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万円 認定しました

●中山間地域等直接支払制度 4,403万円

●産業振興センター管理運営費 1,790万円

民生費

460万円

●原発事故関連健康管理事業費 647万円
13億5,630万円

●生活環境対策事業費 １億2,620万円
●農業関係除染対策等事務事業費

●後期高齢者医療制度事業費

●林業振興事業費
●児童手当支給事業費 １億4,949万円

調整事業繰出金の増により

険特別会計への財政安定化

４億３６８４万円（同 ・

義務的経費（人件費８億

１７４４万円、扶助費３億

４７８８万円）は、 億２

５５１９万円、公債費３億

０５１万円で歳出総額の

投資的経費 は、６億７３

９％増）となっている。

18

６３万円（同 ・７％減）で、

※５

歳出総額の ・１％（前年

45

ミニ用語解説
●

義 務的経費
歳出のうち支出が義務付
けされており、任意に削
減ができない経費。
消費的経費
支出効果が単年度または
短期間に終わり、後年度
に形を残さない経費。
積立金
財政を計画的に運営する
ため、または財源の年度
間の変動に備え積み立て
る 金 銭 で、 自 治 法 上 は
「基金」として規程され
ているもの。
繰出金
一般会計と特別会計また
は特別会計間で支出され
る経費。
投資的経費
各種社会資本整備など、
支出の効果が長期にわた
る経費で、普通建設事業
費、災害復旧事業費、失
業事業費をいう。

●

度 ・７％）となっている。

12

・２％を占め、前年度と

比較すると、４・２％の増

となっている。その要因は、

障害福祉サービス給付費が

補助費から扶助費へと変更

になったことにより、対前

年度比１億３６１万円
（ ・

２％）
増加したためである。

物件費・補助費等の消費

的経費 は、物件費で個人

住宅除染事業が平成 年８

月の豪雨、平成 年２月の

豪雪など悪天候が続いたた

かったことにより 億８７

め、 年 度 内 に 完 成 で き な

３７万円（対前年度比 ・

５％ 減）
、補助費等で障害

福祉サービス給付費が補助

費から扶助費へと変更に

なったことにより５億５３

６５万円（ ・７％減）と

積立金 は、２億２８６２

なっている。

資及び出資金・貸付金は、

２５３０万円（同５・５％

減）となっている。

繰出金 は、国民健康保
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1,485万円
●県産農林水産物 PR 支援事業費

289万円
●国保特別会計へ繰出金 １億3,471万円

１億298万円

※２

９ 月 定 例 会 は、５ 日 か ら 日 ま で の８ 日 間 の 会 期 で 開 か れ ま
した。
今 回 の 定 例 会 は、 平 成 年 度 の 歳 入 歳 出 決 算 を 審 査 し て 認 定
に 関 す る 議 決 を 行 う 決 算 議 会 で あ り、 適 正 に 予 算 が 執 行 さ れ た
かについて、２日間にわたり慎重審議されました。
一般質問は、６人の議員が登壇。

前年度より 10億2,582万円減少

12



25

●検診事務事業費
●線量低減化事業費

農林水産業費
１億2,862万円


2,110万円
●再生可能エネルギー（小水力発電）導入事務費

27

万円（ 同 ・０ ％ 減 ）
、投

※３

13

※４

衛生費
総務費

９ 月
定例会
開 催

歳出を性質別にみると…

平成25年度 決算

歳出

74億3,671

一般会計
特別会計

一般会計内訳
自主財源
17億7,016万円
29.2％

依存財源
42億8,993万円
70.8％

その他
５億726万円
8.4％

衛生費
４億3,252万円
7.7％

地方交付税
17億2,524万円
28.5％

繰越金
４億1,870万円
6.9％
村税
８億4,420万円
13.9％

民生費
10億412万円
18.0％

歳入合計
60億
6,009万円

県支出金
18億2,440万円

国庫支出金
２億9,333万円
4.8％

総務費
23億4,126万円
41.9％

歳出合計

農林水産費
２億8,082万円

5.0％

55億
8,491万円

土木費
３億3,339万円

6.0％

教育費
４億6,698万円
8.4％

30.1％

その他
１億8,246万円
3.0％

消防費
１億5,649万円
2.8％

公債費
３億4,788万円
議会費

6,999万円

1.3％

その他

村債
２億6,450万円
4.4％

6.2％

・商工費 4,544万円 0.8％
・労働費 2,274万円 0.4％
・災害復旧費 8,328万円 1.5％

村の財政を指標でみると…
容

比

率

早期健全化
基準

実質赤字
比率

福祉や教育など基本的
な行政サービスを行う
一般会計等の赤字の程
度を示す指標

赤字なし

連結実質
赤字比率

一般会計だけでなく、公
営企業を含む全会計の
赤字を示す指標

赤字なし

20.00％

実質公債
費比率

実質的な公債費等がど
の程度財政負担となっ
ているかを示す指標

9.0％

25.0％

将来負担
比率

一般会計等の将来負担
すべき負債が将来財政
を圧迫する程度を示す
指標

29.7％

350.0％

議会だより

15.00％

25

については、次の表のと
おり、いずれも基準を下
回っています。
また﹃資金不足比率﹄
は、公営企業（ 年度は
水道事業・農業集落排水
事業）ごとに算定するも
ので、いずれも資金不足
なしと報告されておりま
す。
このことから、村の財
政は健全であるといえま
す。

健全化判断比率



内

議会に報告される﹃健
全化判断比率﹄
﹃資金不
足比率﹄は「財政健全化
法」に基づいて算定され
るもので、監査委員の審
査、議会報告を経て公表
することを義務づけられ
ています。
﹃健全化判断比率﹄は、
いずれかの比率が「早期
健全化基準」以上である
場合は、
「財政健全化計
画」を策定しなければな
らなくなります。 年度

