金が、どのような方法でそこに交付税として算入されているのかと

いうことについてお尋ねいたします。 
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○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） １０番議員さんに、私のほうからは６３ページの合併６０周年

記念の内容でございますが、今の素案、先ほどちょっと申し上げましたが、内容を申

し上げますと、まずアトラクションとして田植え踊り、それから十二神楽ですね、こ

れらを子どもたちに、発表してみてはどうかと、それから例えば中学生のブラスバン

ド関係、それから、もう一つは日本で最も美しい村連合関係で、子どもから高齢者の

方まで、どこまであれですが、その大きな範囲で、例えば私の考える美しい村とはと

いう、そういった意見発表的なものをその場でやったらどうかなというようなことで、

今、素案、計画でありますが考えてございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） １０番議員さんに、６６ページの委託料の中の、まず農地等の

除染ですが、これらにつきましては田んぼ、畑等のいわゆる反転耕による除染、存目

で１００万円計上したところでございます。 

   続きまして、牧草地除染委託料ですが、これらについてはいわゆる残っている部分

ですね、ほとんど二本松、大玉の前ケ岳部分のいわゆるグリーン牧場の部分で約５ヘ

クタールほど残っているということと、傾斜地とか石が多くて反転耕できない部分で、

いわゆる保全管理で、当面営農再開に向けた保全管理を行っていく部分と合わせての

計上で９９０万円の内容でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 企画財政課長。 

○企画財政課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   地方債の中の臨時財政対策債でございますけれども、まず臨時財政対策債の償還期

間は２０年以内というふうにされております。この期間内に、毎年度償還をそれぞれ

していくわけでございますけれども、元金と利子合わせた償還額につきましては、全

て普通交付税の算定の中で基準財政需要額、この中に算入されるということになりま

す。元金、利子、全て全額が交付されるというふうな内容になってまいります。

２５年度決算ベースで申し上げますと、普通交付税の中で措置されました額が１億

２，２００万程度交付をされております。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。９番。 

○９番（佐原吉太郎） ６７ページ、先ほど副議長さんが質問した件なんですが、確かに

財政上厳しい折でありますが、しかしこれは、非常に世界的に有名なマチュピチュで

すか、交流に対しては、やはり世界的にＰＲする一つのきっかけだと思うんですね。 

   大玉というのはどうしてもこれ、大玉自体も福島県のどこに位置しているかなんて

わからないところもあるんですよね。また、国全体からいけば、そういうことからい

けば、やっぱり予算の厳しい折であるが、それ以上に得るものを、やはりこれからＰ

Ｒして、そして行ったときには当然これマスコミも通じて、いろんな面でやっぱりち
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ょっと大げさにやらないとＰＲの効果は私はないんじゃないかなと。ただ単なる世界

遺産だからというだけでなく、もちろんこれ、出身者が玉井の方でありますが、そう

いう初代村長を務めたということでありますので、姉妹都市として当然、これ世界に

やっぱり大きくアピールして、そして世界の方々が大玉という、この日本の中の小さ

い村ではあるが、それをやっぱり大きくＰＲすることが、今後やはりこの大玉にとっ

て……村長ちょっと聞いているかな。まあそういうことで、あちこちでは困るから、

何はともあれ、そういうことで徹底してこれをＰＲしながら、やっぱり宣伝活動に努

めたいと。努めることによって、大きな力が出てくると思うんですよ。 

   それにひとつ、副議長に反抗しているわけじゃないんですよ、ただそういうことで

大きな夢を抱きながら、ひとつ大玉のＰＲをしていただきたいと同時に、世界のそう

いった観光客をやっぱり大玉というもののことでどんどん来ていただければ、これは

当然村民の力にもなるし、ＰＲすることによって経済的にも潤うことでありますから、

そういうことでひとつ力を入れていきたいと思います。私もそのとき行きますからよ

ろしく。そのこと、それでひとつお答え願いたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ９番議員さんにお答えをいたします。 

   今、おっしゃるとおり、ふるさと納税でテレビ等で大玉村が５割返すということを

福島県で先駆けて実施したときも、村民の皆さんから、いや、大玉村テレビに出たと

か、大玉村大したもんだとかという、ほかに行ってそう言われるというようなことも

ありましたし、日本で最も美しい村のときもそうでした。それから、子育て支援とか

そういうものが大玉村はいいんだってねということを、外に行ったときに村民の方が

村外の方から言われて、非常に誇りに思っているというようなことはたくさん聞いて

おりますので、外で大玉はだめだなとか、そういうことではないので、マチュピチュ

の場合にも当然村民の誇りになるだろうと。大玉村は大したものだなということで、

外部にアピールするだけではなくて、村民の皆さんに誇りを持っていただくと、村に

対して愛着を持っていただくということにも大きく寄与するだろうというふうに考え

ていますので、この機会を捉えて十分に効果的に実施をしてまいりたいと考えており

ます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） それでは、歳入のほうからご質問したいと思います。 

   まず、１３ページの村民税、法人税、固定資産税でございますが、先ほども質問あ

りました。そういう中で、村民税は約２，９５０万減少していると。この要因は何か

と申しますと、農業所得の減少だというふうに言われました。昨今の農業状態、わか

るわけでございますが、この算出方法、どのような方法で農業所得減少というものを

なされたか、これについて伺っておきたいと思います。 

   それから、法人村民税、この減収分１，５９２万、これらについては税法改正だと

いうことが言われました。この税法改正、何％に引き下げられたのか、その辺につい
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てお答え願います。 

   たばこ税でございますが、昨今消費が伸び悩んでいるということでこのような数字

が出たのかなと思うんですが、全体的にはそんなに変わらないんですけれども、

３８３万は減っておりますが、この１本当たりの価格ですね、５円２０銭から３級以

外は２円４０銭ということだったんですが、この辺の交付関係がアップしたのかどう

か、この辺について伺っておきたいと思います。 

   入湯税、次のページでございます。これは６，０００人減なんですね。非常に大幅

な減なんですが、これらについて７万４，０００人、昨年は８万人だったと思います

が、大幅な減ですね。この辺もう少し詳しく説明願いたいと思います。 

   それから、１５ページの一番下段の地方消費税交付金、これの社会保障財源という

のが新たに１，４７３万６，０００円が入りました。これは多分５％から８％に消費

税がアップされたということだと思いますが、この３％アップの何％が地方の社会保

障としての財源に交付されたのか、この辺について伺っておきたいと思います。 

   それから、１９ページでございますが、一番下段の公営住宅使用料の中の特定公共

賃貸住宅使用料、これ新しい名称なんですが、何が特定なのか、公共賃貸住宅。この

辺についてご説明願います。１３０万ほどアップしております。 

   それからもう一つ、その上の産業振興センター使用料、２００万ほどアップしてお

ります。今年の売り上げ見込みは１億円突破ということで試算されているのかどうか、

この辺についてお答え願います。 

   それから、２３ページ中段の児童福祉費補助金、子育て世帯臨時特例給付金給付事

業費というのがございますが、これが昨年より１，０００万マイナスなんですね。今、

非常に子育てに力を入れていると、この時代になぜ１，０００万ほど減額しなくちゃ

いかんのか。交付金が来ていないということでしょうけれども、これはどこかの項目

にその穴埋めとして記載されているのかどうか、その辺についてもお尋ねいたします。 

   それから、日本で最も美しい村連合負担金、５７ページでございます。これは

６５万計上されております。これは多分、加入するときは私は村民２４円というふう

にお聞きしておったんですが、これがアップされたのかどうか、その辺についてお尋

ねしておきたいと思います。 

   次に、米の全袋検査関係でございます。これは６７ページですね。 

   これは全袋検査で安心・安全を証明するということで行っている。これは当分は続

くんだろうと、このように思っております。しかしながら、残念ながら殊にことしは

１万６，８７４袋検査して、ほぼ９９％は２５ベクレル以下だということだったんで

すが、残念ながら２５から５０ベクレルが２０袋出たんですね。それから、５１から

７５ベクレルが１袋、７６から１００ベクレル未満が２袋となっているんですね。非

常にこの１００近いのがあったということで、これが１００、１本でも超したらば大

玉村の米としては大変なことになる、信頼関係が一気に薄れると、非常に危うい状況

でございます。 

   それで、その上の農地等除染作業ということで、たかだか１００万ほど計上されて
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おりますが、これは反転耕だということでございますが、この辺について、畑なのか

田んぼなのか。そしてこのベクレルが出た、それぞれ２０袋、１袋、２袋と、このデ

ータをもとに、どのエリアの米がこのような高濃度の表示になったのか、これを明ら

かにして、もう一度田んぼの除染というものを考えるべきかなというようにも考えら

れないわけじゃないんですが、その辺について詳しく説明願いたいと思います。 

   もう少しありますので、お待ちください。 

   教育関係でございますが、１６５ページです。 

   ここで下段の適応指導教室設置に要する経費、適応指導教室専門指導員の８０万と

いうことが出ておりますが、ご承知のとおり、川崎では痛ましい、中学１年生があの

ような無残な姿で殺されました。これは、親も非常に仕事が忙しく、朝早く出て夜遅

く帰るということでなかなか相談もできなかったと。親の責任もあろうかと思います

が、１カ月以上も学校を休んでいると、こういう中で、この登校できない小中学生を

対象に取り組む適応指導教室ということが非常に大事なことだろうと思っているんで

す。 

   日本は一度こういう事例が出ると、それ警察だ、それ消防だ、それ学校、ＰＴＡだ、

それは民生委員だ、あらゆるもので対策とるんですね、もう何百人体制ですよ。それ

もこれも全部起きてからなんですよ。なぜ起きないうちに何百人体制で、もっと命を

救ってやれないのか、そう強く感じるところなんですよ。この辺について説明を願い

たいと思います。やることはいいことなんですが、もう少し力を入れてほしいなと思

います。 

   伝統芸能備品の関係でございますが、１７３ページでございます。この伝統芸能継

承、中段でございます、１００万ほどのっております。これは大山小学校ですから、

神原田神社の十二神楽の継承かなと思ったんですが、備品となっておりますから、ど

ういうものなのかお伺いしておきたいと思います。 

   地方債、先ほどもありました。２０３ページでございます。 

   臨時財政対策債についてはお聞きしましたので結構でございますが、ここの普通債

の（７）の救農というのがございます。この救農、もう私も大分見ているんですが、

いまだかつて起債された記憶がないんですが、どういう場合に救農の場合の起債を起

こすのか、まさにですね、やるなら今でしょじゃないけれども、この農業が大変な時

期に、やはり起債を起こしてまでも、農家に対してやっぱりある程度の還元をして、

持続可能な農業を持っていくべきだろうと、このように思うんですが、この救農に対

してどういう筋合いのものかお尋ねしておきたいと思います。 

   そこらでひとつ終わります。 

○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。 

（午後０時０９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 



 

