
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 2 5年 
 

平成 25 年 12 月 ６ 日 開 会  

平成 25 年 12 月 13 日 閉 会  

 

輪之内町議会 

 

第４回定例輪之内町議会会議録 
 



 

第４回定例輪之内町議会会議録目次 

 

12月６日 

議事日程 ……………………………………………………………………………………… １ 

本日の会議に付した事件 …………………………………………………………………… １ 

出席議員 ……………………………………………………………………………………… １ 

欠席議員 ……………………………………………………………………………………… １ 

説明のため出席した者 ……………………………………………………………………… １ 

職務のため出席した事務局職員 …………………………………………………………… ２ 

開会 …………………………………………………………………………………………… ３ 

会議録署名議員の指名 ……………………………………………………………………… ３ 

会期の決定 …………………………………………………………………………………… ３ 

諸般の報告 …………………………………………………………………………………… ３ 

議案上程 ……………………………………………………………………………………… ３ 

町長提案説明 ………………………………………………………………………………… ３ 

議第56号（提案説明・質疑・委員会付託） ……………………………………………… ７ 

議第57号（提案説明・質疑・委員会付託） ……………………………………………… ９ 

議第58号（提案説明・質疑・討論・採決） …………………………………………… １２ 

議第59号（提案説明・質疑・討論・採決） …………………………………………… １８ 

議第60号（提案説明・質疑・討論・採決） …………………………………………… ２５ 

議第61号（提案説明・質疑・討論・採決） …………………………………………… ３１ 

議第62号（提案説明・質疑・討論・採決） …………………………………………… ３３ 

議第63号（提案説明・質疑・討論・採決） …………………………………………… ３５ 

議第64号（提案説明・質疑・討論・採決） …………………………………………… ３７ 

散会 ………………………………………………………………………………………… ３８ 

 

12月13日 

議事日程 …………………………………………………………………………………… ３９ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………… ３９ 

出席議員 …………………………………………………………………………………… ３９ 

欠席議員 …………………………………………………………………………………… ３９ 

説明のため出席した者 …………………………………………………………………… ３９ 

職務のため出席した事務局職員 ………………………………………………………… ４０ 

開議 ………………………………………………………………………………………… ４１ 

諸般の報告 ………………………………………………………………………………… ４１ 



 

一般質問 …………………………………………………………………………………… ４１ 

 ９番 森島正司議員 …………………………………………………………………… ４１ 

 ２番 浅野常夫議員 …………………………………………………………………… ４９ 

 ６番 田中政治議員 …………………………………………………………………… ５２ 

議案上程 …………………………………………………………………………………… ５９ 

町長提案説明 ……………………………………………………………………………… ６０ 

議第56号及び議第57号（委員長報告・質疑・討論・採決） ………………………… ６０ 

議第65号（提案説明・質疑・討論・採決） …………………………………………… ６５ 

閉会 ………………………………………………………………………………………… ６７ 

会議録署名議員 …………………………………………………………………………… ６８ 

 

 



 

 

 

 

平成25年12月６日開会 第４回定例輪之内町議会 

 

 

 

 

 

第１号会議録 第１日目 

平成25年12月６日 

 



－１－ 

平成25年12月６日 午前９時 開会（開議）  

 

○議事日程（第１号） 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 議案上程 

日程第５ 町長提案説明 

日程第６ 議第56号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号） 

日程第７ 議第57号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第８ 議第58号 輪之内町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例

等の一部を改正する条例について 

日程第９ 議第59号 輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第10 議第60号 輪之内町選奨生奨学金貸与条例等の一部を改正する条例について 

日程第11 議第61号 輪之内町土地開発公社定款の一部を改正する定款について 

日程第12 議第62号 輪之内町条例の左横書きに関する特別措置条例の制定について 

日程第13 議第63号 輪之内町デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

日程第14 議第64号 輪之内町児童センターの指定管理者の指定について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第14までの各事件 

 

○出席議員（９名） 

   １番    上 野 賢 二       ２番    浅 野 常 夫 

   ３番    髙 橋 愛 子       ４番    小 寺   強 

   ５番    浅 野 利 通       ６番    田 中 政 治 

   ７番    北 島   登       ８番    森 島 光 明 

   ９番    森 島 正 司 

 

○欠席議員（なし） 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  木 野 隆 之     教 育 長  森 島 昭 道 
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 参 事 兼 
 会計管理者  加 藤 智 治     調 整 監  加 納 孝 和 

 調 整 監 兼 
 福 祉 課 長  岩 津 英 雄     総 務 課 長  兒 玉   隆 

                     税務課長兼 
 経営戦略課長  荒 川   浩     会 計 室 長  田 中   実 

 住 民 課 長  松 井   均     産 業 課 長  中 島   智 

 建 設 課 長  高 橋 博 美     教 育 課 長  森 島 秀 彦 

 

○本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長  足 利 恵 信     議会事務局  西 脇 愛 美 
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（午前８時59分 開会）  

○議長（髙橋愛子君） 

 ただいまの出席議員は９名で、全員出席でありますので、平成25年第４回定例輪之内

町議会第１日目は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、輪之内町議会会議規則第118条の規定により議長にお

いて、５番 浅野利通君、９番 森島正司君を指名します。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から12月13日までの８日間としたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、この定例会の会期は本日から12月13日までの８日間とすることに決定しまし

た。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 地方自治法第235条の２の規定によって、監査委員から平成25年度８月分、９月分、

10月分に関する出納検査結果報告がありました。 

 これで諸般の報告を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第４、議案上程。 

 議案は、お手元に配付のとおりです。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第５、町長提案説明。 
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 本日の上程議案について、町長から説明を求めます。 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 おはようございます。 

 年の瀬を迎え、多事多端のことと存じますが、議員各位には、ますます御健勝のこと

と拝察を申し上げます。 

 本日、ここに平成25年第４回輪之内町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位には、御多用の中、議会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、今年一年を振り返りますと、輪之内町には大きな災害もなく、無事に年末を迎

えられることが一番の喜びであります。しかしながら、国内外では大きな災害が発生し

ております。台風関連では、台風18号によって京都を中心に数十年に一度の大雨となり、

大きな被害をもたらしました。台風26号では、伊豆大島の土砂災害、そしてフィリピン

での台風30号による大規模な高潮被害が発生をしております。また、高知県四万十市で

国内最高気温41度を記録、局地的豪雨、竜巻の発生など、日本を含めた世界各地が異常

気象の一年であったように思われます。 

 次に、我が国の将来に少なからぬ影響を及ぼす出来事もございました。まずは、東京

での「2020年夏季オリンピック」の開催が決定されました。日本での開催は、国土整備、

経済等に大きく影響を及ぼすものと考えております。しかし、その陰で福島の原発事故

の復旧がおざなりになるようなことはあってはなりません。復旧対応のおくれに国が直

接対応することになりましたが、一刻も早い東北の復興を望むものであります。 

 また、当面の喫緊の課題になっておりますＴＰＰの交渉の状況であります。とりわけ、

農産物の取り扱いが我が国にとっては重要な論点であり、今後の交渉状況の推移を見守

りたいと思います。 

 外交問題では、日・中・韓の間に横たわる諸懸案で、相変わらず何ら進展が見られな

い状況であります。最近の中国の防空識別圏の設定など、その取り扱いが悩ましい課題

となっております。 

 町政の一年では、安全・安心のまちづくりの一環として、大藪・仁木・福束地区に耐

震型貯水槽を設置いたしました。また、福束排水機場で待望の４号ポンプの設置工事が

始まりました。これにより、内水被害対策が一歩も二歩も進んだと思っております。今

後とも、安全・安心なまちづくりに努力をしてまいります。 

 また、輪之内町の存在感を高めていくことは、地域間競争の激化する中で喫緊の課題

となっております。徳川将軍家御膳米、軽トラ朝市、かわばたくん・もろこちゃんのゆ

るキャラの活躍など、町内外に輪之内町の存在を発信することができたと考えておりま

す。今後とも、情報発信力を高めてまいります。 

 こうして一年を振り返る中で、輪之内町のまちづくりのあるべき方向を見定めていく
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こととし、今後も適切な行財政運営を行いつつ、町民の皆さんの幸せに向け努力を重ね

てまいりますので、議員各位の御理解とさらなる御支援をお願い申し上げます。 

 それでは、本日提出させていただきました議案、合計９件でございます。その内訳は、

補正予算２件、条例改正・制定４件、その他３件でございます。 

 議案の概要を順次御説明いたします。 

 初めに、補正予算関係でございます。 

 議第56号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）につきましては、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億8,769万6,000円を増額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ37億6,241万7,000円と定めるものであります。 

 それでは、初めに歳出補正予算について御説明をいたします。 

 総務費の総務管理費のうち、企画費は、輪之内光サービスの加入者増に当たり、加入

促進補助金を増額するものであります。 

 続いて、民生費の社会福祉費のうち、障がい者福祉費は、障がい福祉サービスを受け

る際の基準となる障がい程度区分の認定見込み件数の増のため、医師意見書作成委託料

を増額するものであります。 

 次に児童福祉費のうち、児童福祉総務費は、子ども・子育て支援システムを導入する

経費を追加するものであります。 

 児童発達支援事業給付費につきましては、支援を必要とする子供がふえたことにより、

不足見込み額を増額するものであります。 

 消防費の防災費は、国土交通省の防災拠点と一体的に輪之内町の防災拠点を建設する

ための土地を取得しようとするものであります。 

 続きまして、歳入補正予算について御説明をいたします。 

 地方特例交付金及び普通交付税は、いずれも平成25年度の交付額が確定したものを受

け、増額補正をするものであります。 

 次に県支出金のうち、民生費県補助金は、民生費の児童福祉費で説明しました子ど

も・子育て支援システムの導入経費に対する補助金であります。 

 町債のうち、総務債の臨時財政対策債の減額は、平成25年度における発行可能額が確

定したのを受け、減額するものであります。 

 最後に、繰入金と繰越金は、12月補正予算の財源を調整するための不足相当額として

それぞれ計上するものであります。 

 以上で、議第56号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）の説明を終わり

ます。 

 次に、議第57号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について御説明をいたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,889万2,000円を増額し、歳入歳出予
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算の総額をそれぞれ９億5,589万2,000円と定めるものであります。 

 歳出につきましては、医療費の増加により、療養給付費、高額療養費が大幅に不足す

る見込みでありますので補正をするものであります。 

 また、償還金につきましては、平成24年度療養給付費の国庫負担額が確定したことに

より、超過交付分を返納するため補正をしたものであります。 

 歳入につきましては、歳出の増額補正にて対応すべく、医療費の増加に伴う国費負担

分である療養給付費等負担金の増額と、国民健康保険基金の繰り入れ等の増額による補

正をするものであります。 

 以上で、平成25年度輪之内町一般会計補正予算及び特別会計補正予算の説明を終わり

ます。 

 続きまして、条例改正・制定関係でございます。 

 議第58号 輪之内町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例等の一部

を改正する条例につきましては、平成26年４月１日から消費税率が現行の５％から８％

に引き上げられることに伴い、消費税の課税対象である公共施設の使用料等の額の改正

を一括して行うものであります。 

 次に、議第59号 輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまし

ては、国家公務員に準じ、町職員においても高年齢層職員の昇級抑制措置を実施するも

のであります。 

 次に、議第60号 輪之内町選奨生奨学金貸与条例等の一部を改正する条例については、

地方税法の改正により延滞利率が変動いたしますので、延滞金の規定がある町条例につ

いて一括して改正をしようとするものであります。 

 次に、議第61号 輪之内町土地開発公社定款の一部を改正する定款については、経理

基準要綱の改正により町土地開発公社の定款を一部改正いたしましたので議会の議決を

求めるものであります。 

 次に、議第62号 輪之内町条例の左横書きに関する特別措置条例の制定については、

平成26年１月１日より町の例規を現在の縦書きから左横書きとすることに合わせて、既

存の縦書きの条例を左横書きに改めるため、特別措置条例を制定するものであります。 

 次に、議第63号 輪之内町デイサービスセンターの指定管理者の指定について、議第

64号 輪之内町児童センターの指定管理者の指定については、平成26年３月31日をもち

まして現在の契約期間が満了いたしますので、公募し、候補者として選定いたしました

輪之内町社会福祉協議会を指定するため、議会の議決を求めるものであります。 

 以上で提案説明を終わりますが、よろしく御審議の上、適切なる御議決を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 
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 日程第６、議第56号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）を議題としま

す。 

 経営戦略課長から議案説明を求めます。 

 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 それでは、議第56号、一般会計補正予算について御説明を申し上げます。お手元に配

付の議案１ページをお開きください。 

 議第56号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）。平成25年度輪之内町の

一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

8,769万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億6,241万7,000円

と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 地方債の補正、第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。平成25年

12月６日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 ２ページ、３ページの第１表は、先ほどの第１条にございました今回の補正額を款項

別にまとめたものでございます。 

 ４ページの第２表は、先ほど第２条にございました地方債の補正で、平成25年度にお

ける臨時財政対策債の発行可能額が確定したのを受けまして、1,100万円減額補正する

ものでございます。 

 それでは、今回の補正予算の内容について事項別明細書で説明いたします。 

 先に歳出補正予算について御説明を申し上げます。９ページをお開きください。 

 款2.項1.目9.企画費の162万6,000円は、輪之内光サービスの加入者増に当たり、その

加入促進補助金を増額するものでございます。本補助金の申請状況といたしましては、

これまで分譲住宅の購入者等による新規増がほとんどでございましたが、動画放送につ

いてのＰＲや、放送を開始した９月や10月ごろから既存住宅の加入がふえてきておりま

す。引き続き、輪之内光サービスでしか得られない、付加価値が高い情報を流し、利用

者に接続していることの優位性を感じさせることができるよう努めてまいります。 

 続いて、10ページをごらんください。款3.項1.目2.障がい者福祉費５万7,000円は、

障がい福祉サービスを受ける際の基準となる障がい程度区分の認定見込み件数の増のた

め、医師の意見書作成委託料を増額するものでございます。 

 次に、11ページの目1.児童福祉総務費703万円は、子ども・子育て支援新制度施行事

業費補助金を活用して、子ども・子育て支援システムを導入する経費353万円を追加す

るほか、児童発達支援事業給付費の不足見込み額350万円を増額するものでございます。
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子ども・子育て支援システムの導入につきましては、平成27年４月１日から全国一斉に