比率名

25

代表監査委員

歳出Ｂ

26

甲野藤 健 一
菊 地 利 勝

歳入Ａ

議会選出監査委員

円）国民健康保険税
（７２８１万円）や使
用料の収入未済額が
年々増大傾向にある。
収入未済額の解消に向
け、関係法令等を遵守
し、滞納処分による収
納率の向上が図られる
ことを望む。
区分

18

慎重かつ適切な
財政運営を

平成 年度一般会計ほか特別会計７件、水道事業会計の決算書および同
付属書類は、いずれも法令に基づいて作成され、その計数は正確に記載
されており、適正な執行がなされたものと認められた。
また財政健全化判断比率及び公営企業不足比率は、適正に作成されて
おり、基準をクリアしていた。
基金について、係数及び運用状況は、適正に管理運用されていた。

きもの、改善すべきもの
について下記事項を付し
て監査意見とする。
① 事務事業における各
種契約、支出事務、財
産管理事務の執行につ
いて、法、関係法令等
及び村条例、規則等々
を熟知し適正な執行を
望む。
② 村 税（ ７ ８ ０ ６ 万
年度

25

25

一般会計

平成 年度の決算審査は、８月 日から 日まで行われ、関係諸表等
の計数の正確性の検証とともに、予算執行または事業の経営が適切かつ
効率的に行われたか、さらに健全な財政運営・資金収支が図られたか等
を主眼において、それぞれの関係帳簿及び証拠書類と照合しながら、細
部については参考書類等の提出と合わせて関係職員の説明を求め行いま
した。

審査意見

予算執行に関する事務
処理については、毎月実
施している例月出納検査
及び２月に実施している
定期監査において審査し
ており、指摘事項、改善
事項についてはその都度
指導を行った。特に、事
務事業において善処すべ

審査結果

決算収支の状況

形式的収支
（Ａ－Ｂ）Ｃ

翌年度へ
繰越すべき財源

実質収支

単年度収支

実質単年度
収
支

平成25年度

60億6,009万円 55億8,491万円

4億7,517万円

1億4,620万円

3億2,898万円

△2,597万円

430万円

平成24年度

70億6,278万円 66億4,407万円

4億1,871万円

6,377万円

3億5,494万円

6,099万円

6,108万円

平成23年度

52億3,391万円 48億3,501万円

3億9,890万円

1億495万円

2億9,396万円

8,229万円

8,277万円

◦ 会計別歳出決算額 ◦
会
一

計

般

名
会

支出総額
計 55億8,491万円

国 民 健 康 保 健

9億37万円

執行率

主

59.2％

前ページのとおり

92.2％

加入世帯数1,071世帯

な

事

業

内

加入者数1,996名

容
26.3.31現在

区

505万円

77.0％

管理状況 392ha（自主管理124ha、県行造林176ha、委託林69ha、
その他23ha）

アットホームおおたま

1億634万円

89.8％

休憩者数13,032名

農 業 集 落 排 水 事 業

1億3,338万円

97.5％

加入戸数548戸

4,044万円

96.8％

土地開発基金積立

介
護
保
険
（ 保 険 事 業 勘 定 ）

6億355万円

87.8％

第１号被保険者数2,029名

介
護
保
険
（サービス事業勘定）

113万円

52.9％

介護予防支援計画総件数

6,154万円

96.0％

被保険者数1,195人

2億1,470万円

96.5％

給水人口7,858人

玉

土

井

地

財

産

取

得

後 期 高 齢 者 医 療
水

道

事

業

宿泊者数5,380名

加入率65.6％

入浴者数37,834名

26.3.31現在

村民グラウンド駐車場用地取得
26.3.31現在
245件

26．３．31現在
普及率78.6％

年間有収水量713,111㎥

議会だより



９月定例会で決まったこと

条例改正１件、決算認定９件、補正予算９件、
工事請負契約１件、村道路線の認定１件、報告３件の計 24 件。

営業所との工事請負契約。
大玉村村営住宅条
平成 年度補正予算
工事の概要は、既存の
例の一部改正
橋桁及び下部工を撤去
し、新たに設置する下部 ◆一般会計
本条例は、平成 年
月に制定し、災害公営住 工の基礎杭 本を施工す 補正額 ５億８３１９万円
宅整備事業として福島県 るもの。
総 額 憶３８７５万円
なお、工期は 年３月
が代行して進めているが、
日まで。
富岡町の強い要望により
復興庁及び福島県と協議
し、避難者要望に応える
ため、整備戸数を 戸か
ら 戸に改正するもの。
主なもの
・ビニールハウス設置事
業補助金 １２５万円
・農業担い手経営革新支
援事業補助金
３６９万円

・東日本大震災農業生産
対策事業補助金
３０１万円

・観光・物産ＰＲ実行委

議会だより



31

27

その他
●村道路線の認定
●健全化判断比率の
報告
● 資金不足比率の報告
●平成 年度安達地
方土地開発公社決
算の報告

54

77

観光物産 PR（新宿）

員会事業委託料
総 額
１２８万円
１億１２５４万円


・災害公営住宅建設事業 ●土地取得
負担金
補正額  ２７２１万円
２億６１００万円 総 額  ４２８８万円

・馬場桜後継樹増殖業務 ●介護保険
委託料 
万円 （保険事業勘定）
補正額  ３２６５万円
◆特別会計
総 額
●国民健康保険
７億１８２８万円

補正額 
６千円 （サービス事業勘定）
総 額
億１６３万円 補正額
万円


●玉井財産区
総 額 
２０７万円
補正額
１２５万円 ●後期高齢者

総 額 
５６０万円 補正額 
１９９万円
●アットホームおおたま
総 額  ６４５１万円
補正額 
８９６万円
◆水道事業会計
総 額
１億１４９７万円 補正額 
４６６万円

●農業集落排水事業
総 額
補正額 
４５３万円
２億２３９４万円


90

26

78

政府による緊急の過剰米処理を求める
陳情書
二本松市油井字田向73番地
提出者
安達地方農民連 会長 佐藤 佐市
付 託
審 査
産業厚生
採
択
委員会
結 果
名