- 238 - 

 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 午前中に引き続き、３０号の質問に当局の答弁を求めます。 

   税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   １３ページの個人村民税関係、どういう積算法かというお問いでございますが、農

業分の減少分を見させていただいています。これにつきましては、平成２６年１１月

末現在の課税標準額に対しまして農業所得の減収分、これを１割程度と見まして

０．９を掛けているものでございます。 

   なお、農業所得、今現在住民税の納税相談実施中でございますが、それぞれやはり

住民税に関しましては農業所得がすべて反映するという部分ではございませんで、い

わゆる減価償却分、トラクターとかですと７年で償却すると、それが新たに機械を購

入したり、また７年が経過してそれぞれ増減とかが大きく出てきますので、一概に今

回、１俵当たり８，０００円でかなり大幅な下落が見込まれるだろうということで、

昨年の年末に０．９ということで見積もったわけでございます。 

   あとは、法人税分でございますが、税率に関しましては昨年の９月議会にご提案を

させていただきましたが、平成２６年１０月から事業が開始する年度の部分につきま

して、今現在……失礼しました、従来法人税割が１２．３％の税率でございましたが、

それが９．７％になると。いわゆる２６年１０月から事業始まるといいますと、中間

納付、もしくは中間決算やる企業に関しましては２７年度、４月以降、納税義務が発

生するということで、これらについて反映をさせていただいております。なお、ちな

みに法人税割で見ますと、税率だけで比較しますと２１．１４％の減になるという内

容になってございます。 

   次に、たばこ税に関しましてですが、たばこ税につきましては５番議員さんがおっ

しゃるとおり、１本当たりの税率でいいますと、３級品が１本当たり５円２０銭程度、

あとは旧３級品ですと２円４０銭程度になってございます。毎年、たばこに関しまし

ては落ち込みが大きいものでありまして、２０年度以降、推移を見ますと毎年２％か

ら９．３％という下落で推移をしております。ただ２４年につきましては、前年度比

１１．４％と大きく伸びておりますが、２５年度と２６年を比較いたしますと約

１，０００万本程度消費量が減っているということで、２６年から２７年度に関しま

しては、前年比マイナス４．１％で見積もったところでございます。 

   続いて、入湯税に関してですが、入湯税に関しましても例年入り込み客数が減って

ございます。２６年度の３月補正でもご提案申し上げてございますが、２６年度の当

初は８万人ということで１，２００万見ておったわけでございますが、２６年度の決

算見込みを見ますと入り込み客数が７万５，５００人程度に、４，５００人ほど下落

するというふうに見込んでおりまして、３月補正におきましても６７万程度減額を見

てございます。この入り込み客自体は毎年下落傾向にありまして、２７年当初におき

ましては、２６年度の当初８万人を見ておったわけですけれども、７万４，０００人
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で計上したところでございます。 

   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（押山正弘） ５番議員さんにお答えを申し上げます。 

   まず１４ページ、１５ページにかけましての地方消費税交付金、社会保障財源枠関

係でございます。これにつきましての率でございますけれども、５％当時の率ですと、

消費税５％のうち地方消費税の占める割合は１％でございました。昨年４月１日に

８％に改定になりました際の地方消費税の率が１．７％でございます。このうち、さ

らに１５ページ、２つに分かれておりまして、一般財源枠についてはその１．７％の

うちの１％で、社会保障財源についてはそのうちの０．７％が交付対象の社会保障財

源の枠になっております。 

   さらに、２０２ページごらんをいただきまして、地方債の救農関係でございます。

どのようなときに発行できるのかというお問い合わせでございますけれども、基本的

に、地方債につきましては国に発行を認められた場合ということに限られますが、こ

ちらの救農関係の地方債に関しましては、風水雪害などの自然災害で大きな被害を受

けられていると、そういった場合に起債の特例に関する法律が総務省のほうで発行に

なります。こういった場合に起債の対象となるということで、現時点におきましては

救農関係の起債は認められていない状況でございます。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ５番議員さんにお答えします。 

   ５７ページの下のほうの負担金補助及び交付金の中の、日本で最も美しい村連合負

担金でありますが、６５万円、これはちょっと増額ではないかというお話で、人口割

になっていますが、１人当たり２５円から、今回４０円に引き上げられました。それ

によって１２万７，５００円ほど増額になってございます。そのほか、東京事務所負

担金とか東北ブロック会議負担金、そういったものも含めて６５万円ということでご

ざいます。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ５番議員さんにお答えします。 

   ２３ページ、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費並びに給付事務費、これが昨年

より１，０００万ほど減少しているが、その理由はというお尋ねでございます。 

   この給付金については、１０分の１０が国から措置されておるものでございますけ

れども、給付費が２６年度の１万円から、２７年度においては３，０００円になる予

定になっています。したがいまして、給付費そのものが３分の１になるということで、

大幅な減額ということでございます。 

○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。 

   ページ戻りまして、１９ページの下段になります特定公共賃貸住宅使用料というこ
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とで、これにつきましては昨年もございまして、この場所につきましては、あだたら

の西部団地４戸、それから西庵の団地４戸ということでございますが、機構改革の関

係で、２７年度から教員住宅とあわせて建設部のほうで一括して事務処理するという

ことでございますので、平成２６年度の財産収入のほうに計上されておりました

１２８万４，０００円を、今回この特公賃と合わせて計上しましたので、去年より上

回っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   １９ページの産業振興センターの使用料の関係で、売り上げ１億円を超えるのかと

いうことで、目標は高く持っておりますが、いわゆる予算でございますので、余り過

大に、特に歳入については過大にならないようにということで、２６年では予算編成

時の売り上げ見込み８，２００万円で使用料を見込み、今年度２７年度の当初は

９，４００万程度で見込んでおりますので、それの差額によって約２００万円が増額

となったものでございます。 

   続きまして、米の全袋検査で検査結果で高い数字が見られたので、それに伴う農地

除染の必要性という部分でございますが、ことしの２６年産米の全袋検査の結果を見

ますと、高い数字が出た例で２つの例が見られます。１つは、いわゆる乾燥機からも

み摺り機に米を落とす際に、毎年使っていた塩ビ管が見当たらなかったので、原発事

故前から外に出していた塩ビ管を使ってやったところ、いわゆる塩ビ管の中に付着し

ていた放射性物質が米の表面になって高い数字が出たと、それらについては洗浄する

ともう平常の基準値以下になったと、それが１つの例でございます。もう一つは、複

数の乾燥機をもって、もみ摺り作業を終了する前に乾燥機とかラインの米を集めて、

くず米、規格外の米ですか、それらをもみ摺り機にして、その最後の米が高い数字に

なったということで、これらについては、県のほうでどのような形でそういう高い数

字が出たか調査したいということで、県のほうで調査を進めるところでございます。 

   また、豆におきましても高い数字が出ましたが、これも土壌調査をしましたが、い

わゆる土壌中の放射性物質は通常の近隣の農地と変わらなかった。いわゆるカリが極

端に少なかったために、カリ２０キロ程度ではカリ成分が少なくて、カリのかわりに

放射性物質を吸ったということで、その圃場は通常の２０キロのカリの約５倍、

１００キロ以上投入しないとなかなか抑制できなかったということで、田んぼも、い

わゆるあと水田も大豆関係もそうですが、これから吸収抑制ということで、カリ成分

をある程度の数値に保っておくと作物には吸収されないということで、吸収抑制策の

ほうで対策を進めてまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○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。 

   １６５ページ、適応指導教室に絡んでの教育のあり方についてのお尋ねかというふ
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うに思っておりますが、ご指摘がありましたように、不幸な事態というようなことを