運用が開始されるシステムでありまして、保育認定申請や支給認定事務のほか、保育料

の算定事務等を自庁処理してまいります。 

 また、児童発達支援事業給付費の増額につきましては、これまで母子健康法の規定に

よりまして１歳６カ月と３歳の健診に加えて、今年度から５歳児健診を実施し、発達障

がいや集団生活への不適応等の早期発見に努めてまいりました。その結果、支援を必要

とする障がい児が増加したことから、その不足見込み額を増額するものでございます。

引き続き、児童が良好な学校生活を送れるようにするため、就学前の健診を通じて早期

発見に努め、適切な支援を受けられるように勧奨してまいります。 

 次に、12ページをごらんください。款8.項1.目3.防災費の１億7,898万3,000円は、国

土交通省の防災拠点と一体的に行う輪之内町の防災拠点を建設するための土地を取得す

るものでございます。国土交通省が平成24年度の国の補正予算、いわゆる国土強靭化事

業に計上され、事業化を進める輪之内町防災拠点は、平成20年３月に策定されました木

曽川水系河川整備計画に位置づけられている施設でございまして、水防活動を行う上で

必要な土砂などの緊急用資材を備蓄しておくほか、資材の搬出入やヘリコプターの離着

陸などに必要な面積を確保するもので、洪水時には流域の市町が行う水防活動を支援し、

災害が発生した場合は、緊急復旧などを迅速に行う基地として大いに活用が期待される

施設でございます。 

 そこで、今回、輪之内町としても懸案でありました水害時の防災活動拠点として、そ

の国土交通省が進める防災拠点施設と一体的に整備すべく協議を進めてまいりましたと

ころ、合意に至りまして、町整備分として２万5,560平方メートルの用地を取得しよう

とするものでございます。 

 取得後の計画概要としましては、国土交通省による今の計画でございますが、堤防天

端の高さまで造成がなされ、その後、町として水防倉庫、災害対策本部機能を兼ね備え

た避難所や資材置き場、駐車場などを整備する計画でございます。年次計画といたしま

しては、おおよそ５年から７年間ぐらいの計画になろうかと考えておりますが、詳細に

ついては、今後、木曽川上流河川事務所と協議を進めてまいりたいと考えております。 

 戻って、歳入補正予算について御説明をいたします。３ページをお開きください。 

 款8.項1.目1.地方特例交付金の275万3,000円は、平成25年度の交付額が775万3,000円

で確定したのを受け、当初予算との差額を増額補正するものでございます。 

 次に、４ページの款9.項1.目1.地方交付税の7,684万9,000円も、同じく平成25年度の

交付額が８億7,684万9,000円で確定したのを受け、当初予算との差額を増額補正するも

のでございます。 

 次に、５ページの款14.項2.目2.民生費県補助金352万9,000円は、民生費の児童福祉

費で説明させていただきました、子ども・子育て支援システムの導入経費に対する10分
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の10の補助金でございます。 

 続きまして、ちょっと飛びまして、８ページをごらんください。款20.項1.目1.総務

債の臨時財政対策債1,100万円の減額も、先ほど説明を申し上げましたように、平成25

年度における発行可能額が確定したのを受け、減額補正をするものでございます。 

 最後に、６ページと７ページの繰入金と繰越金は、12月補正予算の財源を調整するた

め、不足相当額、それぞれ4,793万7,000円と6,762万8,000円を計上するものでございま

す。なお、12月補正後の繰越金余剰額はゼロとなります。 

 以上で、議第56号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）の説明を終わり

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（髙橋愛子君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第56号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

それぞれ所管の常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第56号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）については、

それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第７、議第57号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）についてを議題とします。 

 住民課長から議案説明を求めます。 

 松井均君。 

○住民課長（松井 均君） 

 それでは、お手元に配付の議案書の５ページをお願いいたします。 

 議第57号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）。平成

25年度輪之内町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,889
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万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億5,589万2,000円と定

める。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成25年12月６日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長。 

 それで、６ページ、７ページでございますけれども、これは第１表で款項別にまとめ

たものでございますので省略をさせていただきます。 

 続きまして、歳入歳出補正予算事項別明細書のほうで御説明をさせていただきたいと

思います。 

 まず、歳出のほうから御説明をさせていただきたいと思います。８ページをよろしく

お願いいたします。 

 款2.保険給付費、項1.療養諸費、目1.一般被保険者療養給付費5,698万1,000円、また

目2.退職被保険者等療養給付費512万4,000円、それぞれの増額につきましては、現在ま

での支払い状況から医療費の増加が見込まれ、今後の支払いに対応するため補正をする

ものであります。 

 次に、目５の審査支払手数料につきましては、医療費増加に伴う審査件数の増が見込

まれるため、７万円の増額補正するものであります。 

 ９ページをお願いいたします。款2.保険給付費、項2.高額療養費、目1.一般被保険者

高額療養費1,017万5,000円、また目2.退職被保険者等高額療養費154万2,000円、それぞ

れの増額でございますけれども、同じく現在までの支払い状況等から増加が見込まれる

ため、支払いに応じるよう補正をするものでございます。 

 10ページをお願いいたします。款10.諸支出金、項1.償還金及び還付加算金、目3.償

還金につきましては、平成24年度分の療養給付費等負担金、国からの支出金でございま

すけれども、その精算として返納するものでございます。500万円の増額をするもので

ございます。 

 続きまして、歳入の御説明をいたします。戻りまして、３ページをお願いいたします。 

 款3.国庫支出金、項1.国庫負担金、目1.療養給付費等負担金につきましては、いわゆ

る一般被保険者の支出の増に合わせまして2,007万3,000円の増額が見込まれるため補正

をさせていただくものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。款4.療養給付費等交付金、項1.療養給付費等交付金、

目1.療養給付費等交付金につきましては、関連します退職医療費等に係る歳出の増額に

合わせまして666万6,000円を増額するものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。款5.前期高齢者交付金、項1.前期高齢者交付金、目1.

前期高齢者交付金につきましては、収入見込み額に合わせまして967万3,000円を増額補

正させていただくものであります。 
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 ６ページをお願いいたします。款9.繰入金、項2.基金繰入金、目1.国民健康保険基金

繰入金につきましては、医療費の増加に対応するものとして基金を取り崩しまして

3,400万円を増額するものでございます。 

 次に、７ページをお願いいたします。款10.繰越金、項1.繰越金、目2.その他繰越金

につきましては、これまで留保しておりました平成24年度からの繰越金848万円を増額

するものであります。繰越金の留保額については、これでゼロということになります。 

 以上で、平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の御説明

を終わります。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今御説明の中で医療費が非常に増加しておるというようなことですけれども、これを

見ても非常に増加しているわけですが、この原因というのはどのようにつかんでみえる

のか。今までと変わった、流行性のものとか、あるいは高額医療とか、何かそういう特

徴があったら、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 住民課長 松井均君。 

○住民課長（松井 均君） 

 先ほども申しましたように、件数がふえておりまして、その中身を見てみますと、い

わゆる費用額でいう30万円未満の方の件数、外来というふうになると思いますけれども、

そういった方の件数が約2,000件近くふえております。前年度で１万7,648件であったも

のが１万9,103件という状況で、約2,000件ぐらいふえているということでございまして、

その中身につきましては、少しはかりかねるところもあるんですけれども、外来がふえ

ているというふうで御理解いただきたいということと、高額療養費につきましても、高

額の方が一部ふえております。ただ、やはり外来の方の件数がふえているというふうな

ところが大きく医療費の増加につながっているという状況でございます。以上でござい

ます。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 
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 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第57号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第57号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第８、議第58号 輪之内町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条

例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、議第58号につきまして御説明をさせていただきます。お手元の議案書の８

ページをお願いいたします。 

 議第58号 輪之内町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例等の一部

を改正する条例について。輪之内町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する

条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成25年12月６日提出、

輪之内町長でございます。 

 ９ページ以降に改正条例案がつけてございます。なお、あわせてお手元の新旧対照表

もごらんいただきたいと思います。 

 御承知のように、平成26年４月１日から消費税及び地方消費税を合わせた消費税率が

現行の５％から８％に引き上げられることが決定をされました。公共施設の使用料、そ

れから公営企業の料金などにつきましても、消費税の課税対象となっておりますので、

条例で定めております公の施設の使用料等につきまして、消費税率の引き上げ分を反映

した形で改正を行おうとするものでございます。 

 輪之内町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例等の一部を改正する

条例につきましては、９条の条文から構成しております。 

 第１条におきましては、輪之内町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正を規定しております。防災センターの使用料につきましては、別表の中

でその使用料を定めておりますが、こちらの別表を改正することによって消費税分の増

額分を反映させようとするものでございます。 

 それから第２条につきましては、輪之内町小学校及び中学校の設置等に関する条例の
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一部改正の規定でございます。こちらのほうは、当該条例の第２条第２項中に消費税の

税率「1.05」という表記がございますけれども、こちらを「1.08」に改めるものでござ

います。 

 第３条につきましては、輪之内町文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正の

規定でございます。文化会館の施設及び設備等の使用料につきましては、別表でその定

めをしております。したがいまして、次の10ページにございますように、消費税のアッ

プ分を反映した形でこの別表を改めようとするものでございます。 

 第４条につきましては、輪之内町体育諸施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

の規定でございます。当該条例の本文中、第11条第１項のただし書きのところに「630

円」という規定がございますけれども、こちらのほうは600円の使用料に消費税相当分、

５％で30円を加えた630円という規定が現在なされておりますので、こちらのほうを

「650円」に改めるものでございます。 

 なお、別表におきまして、テニスコート、アポロンスタジアム等々の使用料を規定し

ておりますので、別表を改正することによりまして消費税の増額分を反映させようとす

るものでございます。 

 第５条につきましては、輪之内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正の規

定でございます。こちらのほうは、別表におきまして瓦れき類の処理の手数料を規定し

ておりますけれども、こちらのほうは使用料ではございませんが、手数料という形で料

金を徴収させていただいておりますけれども、このごみ処理の手数料につきましては、

手数料という名目で徴収するものであっても非課税取引には当たらないため、改正をす

るものでございます。通常の行政手数料につきましては、非課税扱いとされておるとこ

ろでございます。 

 第６条につきましては、輪之内町民センターの設置及び管理に関する条例の一部改正

の規定でございます。町民センターの使用料につきましては、別表でこちらも規定をし

ておりますので、その別表を改正いたしまして消費税の増額分を反映させようとするも

のでございます。 

 第７条につきましては、輪之内町下水道条例の一部改正の規定でございます。下水道

の使用料につきましては、こちらも別表の中で規定しておりますけれども、別表で定め

ます基本料金と超過料金の額を改正しようとするものでございます。 

 第８条につきましては、輪之内町法定外公共物の管理条例の一部改正でございます。

第17条第２項中、現在「1.05を乗じて得た額」という規定がございますけれども、こち

らのほうを「消費税法（昭和63年法律第108号）に定める消費税の税率を乗じて得た額

及びその額に地方税法（昭和25年法律第226号）に定める地方消費税の税率を乗じて得

た額を合算した額を加えた額」に改めようとするものでございます。 

 なお、産出物採取料金につきましては、別表２のほうで定めておりますので、こちら
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の別表２につきましても改正をするというものでございます。 

 第９条につきましては、輪之内町水道給水条例の一部改正の規定でございます。水道

料金につきまして別表で定めておりますので、別表を18ページにございますとおり、改

正をさせていただくものでございます。 

 それから19ページ、附則でございますけれども、この改正条例の施行期日でございま

すが、平成26年４月１日から施行するとしております。 

 それから第２条で経過措置を定めておりますけれども、下水道使用料及び水道料金以

外のものにつきましては、平成26年４月１日以降に行う利用の許可に係るものについて

適用させていただき、同日前に行う利用の許可に係るものについては、従前の例による

ことと規定をしております。 

 検針によりまして料金を算出する下水道使用料及び水道料金につきましては、平成26

年７月１日以降に算定するものにつきまして適用し、同日前に算定するものについては、

なお従前の例によるということにしております。 

 以上で、議第58号の説明を終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 ４月１日から消費税が８％に値上げするということで、多くの国民、町民も非常に苦

しんでおると、ますます苦しくなるであろうというふうなことが心配されているところ

であります。 

 そういう中で、町のほうもそれに便乗してさまざまな使用料、手数料に消費税増税を

行おうというふうな提案ですけれども、まずこの消費税というのは町が徴収して、徴収

した税金というのはどのようになるんでしょうか。これは水道会計については消費税を

納めておるわけですけれども、そのほかの分についてはどのようになっておるのか、徴

収した消費税はどのように運用しておられるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 議員がおっしゃられましたように、公営企業につきましては消費税を納めております

けれども、町の施設の使用料につきましては、どこかへ納めるということはなく、一般
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会計の中で歳入として収入しているのみということでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 そういうことですと、別にこの消費税を増税しなくても、財政上何ら不都合なことは

ないというふうに思うわけですけれども、要するに単なる便乗値上げではないかという

ふうなことも思うわけです。 

 消費税という名目だけであって、もともとの価格を下げれば、従来どおりの使用料、

あるいは手数料であったとしても、消費税を内税に考えておれば何も上げる必要はない、

その分を下げればいいんではないかというふうに思うわけですけれども、なぜ今の状況

の中で町として上げなきゃいけないのかということになりますけれども、その辺をちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 消費税につきましては、公の施設の使用料等につきましては、先ほど御説明をいたし

ましたように、消費税の課税対象となっております。平成元年３月に国の自治省の財政

局長の通達が来ておりまして、そのときに、消費税というのは最終的には消費者に負担

を求めることを予定している税であると。こういった基本的な性格に鑑みると、地方公

共団体は、消費税相当分を料金等に当然転嫁すべきものであることというような通知も

なされておるところでございます。 

 それで、仮に消費税を転嫁しないということになりましたら、本来であれば当然課税

対象でありますので消費税相当分を町が収入できるわけでございますけれども、その収

入できる相手は、その施設等を使用した、その特定の方から収入ができるということに

なるわけですけれども、消費税を転嫁しない場合については、本来、町に入るべき消費

税相当分の額が入ってこないということになりますので、その施設等を使用しない、ほ

かの一般の住民の方にその分を負担していただくというような形になりまして、受益を

受けた方、いわゆる施設を使用されて、本来払わなくてはいけない方の分をその施設を

使わないほかの方が税の負担をするというような形になりますので、それは消費税の趣

旨を鑑みたときに不適当であろうということで、これまでも町としては使用料等につい

て消費税を転嫁してきたところでございますし、税率が変わったということを受けまし

て、今回、改正をしようとするものでございます。以上でございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 
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 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 この消費税を上げなければならないというような理由というのは、今課長がおっしゃ

いましたけれども、別にその分だけ町としては余分な収入になるわけであって、ほかの

人に負担を押しつけるというようなものではない、若干の経費の増嵩というのはあるか

もしれませんけれども。 

 それと、論点を変えますけれども、廃棄物処理の手数料の中で瓦れきのみがなってい

るわけですね。あと、一般のごみ、それから粗大ごみなどについては、これは消費税を

今回転嫁されない。要するに、同じ手数料であっても転嫁しているものと転嫁されてい

ないものがある、その辺はどういう理由でやられているのか。先ほど課長が言われたよ

うなことであるなら、同じようにやらなければならないのに、ある手数料に対しては消

費税を増額する、あるものについては増額しない。それから、３％というけれども、四

捨五入などによってそれ以上の増税をしているところもある、そういうようなことにな

るわけですから、不公平になってくるんじゃないかと思いますが、その辺をどのように

お考えでしょうか。 

○議長（髙橋愛子君） 

 住民課長 松井均君。 

○住民課長（松井 均君） 

 その手数料の取り扱いについてでございますけれども、確かに私どもで所管していま

す手数料につきましても、この条例の中にありますごみ袋等も入っているわけでござい

ます。その辺の考え方は、いろいろあると思います。手数料につきましても、先ほど総

務課長のほうから説明がありましたように、消費税の対象になるものとならないものと

あるということでございまして、例えばごみ袋の手数料についてはなると思います。た

だ、瓦れきの処理につきましては、ある特定の方が御利用されると、なおかつ消費税を

反映していく。それは、先ほど議員さんからもありましたように、経費のほうも消費税

を払うということで、見合いということもございます。ごみ袋につきましては、町民ほ

ぼ全員の方が利用してみえるという意味で、当初のそういう考えがあって内税方式をと

っているということもございますので、その辺は御理解をいただきたいと思います。以

上です。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 もう３回済みましたので。 

○９番（森島正司君） 

 でも、今、全員が負担しているものは課税しない、そういうふうだとちょっと趣旨が

違ってくるんじゃないかというふうに思いますけれども、瓦れきは一部だけれども、そ
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のほかのものは……。 