件

18

軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認
定基準の改正などを求める陳情
大阪府東大阪市六万寺町３－12－33
提出者 軽度外傷性脳損傷仲間の会
代表 藤本久美子
付 託
審 査
産業厚生
採
択
委員会
結 果

12

「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付
名 金」による就学支援事業の継続を求め
る請願書
福島市上浜町10－38 福島県教職員組合
提出者
中央執行委員長 角田 政志 他１名
付 託
審 査
総務文教
採
択
委員会
結 果

25

名

件

25

65

南町・山口線
（ほか）
橋梁架替工事
（Ⅰ
期）
請負契約

件

三立土建株式会社大玉

●９月定例会に提出された陳情

67

●９月定例会に提出された請願

ただき、現地視察や村長
ヒアリング及び村内関係
団体との意見交換会を通
した厳格な審査が行われ
た。審査の結果、加盟承
認の内示があった。
なお、 月２日開催の
臨時総会で、正式加盟承
認となる。

・８月 日の 時で交通
死亡事故ゼロ１０００日
を達成。県交通対策協議
会長より表彰を受けた。
・大玉村消防団第７分団
が、７月 日開催の県消
防操法大会本宮支部予選
会で優勝し、８月 日開
催の福島県消防操法大会
に本宮支部代表として出
場し、第 位となった。
数か月にわたる訓練を
通し、消防操法を実施し
た 選 手 は 元 よ り、 分 団
員、消防団員の団結が図

○住民生活課

10

24

られ、今後の消防活動に
大いに役立つものと考え
ている。

○農政課
・今年で３年目となる全
量全袋検査について、昨
年同様全袋検査機３ 台、
検査場２カ所において、
出荷販売する米の他、自
家用飯米、縁故米、くず
米など生産された全ての

一 般 質 問

24

26

６人の議員が登壇

今年度初めての取り組
みの『共に学ぶ おおた

○生涯学習課

玄米を対象に検査を行い、 ため、本地区を 工区に
基準値を下回ったものか 再区分し、８月 日付け
ら出荷が可能となる。
で再発注した。
・小高倉周辺の畜産農場
○産業振興課
に起因するハエ、悪臭、
・ふるさと納税の寄付申 カラス等による種々の害
し込みは、８月 日現在 については、長きにわた
で１０１７件、１２５９ り地域の方々から苦情、
万２６００円となってい 環境改善に向けての要望
る。
があり、福島県県北家畜
保健衛生所等の関係機関
○再生復興課
の指導を受けながら取り
組んでいる。８月 日に
は、南小屋婦人ホームに
おいて、大玉７区、９区
の住民の方々と事業主と
で環境改善に向けた意見
交換会を実施した。
今後も専門的な立場の
方々の意見を聞きなが
ら、効果的な対策を探求
していきたい。
28

・住宅の面的除染の実施
状況は、７月末現在、発
注２３８４件に対し、１
３４８件が完了となって
いる。
また５月 日付けで契
約を解除した㈱アポロ
トータルプラン安達営業
所の工区は、各地権者別
に作業進捗内容を個別に
調査し、集計が完了した。
この調査結果を再発注の
基礎資料とし、除染作業
を一日も早く完了させる

25 10

27

ま の 共 育サ ポ ート 事 業』
の一環として、
「 中３ 生
学習サポート事業」を８
月４日から７日までの３
泊４日の日程で、南会津
郡只見町で実施した。事
業には大玉中３年生 人
と福島大学生４人が参加
し、復習を主としたプロ
グラムによる学習活動を
中心に、只見町の豊かな
自然体験や、地元の方に
教わるそば打ちなどの活
動を行った。
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行政報告

24

13

13

12

今次定例会にあたり、
議会の運営に関する基準
第５章第 に基づき、行
政報告がありましたの
で、抜粋・要約してお知
らせいたします。
（９月５日現在）

37

○企画財政課

29

57

・ 回目となる「未来へ
の翼」は、７月 日から
３ 泊 ４ 日 の 行 程 で、 引
率・団員 人が台湾を訪
問し、歴史・文化等を現
地において学習するとと
もに、地元中学生との交
流を通じて国際感覚に触
れ、国際性も養われたも
のと考えている。
・「日本で最も美しい村」
連合の加盟について、７
月 日、 日に、連合の
資格審査委員にお出でい
24

23

14

一 般 質 問

土砂災害への対応は！

建設部長：県の専門技術
者の調査結果による線引
きと認識しております。
当然その近辺も含めて警
戒の必要性を考えており
ます。
押山：特別警戒区域の又
兵ヱ山渓流、定場渓流な
どのレッドゾーン、住宅
被害、人的被害の拡大の
恐れが気になる。予兆の
把握、早急な緊急対策、
たとえば、上流への雨量
計設置など、考えられな
いか。
村長：定場渓流について
は、たとえばゴルフ場周
辺に雨量計を設置すれ
牛子沢豪雨被害状況

どの使用ルール、水質の
健全性の維持、お示しの
水循環基本法、それらを
踏まえ、基本的施策を網
羅できるような条例の制
定を、早い段階で実現で
きるようにいたします。

他に次の質問がありました。

押山：国の水循環基本法
の制定を受けて、大玉村
水資源保全のための条例
の必要性を伺う。
福祉環境部長：制定した
いと考えております。環
境保全、湧水、地下水な

大玉村水資源保全条例の制定に向けて
押山：大玉村の水資源、
しっかり守って、後世に
伝えていく大事な財産で
あります。ゴルフ場の再
開発など、大玉村の水資
源を取り巻く状況につい
ての認識を。
村長：大玉村は水で成立
していくと考えておりま
す。
水道水も非常に水質が
良く、田畑を潤す水は、
大玉村の最重要資源と考
えており、水資源などの
環境関係については、しっ
かり守っていきます。

ば、ある程度地域を網羅
できると考えます。設置
に向け前向きに検討しま
す。
建設部長：又兵ヱ山渓流
については、県、砂防課
と、砂防工事に向けて調
整中であります。近日中
に地元説明会を開催し、
防災に向けて検討中であ
ります。

