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午前９時４０分 開会
○松本委員長 おはようございます。
ただいまの出席委員は８名で定足数に達していますので、これより本日の会議を開きま
す。
それでは、議案第23号平成21年度蓬田村一般会計予算案を議題とします。
これより質疑を行います。
質疑は分割して行います。
まず、25ページまでの歳入全般について質疑を行います。７番坂本委員。
○坂本委員 17への住宅使用料に関連してお聞きいたします。先般、村長は所信表明の中
で村営住宅の新築をする話をしておりました。私が以前村営住宅の新築するべきではない
かという一般質問を何度かしたわけです。これに関連して、村長が述べられた計画、具体
的にはどのようにしていくつもりなのか、村営住宅の新築に関してであります。答弁をお
願いいたします。
○松本委員長 村長。
○古 村長 まず、現在の住宅が非常に年数もたっていて雨漏り、あるいは外壁の腐食と
いいますか、そういうのが出てきております。それからもう一つはトイレの問題、あるい
はふろの問題などが出てきているわけであります。ですから、これから修理するといって
も、これはなかなか大変だということで、新しい村営住宅をつくらなければいけないとい
うことで私は所信の一端を述べたわけであります。これからの計画を述べたわけでありま
す。ただ、その中にも今起債が平成21年度ぐらいがピークになっておりますので、ことし
来年と計画を立てていって、そして財政状況を見ながら、ここ４年ぐらいの間には順次計
画して建てていかなければいけないだろうと。ただ、その場合は一挙にということではな
いにしても、徐々に、10棟とか20棟とかそういうような数で年々ふやしていくというよう
な考えを私は持っています。ただ、いずれにしても、これからの国の財政状況がどうなる
のか、これをちゃんと見定めて、将来うちの方の財政がそれこそ赤字にならないように十
分注意してやらなければいけないだろうと。いずれにしても、この住宅政策はこれからの
一番の村の課題だと、こう思っております。以上です。
○松本委員長 ７番坂本委員。
○坂本委員 建てるとすれば現在の場所にするのか、それとも新たに、今の住宅はそのま
まにして新築していくつもりなのか、その辺についてわかる範囲で村長の構想を述べてい
ただきたいと思います。
○松本委員長 村長。
○古 村長 お答えします。現在の住宅を壊してということになると今現在入っている人
たちが困りますので、できればどこか適当なところに土地を求めて建設して、その人たち
を、今現在入居している人たちを移すと。そして、次へ移っていくというような方法が最
適ではないかなと、こう思っております。以上です。

○松本委員長 ７番坂本委員。
○坂本委員 大体最終的には何戸の住宅を建設しなければならないと考えているのか。そ
の辺の戸数の数をお聞きいたします。
○松本委員長 村長、答弁。
○古 村長 いずれにしても財政状況見なければいけないので非常に難しい問題ですけれ
ども、できれば最低でも50戸ぐらいはつくらないと、現在入っている人たちと、それから
ふやすということになるとそのぐらいは建てないといけないと、こう思います。ただ、そ
れが１年でやるとかでなく、計画的にやっていかないと財政的には非常に後で厳しい状況
になりますので、十分起債等をにらめてやっていかなければいけないだろうと、こう思っ
ております。
○松本委員長 ほかに質問ありませんか。３番木村委員。
○木村委員 同じく住宅使用料の未納についてお聞きします。これまで平成19年度の決算
で 110万円ほどの滞納がたまってきたわけですけれども、過去を見ますと平成16年度あた
りから毎年２件ずつ、額にして33万円ほど決まったように残ってきているわけですけれど
も、その２件について、このままいけばだんだん33万円ずつふえていくことになるわけで
すけれども、その徴収対策をどう考えているのかお聞きします。そしてまた、その２件に
ついて去年平成20年度の徴収状況はどのようになっているのか、２点、答弁願います。
○松本委員長 総務課長、答弁。
○八戸総務課長 お答えいたします。
住宅の使用料の未納についてでございますけれども、社会情勢を反映してなのか、未納
がふえてきている状況にあるのは委員ご承知のとおりだと思っております。
それで、住宅料の徴収につきましては、住宅料の徴収のみならず村税、それらについて
もいわゆる収納専門員を置いて住宅料等についても、その未納について払っていただくよ
うにそれぞれの未納者に対してお願いをする。その前には前段階として住宅の明け渡し要
求とかそういう一連の決まった事務的なことをやっておりますけれども、そのほかに収納
専門員を派遣してお願いをして納めていただくようにやっておるところであります。そこ
がなかなか、社会情勢がこのような状況になってきておりますので、なかなか思うとおり
に進まないというところが現実であります。以上です。
○松本委員長 ３番木村委員。
○木村委員
査委員の資料を見ますと平成15年度からずうっと出ているわけですけれど
も、その年によって26件、９件、11件、８件、そして平成19年度は７件と、こういうぐあ
いにずっと額も 100万円単位で滞納されているわけですけれども、その次の年までに払う
人は払って、そして最後に残る人が大体今までの統計を見れば、最後の残る人が決まって
２件残るわけです。それがずっと続いているわけです。その２件の、多分同じ人だと私は
思うわけですけれども、このままいけばこの２件の人はずっと払わないでいくのかなとい
うふうに思うわけです。住宅の入居を申請している人もいることだし、その辺のことを処
理していかないと滞納がどんどんふえていくというふうに思うわけですけれども、何か対
策を講じないといけないなと思うんですけれども、滞納している額の不納欠損は、こうい