○議長（髙橋愛子君） 

 もう３回質問されましたので、３回終わりました。 

○９番（森島正司君） 

 ３回と言うけれども、ちゃんときちんと答えてもらわな困る、いいかげんな答えで…

…。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第58号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 この消費税を転嫁しなければならないものと、それから転嫁するものと転嫁しないも

のがあると、その辺の区別がはっきりしていない。今、お聞きしたけれども、十分な納

得できるような答えはない。 

 それから、行政にとって消費税の負担増が、これはもっと本当は深く議論したいんで

すけれども、消費税が８％になることによってどのくらいになるのか、そういったこと

もまだ明らかにされていない。それを使用料、手数料の増加によってどのくらいカバー

できているのか。 

 消費税増税というのは、もちろん今の社会情勢の中で好ましくないことなんですけれ

ども、これも経費に課しているということであって、それを全て利用者に負担を押しつ

けるというのは、これは私は反対であります。 

 別にこの消費税を転嫁しなくても、町の財政運営にとって大きな影響はないというふ

うに思いますので、これは反対であります。 

 それから、こういう審議の仕方では十分な審議ができませんので、委員会付託を今後

やっていただきたい。これは、議運においていつも言っているわけですけれども、多数

決で全て本会議での質疑だけにされておりますけれども、委員会付託にしていただくよ

うにお願いしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに討論ありませんか。 
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（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 この条例については、執行部のほうからもるる説明がございました。その中で、やっ

ぱり一般的に町民全体に係るものと、いわば特定の方に受益という形でかかってくるも

のの負担は、当然考えるべきじゃないかと、別にそれは不公平ではないと。そして、消

費税の８％は国のほうで決められた施策でありまして、国民皆が承知しておるわけでご

ざいますので、当然それにもたれて、我が町においても、以上に関しては適当なものだ

ということで賛成をしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第58号を採決します。 

 お諮りします。 

 異議がありますので起立によって採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立７名） 

○議長（髙橋愛子君） 

 起立多数です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第９、議第59号 輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、議第59号につきまして御説明いたします。お手元の議案書の20ページをお

願いいたします。 

 議第59号 輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。輪之内

町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成

25年12月６日提出、輪之内町長でございます。 

 21ページに改正案がございますけれども、新旧対照表の21ページのほうで御説明をさ

せていただきたいと思います。 

 国家公務員につきましては、平成25年１月24日の閣議決定におきまして、平成24年８
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月８日に出されました一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける高齢層職員の昇

給抑制に関する人事院勧告、こちらの平成24年の勧告に従って、平成25年度の昇給日で

ある平成26年１月１日から、その勧告どおり改定をするということが決定をされました。 

 なお、この閣議決定におきまして地方公務員の高齢層職員の昇給抑制に関する措置に

ついても、人事院勧告を踏まえて必要な措置を講ずるよう要請がされたところでござい

ます。 

 それで、町といたしましては、この閣議決定の要請を踏まえまして、輪之内町職員の

給与に関する条例の一部改正を行うものでございます。 

 条例の第８条で昇給について規定をしておりますが、第８条第２項の改正につきまし

ては、文言の追加等でございます。第８条の第３項を改正することによりまして、高齢

層職員の昇給抑制を図ろうとするものでございます。 

 55歳以上の高齢層職員につきましては、現行の欄を見ていただきますとわかりますよ

うに、高齢層職員以外の職員よりも低い割合で昇給することと現在しておりますが、改

正案におきましては、勤務成績が極めて良好である場合、または特に良好である場合に

限り昇給するという形にしております。したがいまして、勤務成績が単に良好である場

合には昇給をしないということで、高齢層職員の昇給の抑制を図ろうとするものでござ

います。 

 それから、施行日につきましては、議案書の21ページの条例案の附則に書いてござい

ますとおり、次回の昇給日が１月１日でございますので、平成26年１月１日から施行す

るという形にさせていただいております。 

 以上で説明を終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 55歳以上の職員の方の昇給は、今までは一般の方は３号給の昇給になるわけですか、

それが２号給になっておったというふうに抑制されておったわけですね。今度新しい条

例では、町の規則で定める基準となっているわけですけれども、この町で定める基準と

いうのはどうなっているのか。これだけ見る限りでは、従来よりも抑制されるのか、あ

るいは緩和されるのか、全く理解ができないわけですけれども、この町の規則というの

はどういう内容になっているのかということをお伺いしたい。 

 それから、その者の勤務成績が極めて良好である場合、または特に良好である場合、
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この極めてと特にの違いというのは一体どういうものなのか、明らかにしていただきた

いと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、昇給の関係につきまして御説明をいたします。 

 昇給の区分につきましては、現在、５段階決めております。極めて良好である場合、

特に良好である場合、それから良好である場合、やや良好でない場合、それから良好で

ない場合という５段階で決めておるところでございます。 

 それで、職員で55歳以上でない者につきましては、極めて良好である場合には８号給

昇給すると、特に良好である場合は６号給昇給する、勤務成績が良好である場合は４号

給昇給する、やや良好でない者は２号給昇給する、良好でない者は昇給しないという決

めでございますが、55歳以上の者につきましては、極めて良好な場合は４号給以上、そ

れから特に良好の場合は３号給、良好な場合は２号給、やや良好でない場合につきまし

ては１号給、良好でない場合は昇給しないと、このようになっておりますけれども、こ

ちらの規則で定める昇給区分をこの条例制定後に規則を改正して新たに定めるわけでご

ざいますけれども、予定といたしまして、極めて良好である場合には２号給以上、それ

から特に良好である場合は１号給、それから良好以下につきましては昇給しないという

ふうに改めるということでございます。 

 それと、勤務成績が極めて良好、特に良好、あるいは良好、このあたりをどのように

決定するかということでございますけれども、現在、職員の勤務評定を実施しておりま

す。その勤務評定におきまして、業務の実績であるとか、あるいは職員の能力を勘案し

てこの５つの区分を決めておるということでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 それから、最初に説明があったかもしれませんけれども、この55歳以上の職員は昇給

を従来よりも抑制していこうという考えだと思いますが、全体として職員の給与の引き

下げにつながっていくんではないかというふうに思いますけれども、これは職員組合と

の話し合いというのはついているのかどうか、その辺のことをお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 
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 総務課長 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 ただいま高齢層職員の給与の抑制をすることによって町の職員の給与のレベルを下げ

ているのではないかというようなお話でございますけれども、確かに55歳以上に該当す

る職員が何人かおりますので、その分、その職員については、今後、給料が今までより

も昇給を抑制されるということで全体にも影響は及ぼすということは間違いないことで

ございますけれども、この制度につきましては、平成24年に人事院が勧告をした制度で

ございます。輪之内町におきましては、これまで人事院勧告、それに伴う国家公務員の

一般職の給与に関する法律等の改正がされた場合に、それに準じる形で給与の取り扱い

については決めてまいりましたので、今回、国のほうも24年の勧告から１年おくれでは

ありますけれども、26年１月１日から高齢層の職員の給与抑制をするということになり

ましたので、これまでの町の考え方に従って、国に準じて同様の措置をするということ

でございます。 

 それから、この件につきましては、組合との正式な交渉は持っておりません。以上で

す。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、職員組合との話し合いは持っていないということですけれども、職員組合がある

んであれば、当然今の労働基準法、労働組合法などによってやらなければならない。労

働組合との協議もせずに一方的にやるというのは、これは違法行為になるのではないか

というふうに思いますが、その辺のことと、それからもう１つ、一般職のことについて

は盛んにこうして賃金抑制をされているわけですけれども、特別職については賃金抑制

というものは考えないのかどうかということもお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 組合との協議につきましては、例えば平成25年に、現在実施しておりますけれども、

給与の減額支給措置、こちらの関係につきましては、非常に全職員、全組合員に影響を

及ぼすというようなことも考えまして、職員組合と交渉の場を持ち、そこで妥結した内

容で条例をつくったりしております。 

 今回のこの件につきましては、人事院勧告で定められたこと、それから国の国家公務
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員がその人勧どおりやるということ、これまで輪之内町は人勧に従って給与措置をして

きたということを鑑みまして、改めて組合に協議はしなかったということでございます

が、大きな給与の制度の改正とか、そういった場合には、今後においても組合と協議を

していきたいというふうに考えております。 

 それから、一般職はこのように抑制するが、特別職についてはどうかということでご

ざいますけれども、特別職と一般職はもともとその給与の考え方も違うところでござい

ますので、これまでも一般職の職員については国に準じて、それから特別職につきまし

ては、特別職の報酬審議会の答申に従ってやってきたところでございますので、今後と

もそのような進め方で行っていきたいというふうに考えております。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 ちょっとわかりませんので教えていただきたいんですが、55歳以上の人についてはこ

のようなことで改正があるわけなんですが、そのことによって入庁してから55歳になる

までの給与の到達するスピード、要するに給料スピードというのが若干早く、例えば55

歳までに行ってもらえるように、なるだけなら努力がされていくのか、抑制されるまで

にスピード感が多少違うのか。あくまでも勤務評定にもたれて、その昇給という形のも

ので、その中身のことについてはわかりませんが、そういうことはあり得るのかなあと。

外から見ていると、つじつま合わせがどこかであるんじゃないかと。55歳過ぎたら上げ

られへんで、それ前にちょっと職員の皆さんにはその分をというようなことにはならん

のかということを、げすの勘ぐりかもしれませんけれども、そういうようなことをちょ

っと、ここら辺はなかなか不透明のような気がします、外から見ていると。だから、そ

ういうことは一切ないとおっしゃれば、それで結構なんですが、どうなふうかなあと思

って、ちょっとお尋ねします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 給与の昇給につきまして御質問でございますけれども、給料月額というのは勤務評定

に基づいて決定をされるという仕組みで現在運用しておりますので、例えばある年齢に

なったら、このぐらい行くとか、そういった決めはございません。国のほうからも、い

わゆる渡りというような制度がかつてはあったところもありますけれども、何年したら

どこへ行くというような基準をかつて運用しておったところもありますが、現在、その
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ようなことはしてはいけないということで、あくまでも勤務評定に基づいて昇給はさせ

る。それから昇格につきましても、勤務評定から判断をして昇格をするということでや

っておりますので、作為的に55歳に到達するまでにたくさん上げるとか、そういうこと

はやっておりません。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 もう少しだけお尋ねしたいんですが、その勤務評定で全てといいますか、それが基本

になって評価されながら昇給ということはやるんだということは前から決められたこと

で、そうであろうとは思うんですが、例えばあり得んとは思うんですが、念のために、

小学校や中学校でいきますと、５を何％、４を何％、普通の人を何％とかというふうな

通知表ですね、俗に言う学生の勤務評定、成績表ですね、そんなようなものが、やっぱ

りこういう世界にも現存するんかなあと。このくらいはつくっておかないかんとか、い

や、これはちょっとあれやなあとかという、評定の中にそういうものはあるんかなあ。

それは、さっき言いましたように、外野のげすの勘ぐりでございますけれども、やっぱ

りいろんなそういうお金の話は、一番町民、私を含めてですが興味がある話なんで、ど

うなんやろうかということで、いや、わからんなあなんていっていつも言っておるんで

すが、そんなようなことは答えにくい部分であり、答えたらあかん部分でもあるかもし

れませんけれども、その辺のことはどうかなあと思って、ちょっとお尋ねします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 ただいま御質問の中でお話がございました勤務評定の成績の階層は、何％というよう

な決め方は、現在のところ、しておりません。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかにありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第59号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 
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○９番（森島正司君） 

 職員の給与の引き下げということですけれども、やはり今のデフレ経済、この最大の

原因は、国民所得の低下にあるというふうに思っております。一部の大企業は莫大な内

部留保をためながら、大多数の国民は所得が減少している。それは、やはり非正規雇用、

あるいは悪条件のもとで低賃金に追い込まれている、これが消費の停滞を招いている。

今、デフレから脱却するには、国民の所得をいかにふやしていくか、あるところからな

いところに移していかなければいけない。そういったことで、国民の所得をふやすには、

やはりこの国民に支払われる給料、あるいは諸手当、そういったものを大きくしなけれ

ばならないというふうに思います。このデフレ脱却に逆行しているような、こういう政

策には反対であります。 

 そして、とめるものはとめているということですけれども、やはり一般職が切り下げ

られるのであれば、特別職のほうも引き下げて当然だというふうに思います。ほかの自

治体では特別職の給与の引き下げもやられているところもあるわけですから、賃金体系

が違うからといって除外するんではなくて、やはり同じように痛みを分かち合う、そう

いうふうなことにすべきだと思いますので、職員だけに犠牲を押しつける、そういうよ

うな今回の条例改正には反対であります。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 

 今回のこの条例改正は、前の人事院勧告にもたれて実施されるものであると。それと、

今回、減らすのではなく、上げるのを抑えるという、これはやむを得ないということで

賛成をいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第59号を採決します。 

 お諮りします。 

 異議がありますので起立によって採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立７名） 

○議長（髙橋愛子君） 

 起立多数です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第10、議第60号 輪之内町選奨生奨学金貸与条例等の一部を改正する条例につい

てを議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、議第60号の説明をさせていただきます。議案書は22ページでございます。 

 議第60号 輪之内町選奨生奨学金貸与条例等の一部を改正する条例について。輪之内

町選奨生奨学金貸与条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成

25年12月６日提出、輪之内町長でございます。 

 新旧対照表につきましては23ページでございますので、あわせてごらんをいただきた

いと存じます。 

 平成25年３月30日に公布をされました地方税法の一部を改正する法律による地方税法

の改正におきまして、東日本大震災に係る復興支援のための税制上の対応であるとか、

個人住宅税における住宅ローン控除の延長、拡充等とあわせまして、延滞金及び還付加

算金の割合の特例の見直しが行われておるところでございます。 

 この延滞金の割合の特例の見直しを受けまして、輪之内町税条例においても平成25年

３月31日に専決処分をいたしまして改正し、平成25年５月の第１回の臨時議会において

承認をいただいたところでございます。 

 市町村の歳入の滞納に係る延滞金の徴収につきましては、地方税法であるとか、個別

法においてその延滞金の徴収について特別の定めがあるものを除いては、地方自治法第

231条の３第２項の規定に基づき、条例の定めるところにより行うことができるとされ

ておるところでございます。 

 それで、この地方自治法第231条の３第２項に基づく延滞金の額につきましては、そ

の法令に具体的な定めは置かれておりませんけれども、地方税法の規定による税の延滞

金の額と均衡を失しないように措置することが適当であるとする行政実例があるわけで

ございます。 

 したがいまして、今般、延滞金の規定を有しています条例につきまして、税条例の延

滞金に準じた形で改正をさせていただこうとするものでございます。 

 輪之内町選奨生奨学金貸与条例等の一部を改正する条例につきましては、第１条から

第５条まで５条で規定しておりまして、５本の条例を一度に改正させていただくもので

ございます。 

 第１条につきましては、輪之内町選奨生奨学金貸与条例の一部改正でございます。こ

ちらのほうは、本則は改正をいたしませんが、附則に税条例と同様の延滞金の割合の特
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例を定める新たな附則を追加するものでございます。 