深刻に受けとめているというようなことについては一般質問でお答えしたとおりです。 

   私は、基本的には子どもたちがよりよく育つ、つまりみずからを律しつつ、他者と

力を合わせながら生きていくという、そういった力を養っていくのが学校教育の大変

重要な役割だろうと思っています。自己指導力という言葉を使っているんですけれど

も、そのために過日の一般質問で７番議員さんから質問ありましたように、道徳教育

に力を入れたり、それから、昨年度からおおたま学園挙げて取り組んでおります人権

教育、まさにそういったもの、よりよく生きていく、他者と力を合わせながらよりよ

く生きていく力というようなことを培っていくために、これからもそういった教育に

取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ５番議員さんにお答えいたします。 

   １７３ページ、上段の④、総合的な学習の時間に要する経費の中の備品購入費、伝

統芸能継承活動用備品であります。この備品につきましては、十二神楽衣装代及び面、

また小道具の購入費用であります。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。５番。 

○５番（鈴木宇一） ありがとうございます。 

   歳入のたばこの件なんですが、今、課長言われたような値段、いわゆる５．２、

３級品以外ですね、それだとこの８，７１７万にならないんですよ。それから、旧

３級品の２．４円でも２３０万にはならないので、私の試算だと５．２６円、

２．４９円というような形だったものですから、これはアップしたのかなという単純

な質問でございました。 

   入湯税については、こういう試算で計上したということだから、毎年落ち込んでい

ると。また今回値上げすれば、またまたこれ微妙に落ち込むなという感じはしており

ますが、それはそれでまたの機会にします。 

   それでは、次に子育て世帯の１，０００万、今言われました、１万から

３，０００円になったと、給付金が大幅なマイナスになったということございますが、

しかし子育てというのは今、国も地方も最重要なんですよね。そういう中で、これに

見合ったものがあるはずなんですが、それは全くないんでしょうかね。その辺をお聞

きしたかったんですが。そういう項目があるかどうかだったんですけれどもね。ない

とすればいたし方ないです。 

   美しい村連合、これ２５円から４０円だと今、お聞きしました。わずか１年でこん

なにも上がるのかなというふうに思っているんですが、これはちょっと約束違反、詐

欺だなと思うんですが。こんなにね、こうなればですよ、これ毎年上がるんですか、

こんな値段で。ＮＰＯ法人みたいなので、やっぱり向こうは向こうで財源を確保しな

がらやっていくということだと思うんですが、非常にこの辺が先々心配されるもので

すから質問しているわけでございます。もう一度お願いしたいと思います。 

   米の全袋検査、今、部長のほうからよく説明いただきました。ダクトとか下米の処
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理の問題があってこうなったということですが、一丁間違って出ちゃったらアウトな

んですね、言いわけきかないんですよ。ですから、その辺も十分に生産農家に喚起し

ていただいて、乾燥調製の仕上げというものに十分注意を払ってもらいたいと、こう

思うんですよ。そうしないと、たまたま出たでは済まされないので、その辺を十分に

喚起していただきたいと、その辺の考え方についてもう一度お願いします。 

   それから、前の農地等除染作業委託料は、これは畑だったか田んぼだったかという

ことをお聞きしたんですが、お願いしたいと思います。 

   それから、１６５ページの大山小学校のスプリンクラーについてお尋ねします。 

   これ、今までスプリンクラーというのは小学校、大山、玉井、大玉中、これはなか

ったんですか、新たに設置工事費となっていますので、修繕費ということじゃないみ

たいなので、新たに設置するんでしょうか。その辺についてお尋ねいたしたいと思い

ます。 

   もう一つは、皆さん馬場ザクラ注目しているものですから、質問したいと思います。 

   １８９ページです、馬場ザクラ保存等工事費がことしも７２万８，０００円計上さ

れました。毎年のことですが、どのような工事をなされるのか。あんまり工事、工事

で傷めてもどうなのかなと思うんですが、その辺についてお尋ねいたしたいと思いま

す。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ５番議員さんに再度お答えをさせていただきます。 

   たばこ税に関してですが、先ほど半端まで申し上げませんでした。大変失礼しまし

た。 

   単位が単位なものですから、１，０００本当たりの税率で、１，０００本当たり

５，２６２円、円に直しますと５．２６２円というふうになります、これが旧３級品

以外ですね。旧３級品につきましては、１，０００本当たり２，４９５円、ですから

１本当たりですと２．４９５円ということになります。半端を申し上げないで申しわ

けございませんでした。 

   あと、入湯税に関しましては先ほど答弁したとおりでよろしいでしょうか。 

   では、以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 総務部長。 

○総務部長（遠藤勇雄） ５番議員さんに再度お答え申し上げます。 

   日本で最も美しい村連合の値上げの件、２５円から４０円ということでございます

が、これは昨年の加入承諾のときに、事務局のほうからそのようなお話をいただいて、

来年度からはこのような数字になるということでございますが、中身としては今、全

国で５６ですか、指定されて、福島県では４つの町村があるわけですが、これから、

ことし美瑛町で全国大会、それから世界大会とか、そういったこれからの、極端に言

うと世界に向けてといいますか、日本を初めそういった意味での事業の取り組み、そ

ういったことが背景にあるのかなというふうに考えます。あと、なお東京事務所、こ
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ういったのも通じて、東北地区も含めていろいろなＰＲとか、そういったものを活発

にやるという、そのような要素も含めて、今回運営費の関係で値上げがあったという

ふうに考えてございます。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ５番議員さんに再度答弁いたします。 

   ２３ページの子育て世帯臨時特例交付金の関係で、子育て支援が求められていると

きにというお話でございました。 

   今回の子育て世帯臨時特例給付金につきましては、子育てということではあります

けれども、消費税の増税に伴う影響を緩和すると。これは臨時福祉給付金も同じでご

ざいます。本来、昨年度１年で終わるというわけでございましたが、なお景気の動向

等々を踏まえて、本年度においても、国で対象者１人当たり３，０００円という予算

措置、減額にはなりましたけれども残ったということでございます。あくまでも消費

税対策で、そのほかの子育て支援につきましては、今度の子ども・子育て支援計画、

支援制度の中で消費税が１０％になった暁には７，０００億円を投入するということ

でございますが、これも直接的な支援ということではございません。今回は、消費税

増税対策であったというふうにご理解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） ５番議員さんに、６７ページのまず全袋検査の関係ですが、先

ほど検査結果のいわゆる高い数字が出た２例、説明申し上げましたが、２７年の検査

に向けて、十分これらを生産者に向けて注意喚起をしてまいりたいと思います。 

   続きまして、農地等の除染委託料ですが、これは田んぼ、畑を含めた農地の除染委

託料ということで１００万円の存目計上でございます。 

○議長（佐藤 悟） 教育部長。 

○教育部長（武田好広） ５番議員さんにお答えいたします。 

   １６５ページ、中央ほどの⑯、学校施設の芝生化に要する経費の中の１５、大山小

学校スプリンクラー設置工事であります。これは、大山小学校の芝生化に伴うスプリ

ンクラーの設置工事であります。 

   続きまして、１８９ページ、下段のほうになりますけれども、文化財保護の馬場ザ

クラ関係の工事請負費であります。これは、平成２７年度予定しております工事等に

つきましては、液肥散布、５回ほど予定しております。あと毛細根確認と保護育成費

用ということの予算計上であります。 

   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） ６番です。２点ほどお伺いしたいと思います。 

   まずは、１２７ページの④の県産農林水産物云々というところでの、風評被害のた

めに大玉村の物産、農産物をＰＲするという事業だと思います。原発事故以来、３年

間くらい続いているのかなと思いまして、予算がこのような形、これは全額交付金使

うという形で考えていいのかということがまず１点です。 
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   さらに、前もちょっと指摘した経過ありますけれども、せっかくやっても一過性に

終わっているんじゃないかなと、その辺危惧されます。ですので、せっかくこういう

形で、今回直売所の皆さんも行きながらといろいろ考えているようですけれども、一

過性に終わらないようにするのと、後をどうつなげていくか。例えばホームページ、

今回充実もありますけれども、チラシ用意して次につなぐような、やっているんでし

ょうけれども、もう少し強化してほしいとかいろいろありますけれども、そういうこ

とをお願いしたいなと思っています。 

   一方では、食の安心・安全で豊かな大玉村農産物。安心・安全は今はどこさ行った

って当たり前だと思います。ですので、特に全員協議会で村長行ってくれた天栄村、

米もらってきてうんとうまかったと。非常に私も刺激を受けました。そういうことで

あれば、安心・安全プラスうまい米、大玉村ブランド化図るのにはそういうことも含

めて予算化してほしいなということ、こっちは要望になりますけれども、その辺の考

えについて、まずそれは村長にお伺いしたいと思います。 

   次に、１３９ページです。②番のグリーン・ツーリズム、一般質問でちょっと申し

上げましたけれども、いずれにしましても今回の予算１５万何がし、調査費というよ

うなことのようです。いろいろ国・県のそういう支援のメニューも内容も当局にはお

示ししましたけれども、もっともっと積極的に、お金がないからとか忙しいからとい

うことでなくて、やっぱりそういうことも含めて調査研究しながら、積極的に展開し

てほしい。その理由の一つには、ほかの周り見てわかるとおり、二本松市、本宮市、

既に１０軒以上くらいのそういう農家民泊も含めて一生懸命やっています。大玉だけ

です、ゼロは。ですので、ほかに負けねえようにしっかりとその辺は、予算を分捕っ

てきて頑張ってほしいという意味での意見を申したいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

   あと一方で、先ほど同僚議員、７番さんから出ましたけれども、クラインガルテン。

もう何年前になりますか、同僚議員の鈴木さんとも一緒に長野県の四賀村、調査して

きて、前村長にも提言申し上げました。ですので、そこのところの営林署の旧苗畑の

ところの当時のいろんな利活用の問題での提言だったりと思いますけれども、これら

も含めてもっともっとやっぱりあらゆる手段で、そういうふうなことも引っ張ってく

る努力をしながら頑張ってほしいという意味で申し上げますので、村長の答弁からま

ずお伺いしたいと思いますので、この２点、よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   １２７ページの農林水産物のＰＲ支援事業について、財源的なことは後で担当部長

のほうから答弁させますが、これについては風評払拭の一番の手段だということで、

今、実施をしているわけですが、これについてはやはりそういう物販だけではなくて、

前にも述べましたが、継続して購入していただけるような手段、団地とかマンション

とか、そういうところの出店もしたいなというふうにも考えておりますし、大玉のお

いしいものをふれあい広場等でイベントを開くなど、うまいもの祭りに限らず、やは
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りＰＲ、アピールをしていきたいというふうに考えております。 

   それから、１３９ページのグリーン・ツーリズム、クラインガルテン、これは私も

大玉には非常に合っているものだなというふうにも感じて、前にもお話をしたことが

あろうと思いますが、これについて今、ちょっと福島県が原発被害でほかと状況が若

干違うということですので、風化を待つかということに逆になるわけですが、あえて

これ、来るのは県外の方がメーンになるということを考えますと、もう少し市場調査

なり状況を見きわめてからでもいいのかなというふうに、今のところは考えておりま

す。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんに、ＰＲ事業の財源関係ですが、財源につきまし

ては県の物産ＰＲ事業が、１２４ページのほうに５の地域農政推進対策費の県のふく

しまの恵みＰＲ推進事業３００万円と、あと復興関係の基金の対象事業になるという

ことで進めている事業でございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   先ほど来の質問に関しても、ちょっとお願いします。 