小高倉山地内の水源ポンプ

◦「健康寿命延伸に向けた環境づくり」について
◦村長の就任から１年、施策の達成度を伺う。

議会だより



押山：昨夏の豪雨災害を
受け、村内８地域に土砂
災害警戒区域、特別警戒
区域、急傾斜地崩壊区域
の指定がはかられている
が、経過状況を示せ。
建設部長：指定に向けて、
２月末に住民説明会を実
施、庁内協議を経て、８
月に県に対し、村長の意
見書を提出、結論待ちで
あります。
押山：指定の範囲、ゾー
ンの決定によって、建築
制限、資産価値低下など
懸念されるが、まず人命
優先と考える。線引きの
正当性は。

押山義則議員

一 般 質 問
鈴木：昨年の豪雨被害の
復旧状況はどれほどか。
建設部長：農地等災害が
件、河川等道路を含む
災害が１１３件発生した。
農地等の復旧は 件、又
兵衛山地区の１件を施行

昨年の豪雨被害から１年、
復旧の状況は
37

36

中です。河川等の復旧は
１１１件、牛子沢川又兵
衛地区と狐森地区の２件
が施行中です。
鈴木：昨年の集中豪雨は
想定外の事態としても、
最近の広島の豪雨被害な
どを考えると、同規模の
集中豪雨に見舞われるこ
とを想定の範囲内とする
か。
住民税務部長：現在のよ
うな局地的な豪雨、こう
いう状況を鑑みますと、
いつ起こっても不思議は
ないと認識しています。
鈴木：災害発生時の被害
減少対策の要点は。

間すき間なく駆除を行っ
ている。またイノシシ１
頭あたり２万円の報奨金
を支払っています。
鈴木：その他の対策はあ
るか。
産業部長：電柵・防護柵
の費用の２分の１を村で補
助金として出しています。
またＪＡそして共済を含
めまして最大２分の１の
補助がなされています。
鈴木：被害対策の実績と、
農業に対する意欲の維持

の為にも今後の対策はど
のようにしていくか。
産業部長：箱わな 基・
くくりわな 基設置し、
頭のイノシシが捕獲さ
れました。昨今の耕作放
棄地の増大や山林が荒れ
る事がイノシシ被害の要
因の一つとなっていま
す。電柵やわなの設置も
含め、いろいろな対策を
行い被害防止に努めてま
いります。

40

◦教育委員会の評価報告書と今年度の取り組み
につい て

他に次の質問がありました。

27
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農産物に対する有害鳥獣被害対策は
鈴木：今年度の農産物に
対する有害鳥獣の被害は
前年度に比べどれほどか。
産業部長：クマ・イノシ
シ・ハクビシン・カラス
等により、水稲・じゃが
いも・かぼちゃ等の被害
が発生。特にイノシシが
水稲の田植時期や出穂時
期に圃場を荒らしたり、
かぼちゃ・じゃがいも等
の収穫期を迎えて、食い
荒らしたりする被害が多
数報告されています。
鈴木：現在の被害対策と
して、有害鳥獣駆除の方
法と時期はどのように
なっているか。
産業部長：有害鳥獣の駆
除として通常の狩猟期間
が 月 日からイノシシ
の場合１カ月延長して３
月 日まで、狩猟期間外
にもイノシシは有害鳥獣
駆除隊にお願いして、年
15

握する。また地域の区長
や民生委員の方にもご協
力をいただきながら相互
の扶助体制を作りたい。

18

電気柵の設置された田んぼ

復旧された板ノ倉川

住民税務部長：普段の備
え、これが不可欠である
と考え、施設・設備の充
実、人命を優先に考えて、
早めの避難を呼びかけて
います。
建設部長：特別警戒区域
の指定など安全重視の施
策を実施し、砂防関係で
は県に、治山事業では農
林関係に働きかけて行き
ます。
鈴木：災害発生時の避難
が困難な方に対する支援
策はどうか。
住民税務部長：健康福祉
課で該当者の名簿を作成
し各課が必要な内容を把

11

15

鈴木康広議員

一 般 質 問

費期限で随時更新してい
く。
武田：災害時には住民相
互の助け合いが大切にな
る。全村に自主防災組織
などを作る必要性がある
と思うが、考えがあるか
伺う。
住民税務部長：各地域で
防災士のような指導的な
方を養成しながら、地域
の防災組織を強化してい
きたい。

防災訓練、避難中の中学生

武田：現村長は教育長時
代に３年保育の方向性を
示 唆 し て い る が、 子 ど
も・子育て支援法の中で
はどのような体系を考え
ているのか伺う。
教育長：３年間一貫した
方針のもとで、系統性を
もって継続的な保育活動
が展開できることや、子
どもの成長の過程で、個
から小グループ、そして
小集団といった道筋を無
理なくたどることが出来

い方向ではないかと思う
が、具体的な計画はどう
か。
村長：保育所も含めて子
ども・子育て支援の枠組
みをどう作っていくのか
の検討をしている。大胆
に包括的に枠組みを変え
ていきたい。実現に向け、
２年程度はかかると考え
ている。

他に次の質問がありました。

るなどの成果が得られて
いる。財源等、国の動向
を注視しながら、３年保
育の実現に向けて、関係
部署と諸課題を整理しな
がら、実現に向けて取り
組んでいきたい。
武田：保育所の待機児童
の問題などから見ても、
幼稚園の３年保育が村財
政にとっても負担の少な

芝生の上での運動会（玉井幼稚園）

◦閣議決定による解釈改憲と集団的自衛権行使に
関する村長の見解について

議会だより



建設部長：１カ所が警戒
区域、７カ所が指定され
る見込み。
武田：災害時には避難所
が開設され、食料や毛布
などの物資も必要になる
が、物資の更新、補充は
どのように行われている
のか。
総務部長：備蓄物資とし
て、毛布や水、白米や乾
パン、缶詰などを備蓄し
ているが、倉庫内確認票
で出し入れを確認し、消