 第２条につきましては、輪之内町後期高齢者医療に関する条例の一部改正でございま

すが、第６条第１項の延滞金の規定、新旧対照表の24ページを参照していただきたいと

思いますが、第６条第１項の延滞金の規定につきまして、税条例と同様の改正をすると

いうことと、それからあわせて附則に、これも税条例と同様の延滞金の割合の特例を新

たに追加するという改正でございます。 

 それから、第３条につきましては輪之内町下水道条例の一部改正を行うものでござい

まして、こちらのほうは附則に延滞金の割合等の特例を新たに定めるものでございます。 

 第４条につきましては、輪之内町下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正でご

ざいます。こちらは、新旧対照表27ページをごらんいただきたいと存じますが、第11条

のところで延滞金の率ですけれども、年14.5％と規定しておりますものを、税条例に合

わせて14.6％に改正するということと、それからあわせて附則に延滞金の割合等の特例

に関する規定を追加するものでございます。 

 それから、改正条例第５条でございますけれども、輪之内町法定外公共物の管理条例

の一部改正でございますが、こちらのほうは新旧対照表では29ページでございますけれ

ども、第21条のところで、第１項につきましては文言の改正、それから第２項につきま

しては、新しく１カ月を経過する日までの期間についての割合を加えるものでございま

す。それと、他の条例改正と同様に、附則におきまして延滞金の割合の特例を定めるも

のでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例の施行日は、平成26年１月１日としておるとこ

ろでございます。 

 経過措置につきましては、この条例の規定による改正後の各条例の規定中、延滞金に

関する部分は、この条例の施行する日以後の期間に対応するものについて適用し、同日

前の期間に対応するものについては、なお従前の例によることとしております。 

 以上で説明を終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まず、この延滞金ですけれども、14.6％というのは社会的に見て非常に高い、まさに

サラ金並みの利息であると。今、普通預金であっては0.0何％、ほとんど利息がつかな

いのに、あるいは定期にしても0.何％というようなときに、14.6％というのはいかにも
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高過ぎる、こういうことが世間でも言われているわけですが、この辺に対する、14.6％

というこの延滞利息について、妥当な率だというふうに思っておられるのかどうかとい

うことを、まず基本的なところをお伺いしておきたい。 

 それから、個々の問題でいきますと、例えば今度法定外公共物について、従来は延滞

金を徴収するとなっていたものが、今度はできる条項に、することができるというふう

になるわけですけれども、それはなぜなのか。ほかの条文では、大体徴収するものとす

るというふうになっておるわけですけれども、どちらでもいいのであれば、これは今の

14.6％というのはいかにも高過ぎる、これはもっと大幅に改定すべきではないかという

ふうに思うわけですけれども、その辺の考え方をお伺いしたい。 

 それから、下水道事業のほうでしたか、14.5を14.6に上げるという、なぜこれを今上

げなきゃいけないのか。14.5というのが従来間違っておったから、それを直すというこ

となのか、間違っておっても、それはこれまで何ら支障がなかったんであれば14.5でも

いいわけですし、なぜ14.6にしなければならないのかということをお伺いしたい。 

 それと、新旧対照表のほうでは27ページですけれども、この中では改正案で14.5％に

なっておる。これはプリントミスなのかどうか知りませんけれども、今の11条のほうの

14.5を14.6に直さなければ、この説明文でいいわけですけれども、14.6にしなければな

らないとするなら、今の附則のほうの14.5というのは14.6に、これは説明だから問題な

いという考え方かもしれませんけれども、その辺のところが考え方が曖昧になっている

んではないかというふうに思うわけですけれども、その辺の考え方をお伺いしたいと思

います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 御質問の冒頭にございました14.6が高過ぎるのではないかというお話でございますけ

れども、こちらのほうは地方税法で決まっておる割合でございまして、この14.6が高過

ぎるのではないか、おっしゃるとおり、最近の金利も低いんではないかというような議

論を踏まえまして、特例の措置ができたということでございます。 

 新しい特例につきましては、先ほどの改正条例の附則を読んでいただければわかると

ころでございますけれども、今、１カ月を経過する日までは14.6の半分ということで

7.3％という決まりがございますけれども、こちらのほうを特例によりまして、特例基

準割合という国が定める割合がございますけれども、その特例基準割合に年１％を加算

した割合、上限を7.3％で抑えるという特例がございます。 

 平成26年につきましては、まだ決定ではございませんが、あくまでも予定でございま

すけれども、基準特例割合については1.9％になるだろうと言われております。それに

１％を加算いたしますと2.9％、本則で定めておる7.3％が特例で2.9％になるというこ
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とでございます。 

 それから、14.6％につきましては、特例基準割合に7.3％の割合を加算した額という

ことで、上限を14.6％にするということで、先ほど説明しましたように、平成26年の特

例基準割合は1.9になるだろうと言われておりますので、1.9％に7.3％を足しますと

14.6％のものが特例で9.2％で運用していくということになります。 

 確かに金利が安いのに高過ぎるのではないかという、そういった世論を踏まえて、本

則では率はなぶらないものの、特例を定めることによって現在の税率等に相応するよう

な形で、今回、延滞金の緩和を行ったというところでございます。 

 それから、個別条例の御質問につきましては、担当課長のほうから説明をさせていた

だきます。 

○議長（髙橋愛子君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 まず、法定外公共物につきまして、徴収するを徴収することができるとしたのはなぜ

かといいますと、これにつきましては、地方税法の改正に伴いまして、その中で延滞金

の徴収、滞納処分等につきましても、することができると、できる規定になっておりま

したので、これに準じまして改正するものでございます。 

 それから、下水道事業受益者負担金のほうで14.5％から14.6％に引き上げた理由はと

いうことでございますが、都市計画事業として行っております特定環境保全公共下水道

事業、輪之内町はこれでございます。都市計画事業の中で位置づけられているのは公共

下水道事業ということでございまして、この都市計画事業は、都市計画法の中の75条第

４項で延滞金を14.5％の割合を乗じて計算した額を超えない範囲内ということになって

おりますが、当町におきましては、特定環境保全公共下水道事業ということで、一般に

公共下水道事業とは異なるものでございます。そのため、今回の改正に伴いまして、延

滞金利率の条例により、地方税法に合わせた見直しに準じて14.5％を14.6％に変えたも

のでございます。 

 また、今まで支障がなかったかということでございますが、これについては支障ござ

いませんでした。 

 また、新旧対照表が誤っているとの御指摘でございますけれども、これにつきまして

は、現行が14.5％になっておりまして、改正案は14.6％と書いてございますので、これ

については誤りないと思います。以上です。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 
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 14.5％で従来支障がなかったと、であるなら、何も変える必要はないんじゃないか、

14.5のままでいいじゃないかというふうに思うわけです。地方税法に合わせるというよ

うなことでしたけれども、合わせなきゃならない理由は何ですか、特にそんな理由はな

いんじゃないですか。 

 それから、今の新旧対照表が誤りでないと言われるんであれば、新旧対照表のとおり

にすれば、これは14.5になってしまうということですけれども、なぜこれが誤りでない

のか、ちょっとわかりませんが、議案書のほうと違うわけですから、どちらかが違う。

新旧対照表が正しいんであれば、議案書が間違っていることになるわけですから、その

辺、曖昧なことを言わないで明確に答えていただきたい。 

 それから、徴収するがすることができる、それでいいと言うんであれば、ほかのとこ

ろもすることができるにしたらどうなのか。するというふうじゃなくて、することがで

きる、場合によってはしないということもあると。することができるということは、場

合によってはしないこともあり得るというふうに読めるわけですけれども、そういうこ

とでよろしいですね。 

○議長（髙橋愛子君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 先ほども申しましたけれども、都市計画事業として実施するのが公共下水道事業でご

ざいまして、当町におきましては特定環境保全公共下水道事業ということで、都市計画

事業に位置づけられた事業ではございませんので、本来、都市計画法に定められた

14.5％を上限とするというのではなくて、地方税法に定められた上限14.6％にするのが

本来ということでございます。 

 今回の改正に伴いまして、地方自治法第231条の３の２項に基づきまして、この条例

の改正において延滞金利率を地方税法の見直しに準じた延滞金利率に改正するものでご

ざいます。それが14.5から14.6、地方税法に合わせた改正ということでございます。 

 それから新旧対照表でございますけれども、27ページ、輪之内町下水道事業受益者負

担に関する条例の新旧対照表でございますが、14.5％が現行で改正案が14.6％でござい

ます。議案のほうにつきましては、25ページ、輪之内町下水道事業受益者負担に関する

条例の一部改正ということで、第４条の中で第11条中「14.5」を「14.6」に改めると書

いてございますので、新旧対照表と合致していると思います。以上です。 

（「違う」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 暫時休憩します。11時から始めます。 

（午前10時43分 休憩）  

（午前10時58分 再開）  
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○議長（髙橋愛子君） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 27ページの新旧対照表が誤っているのではいないかと言われた点についてお答えいた

します。 

 議案のほうは正しくて、27ページの新旧対照表の改正案の附則第２項中の「14.5％」

につきましては、「14.6％」の誤りでございました。大変申しわけございません、訂正

をよろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第60号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 この議案の中で新旧対照表の説明書ですけれども、間違いがあったということで、そ

ういうことがあるように、十分吟味されたものではないんでないかというふうに思えて

なりません、この提案そのものが。けれども、全体的に見ますと、14.6％が最大で

7.3％にまで下がるということでありますので、その辺については不十分ですけれども、

積極的な面もあるというふうに思っております。 

 したがって、今後さらに、この7.3％というのでもかなり高い利息ですので、法律の

ほうがそうなっておったとしても、輪之内町の町長の裁量でやってやれないことはない。

先ほど言ったように、本則のほうで14.6であったのを14.5にしておったと、それで何ら

影響がなかったということもあるわけですから、そういうことを思えば、別に14.6にす

る必要はない、7.3にする必要はない、輪之内町の実態に合った額にすべきだというふ

うに思っております。 

 そういうふうに、今後、さらに実態に合ったような条例に改正されることを希望して、

今回の条例改正には賛成してまいります。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第60号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第60号 輪之内町選奨生奨学金貸与条例等の一部を改正する条例につ

いては、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第11、議第61号 輪之内町土地開発公社定款の一部を改正する定款についてを議

題とします。 

 建設課長から議案説明を求めます。 

 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 それでは、議案27ページをお願いいたします。 

 議第61号 輪之内町土地開発公社定款の一部を改正する定款について。輪之内町土地

開発公社定款の一部を改正する定款を次のとおり定めるものとする。平成25年12月６日

提出、輪之内町長 木野隆之。 

 このたびの輪之内町土地開発公社定款の一部を改正する定款につきましては、経理処

理を行う上での基準となる土地開発公社経理基準要綱の一部改正に伴いまして、経理処

理のさらなる適正化を図るため、財務諸表にキャッシュ・フロー計算書を加えるととも

に、資産の規定から運用財産を削除するものでございます。 

 それでは、新旧対照表で御説明申し上げます。31ページをお開き願います。 

 第16条第１項第４号中、「損益計算書」の下に「、キャッシュ・フロー計算書」を加

え、第19条第１項中、「及び運用財産」を削り、第21条中、「損益計算書」の下に「、

キャッシュ・フロー計算書」を加えるものでございます。 

 なお、附則といたしまして、議案のほうにございますけれども、この定款は、知事の

許可のあった日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これより質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 ちょっと私、勉強不足でわからないところがあるわけですのでちょっとお伺いします

けれども、この定款の変更というのは、これは理事会の議決事項になるわけですね。理

事会で決まれば、それで変更になるんではないか。これは議会の議決事項になっている

のかどうかということをちょっとお伺いしたいということ。 

 それと、もしそうであるなら、それで結構ですし、毎年６月に議会に対する公社の事

業報告、あるいは事業計画、予算書などもあるわけですけれども、最近その資料が提出

されていない。これも特にどこかに法律の決めがあるのかどうか、それはわかりません

けれども、理事会の議決事項を議会に諮るというのであれば、やはり予算書、決算書、

あるいはもろもろの理事会にかけられた、そういったものも議会に提出していただきた

いと思うわけですけれども、その辺との関連で、議会の議決事項と定款の変更というの

はどういう関係なのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 このたび議会の議決を経る必要性でございますけれども、公有地の拡大の推進に関す

る法律というのがございまして、この中の第14条第２項で設立団体の議会の議決を経て

都道府県の知事に認可を得なければならないという定めがございます関係で、今回、提

案させていただいたものでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 そうすると、決算書とか、あるいは予算書、資金計画、こういったものを議会に出す

ということは、その法律には一切何も記載がないということでしょうか。 

○議長（髙橋愛子君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 土地開発公社の定款の中に第21条で決算及び財務諸表という項目がございます。土地

開発公社は、財産目録、貸借対照表、また損益計算書、それから事業報告書を作成して、

監事の意見をつけまして輪之内町長に提出するとなっておりますので、これだけの諸表
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につきましては、町のほうに提出しているところでございます。 

（「議会のほうは」の声あり） 

○建設課長（高橋博美君） 

 これについては、議会での同意事項の項目には入っておりません。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 要望ですけれども、そういった法律にはそういう規定はないかもしれませんけれども、

これは町長にお願いすることかもしれませんけれども、公社のほうから報告があった書

類については議会に資料として提出していただきたいということを要望しておきたいと

思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第61号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第61号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第61号 輪之内町土地開発公社定款の一部を改正する定款については、

原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第12、議第62号 輪之内町条例の左横書きに関する特別措置条例の制定について

を議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 



－３４－ 

 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明いたします。議案書の29ページをお願いいたします。 

 議第62号 輪之内町条例の左横書きに関する特別措置条例の制定について。輪之内町

条例の左横書きに関する特別措置条例を次のように定めるものとする。平成25年12月６

日提出、輪之内町長でございます。 

 条例案は30ページから載せてございます。 

 現在、岐阜県内の42市町村のうち、例規の左横書きを実施しているのは35市町村でご

ざいます。したがいまして、８割以上の市町村で実施をされているということでござい

ます。これを鑑みますと、県内では例規の左横書きが主流になっていると考えられると

ころであります。これを踏まえまして、輪之内町においても平成26年１月１日より例規

の左横書きを実施することとしております。 

 それでは、条例案について御説明をいたします。 

 第１条、それから第２条では、条例の趣旨及び左横書きの措置を定めておりますが、

平成26年１月１日以降に条例を作成する場合には左横書きとすることとする予定でござ

います。こうした場合に既存の条例については依然として縦書きで残るため、新しくつ

くるものと統一性がないということから、この特別措置条例を制定いたしまして、既存

の条例で現に効力を有する条例について、全て左横書きに改めるという旨を規定してお

るところでございます。 

 また、縦書きと左横書きでは表記の方法に違いがございますので、第３条から第８条

におきまして、左横書きにするための必要な措置を定めておるところでございます。 

 第３条におきましては、条、項、号等の表記につきまして、それから第４条におきま

しては数字の表記について、それから第４条におきましては数字の表記について、それ

から第５条においては字句について、第６条のおきましては表等について、それから第

７条におきましては用事等整備の措置について、第８条におきましては、その他必要な

措置を定めるものでございます。 

 なお、附則の第１項で、この条例の施行日を平成26年１月１日としております。 

 それから附則第２項でございますけれども、現在、平成元年輪之内町条例第20号、輪

之内町例規集の改版に伴う条例の整理に関する特別措置条例というのがございますけれ

ども、今般、この輪之内町条例の左横書きに関する特別措置条例を制定することにより

まして、この平成元年条例につきましては不要になることから、附則において廃止をす

るものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これより質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第62号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第62号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第62号 輪之内町条例の左横書きに関する特別措置条例の制定につい