   食の安心・安全当たり前ということと、いかにおいしい米かという形で、一生懸命

頑張っているのは村長ご存じのとおり天栄村、この間行って米もらってきて、我々の

前で、大玉の米は比べ物にならない云々という話しましたけれども、それ負けないよ

うに頑張ってほしいと私は思っていますよ。ですので、ご案内のように全国食味コン

クールで２４人くらいの有機農家が頑張っていて、金賞連続３年とかいろいろ頑張っ

ている地域で、産業課長、吉成さんという方と私いろいろ意見交換していますけれど

も、そういう形も含めて部長と、あと２人ほど今回行って、パックのことでいろいろ

勉強してきたようですけれども、我々も一生懸命勉強したいと思いますので、それら

の支援も含めてお願いしたいなと思っていますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

   あと、大事なこと１つです、先ほど言い忘れました。 

   せっかくこうやって行って、大玉村の物産、二本松、本宮はもちろん行っているん

でしょうけれども、その中には自分のを一生懸命ＰＲしている人がいるらしいですね。

それは厳しく、担当課長に言っておきました、そういうことないように指導してくだ

さいと、せっかく大玉村のＰＲさ行って自分の名刺配ったんでは何ともならないので、

そういうことないようによく指導をお願いしたいと思いますけれども、その辺も含め

てよろしくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 
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   天栄の米がべらぼうにうまいというか、普通に大玉で売っている、私らが食べてい

るような米と比較するとということなので、誤解のないように。大玉村の米は決して

まずいわけではなくて、おいしかったよというのは。 

   その後、直売所のほうからおいしいと言われる、名前は言いませんが、米を逆に買

って食べてみました。遜色ないほどおいしかったというふうに思いますが、やはりＰ

Ｒ力からいうと天栄には負けると。そういう点ではね。ですから食味コンテストの話

もありましたが、そういうものにもやっぱり積極的に出ていかなきゃだめなのかなと

いうふうにも感じております。 

   個人のやつについては、部長のほうから答弁させます。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。 

   ＰＲ事業ということで、本村の農産物を含めたＰＲということで、首都圏を中心に

１０回程度ＰＲとして２６年度は行いました。今、６番議員さんがお話ししたような、

詳しい内容等については承知していないので、その辺も含めて、次年度については本

村の農産物を含めたＰＲ事業ということで展開してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ページ１８４から１８６について、１点お伺いします。 

   教育費の公民館費の中の事項④、中学３年生を対象とした、５４万ぐらいですか、

大きな夢と世界につながる人間関係の表現力を育てるという予算ですけれども、どう

いう、そういうこれにふさわしい事業がなされるのかどうかというのが１点。 

   それからもう一つは、ページ１８８から１９０にかけての教育費、ふるさとホール

関係で１５、工事費のこれはどういう中身のものかお尋ねします。 

   以上、２点。 

○議長（佐藤 悟） １８７と１８９ですよ。教育部長。 

○教育部長（武田好広） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １８７ページ、④ふくしまっ子体験活動に要する経費のご質問であります。 

   この事業につきましては、中学生サマーチャレンジという事業であります。２６年

度も実施いたしましたが、２７年度についても引き続き実施してまいりたいと考えて

おります。中学３年生を対象に、学習及び自然体験学習活動を行うという事業であり

ます。場所等につきましては、２６年度は只見町で行いましたが、ことしについても

一応予定は只見町ということで計画はしております。内容等につきましては、中学

３年生１５名、あとそれをサポートする大学生２名ほどを予定しております。 

   以上であります。 

   あと、１８８ページ、ふるさとホールの工事請負費であります。冷却水ポンプ制御

回路修理費用であります。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございますか。８番。 
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○８番（遠藤文一） 初めに、臨時雇い賃金、そしてその人数、この一般会計の中でトー

タルでお示しいただきたいと思います。 

   あと、委託料の中に人件費もあったとすれば、その人員及び金額について伺いたい

と思います。 

   ８３ページ、⑦男女協働参画社会ですが、８万５，０００円ほどとっております。

これは審議会などやって講師謝礼、これで終わりと、そういうふうな事業でございま

す。要するにこういう男女協働、既にやる意味のない事業なんだということの予算計

上なのか、本当にやる気があるかどうかを試されるような予算の額じゃないのか。こ

れ本気になってやる気あるのかどうか、その辺についても伺いたいと思います。 

   １１１ページ、①の一番上なんですが、環境審議会と景観保護審議会、これ内容的

には別々かなとは思いますが、両者一遍に物事を考えていったほうがいいとすれば、

こういう２つの委員会にしないで１つでこれをまとめて審議するのもいいのかなとい

うふうに思っておりますが、その辺どうしてもやっぱり分けておかなきゃならないと

いう根拠があったとすれば、それについて伺いたいと思います。 

   それから、１１３ページの⑤の再生エネルギー関係で、今年度やる玉井小学校の工

事費でございますが、何度か部長とも話をしていましたが、補助金もらったから売電

はできないと。じゃ売電するためには補助金もらわないでやるかと。こういう理屈の

ようでございますが、本当に電力そのものが必要だとすれば、これは全く無駄な話で、

ただ買う側からすれば、要らないからわざわざ買っておくことないというほうの感覚

もあってのことなのか。要するに設置する側からすれば、余った電力はもったいない

から売ったほうがいいんじゃないのと思うし、金額がどうであってもとにかくそうい

うふうに融通したほうがいいと思う。事実それ必要だとすれば、補助事業だから売電

してならないなという理屈は通らない話。これやはり本当に国が必要だとすれば、補

助金があろうがなかろうが売電、融通し合うということはやっぱり主張するべきだと

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。 

   次に、１１７ページなんですが、この農業委員会の中の報償費、国際結婚相談員報

償費、これ現在、国際結婚の相談すべき世帯数がどのぐらいというふうに認識してい

るのか。それから、それらに対応する相談員というのは、相談する側の、子どももあ

るかもしれないし、状態、その内容等々、なかなか理解していなきゃ相談にも乗れな

いというふうに思いますが、それだけやってもらえる方の報償としてはいかがなもの

かなというふうな感じ。だから実際本当に必要としているのがいるのかどうか、いる

とすればやはりきちっと対応するためには、何もよそからその都度頼んできてもいい

のかなというふうに思いますが、その辺の対応の仕方の考え方について伺いたいと思

います。 

   それから、１２３ページの④の１９の負担金、環境保全型農業直接支援交付金とな

っていますが、これ支援交付金なのかどうか確認したいと思います。そして、この環

境保全型の中でもどういう、例えば緑肥の作付とか堆肥の使用とか有機農業、そうい

うふうな中での予算計上だと思うんですが、それぞれの事業にどれだけの面積がある
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だろうという、見積もったその内容について伺いたいと思います。 

   それから、１２５ページの真ん中の⑥の開発許可申請業務委託料、これは造成工事

費。これは直売所とは違うの、違かったか。（不規則発言あり）直売所じゃない、直

売所。だとすれば、これ影の③で予算化できないのかなと思うんですが、これは直売

所とすればですよ、直売所の開発許可と造成工事だとすれば、同じ③のところで予算

化できないのか、それをちょっと伺いたいというふうに思います。 

   それから、１２７の下のほうの④、ＰＲ支援事業、これもありますが、そのほかに

もありますよね、これに類似した予算計上。ＰＲするのは結構でございますが、大玉

村で関東圏にどれだけの農産物が販売されているか。米は確かに多いかもしれません

が、そのほかのものどのぐらい行っているか。作目、あるいは量、金額、どのぐらい

関東圏に本当に販売されているのか、どういうふうに確認されるか、その辺について

伺いたいと思います。 

   それから、１２９ページ、一番上の⑤、中間管理機構、これ農地の賃貸借、集積

等々だとすれば、なぜ、そういうデータは農業委員会は把握しているから、農業委員

会でやったほうが合理的でないかなというふうに思うんですが、中間管理機構に要す

る経費としてここでやっているのはどういうことなのか、その辺について伺いたいと

思います。 

   それから、１３３ページの上の②の１９、負担金の多面的機能支払交付金、この多

面的の内容。例えばパンフレットですと１と２でどのぐらいの団体が対応して、面積

としてどのぐらい、先ほどトータルで面積伺いましたが、１と２でやるのはどのぐら

いの団体でどのぐらいの面積だと、あるいは１、２、３と対応した場合にどれだけの

団体が対応して、面積はどのぐらいになるんだというふうな説明をいただきたいと思

います。 

   それから、１３５ページ、下の①の林業の関係ですが、１９委託料、ふくしま森林

再生事業委託料、これについてでありますが、これの事業のそのものというのには森

林の再生もあろうかと思いますが、放射性物質の低減と拡散防止、放射性物質の影響

によって森林整備が停滞した区域等々、要するに森林の再生も当然のことながら、放

射性物質の影響によって森林整備が停滞した区域のところは、放射性物質の低減と拡

散防止のためにやりましょうという再生事業だとすれば、大玉村でも空間線量の高い

地区ありますよね、そして、そこの住宅からより近いところの森林整備というふうな

ことを考えてもいい内容だと思うの、この事業そのものは。だから、単なる森林の復

興よりも、むしろ除染に絡んだ放射線量の低減ということを大玉の事業の主眼として

やるべきではないかなというふうに思っているの。それやるのは大変かもしれません

が、高いところあるんだから、大玉でも。だからより低いところをやって、１０分の

１０だからこれやりましょうでなくて、１０分の１０のあるうちに、人の生活に影響

するようなことを先にやっちゃったほうがいいのかなと思うんですよ。だから、でき

るだけの生活空間の中にある森林の除染という感覚で、考えでやってもらったほうが

いいなと俺は思っているの。だから、それだめだという事業でもなさそうなので、そ
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このところを十分検討してもらいたいと思いますが、その考えについて伺います。 

