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平成28年３月４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、施政方針 

日程第６ 議第１号 輪之内町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについ

て 

日程第７ 議第２号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第４号） 

日程第８ 議第３号 平成27年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号） 

日程第９ 議第４号 平成27年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第10 議第５号 平成27年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第11 議第６号 平成27年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号） 

日程第12 議第７号 平成27年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第13 議第８号 平成28年度輪之内町一般会計予算 

日程第14 議第９号 平成28年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第15 議第10号 平成28年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第16 議第11号 平成28年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算 

日程第17 議第12号 平成28年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算 

日程第18 議第13号 平成28年度輪之内町水道事業会計予算 

日程第19 議第14号 輪之内町行政不服審査会条例の制定について 

日程第20 議第15号 輪之内町いじめ問題調査委員会設置条例の制定について 

日程第21 議第16号 輪之内町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付

に係る手数料に関する条例の制定について 

日程第22 議第17号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定

について 

日程第23 議第18号 輪之内町職員の降給に関する条例の制定について 

日程第24 議第19号 輪之内町職員の退職管理に関する条例の制定について 

日程第25 議第20号 輪之内町公共施設等総合管理計画検討委員会設置条例の制定につ

いて 
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日程第26 議 第 21号 輪之内町議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関す

る条例の一部を改正する条例について 

日程第27 議 第 22号 輪之内町課設置条例の一部を改正する条例について 

日程第28 議 第 23号 輪之内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第29 議 第 24号 輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

日程第30 議 第 25号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例の一部を改正する条例について 

日程第31 議 第 26号 輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第32 議 第 27号 輪之内町常勤の特別職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33 議 第 28号 輪之内町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ

いて 

日程第34 議 第 29号 輪之内町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を

定める条例の一部を改正する条例について 

日程第35 議 第 30号 輪之内町職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例の制

定について 

日程第36 議 第 31号 輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に
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日程第38 議 第 33号 町道路線の認定について 

日程第39 発議第１号 輪之内町議会会議規則の一部を改正する規則について 

日程第40 発議第２号 輪之内町議会傍聴規則の一部を改正する規則について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第40までの各事件 

 

○出席議員（９名） 

   １番    上 野 賢 二       ２番    古 田 東 一 
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   ５番    小 寺   強       ６番    田 中 政 治 

   ７番    北 島   登       ８番    森 島 光 明 
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   ９番    森 島 正 司 
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 経営戦略課長  荒 川   浩     福 祉 課 長  田 中 久 晴 

 産 業 課 長  中 島   智     建 設 課 長  高 橋 博 美 

 

○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 



－４－ 

（午前９時00分 開会）  

○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28年第１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125条の規定により議長にお

いて、１番 上野賢二君、７番 北島登君を指名します。 

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

○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３月16日までの13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３月16日までの13日間と決定しました。 

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

○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27年度11月分、12月分及

び１月分に関する出納検査結果報告がありました。 

 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、施政方針。 
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 本日の上程議案について、町長から議案説明並びに施政方針を求めます。 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 おはようございます。 

 ３月に入り、ようやく寒さも遠のき、日ごとに暖かくなってまいりました。議員各位

には、ますます御健勝のこととお喜びを申し上げます。 

 本日、ここに平成28年第１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、年度末の何かと御多用の中を御出席いただき、誠に御苦労さまでございます。 

 今議会開会に当たり、まずもって平成28年度を迎えるに当たって私の所信を申し述べ

させていただきます。 

 これまでも申し上げてまいりましたとおり、「全ては、町民の安全・安心のために」、

この私の政治信条はいかばかりも揺るぐものではなく、平成28年度も貫く予定でござい

ます。 

 輪之内町においては、平成27年度も大きな災害もなく過ぎようとしております。しか

し、昨年９月の台風18号による鬼怒川の氾濫や、本年２月のマグニチュード6.4の台湾

南部地震の発生など、各地での災害報道には心を痛めるばかりであります。 

 輪中のまち輪之内町は、常に水害と背中合わせであり、南海トラフもひそかにエネル

ギーをため込んでおります。 

 このような状況の中、昨年12月22日に、国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事

務所と名神高速道路を管理するＮＥＸＣＯ中日本名古屋支社羽島保全・サービスセンタ

ーが災害時における資機材の相互搬入が可能となるよう災害協定を締結いたしました。

この災害協定に基づき、揖斐川左岸堤防と名神高速道路をつなぐ緊急開口部が設置され

ることになり、現在、工事が進んでおります。当町は、国土交通省とともに整備を進め

ている大吉新田地内の揖斐川左岸堤防沿いの防災拠点が名神高速道路と直結し、支援物

資や人的資源の集積も、より迅速化が可能となります。平成28年度においては、防災拠

点の具体の姿を明らかにしてまいりたいと考えております。 

 また、防災士を中心とする自助・共助の取り組みも支援してまいります。 

 また、安心して子供を産み育てやすい環境づくり、安心して輪之内町で暮らせる経済

基盤構築の支援を基本目標として策定した「輪之内町まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を確実に推進してまいります。 

 活力ある若い世代と知識や経験を持つ高齢者の方がともに過ごすことにより、本来あ

るべき地域社会の姿をこれからも維持、発展させたいと考えております。若い世代には、

子育て支援や教育環境の充実を図るため、平成28年４月１日から、保育所を保育のほか

教育や保護者に対する子育て支援を行う幼保連携型認定こども園に改編するなど、時代

の要請も踏まえた施策も積極的に実施してまいります。 
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 また、近年の気候変動により猛暑が続く夏場の学校教育環境の充実を図るため、小・