ては、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第13、議第63号 輪之内町デイサービスセンターの指定管理者の指定についてを

議題とします。 

 福祉課長から議案説明を求めます。 

 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 議案33ページをお開きください。 

 議第63号 輪之内町デイサービスセンターの指定管理者の指定について。地方自治法

（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、輪之内町デイサービスセン

ターについて、次のとおり指定管理者の指定を行うため、議会の議決を求める。平成25

年12月６日提出、輪之内町長でございます。 

 １．管理を行わせる施設の名称及び位置、名称につきましては、輪之内町デイサービ

スセンター、位置、安八郡輪之内町四郷2537番地の１。 

 ２．指定管理者となる団体の名称、代表者及び事務所の所在地、団体の名称は、社会

福祉法人輪之内町社会福祉協議会、代表者名は、会長 加藤正昭、事務所の所在地は、



－３６－ 

安八郡輪之内町四郷2537番地の１。 

 ３．指定期間につきましては、平成26年４月１日から平成31年３月31日までとするも

のでございます。 

 この候補者の選定までの経緯を申し上げますと、まず平成25年９月30日から10月21日

まで町のホームページ上で公募いたしました。応募してきたのは社会福祉法人輪之内町

社会福祉協議会のみでございました。 

 その後、この団体が指定管理者にふさわしいかどうかについて、11月13日、指定管理

者予定候補者の選定委員会を開催いたしまして、その団体のプレゼンテーション及びヒ

アリングを行いまして、選定基準に照らして、管理業務の計画書の内容、それからこれ

までの施設の管理運営業績、その実績を総合的に審査しました。その結果、指定管理者

として業務遂行能力を有していると判断され、選定に至りました。 

 したがいまして、町といたしましては、社会福祉法人輪之内町社会福祉協議会をこの

指定管理者に指定したいので、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第63号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第63号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第63号 輪之内町デイサービスセンターの指定管理者の指定について

は、原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第14、議第64号 輪之内町児童センターの指定管理者の指定についてを議題とし

ます。 

 福祉課長から議案説明を求めます。 

 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 議案書34ページを説明させていただきます。 

 議第64号 輪之内町児童センターの指定管理者の指定について。地方自治法（昭和22

年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、輪之内町児童センターについて、次

のとおり指定管理者の指定を行うため、議会の議決を求める。平成25年12月６日提出、

輪之内町長。 

 １．管理を行わせる施設の名称及び位置、名称、輪之内町児童センター、位置、安八

郡輪之内町中郷新田1492番地の１。 

 ２．指定管理者となる団体の名称、代表者及び事務所の所在地、団体の名称につきま

しては、社会福祉法人輪之内町社会福祉協議会、代表者名、会長 加藤正昭、事務所の

所在地、安八郡輪之内町四郷2537番地の１。 

 ３．指定期間につきましては、平成26年４月１日から平成31年３月31日までです。 

 この輪之内町児童センターにつきましても、前のデイサービスセンターと同様に公募

いたしました。その結果、社会福祉法人輪之内町社会福祉協議会、１団体のみでござい

ました。 

 この団体が管理者として指定するにふさわしいかどうか、これについて指定管理者予

定候補者の選定委員会に諮り、その結果、業務遂行能力を有していると判断されました。 

 したがって、町といたしまして指定管理者に指定したいので、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第64号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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（挙手する者なし） 

○議長（髙橋愛子君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第64号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第64号 輪之内町児童センターの指定管理者の指定については、原案

のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 お諮りします。 

 各常任委員会に付託しました議案については、会議規則第46条第１項の規定によって

12月12日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第56号、議第57号については、12月12日までに審査を終了するよう期

限をつけることに決定しました。各常任委員長は、12月13日に委員長報告をお願いしま

す。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 定例会最終日は午前９時までに御参集をお願いします。 

 本日は大変御苦労さまでした。 

（午前11時24分 散会）  
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（午前９時00分 開議）  

○議長（髙橋愛子君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は９名で、全員出席でありますので、平成25年第４回定例輪之内

町議会第８日目は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第１、諸般の報告を行います。 

 総務産業建設常任委員長から、議第56号についての審査報告がありました。 

 次に文教厚生常任委員長から、議第56号、議第57号についての審査報告がありました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第２、一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 会議規則により質問は３回までとします。 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 おはようございます。 

 トップバッターとして一般質問をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 まず、小・中学校全教室へのエアコン設置について、３月議会でもお尋ねいたしまし

たけれども、再度お尋ねしたいと思います。 

 小・中学校の教室へのエアコン設置につきましては、３月議会においてもお伺いしま

したけれども、これに対して町長のほうからは、消極的な考えを述べられながらも、今

後、小学校の大規模改修を予定しており、子供たちにとって何がいい学習環境か、検討

を重ねて結論を出していきたいと答弁されました。今年の夏は最高気温が40度近くにな

るなど、厳しい暑さが続きました。複数の方からエアコン設置の要望の声を聞いており

ます。 

 そこで、まず小学校の大規模改修について、対象は３小学校とも行うのか、大規模改

修の目的は何か、その工期はいつからいつまでなのか、その概要をお尋ねいたしたいと

思います。 

 その上で、エアコン設置についてはどのように検討されたのか、その結果についてお

聞かせください。 
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 続いて、大榑川水質浄化策についてお伺いします。 

 大榑川の水質浄化については地域協働水質改善事業によって検討されていることと思

いますが、その一環なのかどうかわかりませんが、福束用水は今年９月末から10月初め

にかけて取水されました。このとき、東幹川下流域におきましては、用水の希望がなく、

全部大榑川に放流しておりました。 

 一方、大榑川は、９月下旬に各地で行われていた江掃除のために水位低下させるため、

福束排水機場で排水ポンプが運転されており、一時的に揚水ポンプと排水ポンプが同時

運転していることがあったのではないかと思っております。このとき、大榑川の流れが

速くなり、水の入れかわりが進み、大榑川はきれいになったのではないかと思います。

しかし、排水ポンプが10月には停止されていたと思いますが、そのため水位は上昇して

しまいました。このときの水質の変化は観測されたのでしょうか、その結果はどのよう

に変化しておったのでしょうか、お伺いします。 

 私は、これまで大榑川の水質浄化のために、福束用水を導入して大榑川に流すことを

提案してきました。しかし、福束用水の目的外使用は許されないとして実施されること

はありませんでした。 

 今回の揚水ポンプと排水ポンプの同時運転は、用水は胴割れ米防止のために運転され、

また排水ポンプは江掃除のために運転されたということであり、用水の目的外使用では

なく、問題ないと思います。今後においてもこのようなケースが発生するかもしれませ

んが、このようなケースを利用して、結果として大榑川の水が入れかわるように心がけ

てはどうでしょうか、お伺いいたします。 

 続きまして、下水道浄化センター管理委託契約についてお伺いします。 

 浄化センター管理業務は、一貫して随意契約でトバナ産業が受託していると理解して

おります。浄化センター管理委託料は、最初に予算書に計上されたのは平成16年度は

2,082万3,000円でありました。それが、その後、年々ふえ続け、平成25年度予算では

3,884万円と、10年間で倍近くになっております。 

 浄化センター管理委託契約は、本来、競争入札によらなければならないものと思いま

す。しかし、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法、

いわゆる合特法に基づいて、一般廃棄物処理業等の業務の安定を保持するため、随意契

約でトバナ産業と委託契約を締結しているのではないかと認識しております。この認識

について、誤りがあれば御指摘いただきたいと思います。 

 その上でお伺いします。当町では、この合理化事業計画が策定されているのでしょう

か。策定されているとすれば、いつ策定されたのか、その内容はどういうものか、明ら

かにしていただきたい。 

 また、岐阜県ではこの合特法を受けてグランドルールが制定されていると思いますが、

当町ではこのグランドルールに基づいた地元業者との合理化協定は締結されているので
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しょうか。締結されているとすれば、その協定の期間、協定内容等を明らかにしてくだ

さい。 

 合理化事業計画、合理化協定等は、当町の浄化センター運用開始時から約10年経過し

ており、見直し、更改、廃止等の検討時期に来ていると思いますが、今後どのようにさ

れるのか、お尋ねいたします。 

 浄化センター管理業務のトナバ産業との随意契約はやめ、会計法、地方自治法に従っ

て公平な競争入札による浄化センター管理委託契約にしていただきたいと思います。町

長の見解をお尋ねいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 森島正司議員からは、３項目の御質問をいただきました。順次お答えをいたしたいと

思います。 

 まず、第１点目の再び小・中学校全教室へのエアコンの設置についてのお尋ねであり

ます。 

 町内の小学校は、古い校舎で建築後約37年余り経過をしておりまして、施設の老朽化

も進んでおります。大規模改修、これは施設の長寿命化を図ることを目的として、現在

のところ、平成27年度から５年間で３小学校の校舎を順次改修する計画であります。 

 ３月の議会で全教室のエアコン設置のお尋ねについて、今後の小学校施設の大規模改

修の時期も踏まえて、子供たちにとって何がいい学習環境となり得るか、そういったも

のを総合的に判断してやっていきたいとの考えを示したところであります。 

 それを踏まえて、町教育委員会にエアコン設置と学習環境の向上についての見解を求

めております。現段階で、まだ最終的な方向性についての結論は得ていないとのことで

はありますが、私なりに中間段階の整理をさせていただきますと、夏休みを除く６月か

ら９月までの80日間で、近年、30度を超える日が30日から40日という、かなり多くなっ

ておりまして、温暖化が進んでいるからエアコンが必要だよという意見でありますとか、

エアコンを設置して教育環境、教育条件を整えていく必要があるんだけれども、多額の

経費を要するんで、どれだけの費用対効果が見られるのか等々、さらなる検討が必要で

あるとか、エアコンじゃなくて扇風機でいいんじゃないかとか、多様な意見があったと

承知をしております。 

 私も、社会全体の生活環境の変化や、従来とさま変わりしている地球温暖化の影響も

あって、猛暑の中での学校生活、これが子供たちにとって、いわゆる精神論だけで乗り

越えることができるかどうか、そういったこともできない側面もあろうかと危惧はして

おります。子供たちの健康を守り、教育環境を整備するということは、もちろん大変重

要なことであると認識しておりますし、次の世代を担う子供たちに、できるだけよい環
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境を構築したいとの思いは、御質問いただいた議員さんと見解を異にするものではあり

ません。ただ、状況を見ますと、近隣市町も我が町と大同小異で、まずはエアコンにつ

いては特別教室等への導入を優先している状況でございます。 

 言わずもがなのことでありますが、全小・中学校への普通教室も含めたエアコン設置

には多額の設置・維持費用を要するということは御案内のとおりでありますし、そのた

めには、国庫補助金等の活用の財源措置をちゃんと模索しながら、これは積極的に検討

を重ねてまいりたいと思っております。 

 第２点目の御質問の大榑川の水質浄化策についてでございますけれども、平成24年度

に県から採択を受けました地域協働水質改善事業、これは先ほど御質問の中でも触れら

れた事業でありますが、そういった事業を推進していく中で、輪之内町地域協働水質改

善協議会というものを設立いたしました。その中の意見として、かんがい期における揖

斐川からの用水による中江川、大榑川への影響をデータ化していってはどうかというこ

ともあって、その調査をしていくことになりました。そのことによって、平成25年度に

ついては、取水の前後と取水中をワンサイクルとして、８月に１回と９月から10月にか

けての１回の、計２回の調査を実施したところであります。調査の結果として、取水後

において全体として透視度においてよくなる傾向にありました。 

 今回は、揚水ポンプと排水ポンプの同時運転による水質浄化はいかがかという御提案

かと思いますが、実は揚水ポンプの稼働については、その時々の天候に大きく左右され

るところでありまして、平成23年度と24年度においては、９月においては揖斐川からの

取水をしておりません。これは、雨だとか台風だとか、そういったことがあって必要水

量を確保したことによるものではないかと思っております。 

 来年度以降につきましては、用水の取水時期において、今年度同様、水質調査等を実

施していく予定であり、データの蓄積をし、町内の水質浄化についての方向性を見出し

ていくことにしておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 それから３点目の御質問、下水道浄化センター管理委託契約についてであります。 

 まず、浄化センターの管理委託料について、平成16年度当初から比較しまして、その

後の追加業務として、汚泥処理業務、マンホールポンプ保守業務など、総額約1,300万

円ほどふえておりまして、その金額になっているということであります。 

 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の趣旨は御案

内のとおりでありますが、下水道の普及に伴い、し尿処理に携わってきた事業者は、事

業の縮小や廃業を余儀なくされていく懸念から、事業者が受ける著しい影響の緩和と経

営の合理化を通じて、地域住民の生活に密着しているし尿処理を安定的に継続すること

を目的にしております。 

 合理化協定でありますが、平成10年10月16日に締結し、計画期間は平成15年度から平

成24年度で、計画期間中の減少業務として、し尿のくみ取り業務、浄化槽清掃業務など
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を見込んで、計画最終年度である平成24年度の売り上げ減少額として約7,500万円を見

込んだものとなっております。 

 その経過でありますが、平成21年３月31日に中間期における見直しの確認を締結いた

しまして、平成25年４月１日には平成20年度の確認書による継続した内容によって締結

をしたところであります。 

 下水道浄化センター管理委託業務につきましては、下水道の整備等に伴う一般廃棄物

処理業等の合理化に関する特別措置法の趣旨を具体化した同協定に基づいて契約を行っ

ているものでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上で、森島正司議員に対する答弁とさせていただきます。 

（９番議員挙手） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まず、エアコンにつきましては、今後も十分検討していきたいというような御答弁で

したので、十分検討していただいて、なるべく実現するように御努力をお願いしたいと

いうふうに思います。 

 エアコン設置は、前回の答弁でも県内で２小学校でしたか、あるいは４中学校とかと

いうようなお話があったと思いますけれども、今後の気象状況の変動などによって、さ

らにこういうことが全県的にも、あるいは全国的にも進んでいくのではないかというふ

うなことを思っておりますので、そういうことも含めながら、ぜひ前向きに検討してい

ただきたいというふうに思います。 

 それから、大榑川の浄水化につきましては、今のポンプの運転について、今後も地域

協働水質改善事業によって検討がなされていくということでしたけれども、私が思いま

すのは、現在、６月から９月末までは取水の権限があると。そういったときに、極力取

水量を多くして、もちろんこれは電気代などがかかるかもしれませんけれども、そうし

てその範囲内においてもできることは積極的にやっていくべきではないかというふうに

思っておりますので、できることならワンシーズン中に２回ないし３回は排水機ポンプ

と揚水ポンプの同時運転をやるなど、積極的な水質浄化策をやられたらどうかというこ

とを提案しておきたいと思います。 

 それから、下水処理場の問題につきましては、浄化センターの管理費というのはほと

んどが人件費だというふうに聞いておりましたけれども、何人の方が働いておられるの

か、それから人件費以外の経費というのはどのような経費があるのか、こういったこと

をちょっと明らかにしていただきたい。 

 そして、これが合特法に基づいて一般廃棄物処理業者の業務の影響を緩和させるため

に、随意契約で特定の企業に委託をしている、これは公平性の観点からいって、やはり
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競争入札に持っていくべきではないか。一時的には、下水道の普及によってそういうそ