   以上、お願いします。 

○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します。 

   私のほうからは、賃金と委託料の人数とその金額というご質問でございます。 

   まず、賃金につきましては、賃金と言われるもの全て、臨時雇い賃金から環境整備

とかその他の賃金も含めての賃金でありますが、人数で申しますと大体２２名ぐらい、

それで金額が４，１００万円。それから委託料、これは人的委託の部分であります。

保育所、それから預かり、幼稚園関係が多うございますが、人数として１３５名、金

額で１億４，２００万程度でございます。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず８３ページ、７の男女協働参画推進関係でございます。 

   やる気があるのかというご指摘でございました。やる気は持っております。男女協

働参画推進計画、国を挙げて男女協働参画進めているということでございます。本村

においても、生涯学習課と連携しながら、男女共生の集い実行委員会等々とこれまで

もやってきました。まだまだ私も足りないと思います。それぞれの部署でどういうふ

うにして男女協働参画を進めるか、こういう点ではこの予算にかかわらず、さまざま

な角度から推進を図っていきたいと思います。 

   続いて１１１ページ、景観審議会、それから環境審議会、これそれぞれ目的があっ

て設置しているのではありますが、一緒にできないかということだと思いますけれど

も、大きな市とか町でないし、部署が１つであるとかということもありますので、今、

８番さんからご意見いただいた考え方ですか、貴重な考え方と承り、今後部署の中で

検討させていただきまして、合理的、効果的な行政運営ができるように考えてまいり

たいというふうに考えます。 

   それから、１１３ページ、太陽光、とくにグリーンニューディールでつくった公共

施設等への太陽光発電設備の設置、現在売電できません。これにつきましては、実際

上は震災前から考え方がございまして、いわゆる低炭素社会を目指すということがキ

ーワードなんですね。電力を売ってどうのこうのということではないと。考え方とし

て地球温暖化防止、こういう観点でやっていこうということがスタートの考え方でし

た。それが震災を受けて、この原発依存からの脱却等々の課題が加わってきたという

ことでございます。 

   これ切りかえの場合には、当然電力会社との協議が必要になってくるということで

す。ただ、大規模ではないので難しいことではないと思いますけれども、防災施設と

しての充電設備等も設置しておりますから、うまいぐあいに売電なれば本当に私らも

いいと思っています。引き続き、これから切りかえる等々については電力との協議な

ので、この補助金の設置目的としては、最初から売電は考えられていなかったために

今も引き続きこうなっていると。これも経産省ないし国の判断によるものと思います
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が、８番議員さんおっしゃっているとおり、我々もバッテリーに充電完了して、なお

かつ使っても余っているならば売りたいという気持ちはございますので、今後とも県

当局とも話を進めてまいりたいと、このように思います。 

○議長（佐藤 悟） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（佐々木正信） では、８番議員さんに１１７ページ、国際結婚相

談員報償費の件で答弁申し上げます。 

   今現在は６世帯ということで聞いております。相談内容ですが、ここに落ちつく方、

過去にはもっと世帯数があったそうですが、残念ながらうまくいかない夫婦があった

ということで、現在は６世帯というふうに聞いております。相談内容は、立ち入った

ことはできません、聞けませんが、月に二、三回、異国の国で生活しているというこ

とで、励まし合って電話をやりとりしていると、さらにはそこにご子息が生まれたと

いうことで、子育て相談も含めて電話連絡等をやっているということで、月に２件か

ら３件というふうに伺っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんに、初めに１２３ページ、環境保全型農業の取り

組みの内容ですが、これらについては減農薬、減化学肥料の取り組みプラス、堆肥施

用とか取り組みした農家に支援交付金を７７４万円交付するという内容で、それぞれ

の面積を申し上げますと、まず堆肥施用が４８件で１０２．１１ヘクタールでござい

ます。冬期湛水が１０件で２８．８ヘクタールです。有機の取り組みが２件で

１．９５ヘクタールです。緑肥の作付が１件で９．８２ヘクタール、合わせて面積で

１４２．６８ヘクタールでございます。 

   続きまして、１２５ページの⑥、震災からの農商工関係で１３番の委託料５００万

円については、新たに取得した敷地に直売所を新築するという内容で、都市計画の開

発許可申請に係る経費を５００万円計上したところでございまして、これにつきまし

ては前のほうに、１２１ページの下段のほうになりますが、産業振興センターの運営

管理はこれは通常の運営管理経費でございますので、それらと分けてここの目に、

６番ということで経費を６８６万９，０００円計上したところでございます。 

   続きまして、１２７ページの下段のほうに、福島県産農産物のＰＲ事業ということ

で、これらに類似した関係は消費生活関係の補助金で、商工費のほうにも観光物産Ｐ

Ｒ実行委員会の委託事業がございますが、これらとあわせて首都圏等についてＰＲす

るもので、関東圏等への出荷品目という部分でございますが、これはＪＡ系統出荷

等々がございまして、作物名については多品目にわたりますが、具体的な数字につい

てはつかんでおりませんが、東京の青果卸等々のお話を聞くと、同時期に例えばキュ

ウリとかが一緒に他県産と福島県産が並んでいる場合は他県産のほうが売れるという、

そういう風評部分がまだまだ残っているという関係もございまして、こういう事業を

実施しながらいわゆる風評被害の払拭という部分もございますので、そういった中で

首都圏等についてＰＲしてまいりたいと思います。 
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   続きまして、１２９ページの農地中間機構、⑤でございますが、これらの経費につ

いては農業委員会のほうじゃないかという質問でございますが、中間管理機構の事業

につきましては、いわゆる受け手については手挙げ方式で、あと実際に貸したいとい

う人の貸し借りの関係で、農地の貸し借りでございますので農業委員会に通じる部分

もございますが、農地プランの関係もございますので、人・農地プランに位置づけさ

れた方についての対象事業という部分もございますので、そういった形でここの６、

１、５のほうに計上しているところでございます。 

   続きまして、１３３ページの多面的機能支払交付金事業２，１００万１，０００円

の中身でございますが、これらにつきましては従来の農地・水事業ということで、い

わゆる共同作業で地区の農地、田んぼを行うということで、従来の農地・水の活動の

中で、多面的機能支払ということで２６年から名称が変わりまして、その中でも、例

えばこの多面的機能支払の中では、水路の補修とか農道の維持活動とか、そういう部

分も対象になりますので、現在はいわゆる従来の農地・水の活動のみを行っています

が、過般も説明会をしまして、新たな取り組みにも取り組んでいただきたいという説

明を申し上げた中身でございます。なお、面積については現在、旧組織で水田の

４３７．５ヘクタールで取り組んでいただいているところでございます。 

   続きまして、１３５ページのふくしま森林再生事業でございますが、これについて

は放射能で福島県の林業の再生産に向けた事業ということで、放射線を他に流出しな

いようにくい等で拡散防止という事業も対象になります。これについては、この事業

についてはいわゆる国有林以外の民有地でございますので、そういった中で現在は公

有林とか財産区等で事業を進めておりますが、それ以降については民有地についても、

先ほど８番議員さんからもありましたように、宅地周辺の山林等々も含めての民有林

に取り組んでいきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（佐藤 悟） ここで暫時休議いたします。再開は２時４５分といたします。 

（午後２時３２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後２時４５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 引き続き、議案第３０号に対する質疑を許します。８番。 

○８番（遠藤文一） １２３ページ、下の環境保全型農業について。ここのところで

１９の負担金、これはあれかな、直接支払交付金が村に来て、村から出すときには支

援交付金というふうな形になってしまうのかどうか。 

   この環境保全型、あるいは多面的機能支払交付金、これ農業本気になってやってい

る人は、何で議会でそういう議論しないのかなということで、非常に疑問を持った方

がいるんですよね。余りやるというと団体、これ１人ではできない、例えば俺がどう

のこうの言ったって始まらない話だと、こういうふうな感覚持って特別気にもしてい
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なかったんですが、やはり村では、ここに予算化してこういうふうにしてやるとすれ

ば、やはり村民に十分にわかってもらうような、もっともこれだけの文書は行ってい

るのでみんなわかっているはずなんですが、なお俺たち議員が何でそこのところに触

らないんだということを言われるところをみると、もっと村も積極的にやってもらい

たいという意向なのかなというふうに思っていますので、今後の取り組みについて、

それについて伺いたいと思います。 

   それから、１２７ページと１３９ページの観光物産ＰＲ等々、これＪＡがやってい

るからそれに対応してやっているんだというのは、ちょっと変かなと俺は思っている

んですよ。ＪＡはＪＡで組織で、自分たちのＪＡの金もうけでやるのに、どんどん農

協はやって当たり前。ただ行政は組織外の人で生産して、やっぱりもっともっとＰＲ

しなきゃならないという、そういう部分に目をつけてやるべきかなというふうに思っ

ていますよ。だとすれば、どれだけのものがあるか、そこをきちっと把握してなきゃ

ＰＲもへったくれもねえって。買え買え買えっていってどこで買うんですか、どこに

大玉村のあるんですか、大玉村のくださいという人いますかどれだけ。だからやっぱ

り事実、実態をきちっと確認して、ただお願いします、お願いしますでなくて、これ

だけの金を投資するんだら、それに見合った結果が出るようなことをやるべきだと私

は思いますよ。だから、ことしこれを予算を使ってやるんだというんだらば、その結

果これだけの大玉の産品が売れましたとか、大玉村で売りたいものがこれだけありま

すと、だからこのためにＰＲするんですと、こういうふうな対応をしていただきたい

ということで、その２点について伺います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   まず、１２８ページの環境保全型農業、１９の直接支援交付金７７０万、ここから