う場合、不納欠損は何年で処理していくのか。また、その滞納者の状況、本当にお金がな
くて苦しくて払えないのか、その状況をどのように判断しているのか、お聞きします。
○松本委員長 総務課長、答弁。
○八戸総務課長 お答えいたします。
不納欠損のことでございますけれども、不納欠損については、不納欠損の処理をする前
にこれは未納者に対していろいろな手続をとったほかに保証人の方をお呼びして、保証人
の方にぜひ納めていただきたいと、こういう状況にあるので本人が納められないので納め
てほしいとか、そういうことも役場に来てもらって相談をしながらやっているわけです。
それでも委員おっしゃるとおりある、残ってしまったというのが決まってきているような
状況ですけれども、これいろいろな関係ございまして、一方的に役場があそこから、もう
これはあといられませんということで職員を派遣してそこから追い出してしまうというの
も、これはまた大変な話ですので、そういうふうにして関係者においでいただいて、そち
らでもいいですから、とにかく払ってくださいということで払っていただいた例もござい
ます。そのようにしてやっているわけですけれども、いわゆる時効成立云々かんぬんとい
えば、とにかく時効の年限がございます。督促状を出して云々かんぬんというふうなこと
がございますけれども、それだけで果たして蓬田村が住民に対して強制退去させていいも
のかどうかということもございますので非常に難しい点がございます。それらを追い出し
てしまえば、蓬田村民には、恐らくならなくなってしまいますし、人口減にもつながりま
すので、その辺についてはいろいろこちらでも悩みながらいろいろやっているところでご
ざいますので、今後ともいろいろ努力してまいりたいと思っていますので、ご理解を賜り
たいと思います。
○松本委員長 ３番木村委員。
○木村委員 次に、16ページ、お願いします。
一番下の牧野使用料20万円見ていますけれども、平成21年度の管理運営はどのようにし
て行っていくのか答弁願います。
○松本委員長 産業振興課長、答弁。
○坂本産業振興課長 お答えします。
まだ協議中ではございますけれども、平成21年度は村管理で運営していきたいと思って
います。以上です。
○松本委員長 ３番木村委員。
○木村委員 平成19年度までは牧場の借り賃が40万円ほどであるわけですけれども、放牧
料も使用料も40万円ほど入っていたわけでありますけれども、平成21年度は今20万円ここ
に見ていますけれども、今まで蟹田、外ケ浜町からおよそ10頭ぐらい来て、それでちょう
ど使用料が40万円ぐらいに今までやってきたわけですけれども、今ここに20万円と見てい
るということは、ことしは外ケ浜町の２件の農家に対して放牧のことについて声をかけな
いのか、かけるつもりなのか、できれば、牧場はもう広くて、あんなに広いわけですので
１頭でも多く放した方が財政的にはいいと思うわけですけれども、その辺、どのように考
えているのか。また、肉牛生産組合とこのことについて、今年度の計画について協議なさ
れたのか。その２点について答弁願います。

○松本委員長 産業振興課長、答弁。
○坂本産業振興課長 お答えします。
まず、最初の外ケ浜町の牛の件でございますが２名ほどございます。約20頭ございます
。外ケ浜町の１人の方は高齢化してずっと縮小したいということであります。若い人の方
は自分の休耕田に電気さくを設けまして、そこで放牧していくということで、蓬田には当
分来ないということになります。
それから、２点目の地元の組合の方と協議したのかということなんですが、５月の上旬
からの放牧になりますので、これから協議になります。以上です。
○松本委員長 ほかに質問ありませんか。７番坂本委員。
○坂本委員 19ページの妊婦健診の件についてお伺いをいたします。
国は今の補正予算等で妊婦健診の無料健診を14回まで助成するということがありました
。我が村でも７回ほどまで無料にするものから14回まで無料という説明があったわけです
が、これは当面２年間だけというのがありました。じゃあ３年目からはまた14回の無料健
診ができないのかということについて心配するわけですが、村長としてはこれを引き続き
無料を維持していくつもりなのか、お答えをいただきたいと思います。
○松本委員長 住民生活課長、答弁。
○八戸住民生活課長 平成21年度から14回、国が望ましいと示しております回数でありま
す14回を実施することにして予算計上しておりますけれども、この施策も少子化対策の一
環ですので、国の支援が終えた後も当然14回していくべきものと考えております。以上で
ございます。
○松本委員長 ７番坂本委員。
○坂本委員 ということは国からの助成がなくても村独自で14回はこれ無料化を維持して
いくということでよろしいのですか。
○松本委員長 住民生活課長、答弁。
○八戸住民生活課長 そう考えております。
○松本委員長 ほかに質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから、次に歳出に入ります。
議会費、総務費で26ページから42ページまでの質疑を行います。７番坂本委員。
○坂本委員 33ページのコミュニティバスの件についてちょっと要望したいわけですが、
これは質問というよりも要望になると思いますが、あの時刻表を見ますと、もうかなりく
たびれて汚れて見えない部分があります。これを私は１年ごとに新しいのと張りかえるこ
とが必要ではないかと考えます。その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
○松本委員長 総務課長、答弁。
○八戸総務課長 お答えいたします。
気がつきませんでした。早速対処したいと思います。以上です。
○松本委員長 ７番坂本委員。
○坂本委員 前も質問したと思うんですけれども、できれば毎年春には取りかえていただ
きたいというふうに思います。もうほとんど破れて見えない状態で、利用する人は決まっ