幼稚園３年保育開始の
時期はいつか

災害発生時に迅速な対応を求める
武田：８月に全国を襲っ
た集中豪雨では、大きな
被害が出ている。大玉村
でも昨年、７月・８月に
起きた集中豪雨で被害が
出ている。災害から人命
を守ることが一番重要と
考えるが、基本的にどの
ような対応をとるべきか
伺う。
住民税務部長：災害に対
する意識改革が重要と思
う。それにより早めの行
動につながると思う。ま
た、地域の危険箇所を知
ることや地域での話し合
いも重要であると思う。
武田：大玉村では土砂災
害防止法に基づく警戒区
域の指定は受けているの
か伺う。

武田悦子議員

一 般 質 問
須藤：小高倉地域を中心
としたこの問題は、一貫
して質問してきた。一定
の取り組みがあったが、こ
の間、紆余曲折があり極
論を言うと、なんら改善
が図られていないと思う。

畜産事業に関わる
生活環境改善策は
先般事業者と地域住民と
の意 見 交 換 会 も 行 わ れ
た。二つの事業者共に、一
定の改善をした上で話し
合うべきではなかったか、
日本で一番美しい村とか、
水資源条例が論じられて
いるが、あの周辺の河川
の状況をそのままで、な
にが美しい村と言えよう
か。地域住民の生活環境
を守るのは行政の仕事の
柱であるはずだ。今後の
具体的改善策と当局の決
意の程を伺う。
福祉環境部長：地域のみ
なさんと事業者との懇談
会で出されたことを踏ま

水質検査が予定されている河川

を下げる改善を願いた
い。
福祉環境部長：子どもの
みならず高齢者も含め

て、暑さ対策について、
クーラーなども含めて、
年度に向けて具体的に
検討していく。

他に次の質問がありました。

27

◦生活保護法の一部改正に伴ういくつかの点につ
いて

10
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子育て支援の施策は
須藤：放課後児童育成ク
ラブ事業は現在１２０人
が利用し、スペースも、
集団としての児童数も超
過密な状況下にある。持
続的な村の発展と父母も
安心して働けることを確
保すべく、施設、施策に
早急な対応を望む。
村長：さくらの西側に１
０００㎡ほどの土地を求
める。建物が建つまでは
駐車場としても利用でき
えて、環境影響物質、特 ると考える。建物の具体
にホルモン剤や殺虫剤等 的な中身については今後
といったものの水質検査 庁内で検討していくが、
を行う。また、カラス被 児童館的なもの、子ども
害については産業部と協 達が自由に集まれるよう
議し、有害鳥獣駆除の観 な場所などの施設を作っ
点でも対応したい。
ていきたい。
事業主とは協議を継続 須藤：総合福祉センター
しながら、今後の経営の さくらにある屋内ゲート
方向性についても、住民 ボール場は、高齢者はも
の意見を踏まえて確認し ちろん、放課後児童クラ
ていきたい。
ブなど広く利活用がなさ
住民から直接話をして れているが、夏場はとに
いただくのは事業者にも かく暑い。換気扇は２個
大きな圧力になる。美し あるがうまく機能してい
い村として生まれかわれ ないようだ。クーラーの
るように村全体の認識と 「設置を」などまでは申
して作り上げたい。
しませんが、室内の温度

環境改善が望まれる「さくら」

須藤軍蔵議員

一 般 質 問

拡大を図り、今後につい
ては未定の状況でありま
す。
佐藤：６次産業化につい
て、現在どのような状況
か、直売所の増築につい
て、今後のスケジュール
を伺う。
村長：新あだたらの里協
議会の提言を受けたとこ
ろであり、今後庁内で検
討組織を立ち上げ、加工
場、農家レストラン、直
売所について、財源の問

題も含めて総合的にでき
るだけ早く結論を出し
ます。

農作物加工場（旧大玉村保養センター）

今後の農業政策を問う
産業部長：妥当的な作業
面積については、基本構
想では ㌶と示されてい
る が、 規 模 拡 大 で ㌶、
㌶の農家形態ができつ
つある。農業機械経費が
経営を圧迫しているとい
うことで、共同事業など、
機械をいかに効率的に活
用するかが課題と考えて
おります。

米集荷場
JA みちのく安達

旧大玉村保養
センターの利用状況
佐藤：現在は農産物加工
場として利用しておりま
すが、利用状況について
伺う。また今後の方向に
ついてどう考えているか
伺う。
産業部長：漬物製造加工、
缶詰、そば打ちなど、年
十数回程度の利用です。
村長：新あだたらの里協
議会の提言もあり検討中
ですが、具体的に何を作
るかは決まっておらず、
とりあえず現施設の利用

11 議会だより

佐藤：本村の農業の位置
くか、方向性を示せ。
付けについて、従来通り
村長：高齢化、後継者不
の本村の産業は農業であ
足ということで、単独個
り、米を中心で…の方針
人営農は厳しいと捉えて
か伺う。
おります。共同酪農への
村長：米価の問題もあり、 転換など、話し合いを深
飼料米の作付けなど米中
めながら対応してまいり
心主義からの転換を図る
たい。
必要性はあると考えるが、 佐 藤：米作農家の今後に
大玉村は田園地帯であり、 ついて、妥当的な作業面積
位置付けとしては、田ん
と、拡大する面積に対する
ぼが中心となります。た
機械の大型化に対する対
だ兼業農家が多く、高齢
処策について伺う。
化も進んでおり、対策は
急務であると考えます。
佐 藤： 畜 産 農 家 の う ち、
とりわけ酪農家について、
減少しつつあるこの産業
を村としてどう支えてい

佐藤誠一議員

30

15

20

一 般 質 問

遠藤：２０２０年、２０
２５年、２０３０年、２
０３５年、本村の人口動
態と、老年人口率を、そ
れぞれどのように推計さ
れるか伺う。
総務部長：村として人口
動態の推計はしておりま
せんが、厚生労働省（国
立社会保障・人口問題研
究所）
の資料によると２０