れまでの業者の影響というものを緩和するということで必要だったのかもしれませんけ

れども、これがいつまでも永久に続くものではない。もう運用開始をして10年たつ、こ

のようなときに特定の業者だけを育成するというのは、やはり法の趣旨にも反するんで

はないか。競争入札によって適正な価格で行われるように持っていただきたいというふ

うに思うわけですけれども、その辺の今後のあり方についてどのように考えておられる

のか、お伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 幾つかの再度の御質問をいただきました。全体としては私の思っていることとそんな

に方向性を異にしていないんじゃないかと思っておりますが、具体のところで再度の、

言ってみれば手段としての進め方についての部分かなと思っております。そういう前提

を御理解いただかないと、ちょっと先へ進めませんので、それを前提に少しお話をさせ

ていただきたいなあと思っています。 

 まず、エアコンの設置についてでございます。確かに環境の変化もございます。先ほ

ど申しましたように、やっぱり教育的環境の整備と観点で、今、教育委員会の議論とい

うのはいろいろされておりますけれども、最終的に私申し上げているのは、環境の整備

については、ちゃんと行政側が教育環境の改善は責任を持ってやりますよということを

常々言っております。その段階で、学校教育のあり方としてこれがどういう位置づけに

なるんだろうねということを教育委員会としての結論を得て、それを言ってみればベー

スにして議論していくことが大事なんだろうと。 

 今の近隣の状況を見ておりましても、必ずしも、どこかの首長さんは、精神面で語る

時期はもう過ぎているよというようなこともおっしゃっている経過もありますし、また

一方では、先ほどもちょっと申しましたけれども、全教室でエアコンまではどうかなあ

というような話もございます。でも、それは周囲の状況は状況として、私どもは私ども

として、責任を持つ部局同士の情報交換をする中で結論を出していきたいと、そんなふ

うに思っております。 

 それと、大榑川についてでございます。これは十分御承知の上での議論でございます

ので、あえて細かいことを申しませんが、取水については権利関係の整理が必要だとい

うことも御案内のとおりでございますし、それから取水についても排水についてもコス

トがかかりますので、そういったものの中で、より効率的な状況を生み出していくため

には、まずは何がどうかという完璧な因果関係の証明というのはできないのかもしれな

いけれども、およそこうなりゃあこうなるよということが証明できた段階で、それを定

常化していくという作業になっていくんだろうと思います。まずはそのためのデータ集
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積をしているという状況であることを御理解いただきたいと思います。 

 それと、下水の処理場の関係でございますが、制度についても、それから現状につい

ても、今後についても、いろいろ当然考えなきゃならない状況がございます。これは相

手のあることでありますし、過去における経過というものを見過ごすわけにはいかない

わけでございますので、その中でこれからの方向性をどう見出していくかという議論に

なろうかと思います。決して無関心でおるわけではないということだけは御承知おきを

いただきたいなと、そんなふうに思います。 

 あと、細かいデータ的なものにつきましては、担当のほうから御説明をさせていただ

きます。 

○議長（髙橋愛子君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 森島議員の質問の中に、今、浄化センターの管理につきまして何人が働いていて、ま

た人件費以外の経費は何かという御質問がございました。このことにつきましては、ま

ず委託している業務でございますけれども、水処理管理業務、汚泥処理の管理業務、ま

た清掃の管理、植栽管理等がございまして、水処理、また汚泥処理、水質試験、その他

各種機器の監視及び保守点検、簡単な補修、また各施設の警備、防火、清掃、整理等を

行ってもらっています。 

 その中で働いている人員でございますけれども、通常は２人勤務となっております。

また、脱水業務、その他多忙な仕事等がある場合、人手が不足する場合につきましては、

トバナ産業のほうから追加しまして、３人、または４人といった勤務体系で行っており

ます。通常につきましては、先ほど申しましたとおり、２人勤務でございます。以上で

す。 

（９番議員挙手） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 通常２人勤務であると、これは当初から同じなんでしょうか。委託料が10年間で約２

倍になっておると、けれども、通常勤務者はずうっと一貫して２人だということである

と、何がその増加の要因になっているのか。今、水処理、汚泥処理、あるいは水質検査

等、その他、もちろん汚水の量がふえれば、そういう量はふえるかもしれませんけれど

も、業務量がふえるんであれば人数もふえてしかるべきだというふうに思うわけですけ

れども。 

 それで、人件費以外の経費、今約3,000万ぐらいですけれども、3,000万のうちどのく

らいが人件費で、人件費以外の経費というのはどのくらいになっているのかということ
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をお伺いしたいと思います。 

 それともう１つ、町長にお伺いしますけれども、今後の方向性として、競争入札にな

るのかどうか。今までのこの随意契約のあり方というのは正当だというふうに思ってお

られるのか、異常だと思っておられるのか、その辺の考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 再度の契約のあり方についてのお尋ねでございます。適切であるかどうかということ

を限界的な言い方で聞かれれば、これは法律の解釈の中で許された範囲内で当然やって

おります。それ以上でも以下でもございませんけれども、ただ、これはいろんな、先ほ

どもございましたように、合特法自体が一時的なその事業の補償による、言ってみれば

ソフトランディングを意とした法律の側面もあると理解しておりますので、今後のあり

方は、当然、当事者間でどうあるべきかを模索していくこともあり得るとは思っており

ます。 

○議長（髙橋愛子君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 まず、通常２人勤務は当初からかということでございますが、これは当初からでござ

います。 

 委託料は10年で２倍になっているが、増加の原因、その要因は何かということでござ

いますが、森島議員さんが指摘されました、当初の２倍になっているというのは、平成

16年度につきましては、供用を始めたばかりでございまして、汚泥等も発生しておりま

せん。16年度、17年度につきましては、汚泥の搬出等はしておりませんので現在とは状

況が違います。 

 それで、その当時、約2,082万円の額につきましては、これは純粋に浄化センターの

維持管理業務委託料でございまして、最初の町長答弁でお話しいたしましたが、ふえて

いるものにつきましては、それ以降、窒素・リン酸の測定機器保守業務とか、また汚泥

の処理業務・運搬、また腐食性廃酸収集・運搬業務、マンホールポンプの保守業務等が

ふえてきております。平成16年度の維持管理業務だけで比較いたしますと、平成25年度

につきましては、当初予算で2,500万円ほどになっておりまして、16年度と比較します

と500万円弱増加したということで、ほかの委託業務がふえているとのとあわせて比較

いたしますと２倍になりますが、浄化センターの維持管理業務だけで見ますと、2,000

万円余りが2,500万円ほどになったということでございます。 

 3,000万円のうち、どれくらい人件費かということでございますけれども、これは委

託業務でお願いしてございますので、その内訳の人件費等の算出については、全てこの
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中に入っておりますので、その割合につきましては、業務委託料として支払っておりま

すので、その人件費の内訳等については把握しておりません。以上です。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ２番 浅野常夫君。 

○２番（浅野常夫君） 

 お許しをいただきましたので、発言させていただきます。 

 輪之内町の女性の社会進出を支える子育て支援制度の改善について。 

 女性の社会進出が叫ばれているが、子供を育てながら働く環境を整えることが肝要と

考えます。 

 １つ、留守家庭教室、１学年から３学年までの児童のうち、保護者等の適切な保護が

得られない児童、核家族がふえて祖父母に預けることができない家庭がふえているし、

防犯の面から見ても、高学年でも子供たちだけにしておけない。学年制度を撤廃し、児

童が放課後安心して遊べる場を学校に設けたらどうか、町長の考えをお聞きします。 

 ２つ目、延長保育、土曜日８時半から12時までとなっております。現在、１カ所の保

育園において土曜保育が実施されていますが、午前中のみの保育で、土曜日に一日勤務

の方が子供を預けたくても利用しづらい状況です。半日のみの保育はどのような家庭を

対象にしてみえるんですか。 

 土曜保育の料金は保育料に含まれているようですが、有料でもいいから一日預かって

ほしいという声を聞いています。現在、子育て世帯に支援のニーズをアンケートなどで

聞いてはいますが、町としてどういう方向性を持つのか、お聞きします。よろしくお願

いします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 浅野常夫議員からは輪之内町の女性の社会進出を支える子育て支援制度の改善につい

てということで、２項目の御質問をいただきました。 

 まず、留守家庭児童教室についてお答えをいたします。 

 留守家庭児童教室は、児童福祉法第６条の３第２項に基づいて、就労等により昼間家

庭にいない保護者の児童に対し、生活指導を行い、健全な遊びを通して児童の自主性、

社会性、創造性の向上と体力の増進を図り、もって少年教育の振興に寄与する、これを

目的としております。 

 当町では、この児童福祉法に基づいて、小学校１年生から３年生までの児童を対象に、

平成12年度より実施しております。当初は入室児童も３小学校合わせて７名と少なく、

大藪小学校旧体育館の和室で開設しておりました。その後、入室希望者もふえ、平成17

年度からは３小学校区全てで開設しております。平成25年度の実績としては、これは先
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ほど申しましたとおり、１年生から３年生までが基本的に対象でありますけれども、夏

季の休暇期間中だけはそれよりも少しオーバーエージの者も含めて受け入れております

けれども、夏季休暇中は76人、現在は42人の受け入れとなっております。 

 御質問の留守家庭児童教室の拡充につきましては、国の考え方として、従前、おおむ

ね小学校３年生程度までの対象だよということになっておりましたが、平成27年の４月

以降、６年生までを対象とするように方針変更を打ち出しております。また、その留守

家庭の指導員の資格についても、今後具体的に示していきたいと、そんな考えを国とし

てお持ちのようであります。 

 したがいまして、当町としましては、国に先立って、平成26年度から小学校６年生ま

でを対象として実施できるかの検討を既に始めております。実施に当たっては、指導員

の確保でありますとか勤務体制、教室の収容人員などの解決すべき課題もございますの

で、実施に向けた準備作業を早急に進めてまいります。 

 次に、土曜保育についてお答えをいたします。 

 従来、土曜保育は、小・中学校の開校日に合わせる形で平成13年度まで毎週土曜日の

午前中に行ってまいりました。経過を見ますと、平成14年からは学校が第２・第４土曜

日を休日にしたことに伴って、保育園も同様に休みとし、第１・第３、第５土曜がある

ときは第５土曜もでありますけれども、その午前中に各保育園で実施をしてまいりまし

た。その後、県の指導等もあって、平成16年度から再び毎週の土曜日午前中の実施とい

たしました。 

 利用の状況でありますが、平成17年度には土曜保育に通う園児の数が各園２名ないし

３名にまで減少してしまいました。それら諸事情を勘案して、平成18年度からは１つの

保育園に統合し、３つの保育園が持ち回りで保育することとして現在に至っております。 

 平成24年度に大藪保育園で実施した土曜保育の状況は、46回実施し、延べ人数で165

名、平均３名から４名となっております。平成25年度は、12月７日までに仁木保育園で

33回実施し、述べ67名、平均２名ということでございます。 

 一方、西南濃地域２市６町の保育所について現在の状況を少し見てみますと、大垣市、

養老町、垂井町、関ケ原町、そして輪之内町が土曜日の午前中に保育を行っております。

海津市、神戸町、安八町では、土曜日の午前・午後を通じて一日を実施しているのが現

状であります。 

 そもそも論になりますけれども、保育所というのは日中に面倒を見る大人が誰もいな

い子供、いわゆる保育に欠ける子供に対応するための施設というふうに位置づけられて

おります。実は子供を預かる際に、就労証明書等を御提出いただいております。その就

労証明書の内容等から推察いたしますと、土曜日に両親・祖父母とも仕事などのため、

誰も子供の面倒を見ることができない状況の家庭は、それほど多くではないのかと、そ

んなふうに判断されます。 
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 また、単発的なものであれば、児童センターを会場とするコミュニティママ子育てサ

ポート事業を御利用いただく方法もございます。 

 現在、平成27年４月から始まります子ども・子育て支援新制度の適切な運用に向けま

して、小学校就学前の保護者に対し、アンケート調査を実施中であります。その中で、

土曜日、日曜日、祝日に定期的な教育・保育事業の利用希望があるのかどうか、それか

ら利用したい人がどういった理由で利用したいのかということについても問いかけてお

りますので、その結果をきちっと把握したいなと、そんなふうに思っております。 

 なお、そのアンケートの中には、町内にはない幼稚園、それから保育者が子供の家庭

で保育するベビーシッター等々、現在、町で把握していないサービス利用の実態につい

ても明らかにしようと考えております。 

 今後については、11月に立ち上げました子ども・子育て会議で十分議論して、留守家

庭教室や土曜保育を含め、さまざまな子育ての支援に関する行政としての取り組み方針

を早急に策定して、子育ての喜びが実感できる町を目指してまいりたいなと、そんなふ

うに思っております。 

 以上で、浅野常夫議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。よろしくお願い

します。 

（２番議員挙手） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ２番 浅野常夫君。 

○２番（浅野常夫君） 

 留守家庭教室においては平成26年度から実施に向け調整するということですので、こ

れは期待しておきます。 

 次に延長保育ですが、私の地区では今190戸ほどありますが、もともと農家は90戸ほ

ど、今、非農家が100戸ほどで逆転をしました。ということは、新しい住宅等がふえま

して、その家庭においては祖父母なんかは多分お見えにならんかと思います。今、町長

の答弁では、そんな面倒を見てくれんようなところは余りなかろうという答弁でしたが、

現実は、たまたま輪之内は、もともと半日なので諦めの部分もあったかと思うんですが、

その辺はどういうふうに考えてみえるでしょうか。 

○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 現状認識においてどう評価されるかというのは非常に難しい部分がございますけれど

も、私どもが少なくとも現状を把握している限りにおいては、先ほど申し上げたとおり

ということでございます。 

 ただ、それが全部そうなのかということを確認するという意味もあって、今、アンケ
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ート調査の中で、より細部を具体的に聞いております。地元の状況を肌で感じておられ

る議員さんのそういう御意見も大事なことでございますので、それらも踏まえながら、

早急に結論を出していきたいなと、そんなふうに思っています。よろしくお願いします。 

（２番議員挙手） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ２番 浅野常夫君。 

○２番（浅野常夫君） 

 今の答弁は前向きな答弁をいただきまして、ありがとうございます。それを期待して、

終わります。ありがとうございました。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 引き続いて質問させていただきます。 

 紅葉の季節も終わりに近づき、冬間近を感じる日々となってまいりました。景気もア

ベノミクス効果が少しずつ出てきたのか、多国籍企業のような大企業を中心としたとこ

ろでは、給料アップ、ボーナスアップとか言われていますが、一般には余り実感がなく、

むしろ消費税の増加、ＴＰＰはどんな影響があるか、情報が少ない中、不透明感がいっ

ぱいです。 

 今回は、農政、特産品開発について町長に見解をお尋ねいたします。 

 １．ここ数年、町の特産品開発により、多くのスイーツ、けんがい菊、ブランド米、

軽トラ市等により、町のイメージアップ、活性化の一部を担っていると思います。産業

課、経営戦略課が多くの支援をし、輪之内12チャンネルを活用し、間口がさらに大きく

開く施策を求められていると思います。 

 将来に向けての新しい企画、ブランド化への挑戦支援、外に向かって攻めて攻めてい

く姿勢が重要になるのではないかと思います。そのために戦略企画課のようなものの新

設はどうかと思いますが、町長のお考えはどうでしょうか。 

 ２．農政の大転換期を迎えて、政府は、経営所得安定対策の見直しと直接支払い制度

を決定したと報じられた。 

 米の直接支払い交付金は、2014年産から10アール当たり１万5,000円から7,500円に半

減し、2018年から廃止する。非主食米（飼料米、米粉用米）の生産支援強化をし、収量

に応じて単価を増減する数量払いを導入し、10アール当たり最大10万5,000円にすると

いう、これにより現在取り組んでいる麦・大豆の生産に対する影響を懸念する声も大き

く聞かれます。 

 当町においても、今年、ブランド米の生産に向けて取り組みがなされました。農業を

取り巻く環境は厳しい状況ですが、後世に美田を残し、住環境維持のため、官民一体の
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取り組みが必要と思います。町長は将来に向けてどのように進めていかれるのか、お尋

ねをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、田中政治議員の御質問にお答えいたします。 

 ２項目の御質問をいただきました。 

 まず、その第１点目、特産品開発において将来に向けて新しい企画、ブランド化に向

けた組織の創設についての考えをということでございます。 

 今、議員がお話しになりましたように、町の特産品開発については、さまざまな取り

組みをしてまいりました。そのかいがあってかどうかわかりませんが、その各種取り組

みが評価されて、マスコミや新聞各社に報道され、町のイメージアップにつながってい

るという側面もございます。もちろん、これらの取り組みは、私ども行政機関だけでな

し得た事業ではございません。まさに、さまざまな関係者の御理解と御尽力によって成

り立っているものと、そんなふうに思っております。 

 さて、御質問にありました、攻めの姿勢をさらに加速化させて企画やブランド化に特

化した新しい組織の創設を考えたらどうかという御提案でございます。私の思いとして

は、議員と方向性を異にしていないということは、まずもって申し上げておきます。 

 今までの特産品開発の経過を振り返ってみますと、初期の段階には、一見打ち上げ花

火的な「点」に映っていたのかもしれません。その点が今までの各種の施策展開によっ

て、「線」としてだんだんつながりつつあるなあと思っております。その線がさらなる

努力によって面的な広がりを見せたときに、これは私の思い描いております「まちづく

り」という側面から見ても重要なファクターとしての存在になり得ると、そんなふうに

位置づけてやっております。 

 そして、この際、もう１つ考えなきゃならないことがございます。先ほどこれらの特

産品開発については、私ども行政機関だけでなし得た事業ではなくて、さまざまな関係

者の御理解と御尽力によって成り立っているものと申し上げました。まさに、これは官

民一体となった協働（コラボレーション）体制での推進があったればこそと考えており

ます。 

 議員がおっしゃる、外に向けての攻めの姿勢を貫いていくためには、行政機関の地域

振興にかける熱い思いだけではなくて、それに加えて町民の方々の誇れる町にしようと

いう同じ方向性の思いと、その関係者のいろいろな経験に裏打ちされた知恵というもの

が融合しなければなし得ないことと思っております。 

 よく経営というのは、人・物・金という資源の再配分と言われています。そういった

意味からすれば、人という資源を最大限に生かしたときに初めて外に向けての攻めの姿
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勢というものが成立するんじゃないかなと、そんなふうに思っております。 

 ここでは言わずもがなのことでありますけれども、私を含めて職員は、攻めの姿勢を

持ち続け、持続させることが町民の負託に応える責務であると考えております。また、

地域振興というのは、現状を考えますと、各地方自治体の生き残り戦略にとっては死活

的に重要だと、そんなふうに考えております。 

 御提案のありました企画やブランド化に特化した新しい組織の創設につきましては、

もう既に経営戦略課という、私どもの組織の中でも将来をいろいろ長いスパンで考えて

いく責務も担っておりますセクションがございます。短期・中期・長期の中で、どこが

どういう組織に担うのが一番効率的になるのかということを考えまして、現在の職員数、

各種事業の進捗状況、優先順位を勘案する中で、組織の創設等の環境整備、これは時代

に応じて適時、的確に実行してまいりたいと考えております。組織は、固定的なもので

はないということは申し上げておきたいと思います。 

 議員におかれましても、町民のリーダーとして攻めの姿勢を堅持できるよう、さらな

る協働体制の構築の一翼を担っていただきますように、心からお願いを申し上げておき

ます。 

 ２点目の、農政の大転換期を迎えての御質問にお答えをいたします。 

 先ほど御質問の中でも御指摘がございましたとおり、政府は1970年から始まった減反

政策を2018年には廃止するという方針を決定しております。それと同時に、経営所得安

定対策も、同じく2018年には廃止する決定もいたしたところでございます。この決定に

よる当町の農家への影響といたしましては、作付転換が難しい再ほ場整備未実施地区に

おいて不作付水田の増加、また減反の廃止が米の生産意欲を刺激して全国的な過剰作付

による米価の下落、それから経営所得安定対策の見直しによりまして、現状の作付体制

を維持した経営で、果たして現在の農家所得の水準を維持できるのか、どうも農家所得

の減少も懸念されるのではないかと、そんなふうに思っております。 

 こういった課題に対応して、まずはソフト面では、営農組織の未整備地区における集

落営農組織の立ち上げ、もしくは担い手農家、営農組織への農地の集積によるスケール

メリットを利用した営農形態の変化、推進というものを考えております。 

 それからハード面では、再ほ場整備未実施地区での畦畔の除去、均平化による区画の

拡大、排水路の改修による乾田化、農道改修による農道拡幅等々、担い手農家、組織へ

の集積が可能になるような条件整備を行ってまいりたいと考えております。 

 質問全般の中で私も感じておりますけれども、御指摘のとおりで、農業を取り巻く環

境というのは非常に厳しい状況がございます。農地を所有して維持管理することが、逆

に農家の後継者の重荷にもなってしまいかねない状況が出ております。それが農地荒廃

の原因の一つにもなってしまうのではないかと、そんな危惧をしております。 

 農地、その存在意義というものを考えなきゃいけないわけですが、一義的には、これ
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は食料の生産施設でございますけれども、なぜこれが多大のお金をかけてでも今まで維

持されてきたのか、なぜ食料の生産施設としての農地の維持管理が大事なのか、つらつ

ら考えてみますと、それは国防と同様でございますけれども、食の安全保障につながる

からだと、そんなふうに理解をしております。 

 発展途上国を中心に、世界の人口がどんどんふえ続けております。いつまでも食料を

必要なときに必要なだけ輸入できる保障というのは、実はないという前提でいろんなこ

とを考えていかないといけないなと、そんなふうに思っております。 

 そういう意味では、御指摘の子孫に美田を残すという意味は、環境を保全すると同時

に、子孫の食の安全保障でもあると考えておりますので、そういった観点も含めながら

農政の推進をしてまいりたいと思っております。 

 それから、第二義という表現が適切かどうかわかりませんが、同時並行的に必要なも

のだと思っておりますけれども、農地というのは、その意味においては人の手による人

工物でありますけれども、それは長年の経過の中では、そこにすみついた動植物の生活

の場でもあります。その場を適切に維持管理するということは、すなわち、そこに暮ら

す私たち人間の子孫にとっても環境維持という意味から非常に大きな要素を持っている

んだろうと、そんなふうに思っております。 

 農政を語るときに、農業の効率性だけで語ることは、正しいと私は実は思っていませ

ん。よく違う表現で環境保全型農業とか、いろんなことを言われていますけれども、人

間としての環境を整えつつ、かつ農家として、農業として成り立ち得るかどうかという

のを、できるだけ経済効率の中で比較しながら考えていくということは大事だけれども、

それだけで語ってしまうと、なかなか農業というのは全世界的に見ても経済原則だけで

成り立つ産業ではないんだろうと。それが、やっぱり全世界でいろんな農業政策が姿を

変え、手を変え、品を変え、各国の政府がいろんな政策展開をしているもとなんだろう

と、そんなふうに思っております。 

 そういう意味では、目まぐるしく日本の農政も、農業施策自体が変わっておりますけ

れども、そういった一々、一つ一つの事業だけに惑わされるんじゃなくて、子孫のため

に官民一体となって農業を続けるという取り組みをしていくということが重要なんだろ

うと、そんなふうに思っております。 

 ちょっと質問と別に考え方も含めて申し上げましたけれども、そういう前提でこれか

ら農業、農政、そして我々の住む農村という環境の保全ということも含めて考えていく

視点が大事なんだろうと思っておりますので、そういったことについての御理解も賜れ

たら幸いでございます。 

 以上で、田中政治議員に対する答弁とさせていただきます。 

（６番議員挙手） 

○議長（髙橋愛子君） 
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 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 丁寧な御答弁をいただきました。その中で、最初の新しい課といいますか、係といい

ますか、そういうのはどうかなというふうな御質問をさせていただいた中、経営戦略課

が中心になって、今もいろんなこういうことについては中心的な役割を果たしてみえる

ということは重々承知をしております。そんな中、では、経営戦略課がどこまでそうい

った中身について掘り下げた、一つの特化したものに向かって取り組めるかというと、

かなり厳しいと思うんですよ。なぜかというと、私の中では経営戦略課は、町全体のプ

ランを一手に引き受けた、いわば本当の企画のプロ集団だというふうに思っています。

その中の一つに、私が言っている、こういった町をイメージアップする、そして町民を

元気にするという意味において、そういったパーツの中の攻めの部分をその中で、例え

ば課を新設するんではなくて、その中で専従係をつくって、とにかくそういうプランニ

ングの中の今度は肉づけのほうでどんどん向かっていけると。いろんな仕事をこなしな

がらやるというのは、なかなか現状の中では厳しいものがあるんではないかな。職員の

皆さんも、普通の仕事といいますか、従来の仕事を持ちながら、また新しい仕事を手が

けるというのは大変ハードであろうということで、今の町長の御答弁の中で、固定する

ものではないからという御答弁もいただきましたけれども、これからは、やはりその一

つ一つに向かって、そのときに要るものは新しい係として生まれながら、またそれが育

ったら違う課に、また係にということで変わっていくのも、やっぱりこれは本当の勢い

のある町の一つの姿かなあと、私の中ではそんなような認識であるんですが、全てが新

しいものが生まれて古いものをなくせという意味ではございません。育てながら、ある

一定の成果が得られるまでは、やっぱり片手間と言っては失礼ですけれども、それに向

かっていろんな方とのコミュニケーションをとりながらやるということは、それにかか

わっているのは行政の方のみではなく、町長さんがおっしゃったとおり、官民一体とな

った元気なまちづくりは、やはりそういうところから徐々に徐々に外にも、皆さんにも

認められていくんではないかなということで、あえて、戦略会議は知っておりますけれ

ども、もう一歩踏み込んで、警察で言えば攻撃隊みたいな、遊撃隊みたいな、どこでも

ぱぱっとそれに向かっていけるというような係の方をつくられたらどうかなあというよ

うなことで、私はそんな思いでちょっとお尋ねしたわけでございます。 

 それから、２番目の農政の関係ですけれども、農業は美田を残すのみならず、住環境、

要するに自然環境の維持のためにも大きく役立っていると私も認識をしております。 

 そんな中で、いろんな町を、ソフトの部分では今までの質問の中でもたくさんありま

した。川から始まって、やっぱり自然というものを相手にした農業がそこにあるわけで

ございますので、特に重要なのは、その大転換を迎えて、本当に今までやってきたこと

がどうなるんだろうなあということがなかなかわかりづらい時期が今来ているんではな
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いかと、これがそれに携わっておる農業者の本当の生の声であります。 

 今まで、例えば米、麦・大豆をやっておりました。それに投資をしました。そうした

ら、転換期を迎えました。所得安定対策、いろんな云々の補助金がなくなりました。な

ら、どうしよう、米の増産で、今でやっていた転作物はどうやって取り組んでいくんや

と。投資はしたよと、ただ負債だけが残ってしまった。となると、これまた、ただ所得

が上がる下がるの問題じゃなくて死活問題のほうに、逆に混乱していってしまうんです

ね。だから、産業課長も多分そこら辺のことはよく研究されておるとは思うんですが、

こういった国が大きく動くときには、やっぱり地域でやっておる、ただ、先ほどの答弁

の中にありましたように、集団化をすれば解消するとか、そんな生易しいもんじゃござ

いません。たとえ集団化をしても、集団化のさらなる合併をして、要するにパイを大き

くするという、そちらに向かわないと、小さい集団をつくつくたくさんつくったからと

いって、それは決して生きる道ではないと、これは今まで私たちが携わっていた中で特

に痛切に感じる問題なんですね。要するに、三ちゃん農業の兄貴版ですね、小さい集団

というのは。土曜日、日曜日にちょこちょこっと大きな機械を持って何とかこなそうか

という、そのときだけの集団になってしまうおそれがある、なるとは言いませんが、そ

ういうおそれがある。だから、これは例えば南部ほ場整備あたりですと、南部一本で

230ヘクぐらいあると思うんですが、そのくらいの規模に向かうような指導が、つくる

んじゃなくて、そちらのもう一歩違った方向を模索しないと、これはみんな共倒れにな

ってしまうんではないかなと。 

 農業は、もう片手間農業がいつまでも続く時代ではないと私は思っております。これ

は、私は営農組合もやらせていただいているんですが、それで一番感じたところが、後

継者がこれでは全く育たないと、育てようがない。なぜかというと、それだけの給料を

払うことができない。私のところは、参考までに、150ヘク程度やらせていただいてお

りますけれども、その中でもメーンにやっておるのは２人半、要するに２人はほとんど

出ますけど、あとの１人はサポートで入れていくだけの方をお願いする。ほとんどその

３人で90％以上の作業をこなしておりますけれども、それでも人を雇ってどうかという

と、なかなかそういう状況にはない。農政が転換されると、ますますそれが増幅されて

しまうんではないかというおそれがありますので、そういった意味においても、情報を

いち早くキャッチされたら、その情報に対して的確なアドバイスを産業課のほうを中心

にいただけると、輪之内町の農業者も安心してやれるんではないかなというふうに私は

思っております。 

 そんな中で、御答弁はこれは難しいと思うんですね。まだ政府のほうが言ったよとい

う程度の話で、政府の中でも、実はゆうべ、お米の会議もやりましたんですが、そんな

中でも農協のほうへ質問すると二転三転してしまって、まだまだ皆さんが共有した情報

がないというのが事実かと思いますので、農政の転換については、別にこれ以上の御答
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弁をいただかなくて結構なんですが、情報があったら早く農家の方に流していただきた

いということだけ要望しておきたいと思います。 

 １番のほうだけ、少し御答弁をいただけたらと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 再度、具体的な再質問をいただきました。ここから先は意見にわたる部分があるかも