ているので時間がわかっているからいいと思うんですが、新たに乗ろうと考えている人に
とっては大変不便なので、その辺、私は何カ所も見ていないわけですが、地元の部分しか
見ていないので、早急に各地域の時刻表を点検して対応していただきたいと思います。
○松本委員長 ほかに質問はありませんか。質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですので、次に民生費、衛生費、労働費で42ページから52ページ
までの質疑を行います。７番坂本委員。
○坂本委員 48ページのごみの焼却の件について関連してお聞きいたします。昨年の一般
質問でも、ごみの分別収集がこれからは必要で、ごみをいかにして、燃やすごみを減らし
ていくかというのが大事だと思うわけですね。議会でも何度か先進地を視察してきて、や
はりこれは我が村でもとても大事なことだと感じてきたわけです。これについては村長自
身もぜひ視察をさせたいということを言っておりました。しかし、あの予算を見るとそう
いう職員の旅費等が計上されていないので全然やる気がないのか、その辺についてお聞き
いたします。
○松本委員長 住民生活課長、答弁。
○八戸住民生活課長 ごみを少なくする基本的な考え方としては、まず分別に力を入れて
いく必要があるのではないかと思っています。そのごみの中でも量が、多くの量を占めて
いるのが具体的に言いますと生ごみ、それからあと量的にいいますとその他のプラスチッ
クということで納豆を入れている容器、発泡スチロールの容器、それからあと刺身類とか
スーパーの方で皿として使っている発泡スチロール製のごみ、それらのごみを少なくする
にはやはり分別収集が、経費をかけないでできるとすれば、やはりごみの分別を進めてい
くのが手っ取り早いのではないかということで、いずれにしてもごみは少ないにこしたこ
とないので、分別の方に、分別収集の方に力を入れていく必要があるというふうに考えて
おります。以上でございます。
○松本委員長 ７番坂本委員。
○坂本委員 それは何度も一般質問でも答弁しているわけですが、いつから、どのように
具体的にしていくかということがやはり大事なわけですね。必要だ必要だという話だけで
なくて、実行しなければ絵にかいたもちになるわけで、私は視察予算があればそれでいい
というわけではないんですが、具体的に計画を進めることが大事なので、そのプランとい
うのをどのように作成していくのか、その具体性というのをお聞きしたいわけです。
○松本委員長 住民生活課長、答弁。
○八戸住民生活課長 現在行っておりますごみの分別収集を踏まえて、それを基本にして
平成21年度からどういうふうな分別、具体的には分別を何種類にするべきなのか、その辺
を検討していきたいと考えております。以上であります。
○松本委員長 ほかに質問ありませんか。２番藤田委員。
○藤田委員 関連してお聞きします。以前村長がごみの分別について四国の方ですごくう
まくいっているというふうなことを話したことがあるわけですけれども、多分この地域は
前に我々が行った、議会の方で視察に行った徳島県の上勝町のことだというふうに思いま

すけれども、村長は非常に、ああ、いいことだなと私は前に聞いたことがあったわけです
。それで、それに対して具体的に今坂本委員が言ったように視察するなり、そのためのご
みの分別をうまく進めるための思慮するなりしてやるものかなというふうに思っていたわ
けですけれども、今言ったように予算計上もなされていないというふうなことですけれど
も、村長はどのように考えているか、いま一度お聞きいたします。
○松本委員長 村長、答弁。
○古 村長 議会側で視察に行った件については、我々もインターネット等を べて、ま
た議会の方から資料をいただいてちょっと 査して見ております。現在、青森市とのごみ
の処理の問題で今、大体青森市の方へ参入することになっておりますけれども、そういう
方向で今進んでおります。ただ、それにしても家庭用のごみを少なくするということはこ
れは基本でございますので、その方向に向かっていきたいと思っております。ただ、それ
にしても上勝町も、それからもう一つ、議員の皆さんが視察に行ったところも結構金がか
かっていると、億単位の金がかかっているということのようでございますので、その辺も
今十分 査しております。そして、うちの方としても、生ごみの処理を向こうの方ではど
うやっているのか、これをはっきり確認していって、そして生ごみを減量する方に行かな
ければならないだろうと。ただ、あとはプラスチック類については分別していくというこ
とでございますけれども、いずれにしても大半は生ごみですので、生ごみの処理方法が、
私の方にも今どうやってやっていくのか、いかに青森市の方へ少なくやるのかということ
を今検討中でございます。ただ、視察に行く、視察に行くということはいいことですけれ
ども、できればそうしたいわけですけれども、とりあえず今はインターネットとかそうい
うので べて、その中身を今精査しているところでございます。以上です。
○松本委員長 ２番藤田委員。
○藤田委員 何度もいうようですけれども、ですから生ごみはどういうふうにしているの
か、それからプラスチック類はどういうふうにして処理しているのか、そういうものをイ
ンターネットでもわからない点があったと、今村長の答弁でわからないところもあったと
いうふうに私感じたわけですけれども、ですから行って見てほしいと。これで何百万もか
かるわけでないし、何十万かはかかるかもしれませんけれども、大きな目で見ればこうい
うのは必要経費だというふうに思って、結果は、行ってきてどういうふうな結論が出るに
しても、それは後ほどの話であって、とにかくやるためにはそういうごみの少量化という
か、そういうふうなものに向けて取り組みを、具体的な計画を立てていかなければならな
いと。実施するということの前に計画を立てていかなければならないと。そのために見て