65

65

10

である。
遠藤：今後急速な少子高
齢化、人口減少が予測さ
れるなら、定住自立圏構
想の実現を求める所であ
り ま す、 近 隣 市 と の 連
携、協調、集約、ネット
ワーク化を図り安心して
生活出来る地方圏、生活
圏の樹立を検討すべきと
思いますが、村長の見解
を伺う。
村長：大玉村、 年、
年、 自 立 の 道 を 歩 む た
め、今一生懸命施策を考
えておりますが、定住圏
構想も非常に有効な手段

か。また、その推進体制、
教育委員会の主体性、地
域との関わり、今後のこ
ととしても、現在の教育
長の考えを伺う。
教育長：大玉村では一貫
カリキュラムのもと、改
善を図りながらすべての
教科領域などにおいて連

接連携が進んでおり、有
効性を検証しながら資質
向上に努めております。
大玉学園構想としても、
実質的なシステムの活用
を進めておりますが、教
育委員会が主体となって
進めていく体制に変わり
はありません。

他に次の質問がありました。

◦６次産業化について
◦東日本大震災と原発事故の「記録誌」その進
捗状況について
◦日大工学部との技術支援協定について

12
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小中一貫教育制度への対応
遠藤：先日の新聞で、小
中一貫教育学校の制度化
のアンケートに対し、教
育長は必要との回答でし
た、その目的、効果につ
いて伺う。
教育長：大玉村で取り組
んでいるのは、幼少中連
接連携ということで、制
度的に一貫校ということ
ではなく、そういったこ
とも視野に入れながら取
り組みたいと答えまし
た。効果、目的について
は、小学校から中学校に
入ったときの生徒指導、
学力の問題などについて
解削していく手段、制度
化と捉えております。
遠藤：小中一貫教育など
と聞きますと小中学校の
先生方の区別が無く感じ
ますが、制度化された場
合、先生方の指導方法、
環境はどのようになるの

と考えております。今後
は、自立を前提に有効な
ものについては取り組ん
でいきたい。

児童・生徒の通学風景

アットホームで行われた敬老会

20

遠藤文一議員
２０年、人口８０６７人、
才以上２２５３人、老
年人口率 ・９％。２０
３５年、人口７４００人、
才以上２３４４人、老
年人口率 ・７％とあり
ます。
遠藤：人口動態の推計を
踏まえた水道事業と農業
集落排水事業の経営施策
を伺う。
村長：水道事業は、住民
サービスの最たるもとと
考える。支出がふえる事
はやむを得ない。人口減
少を抑えるためにも料金
を上げるのは難しい状況
27

31

大玉村における
今後の人口動態は

議員発議   ４件の意見書を提出

ものがあり、このままで
は農村社会の崩壊につな
がるものです。
特に福島県は、原発事
故の根強い風評被害によ
り、米をはじめとする農
産物の販売に苦慮してい
ます。
主食の米の需給と価格
の安定をはかるのは政府

にあります。
そもそも、この間の米
価の下落は、２０１３年、
２０１４年度の基本指針
を決めた昨年 月の「食
料・農業・農村政策審議
会食糧部会」で、今年６
月末の在庫が２年前に比
べて 万㌧も増える見通
しを政府が認識しなが
ら、何ら対策を講じてこ
なかったことにあります。
また、
「攻めの農政改革」
で５年後に政府が需給調
整から撤退する方針を打
75

11

の重要な役割です。政府
の責任で農家が再生産で
きるだけの価格を維持で
きるよう、次の事項につ
いて、強く求めます。
１ 再生産を補償する米
価にすること。
２ 農家経営を安定させ
る政策を確立すること。
提出先
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣

ち出したことも追い打ち
をかけています。
主食の米の需給と価格
の安定をはかるのは政府
の重要な役割です。過剰
基調が明確になっている
今、政府の責任で需給の調
整を行うのは当然であり、
緊急に対策を実施するこ
とが求められています。
以上の趣旨から、次の
事項について、強く求め
ます。
１ 緊急に過剰米処理を
行うこと。
提出先
内閣総理大臣
農林水産大臣

第５回
（７月）
臨時会開催 ７月28日

福島県買取型復興公営住宅整備事業にあたり、
この基本協定に基づき、大玉村に代わって福島
今年度整備する住区を南側（第１住区）
・北西側 県が住宅整備したものを福島県買取型復興公営住
（第２住区）
・北東側（第３住区）の３住区に分け、 宅として、財産の取得をすることについて提案さ
福島県・大玉村・事業者で、それぞれの住区ごと れ、可決されました。
に三者基本協定を７月16日に締結しました。

議案第54号（第３住区）

木造平屋建て17戸

木造平屋建て（3LDK）78㎡程度

335,291,000円以内
地球と家族を考える会
有限会社 ピアホーム
株式会社 福産建設ほか３社

取得する財産（横堀平災害公営住宅）の概要

大玉村議会緊急発議

動補てん交付金も事実上、
廃止されたもとで、今で
さえ生産費を大幅に下
回っている米価が 年前
の価格と同程度となり、
さらに暴落するなら、再
生産が根底から脅かされ
ることになります。とり
わけ、担い手層の経営へ
の打撃ははかりしれない

２０１４年産米価格大暴落による緊急意見書
２０１４年産米の、会
津、中通り、浜通り取引
価格は、前年比２～４割
減の、１００００円から、
６５００円（ ㌔当り）と
取りざたされ、全国的な
価格の大暴落が懸念され
ます。
今年から経営所得安定
対策が半減され、米価変

に暴落するなら、再生産
が根底から脅かされるこ
とになります。とりわけ、
担い手層の経営への打撃
ははかりしれないものが
あります。
政府は、主食用米から
飼料用米への転換を、助
成金を増額して誘導して
いますが、対策の初年度
ということもあり、種も
みの確保、マッチング、貯
蔵・調整施設などが未整
備であり、生産現場で十
分な対応ができない状況