しれませんので御容赦いただきたいと思いますが、まず第１点目の経営戦略課の位置づ

けと、それから御質問のありました、ある意味実戦部隊としてもう少し動ける組織が要

るんじゃないかという、そんなふうに捉えました。何度も繰り返しますけれども、人的

資源をどう再配分していくかということの中で、それは今最重要課題の一つであります

ので、それを具現化すべく検討してまいります。 

 それから、非常にその運営施策がわかりづらい時期、わかりづらいのは当然という部

分がありまして、そもそも政府自体がＴＰＰをどこでどう決着させようとしているのか

がわからない。その対外的な枠組みが定まらない中で、国内政策を今明確な形で打ち出

すというのは、ある意味難しい時期なんだろうと、そんなふうに思っております。 

 先ほど三ちゃん農業を集団化しても体力は強くならないよという話がありましたが、

まさしくそのとおりなんでありまして、そういう意味では、日本が今やっております集

団化の施策は、グローバルな視点で見ますと、それは日本の中での大きな集団かもしれ

ませんけれども、ヘリコプターや飛行機で種をまくような大規模な組織からすれば、と

てもそんな規模において対抗できるようなものにはなり得ません。ですが、それは先ほ

ど申し上げたように、国土の環境保全という面からどこまで、いわゆる農業以外の理由

づけによる公費の投入が可能かという議論の中で方向性が出てくるものでありますから、

農の側から見たという意味においては、少なくとも自分たちでできる効率化というもの

は今やるべきときにやっていくんだという姿勢は必要だろうと思っていますので、その

意味でこの集団化の方向は、日本においても間違ってはいないだろうと、そういう中で

進めさせていただいておるということでございます。 

 その他、いろんなお話がございましたが、貴重な御意見として拝聴させていただきま

したので、できる限り反映させるものは反映していくという中で御理解をいただきたい

と思います。ありがとうございました。 

（６番議員挙手） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 済みません、２回目にちょっとお尋ねを忘れましたんで。 
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 産業課のほうで、今答弁の中で２番目ですけど、均平化とか乾田化とか、いろんな中

でという御答弁があったと思うんですが、この均平化というのは大変重要な事業だと、

大いにいいなというふうに私は思っておるんですが、もう１つの乾田化について、ほ場

整備をやったところでも、従来から何回かこの質問はしておると思うんですが、乾田化

に向けて、いろんな経緯、大きな問題があったのは、皆さん全部、町民は皆知っておる

と思うんですけれども、そんな中で乾田化が図りにくいといいますか、現在やらなくて

はならない。ほ場整備が済んだところでも、できていないというか、できないというの

かわかりませんが、その方法を何回も何回もお尋ねをしながらやっておったんですが、

前の加納喜代孝産業課長さんがお見えのときに、その話をしたときに、方法はあるけど、

期限が切れてしまったとか、そんなようなことをおっしゃった記憶があったんですが、

だから、今ずうっとそのまま続いてきておるんですね。それはどうしたら解決ができる

のか。要するに、農作物の多様化が求められている時代に、ほ場整備をやって畑作物も

やれるよということで取り組んだ。けれども、その結果において大きな問題が生じたこ

とは承知しております。そんな中でその問題に、いい悪いはともかく、県のほうもやら

ないとか、やれないとか、ああでもない、こうでもないとかというのは聞きますけれど

も、ああでもない、こうでもないと言っておって、時期が過ぎたら次の人がやるわとい

う問題ではありません。ですから、これを何とかして、こういう地域の優良農地の乾田

化をぜひとも、どんな方法があるかは多分御存じだと思うんですが、難しいかもしれま

せんが、そこの中には話し合いで解決がつくこともあろうかと思うんで、ぜひともそっ

ちの情報も公開をして、その地域に対して、こうしたらこうなるよ、こうしないとこう

ならないよということもきちっと提示されながら、みんなで取り組んでいくことも先に

向けての解決につながっていくと思いますので、避けて通るんじゃなくて、それにもき

ちっと対峙していただきたいというふうに思いますが、御答弁いただけますか、どうで

すか。 

○議長（髙橋愛子君） 

 産業課長 中島智君。 

○産業課長（中島 智君） 

 実は農業体質強化基盤整備促進事業で均平化を行っておりまして、その中のメニュー

に暗渠排水等もございます。こちらのほうの申請、今のところしておりませんが、そう

いう御希望ということであれば、再度その地区の申請のほうもしたいと思っております。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで一般質問を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第３、議案上程。 
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 議案は、お手元に配付のとおりです。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第４、町長提案説明。 

 本日の上程議案について、町長から説明を求めます。 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、本日提出させていただきました議案について御説明いたします。 

 提出議案は、補正予算１件でございます。 

 議第65号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）につきましては、今年度

の当初予算で承認していただいております総務費の財産維持管理事業のうち、庁舎太陽

光発電設備設置事業3,180万円に対して2,605万円の補助の内示がございましたので財源

の補正を行うものであります。 

 なお、本事業につきましては、年度内完了は見込めませんので繰越明許の予定をして

おります。 

 以上で提案説明を終わりますが、よろしく御審議の上、適切なる御議決を賜りますよ

うにお願いを申し上げます。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第５、議第56号、議第57号を一括議題とします。 

 ただいま議題としました議案は、今定例会の第１日目に町長から提案説明、各課長か

ら議案説明を受けた後、各常任委員会に審査が付託してあります。したがって、これか

ら各常任委員長に審査の経過並びに結果の報告を求めます。 

（発言する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 暫時休憩します。 

（午前10時19分 休憩）  

（午前10時29分 再開）  

○議長（髙橋愛子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務産業建設常任委員長 上野賢二君。 

○総務産業建設常任委員長（上野賢二君） 

 おはようございます。 

 それでは、総務産業建設常任委員会委員長報告をいたします。 

 平成25年第４回定例議会初日の本会議において審査を付託されました案件について、
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12月９日午前10時30分より、協議会室にて、全委員の出席、並びに町長初め町執行部、

関係者の出席のもと審査をいたしました。その経過と結果を報告いたします。 

 最初に、議第56号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）について、当委

員会分を議題とし、総務課所管分について総務課長より説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、防災拠点の建設予定地は約４万平米あると聞いているがに

対し、防災拠点は、国土交通省の分を含めて約４万平米である、この面積には道水路を

含めている。国土交通省分が約１万3,000平米、町の分が約２万8,000平米であり、町が

地権者から買収する面積としては約２万5,500平米であるとのことでした。 

 防災に関することに反対はしないが、防災拠点の規模についてはどのように考えてい

るのか、また国土交通省の防災拠点の位置はどのあたりなのかに対し、国土交通省と町

の防災拠点は、東西に境界線を引き、北側が国土交通省、南側を町の防災拠点とする。

町の防災拠点は、避難場所としても使用するため、転用可能な土地で、できるだけ広い

面積を購入したいとのことでした。 

 大藪地区や福束地区にも防災拠点を整備するのか、今回、広い面積を確保するのはよ

いが、維持費が必要であり、他の地区の整備がおくれるのではないかに対し、今回の事

業の仕組みを理解していただきたい。国土交通省の事業として、大垣の馬の瀬や羽島に

ある防災ステーションは規模が大きく、建物も整備されている。輪之内町に計画された

のは防災拠点であり、資材置き場やヘリポートなどの整備がされるのみである。町では

避難できる場所も確保したいとの考えから、国土交通省と一体的整備するものである。

今回の12月補正に予算を計上したのは、国土交通省の用地買収の予算は、平成24年度か

らの繰り越し事業枠であるため、平成25年度中に執行しなくてはならない。また、防災

拠点は堤防の天端まで盛り土をすることになり、一体的に事業を実施することが効率的

であると考えているので理解をお願いしたいとのことでした。 

 今後、庁舎改修が予定されており、また平成30年代には下水道事業の償還のピークに

達することにもなるが、財政的に大丈夫なのかに対し、財政の健全化を判断する幾つか

の指標がありますが、今回の事業を実施してもその指標に影響を及ぼすことはないと考

えていると。また、事業を実施する際には、特別交付税に算入される防災対策債など外

部資金を活用して整備したいとのことでした。 

 土地の地権者は何名か、また1,000平米当たり700万円という単価は町の統一した買収

単価なのかに対し、地権者は22名で、買収単価は、当初道路の買収単価と同じ500万円

としていたが、国土交通省の買収単価が正式ではないが700万を下回らないだろうとい

うことになった。用地買収単価に大きな差があっては買収がスムーズに進まないことも

考えられるため、特異なケースとして国土交通省の買収単価の下限で設定したとのこと

でした。 

 防災拠点は何年計画で実施するのかに対し、盛り土は国土交通省の事業から発生した
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残土で実施してもらうこととしているが、残土の発生状況にもよるが、少なくとも２年

はかかるものと考えているとのことでした。 

 防災拠点にはどのようなものを整備するのか、総工費は幾らぐらいかに対し、現在の

ところ、総工費をはじくまでには至っていないが、イメージとして体育館的なものも必

要かと考えている。外部資金を調達した場合に、その使途に制限がかかる場合もあると

考えられますが、いざというときにすぐ使用することができる、ふだん使いのできるも

のを整備したいと考えているとのことでした。 

 盛り土をすることによって付近が盛り上がる可能性もあるのではないかに対し、確か

にそのような懸念もあるので十分検討していきたいとのことでした。 

 防災拠点の建設に関連して水防庫はどのようにするのかに対し、防災拠点の計画地に

は水防倉庫があり、移転をする必要がある。また、他の水防倉庫を防災拠点に統合する

かどうかについては、今後検討していくとのことでした。 

 災害は水害のみでなく地震もある、地震の際の防災拠点と考えると液状化が懸念され

ている輪之内町で耐震性は大丈夫なのかに対し、基礎固めをどのようにするか等、耐震

については今後の課題であると考えている。いずれにしても、防災に関しては目に見え

る形で、安全・安心をどのように示していくかが重要であると考えているとのことでし

た。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了いたしました。 

 次に、経営戦略課所管分について経営戦略課長から説明を受けました。 

 説明の後、質疑に入り、主な質疑は、輪之内光サービスへの加入率は何％かに対し、

平成25年11月１日現在では1,410世帯が加入しており、町全体の加入率は46.0％である

とのことでした。 

 輪之内光サービスの加入工事費は幾らか、また町ではそれに対して加入補助金を出し

ていると思うが、その詳細はに対し、工事費はおおむね５万円弱であり、町では６万

4,000円を上限として補助金を出している。なお、補助金は、一旦加入者が工事費を支

払い、申請を受けて後から補助金を交付するという償還払いのスタイルを採用している

とのことでした。 

 輪之内光サービスの利用料金は幾らかに対し、テレビのみの加入であれば1,050円、

40メガインターネットは3,518円、100メガインターネットは5,618円、インターネット

にＩＰ電話をつけるとプラス1,050円である。なお、インターネット利用者がテレビも

見たいという場合には、その料金のままで視聴できるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了いたしました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議なく、議第56号 平成

25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）の総務産業建設常任委員会所管分について

は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 
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 以上をもちまして、総務産業建設常任委員会に審査を付託されました案件についての

経過の概要と結果報告を申し上げ、総務産業建設委員長報告を終わります。よろしくお

願いします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 次に、文教厚生常任委員長 浅野常夫君。 

○文教厚生常任委員長（浅野常夫君） 

 文教厚生常任委員会委員長報告をいたします。 

 平成25年第４回定例輪之内町議会において本委員会に審査付託されました案件につい

て、12月９日午前９時半より、協議会室において委員９名全員出席のもと、執行部側よ

り町長、参事、教育長、調整監、各関係課長、関係者出席のもと、審査をいたしました。

その経過と結果を報告いたします。 

 最初に、議第56号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）について当委員

会分を議題とし、福祉課所管分について福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、保育を必要とする人数を把握して、希望する保育園に入園

できるのかに対し、保護者の入園希望を優先させるが、例えばゼロ歳児は、現在、仁木

保育園でのみ保育しているので、大藪保育園、福束保育園の希望があっても仁木保育園

での対応となるとのことでした。 

 輪之内町でなくても町外での保育も可能なのかに対し、町内での保育が基本ですが、

町外の保育となると広域保育となり、先方の市町村との契約を締結しないと入園できな

いとのことでした。 

 子ども・子育て支援システム開発の内容はに対し、全国統一のシステムにより開発さ

れ、各種報告資料について国と連携し、最終的には待機児童をなくするとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了いたしました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議なく、議第56号 平成

25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）のうち、当委員会所管分については、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議第57号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とし、住民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、医療費が当初予算見込みと比べ増額になった要因は何かに
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対し、医療費の件数では30万未満の方が前年に比べ2,000件ほど増加しており、高額な

医療費の件数もふえています。病名は、悪性腫瘍、脳梗塞、心臓疾患等の関係がふえ、

全体として通院外来も増加傾向にあるとのことでした。 

 今年度の医療費が多いのは輪之内町民の疾病予防がされていないのではに対し、予防

については、特定健診の受診率は43％になっている、多くの方に受診してもらいたいが、

すぐに効果があらわれるものではない、積み重ねが重要であるとのことでした。 

 償還金が500万円あるが、平成24年度の医療費が少なかったのかの質問に対し、当初

の見込みよりは少なかった。平成25年度の精算は、まだ今後の医療費がどのようになる

かでわからないとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議なく、議第57号 平成

25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）については、原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

 以上で、文教厚生常任委員会に審査付託されました案件についての経過の概要と結果

報告を申し上げ、文教厚生常任委員長報告を終わります。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議第56号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）についての討

論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第56号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 
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 したがって、議第56号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第３号）は、委員長

報告のとおり可決されました。 

 これから、議第57号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第57号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第57号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第６、議第65号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）を議題としま

す。 

 経営戦略課長から議案説明を求めます。 

 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 それでは、議第65号、一般会計補正予算について御説明申し上げます。 

 お手元に配付の議案１ページをお開きください。 

 議第65号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）。平成25年度輪之内町の

一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 繰越明許費の補正、第２条、地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費補正」による。平成25年12月

13日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 ２ページ、３ページの第１表は、先ほどの第１条にございました今回の補正額を款項

別にまとめたものでございます。 
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 ４ページの第２表は、先ほどの第２条にございました繰越明許費の補正で、予算の定

めるところにより、翌年度に繰り越して予算執行ができるようにするものでございます。 

 本補正により、翌年度に繰り越して使用しようとする経費は、財産維持管理事業のう

ち、庁舎太陽光発電設備設置事業費の3,180万円で、これは当初予算で御承認いただい

ているものでございますが、設計監理委託についても補助対象事業として採択されるこ

とにより、補助金の交付決定後に設計業務を発注し、設計完了後に工事を発注すること

になろうかと思いますが、設計に約１カ月を要するため、工事の発注は２月ごろになる

見込みでございます。本事業に必要不可欠な発電パネルは、需要が高く、その納品に時

間を要する見込みでありますので、年度内の工事完成のめどが立たないため、やむを得

ず本手続をお願いするものでございます。 

 それでは、事項別明細書で説明をいたします。１ページをお開きください。 

 既定の歳入歳出予算の総額37億6,241万7,000円については変わりなく、県補助金

2,605万円を受けるに当たり財源補正を行うものでございます。 

 その補助金につきましては、３ページにございますように、岐阜県市町村再生可能エ

ネルギー等導入推進費補助金でございまして、これを充当するため、４ページの財政調

整基金繰入金を同額減額補正するものでございます。 

 以上で、平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）の説明を終わります。よろ

しく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第65号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）についての討論

を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第65号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第65号 平成25年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）は、原案の

とおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 お諮りします。 

 次期議会（定例会までの間に開かれる臨時会を含む）の会期日程等の議会運営に関す

る事項及び議長の諮問に関する事項については、議会運営委員会に付託し、閉会中の継

続調査にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定しました。 

 お諮りします。 

 総務産業建設・文教厚生の各常任委員会所管事務の調査について、閉会中も継続調

査・研究することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで本日の日程は全部終了しました。平成25年第４回定例輪之内町議会を閉会しま

す。 

 ８日間にわたり熱心に審議され、全議案を議了し、無事閉会の運びとなりましたこと

に対し、厚く御礼申し上げます。大変御苦労さまでした。 

（午前10時52分 閉会）  
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会議の経過を記録して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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