きてほしいというのが私の願いですけれども、村長もそういうふうに前には思っていたと
いうふうに私は記憶しているんですけれども、そこら辺が具体的に何もなされていないと
いうふうなことに対しての質問でございます。もう一度答弁をお願いします。
○松本委員長 住民生活課長、答弁。
○八戸住民生活課長 いずれにしても住民のご協力が必要になりますので、役場側として
は説明する前にたたき台になるもの、計画づくりをしまして、その計画づくりの中で先進
地視察とかそういうのが必要であれば当然検討していく必要があるし、ということで考え
ております。
○松本委員長 ほかに質問ありませんか。７番坂本委員。
○坂本委員 51ページの住民健診の件でお伺いをいたします。
当初予算の説明の中で住民健診に対する助成が盛り込まれている説明があったわけです
が、以前の無料に近いほどの健診に戻す必要が私は今はあるのではないかというふうに考
えております。受診率を高めないと国からのペナルティーもあるということで12月議会で
も質問したわけです。眼底検査、それから心電図もほとんど普通であれば行われないわけ
で、何か物足りないというふうに感じているわけで、こういう健診についても役場で助成
をすべきではないかというふうに考えておりますが、そういうことはできないのか答弁を
お願いいたします。
○松本委員長 住民生活課長、答弁。
○八戸住民生活課長 住民健診につきましては、平成21年度から胃がん、子宮がん、乳が
んの検診料を 1,000円いただきまして、それ以外の肺がん、それから大腸がん、前立腺が
んの検診料等は役場の方で無料で行いますということにしております。先ほどのご質問の
中で眼底検査も無料にすべきでないかというですけれども、今回の健診の中で眼底検査に
つきましては無料ということでは計画しておりませんけれども、いずれにしても現在の受
診状況並びに住民の健康づくりを考えていく上で、当然その辺も再度見直ししながらこれ
から、平成21年度中とは限りませんけれども、平成22年度ころあたりまでできるものであ
れば、そういうふうにして随時見直ししながら住民の健康づくりを進めていく必要がある
というふうに考えております。以上であります。
○松本委員長 ７番坂本委員。
○坂本委員 来年に先送りということになるわけで、来年になればまた同じような答弁で
ずいずいと延び延びになっていくような感じがしてならないわけですね。ですから、今財
政も少しは回復してきているように感じられるわけですね。３年くらい前の財政とはまた
ちょっと違うというふうに感じているわけです。基金も４億 8,000万円ほどになっている
し、今回も１億幾らぐらいまたふえているわけですが、以前とはちょっと違うわけですね
。そういう意味でも、今課長が答弁した心電図等のものも全額無料にするというふうにい
かなくても、村で 100万円、 200万円ぐらいの助成をすることによって呼び水として受診
率を高めていく、そういうのを今年からできないのか、その辺、もう一度お伺いをいたし
ます。
○松本委員長 住民生活課長、答弁。
○八戸住民生活課長 役場側としましては、まず今年度、胃がん、子宮がん、乳がん、そ
れから大腸がん、前立腺がんというふうな住民の中でも疾病にかかりやすい、そういうふ
うな病気の方にまず全面的に力を入れたいということで、今年度から先ほど説明いたしま
した大腸がん、前立腺がん、肺がん等につきましては無料でやりたいというふうな考えで
おります。いずれにしても毎年度、前向きに結果を見ながら対応していく必要があるとい
うふうに考えておりますので、何とぞご理解のほどをお願いいたしたいと思います。以上
でございます。
○松本委員長 ほかに質問ありませんか。

（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですので、次に農林水産業費、商工費で52ページから60ページま
での質疑を行います。３番木村委員。
○木村委員 56ページ、お願いします。17節と22節、県営高根地区一般農道 備事業、平
成21年度計画されている工事の概況の説明をお願いいたします。
○松本委員長 産業振興課長、答弁。
○坂本産業振興課長 お答えします。
まず、平成21年度においては用地買収が先行されます。前には構造とかそういう、どう
いう道路になるのかということをご説明いたしましたけれども、幅員が約55センチメート
ルほど広くなりますので、その分の用地買収を平成21年度で行う。平成21年で完了して、
平成22年から工事に着手したいと。要するに用地先行でいきたいと思っております。以上
です。
○松本委員長 ３番木村委員。
○木村委員 そして22節の補償費でありますけれども、この補償費というのは何を補償す
るのか。
○松本委員長 産業振興課長、答弁。
○坂本産業振興課長 お答えします。
この補償補填は高根の集落の中の道路も改良の対象になっていますので、塀とかブロッ
ク塀とかそういうものの補償費でございます。以上です。
○松本委員長 ほかに質問ありませんか。７番坂本委員。
○坂本委員 58ページ、お願いします。
水産業費で関連でお聞きいたします。砂揚げ場の砂の件についてであります。今現在、
阿弥陀 の砂揚げ場でバックホーという漁協の機械を使って砂を今揚げて、それを揚がっ
た残土を欲しい方に、漁師の皆さんが独自にダンプを出して運んでいるわけです。きのう
漁師の方から電話をいただきました。阿弥陀 の消防通路が近くにあります。船揚げ場の
200メートル北にあるわけですが、その出っ張りのために船揚げ場に砂がつきやすいんだ
ということを言っているわけです。地形的に当然そのように出っ張りをつけると砂が揚が
るというのは何か自然現象のようですね。これは船揚げ場の設置というのはやっぱり行政
の管轄になるわけで、その影響がもし砂をつきやすくしているということになれば、何度
もお願いをしている行政で砂揚げの助成をするべきではないかということに私つながると