13 議会だより

40

政府による緊急の過剰米処理を求める意見書
２０１４年産米は宮崎
県、鹿児島県、高知県な
どの超早場米の消費地で
の取引価格が「前年を４
０００円程度下回る１２
０００円台（１俵 ㌔）
」
などと取り沙汰され、全
国的な価格の大暴落が強
く懸念されます。
今年から経営所得安定
対策が半減され、米価変
動補てん交付金も事実
上、廃止されたもとで、
今でさえ生産費を大幅に
下回っている米価がさら
60

議案第53号（第２住区）
木造平屋建て４戸
木造２階建て17戸
木造平屋建て（3LDK）78㎡程度
木造２階建て（3LDK）81㎡程度
426,967,000円以内
安達太良匠の会
有限会社 斉藤工匠店
菅野建設株式会社ほか９社

議案
議案第52号（第１住区）
売買対象
木造２階建て21戸
構造戸数
売買対象
木造２階建て（3LDK）81㎡程度
住戸面積（タイプ）
取得予定価格
429,975,000円以内
選定事業者名
全国木造建設事業協会福島県協会
代表事業者
株式会社 エコ・ビレッジ
グループ構成員 有限会社 佐藤工務所ほか10社

60

東日本大震災及び原発
災害以降、被災地の教育
現場は、以前とは違った
様々な教育課題を抱えて
います。
福 島 県の双 葉 地 区で
は、未だに再開できない
小 中 学 校 が６ 校 あ り ま
す。また、臨時的に再開
している学校の多くで
は、実験・実習設備がな
かったり、運動施設がな

軽度外傷性脳損傷は、
交通事故や高所からの転
落、転倒、スポーツ外傷
などにより、頭部に衝撃
を受け、脳内の情報伝達
を担う「軸索」と呼ばれ
る神経線維が断裂するな
どして発症する病気で
す。
主な症状は、高次脳機
能障害による記憶力・理
解力・注意力の低下をは

かったりと、教育設備お
よび教育環境が十分に
整っていない中で教育活
動が行われています。
現在も多くの子どもた
ちが県内外で避難生活を
送り、避難先のそれぞれ
の学校で学んでいます。
未だにふるさとに帰還す
ることもできず、経済的
な支援を今後も必要とす
る子どもが多くいます。

じめ、てんかんなどの意
識障害、半身まひ、視野
が狭くなる、匂い・味が
分からなくなるなどの多
発性脳神経まひ、尿失禁
など複雑かつ多様です。
この病態は、世界保健
機構（ＷＨＯ）において
定義付けがなされてお
り、他覚的・体系的な神
経学的検査及び神経各科
の裏付け検査を実施すれ

特に、仮設住宅及び借り
上げ住宅に暮らす子ども
たちは、大変厳しい環境
の中で生活し学んでいま
す。スクールバスで通学
していたり、保護者の送
迎により通学したりして
いる子どもも多くいま
す。
「被災児童生徒就学支
援等臨時特例交付金」
は、平成 年度の国の第

ば、外傷性脳損傷と診断
することができると報告
されています。
しかしながら、この軽
度外傷性脳損傷は、日本
の医療において知られて
おらず、また、ＭＲＩな
どの画像検査では異常が
見つかりにくいため、労
災や自賠責保険の補償対
象にならないケースが多
く、働けない場合には経

軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認
定基準の改正などを要請する意見書

23

27

提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
文部科学大臣

３ 軽度外傷性脳損傷に
ついて、医療機関をは
じめ国民、教育機関へ
の啓発・周知を図るこ
と。

一 次 補 正 予 算 で 創 設 さ の被災地でも、被災した １ 「被災児童生徒就学
れ、第３次補正予算で平 多くの子どもの就学支援
支援等臨時特例交付
成 年度から 年度まで が行われています。この
金」による就学支援事
の３カ年分の経費が措置 「被災児童生徒就学支援
業を平成 年度以降も
されています。この特例 等臨時特例交付金」によ
継続して実施できるよ
交付金により、被災した る就学支援は極めて重要
う、特例交付金制度の
子どもたちには、学校で であり、平成 年度以降
継続と必要な財政措置
学ぶための諸経費及び通 も特例交付金制度が継続
を行うこと。
学費（スクールバスの諸 され、必要な財政措置が
経費を含む）等の補助が 行われ、被災した子ども 提 出 先
行われてきました。高校 たちに継続した就学支援
内閣総理大臣
生に対しては、奨学金の 事業を実施できるように
文部科学大臣
給付として行われてきま する必要があります。
復興大臣
した。
このような理由から、
総務大臣
財務大臣
福島県だけでなく、宮 次 の 事 項 の 実 現 に つ い
城県、岩手県など広範囲 て、強く求めます。
24

26

27

済的に追い込まれるケー う強く要望する。
スもあるのが現状です。
１ 業務上の災害または
さらに、本人や家族、
通勤災害により軽度外
周囲の人たちもこの病態
傷性脳損傷となり、後
を知らないために誤解が
遺障害が残存した労働
生じ、職場や学校におい
者を、労災の障害（補
て理解されずに、悩み、
償）年金が受給できる
苦しんでいるケースが
よう、労災認定基準を
多々あります。
改正すること。
以上のことから、医療 ２ 労災認定基準の改正
機関をはじめ、国民・教
に 当 た っ て は、 他 覚
育機関への啓発・周知が
的・体系的な神経学的
重要と考えます。
検査法など、画像に代
国においては、現状を
わる外傷性脳損傷の判
踏まえて次の事項につい
定方法を導入するこ
て適切な措置を講じるよ
と。

14
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「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」
による就学支援事業の継続を求める意見書

議員発議

委員会調査報告

総務文教常任委員会視察研修報告
全仕様の人工芝、防犯カ
メラによる監視、ミスト
冷却設備による熱中症対
策など、安全対策に万全
を備えた施設であり、大
玉村での計画面積も同規
模であり、大変参考にな
りました。また川俣町で
は、子どもの屋内運動場
整備事業について研修し
ました。川俣町では、町
中心部にある既存建物利