直接農業者のほうに支払います。昨年までは、県の協議会に村の負担分を負担して、

協議会から各農家に交付されましたが、今年度からは国・県、村の分合わせて、村の

一般会計を通して直接交付するという内容でございます。 

   また、環境保全と多面的機能のいわゆる取り組み等々についても、これは昨年、国

の農業政策が変わった時点で、昨年も各農家対象に説明会を申し上げましたが、本年

につきましても先月の、２月の月末でしたが、各農家１戸１戸にチラシを送付しまし

て、講師には東北農政局のほうから来ていただいて、これらの内容等について詳しく、

午前と夜の部の２回に分けて、取り組みについて内容を説明し、それぞれ周知をした

ところでございます。 

   続きまして、１２７ページと１３９ページのＰＲの関係、確かに先ほどの質問にも

答弁申し上げましたが、いわゆる関東圏等について具体的な品目とか数量については

把握してございません。特に、８番議員さんがおっしゃるような、村のものがどのぐ

らい売れたか。そういう部分については直接いわゆるＰＲ、そういう物販を行ってい

る場合は、直売所とか商工会とか各業者のものを持っていって、こういう形で東京の

ほうで首都圏でＰＲしてくるということで、いわゆる販売促進という形では、例えば
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大玉の米の予約はこういう形でやっていますよとか、直売所で野菜を売っています、

そういうＰＲ活動なりチラシを配ってきますし、あと一番、風評被害の払拭という部

分がこの事業の目的にもございますので、そういった形でいわゆる福島県で生産され

た、大玉村も含めて福島県のものは安全ですよという、そういう形で消費者に訴える

というか、そういうことでＰＲしてくる事業でございますので、後のＰＲにつながる

部分についてはチラシ等を配り、そしてまた安全で安心なものを、福島県の農産物、

大玉村初めそういう形で生産して販売していますよ、頑張っていますよという部分で

ＰＲしてきておる内容でございます。 

   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。 

   よって、議案第３０号「平成２７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３１号「平成２７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） 取り消します。 

○議長（佐藤 悟） ２番。 

○２番（押山義則） １点だけお伺いします。 

   本年度の保険税、約１，２８８万減、これはいろんな要因あるんだと思いますが、

その要因について。 

   それから、歳出の中で共同事業拠出金、これ大分増になっています。これはシステ

ムの変更によるものだとは思っているのでありますが、保険財政共同安定化事業の詳

細、伺います。 

   それから１点、もっと違う角度からなんですが、今年度の後半から災害公営住宅に

入る方いらっしゃいます。何年後に村に算入の形になるんだかはちょっとわからない

けれども、住宅となって村の公営住宅ということになると、住所とかなんか移される

のかなと。これもいつになるかはちょっと定かではないんですが、きょうあたりのニ

ュースでこの入居者、平均年齢が６５歳以上が約６０％近く、５８％とか伺いました。

また、一部のそういう住宅の中では８５％が６５歳以上のところもあるというふうに

ニュースで伺っています。高齢化率が一気に加速するような状況になるわけでありま

すが、その辺の捉え方、当局としてどういうふうに考えていらっしゃるか、あわせて

伺います。 
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○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をいたします。 

   まず、保険税の減額についてということでございますけれども、国民健康保険の被

保険者数、これにつきましては現在減少傾向にございます。それで、加入世帯につい

ては、２６年度の１２月末現在ですけれども１，０６５世帯、これが昨年と比較しま

すと、昨年が１，０７１世帯ということで６世帯ほどの減少、それから加入者数につ

きましても、本年の１２月末が１，９３９名、昨年が１，９９６名ということで、

６０名近くの減少ということで、保険者数については減少傾向にあるという中で、課

税の中でも所得の減というようなものを加味した中での減ということでございます。 

   それから、財政安定化事業関係でございますけれども、これにつきましては、今ま

で３０万を超えて８０万までの部分について、県でそれぞれ市町村が出資、分担金と

いうか負担金を拠出して、それで共同事業を行っております。これが２７年度から全

ての医療費、高額になるまでの８０万までの部分で、全ての医療費について保険財政

共同事業を行うということでございますので、出資負担金がそれに伴ってふえたとい

うことで１億２，０００万程度の増加になっております。 

   この保険財政共同安定化事業ですけれども、これにつきましては、３０年に県の財

政が県で賄うというか、県で責任を持って行うというようなことになりますけれども、

その前段としての事業と、事業をまず医療費が全ての医療費に拡大すると、そこから

始まるというようなことで、ただ、この事業につきましては国の交付金等は含まれて

おりませんので、そういう部分を全て県で財政を賄うようになれば、保険税その他の

負担、財政が県に移行されるということになりますが、その前段としての拡大事業と

いうような形の位置づけでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） 押山議員、これ総務の関係でございますので、ちょっとその辺を考

慮してやってください。 

   １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 歳入関係で、保険税の税が、先ほどもお話ありましたが三角の

８２１万６，０００円ということで、今、６月の本算定までに過去３年間の云々とい

うことでやって、これくらいで上がるんですよということだから、６月になって極端

に上がるということの見通しにはならんと、そういうふうにはならないという見通し

のもとでの、そういう安心していていいんだねこれは、保険料とかなんかは上がらな

いと、そういうことでよろしいですか。 

○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しますが、平成２６年度の状況

を見ますと、医療費は、被保険者数が減少しているにもかかわらず医療費自体は上が

っていると。それが引き続き上がるかというと、そういうものではないというふうに

は思いますけれども、今年度に限ってみれば、１人当たりの医療費がかなり高額にな

ったというような現状もございます。これが年度終わってみないとはっきりしたこと
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はわからないわけでございますけれども、それに伴う２６年度の決算を見てみないと、

なかなか本算定上の保険税が安定したものになるか、これ以上か以下かというのは、

今の段階ではちょっと見通せない部分がございますので、今後の推移を確認していき

たいというふうに思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ３番。 

○３番（武田悦子） 今、国保税のお話ございました。３０年から県で一本化というお話

ありました。この税の部分の一本化というのはどのような見通しになっていくんでし

ょうか。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） ３番議員さんにお答えいたします。 

   現在、広域化等推進計画というのの改定時期でございます。これが２７年度から統

一化されるまでの計画ということになるわけですが、そういう改定の中で標準税率、

県で定める標準税率というようなものが、一つ検討の材料になっているということで

すので、これが町、村、市、その市とか町とか村とか、被保険者の数とかでそういう

税率が定められるものなのか、それとも市町村に合った形の税率が定められるものな

のかというのは、まだ国等からそういう細かい指針というのが来ていないものですの

で、そういうものもある程度どこまで示されるかによっても変わりますし、また、市

町村もそういう広域化についての県との協議、そういったものをこれから行うという

ことですので、そういう中でどういった標準税率になるのかも検討されるというふう

に思っております。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） さっき一緒に聞けばよかったんですけれども、そういう形で県一

本化になるということになると、今までですと村で村民の皆さんに、ここまでについ

ては何とかご理解をいただけるであろうということで、国保に対する一定程度の、ま

あ一定程度っていつも世話になっているんだけれども、この一般会計から繰り出しす

るということで、低く抑えるために努力いただいているわけですけれども、今度一本

化になった場合はそれは際限もなくなるかもしれない、大きい市では医療費が上がっ

ているということもあると、とても補塡資金にということで、あとは構わないぞとい

うことに村ではなっちまうのだか、何とか引き続き村でも面倒見られるんだかという

その見通しはどのように考えているか、基本的なことでよろしいのでお願いします。 

○議長（佐藤 悟） 住民税務部長。 

○住民税務部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えいたします。 

   先ほどお答えした中にもありましたが、標準税率がどういうふうに定められるかに

もよるわけですけれども、今まで法定外繰り入れというような形で村が補助してきた、

そういう部分について、これが標準税率が定められれば、やっぱり村としてはそれに

ある程度従っていかないと、何で標準税率を定めたのにその税率の課税をしないんだ



 

- 256 - 

 

というような話は出てくるのかなというふうには思っておりますけれども、ただ、そ

れが、じゃ３０年から一気にそういう形でやらなくちゃならないかというと、これ医

療の環境等もございます。会津とか、やっぱり医療を受けにくいような地域もあると。

そういう中で税率だけ決められて、そのとおり取らないとうまくないというような話

になりますと、これは不公平が出てくるということですので、当然のように経過措置

等が設けられるというふうに思います。ですから、３０年にすっかり全部それで終わ

りになるかというと、そんなふうには思っていなくて、ある程度年数をかけて、経過

措置をとりながら均衡を図っていくようになるのかなというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、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」に対する

質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 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３２号「平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計予算」に対する質

疑を終了いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 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」

に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。６番。 

○６番（佐々木市夫） ２９７ページの１６の原材料費についてお伺いしたいと思います。 

   一般質問の中の答弁にもありましたとおり、なかなか経営的には大変だなという形

で、特に材料費の問題で、消費税アップのときにそのまま料金据え置いたためにとか、

あるいはまた電気料が２００万ぐらい突出してかかっているとか、その対策もいろい

ろ練ってこれ予算化したんだろうなと、こう思いながら見てみますと、原材料費

２，３３１万９，０００円。 

   今、私が申したいのは、一方では苦しいですけれども、一方ではやっぱりこの村内
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の業者というのも含めて、以前からいろいろお願いしていますけれども、そういう材

料の仕入れという形で、特に本当は特産品なんてもっとあれば、もっともっと利用し

てほしいなという感があるんですけれども、とりあえずは今、現況でわかる範囲で結

構ですから、村内の業者がこの中にどのくらいのパーセンテージで納品している割合

があるのか、その辺のちょっと確認しておきたいと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんに、２９７ページの原材料費２，３１１万