思うわけですが、この辺については砂の撤去費用について村で助成できないのか、再度お
聞きいたします。
○松本委員長 産業振興課長、答弁。
○坂本産業振興課長 お答えします。
まず、自然の力でどこに砂がつくというあたりも因果関係はわかりません、はっきり言
いまして。ですので、村としては漁港を 備してきました。要するに砂揚げ場が使えない
状態になると、やはり漁港に入ってもらって安全な、安心な作業をしてもらいたい。以上
です。
○松本委員長 ７番坂本委員。
○坂本委員 その答弁に必ずそこへ行って逃げられてしまうわけですが、実際問題として
漁師の人は今現在の船揚げ場から移って漁港へ移転をするという腹は全然見受けられない
し聞いたこともないわけですね。このように漁師の皆さんが行かないというのは、それな
りの大きな理由があるわけです。経済的なこともあるし、そこへ強制的に作業場を移転す
るのがベターだということを村がいつも主張ばかりしていては、漁師の皆さんにとっても
これはある意味で死活問題ではないかというふうに考えるわけですね。実際郷沢地区でも
全部の漁師が移転しているわけではなくて、実際に船揚げ場で仕事をしているわけです。
そのギャップというのをどのように村では考えて、本気で移転を進めるつもりなのか。進
めるとしたら何か有効な誘導策というものを考えているのか。これは村長にお聞きしたい
と思います。
○松本委員長 暫時休憩します。
午前１０時２１分 休憩
────────────────────────────────────────
─
午前１０時３０分 再開
○松本委員長 休憩を取り消します。委員会を再開します。 産業振興課長、答弁。
○坂本産業振興課長 お答えします。
まず、漁港の計画なるものは、漁協からの要望がございまして漁協理事者と役場、それ
から県の担当課と３者で協議いたしまして計画を作成します。ただし、先ほどご質問の中
身ですが、一漁業者からの要望とかそういうものはあるかと問われましたけれども、そこ
については村としてはわかりかねます。以上です。
○松本委員長 ほかに質問ありませんか。１番久慈委員。
○久慈委員 56ページ、お願いします。
関連でございますけれども、先ほど担当課長の方から概況説明が、17節ですけれども概
況説明がございましたけれども、高根一般道路の 備事業についてですけれども、あそこ
計画としてはセンターラインとか入っているんでしょうか、計画について。
○松本委員長 産業振興課長、答弁。
○坂本産業振興課長 55センチメートルほど広くはなるんですけれども、道路の規定から
申し上げますとセンターラインはまだ入りません。以上です。あくまでも農道としてとら
えています。
○松本委員長 １番久慈委員。
○久慈委員 あくまでも今農道としてとらえるということですけれども、農道ですとセン
ターラインを入れることはできないんですか。
○松本委員長 産業振興課長、答弁。
○坂本産業振興課長 お答えします。
道路法上の規定から申し上げて幅員が優先されます。ですから、農道としてはセンター
ラインが入りません。以上です。
○松本委員長 １番久慈委員。
○久慈委員 農道としてですので入らないと。私も高根の友達等からセンターラインを、

どうせやるのでしたら、やっぱり一度手をかけた以上、今度なかなか、それ以上の手はな
かなかかけられないというのが前提にありますので、どうせやってもらえるのなら、やは
りセンターラインをどうのこうのという、やっぱり何人かそういう高根地域住民が申して
おりましたので、行政としてどうせつくるならというので、じゃあ一応お尋ねしておきま
すというふうな感じでは言っておいたんですけれども、じゃあ今度お会いしたときにその
方にも私どもの方で説明しなければなりませんので、再度きちんとした答弁で私もう一度
お尋ねしますけれども、やはり拡幅が55センチメートルですから、農道でそれ以上の、何
ていうんですか、センターラインはじゃあ含まれない 備事業ということでよろしいです
か。
○松本委員長 産業振興課長、答弁。
○坂本産業振興課長 お答えします。
道路法上の幅員がないためにセンターラインは引けないということで了解してもらいた
いと思います。
○松本委員長 ほかに質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから、次に土木費及び消防費で60ページから66ページまでの
質疑を行います。質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから、次に教育費で67ページから80ページまでの質疑を行い
ます。２番藤田委員。
○藤田委員 74ページの教育費の賃金のことですけれども、先般の説明で各神社の樹木の
剪定、枝落としというふうなことを説明されましたけれども、実はこれは中沢、長科とこ
としは計画されているというふうな話しされました。その中で実は先般も大きな風吹きま
したけれども、中沢でも急に危ないというふうなことで、中沢自治会では一応は３月中に
枝を落としたいと。農繁期に入る前に枝を落としたいというふうな話をしていました。そ
れで平成21年度予算ですので、ことし４月からというふうなことになると思いますけれど
も、事前に例えば中沢で枝を落としたとすれば、この事業に適用になるのかどうか、そこ
ら辺をお聞きします。
○松本委員長 教育長職務代行者。
○佐々木教育長職務代行者 お答えいたします。
ことしは中沢と長科の２自治会に配分するわけなんですが、神社境内に関する樹木であ
れば、その樹木の剪定、あるいは片づけ、それらには使用できます。
もう一つは、事前にできないかというようなご相談ですが、これは事前協議とかそうい
うのの検討はしてみたいかなと思ってもおります。というのは、長科の方も先般のあの風
でかなりいっていますので、散乱していますので、いろいろ今後このことについては協議
させていただきます。
○松本委員長 ７番坂本委員。