用で、工期の短縮と経費
の削減を図り、小学生以
下の子どもを対象で、世
界中から遊具の選択を図
るなど、全天候型室内遊
び場として優れた条件に
あります。
また研修結果を踏ま
え、７月 日、大玉村屋
内運動施設整備の担当部
署の総務部と意見交換会
を実施、敷地状況に合致
した配置、構造、利用対
象を明確にし、安全性・
必要性考慮のこと、管理
28

今回の「土壌浄化法」
は、 年間の実績、被覆
した土の交換も１回もな
く目詰まりに対して空気
により清掃を行い、何の
問題も発生していないと
の話でした。
また従来のコストのか
かる二次公害対策装置、
脱臭装置・病原菌飛散防
止装置などがいらなく、
すべて土壌被覆構造が解
決してくれる、維持管理
についても容易な処理方
式、最小限の機械設備で

システムの検討な
ど、提言し、事業の
整備促進を願いまし
た。
以上報告といたし
ます。

無人運転を可能に
し、コスト縮減が図
られていました。
我が大玉村につい
ても、新たな技術の
積極的採用で、低コ
ストで効率的な整備
実践が図られるので
あれば、大いに推進
すべきと理解を深め
た視察研修でした。

15 議会だより

７月９日、定住等緊急
支援事業（屋内運動施設
整備）について、南相馬
市および川俣町を研修地
と し、 全 委 員 参 加 の も
と、調査研修いたしまし
た。
南相馬市では「わんぱ
くキッズ広場」について
事業概要説明を受けまし
た。床面積１２００平方
㍍で、特色としては、安

した。
住民に喜ばれる下水処
理場は緑地公園のように
汚水処理槽を芝生の下に
することにより土壌で覆
われ、悪臭などの二次公
害を防止し、住民の憩い
の空間をつくりだした。
芝生にて毎年祭りを開
催、周りには新興住宅が
立地され新たな街並みが
形成されている。

20

南相馬市「わんぱくキッズ広場」のふわふわドーム

会津坂下町「長井浄化センター」

産業厚生常任委員会視察研修報告
災害公営住宅の汚水処
理施設について、７月
日全委員と村建設部長の
出席を求め、会津坂下町
を訪ね調査研修を実施い
たしました。
大玉村が計画している
災害復興住宅と同規模施
設にあたる、長井浄化セ
ンターの施設について、
現地案内・浄化槽機械施
設など直接説明を受けま
14

ました。自分はこれから
社会に出て通用する人間
になれるのかと思うこと
もありました。あと２年
の学生生活の中でもう一
度自分を見つめ直し、社
会に出た時に、
「４ 年 間
何をやっていたの？」と
思われないような人間に
なりたいと思いました。
最後になりますが、こ
れから成人を迎える多く
の方々もぜひ実行委員を
やって一生に一度の成人
祭の担い手になってくだ
さい。あなたたちにとっ
て、きっとかけがえのな
い時間と新たな発見につ
ながるはずです。

●

菊地 利勝

委員

●

鈴木 康広

委員

●

押山 義則

委員

●

佐々木市夫

委員

●

遠藤 義夫

16
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編集後記

副委員長

大玉村が「日本で最も美しい
村連合」へ加盟することが決ま
りました。安達太良山を背景と
した「いぐね」の風景と、江戸
時代から伝わる民俗芸能「本揃
田植え踊り」と「神原田神社の
十二神楽」が大玉村の大きな資
源として認められたということ
で す。 こ の 時 期、 黄 金 色 に 染
まった田んぼと安達太良山、そ
していぐねの風景はまさに美し
い村として誇れるものです。
しかし、黄金色に染まった田
んぼから収穫される米の価格が
大きく下がっています。特に福
島県は原発事故からの風評被害
が大きく、農産物の価格低迷は
まだまだ続いています。今年の
米価暴落を受けて、大玉村議会
では、国に対して「再生産でき
る米 価にすること」
「農家経営
を安定させる政策の確立」を求
める意見書を提出しました。
このままでは美しい村を守る
ことはできなくなってしまいま
す。美しい村の風景を守るため
に も 私 たちにできること を 頑
張っていきたいと思います。

武田 悦子

村民の声

企画をつくってきた仲間
ともたくさんの思い出が
できました。中学を卒業
して以来、疎遠になって
いた友人とも多くの時間
を過ごすことができ、昔
に戻ったように懐かしく
思いました。このような
機会を設けてくれたこと
にとても感謝していま
す。自分たちの成人祭を
自分たちでつくりあげて
いくことができる、私の
中の大玉村のいい
ところがまたひと
つ増えました。
また活動してい
くなかで、自分の
未熟さも実感する
ことになりまし
た。 同 級 生 と は
いっても、すでに
社会人として仕事
をしている友人と
学生の自分では考
え方や価値観に大
きな差があり、自
分の幼さに気付き

●

大玉村観光キャラクター
「たまちゃん」

委員長

二十歳を迎えて

今年の夏、私は二十歳
になりました。二十歳に
なったからといって私の
中で大きく変化したこと
はありませんが、二十歳
の夏にとても貴重な経験
をして、気付かされたこ
とがたくさんありました。
実行委員として成人祭
を企画するにあたって、
多くの方からの協力を得
ました。不慣れな私たち
を一番近くでサポートし
てくださった、生涯学習
課の担当の方々には特に
感 謝 し て い ま す。 当 日
も、恩師をはじめ多くの
方からお祝いの言葉をい
ただいて本当に嬉しく思
いました。そして、共に

次の議会は

TEL.24－8103
問い合わせ先…議会事務局

= 表紙の写真 =

議会傍聴は、住所と名前を記入するだけです。
役場２階の「傍聴人控室」においでください。

12

月です

9月28日に開催された玉井幼稚園の運動会の一場
面です。
芝生化されたグラウンドで行われました。

村政を知るよい機会です。
お気軽に傍聴してみませんか？

静香さん
伊藤

成人祭実行委員のみなさん

議会広報編集特別委員