９，０００円でございますが、村内でのパーセンテージということで、具体的な数字

は把握してございません。村内から調達しているのはいわゆる直売所で扱っている野

菜、あと米は全量ですが、そういう形で、あとできるだけ村内で賄えるものは賄うと

いうことで調達しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） このアットホームの運営に関して、株式会社化とか公設民営とかい

ろんな話が出ておって、何があそこで今必要なのかというのがちょっと見えなかった

ものだから、本当はどうなのかなというふうな気がしておりましたが、この設置当時、

オープン、建設するに当たっては、村民の健康維持、増進、回復と、これが主目的で

始まったのかなというふうに私は理解しております。ですから、それさえきちっとや

れば、たとえ赤字であろうとも村民は理解し、納得してくれると思いますし、協力も

してもらえると思います。 

   ですから、その辺の運営の方針というものをもっとはっきりすべきじゃないかと。

赤字になっては困る、だからああするかこうするかじゃなくて、あくまでも所期の開

設した目的を明確にしてやればまた違うのかなというふうに思いますが、これらにつ

いて、村民の健康維持増進を主目的にすべきだということに対してのご意見を伺いた

いと思います。 

○議長（佐藤 悟） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   まず、国民保養センターのときの目的は、純粋に村民の健康増進、保養施設という

ことで、建設当時も私も役場にいましたので、議会の中からそういう提案がありまし

て、そして村民のためにということでつくったものです。その後、今のアットホーム

おおたまにする段階で、それを保持しつつ、大玉の観光施設として村外の方たちにも

広く使っていただくという目的が加わりました。 

   ですからその部分でいいますと、やはり赤字を出して村のほうでそれを補塡すると

いうのはできるだけ避けたいということ、ですから公設民営については役場庁内で既

に話し合いをして、アットホームについては公設民営にすべきという結論は、庁内の

結論は既に何年も前に出ておりますが、その手法をどうするかということでございま

す。これは、公設民営にするとサービスが下がるとか、保養のものが下がるとかとい
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うことではなくて、親方日の丸の役場で直営じゃなくて、民間の手法を使って、より

よいサービスともっと経費のかからない運営ができるのではないかということが目的

でございますので、当初の国民保養センターの趣旨というのはそのまま当然に継続さ

れる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。６番。 

○６番（佐々木市夫） 先ほどの質問にも関連しますけれども、先ほども申したいろんな

経営的な方向性を、委託するんだという形でこの答弁もあったような気がします。ど

こにあるのかなと思って見てみますと、その委託料は出てこない。さらにその補正予

算、今後審査する補正予算に出てこない。さて、その委託してやっていますという形

の言葉だったように私、ここに資料あるんですけれども、記憶していますけれども、

さてその辺はどうなっているか、改めてお伺いしたいと思います。 

   今後の運営方針を定めるに当たり、経営コンサルタント事務所に現状の分析、課題

の洗い出し、今後の予測などの経営診断を委託しており、経営分析の結果を見て運営

の改善を進めてまいりますという答弁でありました。そのことについてお伺いします。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。 

   ２６年度の予算措置しておりますアットホーム関係の一般会計予算で、それら民営

化に含めた検討するような予算措置をとっておりますので、その委託料で、経営診断

を今年度、結果は今年度３月末に出てきますが、そういった中身で、経営の改善点等

も含めて経営コンサルタントに委託している内容でございます。 

○議長（佐藤 悟） ６番。 

○６番（佐々木市夫） 私の見落としというようなことで、大変失礼しました。 

   それにつきましても、どのぐらいの業務委託料だか、差し支えなければお知らせい

ただきたいと思います、金額的なこと、前に審査したんでしょうけれども改めて。 

○議長（佐藤 悟） 産業部長。 

○産業部長（鈴木幸一） ６番議員さんに、委託料ですが、詳しいあれですけれども

４０万弱、三十数万円という数字で委託しております。 

○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３３号「平成２７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３４号「平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計予
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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） これの一般会計からの繰り入れを少なくしようとすれば、１００％

の加入推進、これはそういうことになろうかと思います。しかしながら、１００％加

入してもペイするというふうにも考えられませんが、今後集落排水事業の運営状況は

どのように変化していくというふうに見ておられるのか、だからあくまでも一般会計

から繰り入れはこのぐらいは予想していなきゃならないというふうな金額があればお

示しいただきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 建設部長。 

○建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   現在の加入状況につきましては、大山第１のほうが９２．８％、計画戸数２２５戸

に対して２０９戸加入されております。玉井第２地区につきましては、計画６１０戸

に対しまして３５０戸の加入で、５７．４％というような状況になっております。 

   今のお話にあったとおり、１００％加入しても、それぞれ建築時点の借金等がござ

いまして、それらも返済していかなくちゃならないし、施設でございますので、当然

維持管理費も毎年同額必要になってくる。それから、機械のポンプ等のオーバーホー

ル等も数年に１回やっていかなくちゃならないということで、１００％加入しても一

般会計からの繰り入れがゼロになるということは考えづらいというふうに考えており

ますが、できるだけ加入戸数をパーセント上げて、一般会計のほうの持ち出しを少な

い方向に持っ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） 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」に対

する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 議案第３５号「平成２７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。 
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   よって、議案第３５号「平成２７年度大玉村土地取得特別会計予算」に対する質疑

を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 議案第３６号「平成２７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。７番。 

○７番（佐藤誠一） 国では、この介護についての介護施設に対する助成金というのをぐ

っと減らしてきて、経営者は容易でないというような状況、テレビ等で聞かれており

ますけれども、大玉村は全く、この事業については公共の立場から保険金など集めて

やっていると思いますけれども、そういった中で、今度は補正でも金額の改正がなっ

て、６分野から９分野に分かれてこれからの保険がかかってくるわけでございますけ

れども、今のああいった経済状況の中でのこの介護の料金はまだまだどのように推移

していくのか、まず当局に伺っておきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。 

   今度の介護保険の改正の中で、介護を利用している方の負担といいますか、それが

どのように変わっていくのかという趣旨の質問だと思います。 

   今回の介護保険改正については、大きな点では保険料が変わるということ以外、

８つほどの改正点がございます。今、おっしゃられました介護従事者の報酬を引き上

げつつ施設の介護報酬を引き下げると。特別養護老人ホーム、例えば陽だまりの里、

どこでも同じですけれども、そこの全体的な報酬は引き下げて介護従事者の給料は上

げると。これは素直に聞けば、どうやってそういうことが実現するのかということに

なると思います。それで、この保険料とは別に、その事態がどういうふうに推移して

いくのかということになれば、やっぱり利用者の負担増につながっていく、こういう

のは間違いございません。 

   例えば、今までも一定所得を持っている方、低所得者以外については食費とか部屋

代というのを取られています。例えば老人保健施設の場合だと、施設によってこれは

自由設定なんですよね、一定の決まりはありますけれども、１日食費が１，３５０円

とかという単価になっています。これが、いわゆる施設、介護報酬が２．２７％だか

引き下がりますけれども、その分の補塡をせざるを得ない。すると結局１，３５０円

が１，４００円になってくるとか、そういう形でやっぱり利用者の負担にはね返って

くる、これは事実だというかそういう方向にしかならないというふうに思います。 

   あすあたり、事業者ごとにあす、あさってと、県のほうでそれぞれの事業所、特別

養護老人ホーム、老健施設、それからヘルプの事業所とかそういったところの事業者

を集めて説明会やるようですが、いずれにしても介護報酬が引き下げられれば、当然、

満額というふうにはならないかとは思いますが、一部はやっぱり患者というか施設利

用者、介護保険の利用者の負担につながらざるを得ないのではないかというふうに思

っています。 
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   ８月以降については、そういう患者の直接的な施設報酬の減額に伴う増加にあわせ

て、一定以上の所得がある人は利用者負担が１割じゃなくて２割になってきます。あ

るいは、低所得者の施設利用の食費とか居住費は取らないようになっていまして、給

付することになっているんですけれども、これも例えば配偶者の片一方、配偶者があ

って１人が入っていて、在宅している配偶者に、住民税の納付者であれば、あるいは

預貯金が１，０００万以上あればこれは給付しませんと。つまり食費とか居住費払っ

てくださいと、こういうふうなことも決まりました。こういうことがあると、全体的

には施設の経営も今よりも厳しくなるので、やっぱり利用者負担のところにいってし

まうということは明らかだというふうに思います。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 今の部長の答弁、私も理解しておりますけれども、一方で国ではど

ういうことかとなると、消費税、昨年の４月から８％に上がって、来年の秋には

１０％になる、そこを見込んで従事者の給料をアップして施設に払う補助金は減らす

んだというふうな一方的な言い方をしておりますけれども、なぜこういうことを聞い

たかというと、やっぱり利用者はどんどん、我々団塊の世代がちょっと一番底上げの

ところですが、これが１０年、２０年後になるとやっぱり相当な利用者出てくると思

う。だから、そのためにやっぱり我々も保険料は払うわけでございますけれども、そ

れ以後のことをやっぱりもうある程度考えておく。安倍総理たちは１００年のスパン

なんて言っているけれども、そのくらいのことを考えていかないと、もう日本だって

これあれだ、５番議員さん言ったように全国、もう５０年先はもう４分の１くらいは

減るみたいな予想されているのね、これ間違いなくそうなると思いますよ。かつて

我々が生まれたころはピラミッドだったけれども、逆ピラミッドって、ダイヤモンド

現象というそうですけれども、そういった時代になる可能性もありますので、ここは

やっぱりきっちり、経済力のついているときにきちっとこの制度は確立しておかない

と、多分に、私が前段に言ったことになるおそれもありますし、来年施行されるであ

ろう消費税１０％ということについての村の考え方はどのように持っているのか、お

願いしたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ７番さんにお答えいたします。 

   介護保険における消費税１０％の関係でお答えしたいと思いますけれども、今回の

介護保険、特に介護保険料の関係では、低所得者軽減強化ということで、今回は第

１段階のみなんですけれども、いわゆる生活保護世帯の方、世帯全員が市町村民税非

課税の老齢福祉年金の受給者、市町村民税非課税かつ本人の年金収入が８０万円以下、

こういう方が一番所得の低い階層ということで、これが保険料基準額は標準額の

０．５と２分の１になっていますが、２８年、２７年と２９年に関しては、消費税

等々の影響を考慮して０．４５にしますよという、これは現在の介護保険に対する国

の負担、公費負担とは別枠で用意するんだということで、２７年度、国の予算ベース

では２２１億円投入する予定になっています。今回、その分の歳入も見込んでおりま
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す。 