○坂本委員 今と同じ質問なんですけれども、ちょっと気になるのは、神社仏閣に関する
予算というのは公費で捻出するのは憲法上問題があるというふうに常識的に考えていたわ
けですが、これはどのようなことで神社の所有物に対して公費が出せるのか、説明をして
いただきたいと思います。
○松本委員長 教育長職務代行者、答弁。
○佐々木教育長職務代行者 この緊急雇用創出は平成13年から国が不況対策並びに景気対
策で取り組んできています。その中で13、14、15、16、17年度と各県内、当時は67市町村
ですか、のその大半がこの神社仏閣の樹木の剪定とかそういうものに使って事業を起こし
ているということです。それに倣ったということです。
○松本委員長 ７番坂本委員。
○坂本委員 憲法上の説明はされておりませんけれども大丈夫なんですね。
○松本委員長 教育長職務代行者、答弁。
○佐々木教育長職務代行者 大丈夫です。
○松本委員長 ７番坂本委員。
○坂本委員 なぜ大丈夫なのか、その理由を知っている範囲内で答弁していただかないと
私ちょっと困るんですけれども。
○松本委員長 暫時休憩します。
午前１０時３８分 休憩
────────────────────────────────────────
─
午前１０時４０分 再開
○松本委員長 休憩を取り消します。委員会を再開します。
教育長職務代行者、答弁。
○佐々木教育長職務代行者 この事業については、国 県に申請して認可受けております
。
○松本委員長 そのほか質問ありませんか。坂本委員。
○坂本委員 78ページの村民スキー教室の件でお願いいたします。
ことしもスキー教室が実施されて私も参加させていただきましたけれども、やはりリフ
ト代等が非常に子供たちにとっては負担が大きいように感じられました。ですから、参加
する人数というのは経済的な理由もやはりあると思うわけですね。村営スキー場がなくな
って子供たちがスキーをやる機会をふやすということでこういう計画をしていると思うわ
けですが、その一番高いネックであるリフト代を少し村で助成できないのか。子供たちだ
けでもよろしいので、そういうのをぜひ検討してはいかがかということで質問いたします
。
○松本委員長 教育長職務代行者、答弁。
○佐々木教育長職務代行者 全く委員ご指摘のとおりで、我々もこれ懸案事項としてもと
らえております。いずれにしても、ここではやるやらないはともかくとして、今後財政と
も協議して次年度にはリフト代の計上を検討してみたいと思います。
○松本委員長 ほかに質問ありませんか。７番坂本委員。
○坂本委員 これは来年度の予算なので、来年度の予算ということはことしの、来年の１
月等の実施になるわけです。ですから、来年度検討したい……、来年度の予算今検討して

いるんだよな、それを来年度検討しますと、今この予算に諮らないといけないということ
になるわけで、ぜひ６月の補正予算に追加をするということでよろしいんですね。
○松本委員長 教育長職務代行者、答弁。
○佐々木教育長職務代行者 私、間違いました。平成22年度のことで検討するということ
でお願いします。
○松本委員長 ほかに質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですので、次に80ページ、災害復旧費から予備費までの質疑を行
います。質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
続いて、討論に入ります。
討論は賛否を明らかにした上で発言してください。
まず、本案に反対する反対討論の発言を許します。反対討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 次に、賛成討論の発言を許します。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから討論を終結いたします。
これより、議案第23号平成21年度蓬田村一般会計予算案を採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
（起立６名）
○松本委員長 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたし
ました。
ここで暫時休憩いたします。
午前１０時４５分 休憩
────────────────────────────────────────
─
午前１０時５５分 再開
○松本委員長 休憩を取り消し委員会を再開します。
議案第24号平成21年度蓬田村学校給食センター特別会計予算案を議題とします。
これより内容説明を求めます。教育長職務代行者。
○佐々木教育長職務代行者 議案第24号、平成21年度蓬田村学校給食センター特別会計予
算について説明いたします。
５ページ、お願いします。歳入です。負担金として給食収入、給食費負担金 1,247万 1
,000円を見ております。
それから、次のページ、お願いします。歳出です。総務費、一般管理費、一番上から２
番目、７の賃金 494万 4,000円を見ております。これは臨時 理員の賃金６人分でござい
ます。
次のページ、お願いします。給食費、賄材料費として給食材料費 1,249万 2,000円計上
しております。以上です。
○松本委員長 これより歳入歳出全般について質疑を行います。質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから質疑を終結いたします。
続いて、討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから討論を終結いたします。
これより、議案第24号平成21年度蓬田村学校給食センター特別会計予算案を採決いたし
ます。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
（起立７名）
○松本委員長 起立全員です。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたし
ました。
次に、議案第25号平成21年度蓬田村国民健康保険特別会計予算案を議題とします。
これより内容の説明を求めます。住民生活課
。
○青木住民生活課
議案第25号、平成21年度蓬田村国民健康保険特別会計予算につ
いてご説明いたします。
８ページをお開きください。歳入でございます。
１款１項１目１節医療給付費分現年課税分 7,756万 1,000円、２節後期高齢者支援金分
現年課税分 1,198万 6,000円、３節介護納付金分現年課税分 1,070万 9,000円を計上して
おります。
次に、２目１節医療給付費分現年課税分として 433万 4,000円、２節後期高齢者支援金
分現年課税分として62万 2,000円、３節介護納付金分現年課税分として 1,172万円を計上
しております。
16ページをお開きください。歳出でございます。
２款２項３目19節負担金補助及び交付金、一般被保険者高齢介護合算療養費、これは医
療費保険と介護保険とを合算し限度額を超えた分を支払いするものでございます。
19ページをお開きください。一番下、８款１項１目８節報償費、特定健診保健協力員報
償費28万 5,000円を計上しております。これは特定健診の受診率を上げるため保健協力員
にご協力を願うということで、１人１万 5,000円の19名分を予算化しております。以上で
ございます。
○松本委員長 これより歳入歳出全般について質疑を行います。質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから質疑を終結いたします。
続いて、討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから討論を終結いたします。
これより、議案第25号平成21年度蓬田村国民健康保険特別会計予算案を採決いたします
。

本案に賛成の諸君の起立を求めます。
（起立６名）
○松本委員長 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたし
ました。
次に、議案第26号平成21年度蓬田村老人保健特別会計予算案を議題とします。
これより内容の説明を求めます。住民生活課
。
○青木住民生活課
議案第26号、平成21年度蓬田村老人保健特別会計予算について
ご説明いたします。
この予算は国の方針として平成22年度まで予算措置することになります。要するに、過
年度分のを精算するために予算措置をしているものでございます。
７ページをお開きください。歳出でございます。一番下でございます。
２款１項１目 100万円、２目25万円、この予算は２年間の請求権がありますので、もし
支払い義務が生じた場合には当然支払いすることになりますので、この予算措置をしたも
のでございます。以上でございます。
○松本委員長 これより歳入歳出全般について質疑を行います。質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから質疑を終結いたします。
続いて、討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから討論を終結いたします。
これより、議案第26号平成21年度蓬田村老人保健特別会計予算案を採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
（起立６名）
○松本委員長 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたし
ました。
次に、議案第27号平成21年度蓬田村後期高齢者医療特別会計予算案を議題とします。
これより内容説明を求めます。住民生活課
。
○青木住民生活課
議案第27号、平成21年度蓬田村後期高齢者医療特別会計予算に
ついてご説明いたします。
５ページをお開きください。歳入でございます。１款１項１目、２目合計で 2,005万 1
,000円の計上でございます。
７ページをお開きください。歳出でございます。下段、２款１項１目19節負担金補助及
び交付金、この内訳として後期高齢者医療広域連合事務費納付金 280万円、後期高齢者医
療広域連合保険料等納付金 3,092万 6,000円、後期高齢者医療広域連合療養給付費納付金
3,578万 2,000円を計上しております。以上でございます。
○松本委員長 これより歳入歳出全般について質疑を行います。質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから質疑を終結いたします。
続いて、討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから討論を終結いたします。
これより、議案第27号平成21年度蓬田村後期高齢者医療特別会計予算案を採決いたしま
す。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
（起立６名）
○松本委員長 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたし
ました。
次に、議案第28号平成21年度蓬田村介護保険特別会計予算案を議題とします。
これより内容の説明を求めます。住民生活課
。
○青木住民生活課
議案第28号、平成21年度蓬田村介護保険特別会計予算について
ご説明いたします。
７ページをお開きください。歳入でございます。１款１項１目第１号被保険者保険料と
して 6,241万 7,000円を計上しております。
９ページをお開きください。中段、10款１項５目１節第１号被保険者保険料軽減分繰入
金 160万円、その他経費繰入金18万円、この18万円は保険料の改定につきましてパンフレ
ット等によるＰＲ代でございます。