   それから、２９年４月以降については１０％になりまして、これらについては、今

度は第１段階だけじゃなくて第１段階、第２段階、第３段階、いわゆる市町村民税非

課税世帯全体を対象として完全実施するんだということで、６５歳以上の約３割はこ

の処置に該当するだろうというふうな国の想定になっていまして、第１段階は

０．４５がさらに０．３、それから現行０．７５である第２段階については０．５、

それから現行３段階の０．７５については０．７と、こういうふうにとりあえず低所

得者は消費税の影響から守ろうというようなことで、２９年４月の所要見込み額、国

のベースでは約１，４００億、だから２７、２８年度の約６．５倍ぐらいの財政を入

れて、つまり消費税の増税分をこれに入れて低所得者対策をやっていこうと。 

   ただおっしゃられたように、これから団塊の世代が後期高齢者でない、既に６５歳

以上を迎えております。そして後期高齢者になる１０年後、これについては高齢化率

も相当になると。給付費もふえると。そういう中で今、どういうふうに展開していく

のかという見通しの話ですけれども、正確にはわかりませんが、やっぱり第二の国保

になっていくと、市町村の負担も非常に、これ１２．５％ですが、被保険者がふえれ

ばどんどんふえると、こういう中でやっぱり第二の国保になる危険性があるのではな

いかと。ただ、保険料の徴収については年金徴収ということになっていますから、今

の現在の国保のような事態というふうにはならないかもしれませんけれども、どこま

で利用者の負担がふえ、市町村財政が圧迫されるのかという点では非常に懸念されて、

将来的にはやっぱり運営のあり方、市町村運営じゃなしに広域的な運営を模索すると

か、そういう方向性は、あと２回ぐらいの、３年１期ですが改定、今の６５歳の方が

団塊の世代になる時点ではそういう話も出てくるのではないかと、そういうふうな展

開を今、見通しというか、そういうふうな方向になってくる可能性が非常にあるのか

なというふうに懸念しております。 

○議長（佐藤 悟） ７番。 

○７番（佐藤誠一） 消費税関係についても、それぞれそのような方向になっていくとい

うことは聞いておりますけれども、ちょっと３７３ページをお開きになってください。 

   ここで説明の欄に、居宅介護、地域密着型介護、施設介護型サービスということに

なって、国では一方的に居宅介護制度へ移行する、私も過日質問したことがあります

けれども、一方的に介護１、２の人は居宅介護になるんだというような方針なんです

よね。そうすると、そのときも話したとおり、これにかかわる、今は老老介護とかそ

ういった言葉も出てきておりますけれども、家族の誰かはついていなければならない

というふうな状態になると、経済的に余裕のある家だったらいいんですけれども、経

済的に余裕のない人はどういうふうな介護制度になるのかなと。本当、そうなると地

域密着型なんてしますと、やはり人を頼めばお金もかかりますし、その点の振り向け

方、非常に難しいと思うんですよ。 

   あと介護３、４、５になると、その度数ごとになれば、幾ら保険料払っているから

といってただで施設で見てくれるわけではありませんので、その辺のいろいろな思惑
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が出てくるわけでございますので、やっぱりいち早く、国がそうしろというんだった

らということになれば、普通の家庭に置いている、男女とも言わず、今は全員が介護

されたり、するほうになると思うんですけれども、そういった準備期間、居宅介護の

ときの方法はこうですよ、ああですよとやっぱり指導もこれ、行政としてはしていく

べき計画も持っているとは思いますけれども、そういったときのこの対応をどのよう

に当局が今後とっていくのか、伺っておきます。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） 再度、７番さんにお答えいたします。 

   おっしゃるとおり、特別養護老人ホーム、施設入所については老健も含めて介護

３以上ということになってくるんだと思います。これらについては、いきなり今入っ

ている人が、例えば介護２で入っている人が施設から追い出されるということじゃあ

りませんけれども、条件としては３以上でないとなかなか入れないと。 

   介護２でもひとり暮らしで誰も近くに身寄りがいないなどという場合には、村がそ

ういうふうに認めれば施設も入れるよという余地は残りました。しかし、１、２の人

が施設介護を受けられないということになれば、当然おっしゃるとおり、居住地での

サービス、デイサービスであるとかヘルパーさんであるとか、あるいは地域密着型で

通所サービスを受けるとか、そういうふうに、あるいは認知症のグループホーム等々

に入らざるを得ないというふうな方が今後はふえるということは当然想定されます。 

   村としては、これから総合事業、これは軽度者に対する総合事業もやっていかなく

ちゃなりません。おっしゃるとおりサービスの利用者はふえるわけで、特に居住系の

サービスがふえる、２４時間対応といってもなかなかできないというところ、現実に

あります。だから介護を担う人をどういうふうに育てていくのか。それから、これも

議論になりましたが、老人クラブとか地域のいろいろな団体と、どういうふうな形で

ここの管内で見守りできる仕組みをつくっていくのか、この３年間をかけて早いうち

にそういう一つの方向性を見出していきたいというふうに思います。 

   とにかく、これから新たなやっぱり介護認定者をつくらないということも重要で、

そういう点では、老人クラブを初めとする地域の団体、そこの中での健康学習である

とか介護予防のための諸施策を推進していく必要があるというふうに考えております。 

○議長（佐藤 悟） ほかにございませんか。８番。 

○８番（遠藤文一） ３５６ページ、特別徴収を含めた１号被保険者ですか、これの人数

を幾らと想定しての予算計上なのか伺います。 

   それから、部長の当初予算関係の説明書によりますと、２号被保険者にかかわる保

険料で、保険給付費等の２８％相当がというふうに書かれておりますが、これ２８％

相当で間違いないのかどうか確認しておきたいと思います。 

○議長（佐藤 悟） 福祉環境部長。 

○福祉環境部長（武田孝一） ８番さんにお答えいたします。 

   第１点の２７年度の１号被保険者の保険料算定の基礎的な数字、これは何人かとい

うことですけれども、１号被保険者については２７年度について２，１２７名という
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数字で押さえております。なお、２号被保険者については２，８２０人というのが計

画上の数字になっております。 

   それから、２号被保険者の保険料率、この割合ですけれども、公費５割、被保険者

５割というのが基本ですが、２号被保険者の保険料率は保険財源のうちの２９％が前

期までで、第６期からは２号被保険者が２８％で１％下がります。１号被保険者が

２１％から２２％になるということは、そのとおりでございます。 

○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３６号「平成２７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３７号「平成２７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３７号「平成２７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３８号「平成２７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） 質問には当たらないかとは思いますが、この４２９ページの年間総

給水量、７２万立方メートルになっていますよね。これ三ツ森池が改修される前はそ

のぐらいの保水力がありました、これ１回でです。だから、要するにあそこの水がい

かに大玉に対しての安全弁かということを、やっぱり今後考えていただきたいという

ことです。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 今の、質問ではないんでしょう。 

   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３８号「平成２７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） ここで、議長からお諮りいたします。 

   議事の進行上、本日の会議時間をあらかじめ延長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、会議時間を延長することにいたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第２、平成２７年度予算議案の委員会付託を行います。 

   お諮りします。 

   平成２７年度予算議案である議案第３０号から議案第３８号までについては、議長

を除く１１人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査す

ることにしたいと思います。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第３０号から議案第３８号までの平成２７年度予算議案について

は、予算審査特別委員会に付託することに決しました。 

   なお、議長への予算審査特別委員会審査結果の報告につきましては、３月１６日の

本会議までにご報告願います。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 予算審査特別委員会委員長及び副委員長の互選報告を議題といたし

ます。 

   委員長、副委員長については、委員会条例第７条第２項の規定により、予算審査特

別委員会において互選の上、議長に報告することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   よって、予算審査特別委員会を開催し、予算審査特別委員会の互選の結果報告をお

願いします。 

   なお、互選の会場については事務局長より報告させます。局長。 

○議会事務局長（作田純一） 互選の会場について申し上げます。 

   会場は議場で行われますようお願いいたします。 

○議長（佐藤 悟） 局長の説明が終わりました。 

   暫時休議をいたします。再開は午後４時といたします。 

（午後３時３９分） 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 再開いたします。 

（午後４時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 予算審査特別委員会委員長、副委員長の互選の結果について、事務

局長より報告させます。局長。 

○議会事務局長（作田純一） それでは報告いたします。 

   予算審査特別委員会委員長、佐藤誠一議員、副委員長、菊地利勝議員、以上であり

ます。 

○議長（佐藤 悟） 予算審査特別委員会委員長、副委員長については、事務局長が報告

したとおり決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（佐藤 悟） 日程第３、請願・陳情について常任委員会付託を行います。 

   ３月６日に受理した請願・陳情は、お手元に配付いたしました写しのとおり、陳情

第４号の１件であります。 

   お諮りいたします。 

   議長から所属の常任委員会に付託したいと思います。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（佐藤 悟） 異議なしと認めます。 

   議長から所管の常任委員会に付託をいたします。 

   配付いたしておりますとおり、陳情第４号を産業厚生常任委員会に付託をいたしま

す。 

   なお、議長への委員会審査結果の報告につきましては、３月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４時０１分） 