11ページをお開きください。歳出でございます。１款１項１目12節、この中で介護保険
システム改修費 104万円、これは平成21年度から高額医療、高額介護合算対応に対応する
ための積算システムでございます。
16ページをお開きください。２款５項１目19節負担金補助及び交付金、高額医療合算介
護サービス費負担金、これ医療費と介護費を合算して限度額を超えた分の支払い40万円で
ございます。２目高額医療合算介護予防サービス、これも医療費と介護予防費を合算して
限度額を超えた分の支払い10万円でございます。
中段、２款６項１目19節負担金補助及び交付金、市町村特別給付費負担金、これ給付対
象以外に村が独自に介護サービスに加えることができるものとして 1,000円を見ておりま
す。
17ページをお開きください。２款７項４目19節負担金補助及び交付金、特例特定入所者
介護予防サービス費負担金、これは介護予防認定を受ける前にこの介護予防サービスを受
けた場合、ここの項目から支出されるということで、ほとんどないと思いますが、あれば
支払いが生じますので 1,000円を予算化しております。以上でございます。
○松本委員長 これより歳入歳出全般について質疑を行います。質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから質疑を終結いたします。
続いて、討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから討論を終結いたします。
これより、議案第28号平成21年度蓬田村介護保険特別会計予算案を採決いたします。

本案に賛成の諸君の起立を求めます。
（起立６名）
○松本委員長 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたし
ました。
次に、議案第29号平成21年度蓬田村簡易水道事業特別会計予算案を議題とします。
これより内容の説明を求めます。産業振興課長。
○坂本産業振興課長 それでは、議案第29号、平成21年度蓬田村簡易水道事業特別会計予
算の主なるものをご説明いたします。
５ページをお開きください。５ページ、歳入でございます。１款１項１目１節で水道料
金使用料として 5,195万円を計上してございます。
次に、歳出でございます。歳出は７ページをお開きください。済みません、８ページを
お願いします。14節水道パソコンリース料として 289万 5,000円を計上してございます。
それに15節の工事請負費、水道維持管理工事費 183万 8,000円、№１取水ポンプ交換及び
水位計工事費として 489万 3,000円を計上してございます。その下、18節、検定満期交換
分メーター購入費として 725万 3,000円を計上してございます。平成21年度は阿弥陀 か
ら長科の一部を予定してございます。以上です。
○松本委員長 これより歳入歳出全般について質疑を行います。質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから質疑を終結いたします。
続いて、討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから討論を終結いたします。
これより、議案第29号平成21年度蓬田村簡易水道事業特別会計予算案を採決いたします
。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
（起立６名）
○松本委員長 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたし
ました。
次に、議案第30号平成21年度蓬田村宅地造成事業特別会計予算案を議題とします。
これより内容の説明を求めます。総務課長。
○八戸総務課長 それでは、議案第30号、平成21年度蓬田村宅地造成事業特別会計予算に
ついて主なるところをご説明申し上げます。
５ページをお開き願います。５ページは歳入でございます。一番上の欄、１款１項１目
に宅地造成地売払収入 3,273万 4,000円を計上いたしました。これは現在売れ残っている
７区画の金額でございます。
次に、歳出をお願いします。次のページ、６ページでございます。一般管理費でござい
ますが、分譲地の紹介報償費、あるいは分譲地の斡旋手数料をそれぞれ計上いたしました
。ほかに７区画すべて売れるものとして一般会計への繰出金を 3,104万 8,000円を計上さ
せていただいております。よろしくお願いします。
○松本委員長 これより歳入歳出全般について質疑を行います。質問ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから質疑を終結いたします。
続いて、討論を行います。討論ありませんか。
（「なし」の声あり）
○松本委員長 ないようですから討論を終結いたします。
これより、議案第30号平成21年度蓬田村宅地造成事業特別会計予算案を採決いたします
。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
（起立７名）
○松本委員長 起立全員です。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたし
ました。
以上で、本予算特別委員会に付託された議案の審査は全部終了いたしました。
なお、委員長報告の作成については、私にご一任願います。
これをもって、予算特別委員会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。
午前１１時１４分 閉会
────────────────────────────────────────
─ 上記会議の経過は、事務局長太田信雄が記載したものであるが、その内容に相違ない
ことを証するためここに署名する。
平成２１年
月
日
予算特別委員長