中学校にエアコンを設置してまいります。 

 また、寿命が延びたことにより、認知症のリスクも高まっております。仮に認知症に

なられても、住みなれた輪之内町で安心して暮らすことができるサポート体制も整備し

てまいります。 

 また、将来に向けて基盤整備にも力を注ぎます。輪之内町の大部分は農地であります。

これまで主に仁木地区においてほ場整備事業を進めてまいりましたが、町内では未実施

の地区もございます。今後、耕作者の高齢化により耕作放棄地が増加することも見込ま

れることから、生産性の高い農地を整備するため、新たに担当課を新設し、中断してお

りましたほ場整備事業も順次再開をしたいと考えております。 

 また、（仮称）新養老大橋の架橋に向けて、引き続き力を注ぎ、新養老大橋にアクセ

スする道路網についても構想を固めてまいります。 

 さて、世界に目を転じれば、北朝鮮が２月７日に人工衛星と称する事実上の長距離弾

道ミサイルを発射したことは、記憶に新しいことであります。この北朝鮮の行動に対し、

国連安全保障理事会は非難声明を出し、世界各国も北朝鮮に対する制裁を強化しており

ます。 

 また、アメリカ合衆国では、本年11月８日に第45代大統領選挙が予定されており、価

値観の多様化と相まって、その行方も注目されるところであります。 

 さらには、最近の原油安や、中国経済に陰りが見え始めるなど、世界情勢は不透明感

を増しております。グローバル化した現在においては、世界の動向が日本の株価等を大

きく左右し、その動向から目を離せないと思われます。 

 日本経済の先行きといえば、今年１月29日に日銀のマイナス金利政策の導入が決定さ

れました。平成25年から景気回復するために日銀が金融緩和を始め、民間銀行が保有し

ている国債を日銀が買い取るという方法で行われ、今では年80兆円の国債を買い取り、

現金化されております。 

 しかしながら、その現金が市中に出回らず、２％の消費者物価指数の上昇率の目標値、

いわゆるインフレターゲットが未達となっております。今回の施策の転換が吉と出るか、

凶と出るか、その状況次第で消費税の税率の引き上げが予定どおり平成29年４月から実

施されるのかにも注目する必要がございます。 

 このように、世界においても、また国内においても先行き不透明な時代でありますが、

かといって、未来におびえても先には進めません。今できること、少々の痛みを伴って

も今やらなければならないことを勇気を持って決断し、実行してまいりたいと考えてお

ります。議員各位、また町民各位の御理解と御協力をお願いいたすものでございます。 

 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をいたします。 

 提出議案の内訳は、人事案件１件、平成27年度補正予算６件、平成28年度予算６件、
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条例18件、規約の変更１件、その他１件の合計33件でございます。 

 議案の概要につきまして、まず平成28年度予算について御説明をし、その後、順次、

議事日程に沿う形で御説明をいたします。 

 平成28年度の予算は、一般会計40億8,400万円、国民健康保険事業特別会計12億500万

円、後期高齢者医療特別会計7,300万円、児童発達支援事業特別会計1,500万円、特定環

境保全公共下水道事業特別会計６億5,800万円、水道事業会計２億1,100万円の総額62億

4,600万円であります。 

 それでは、議第８号 平成28年度一般会計予算につきまして、款項目順に、新規事業

を中心に主要事業を交えながら御説明を申し上げます。 

 まず、総務費では、各種公共施設の管理計画策定、住民情報など基幹系情報管理や光

ケーブル等の情報通信サービスに係る経費、定時・デマンド方式の自主運行バスの運行

に係る経費、選挙の実施経費など、町の全般的な管理事務に要する経費を計上したもの

で、総事業費は９億7,187万3,000円であります。 

 主要事業及び新規事業は、輪之内町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる各種事

業、自主運行バス事業、公共施設等管理計画策定事業、輪之内スマイルチャンネル配信

事業、参議院議員通常選挙・岐阜県知事選挙実施事業でございます。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略の各種事業は、平成27年度12月に策定した人口増加

や雇用の創出など、地方創生に資するために展開する事業でございます。具体的には、

町内企業育児休業取得奨励事業、三世代同居・近居助成事業、創業・第二創業等支援事

業等でございます。 

 次に、自主運行バス事業ですが、御承知のとおり、平成27年１月より平日の朝夕の時

間帯は定時定路線、昼間の時間帯を利用される方から要求があったときに運行するデマ

ンド方式で運行しております。デマンドバスは、町外の一部を含む145カ所にバス停を

設置し、中でも商業施設や医療機関、金融機関等の主要施設については、家からバス停

まで、バス停から目的地までの移動距離が短くなるなど、地域公共交通機関を利用され

る方の利便性が向上しており、継続して実施してまいります。 

 次に、公共施設等管理計画策定事業は、公共施設等の全体を把握し、長期的な視点を

持って施設の更新や統廃合、長寿命化するための方向性を示した計画を策定し、財政負

担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の適正な配置を実現しようとするものであ

ります。２カ年事業の２年目である平成28年度は、町民アンケートの実施や、公共施設

等総合管理計画やアクションプランの策定を行ってまいります。 

 また、輪之内スマイルチャンネル配信事業は、平成26年４月より12チャンネルで動画

によるコミュニティー「輪之内スマイルチャンネル」を配信しております。動画放送で

は、町のイベント等を配信する「イイとこ！わのうち」、こども園や小・中学校での子

供たちの日常等を配信する「わのうちキッズ」を年間50本以上配信いたします。また、
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データ放送では、町のイベント情報などのほか、町内の河川４カ所に設置した定点カメ

ラにより水位などの情報をライブ中継することで、水害に対し、防災・減災を図るもの

でございます。 

 次に、参議院議員通常選挙・岐阜県知事選挙実施事業は、平成28年７月執行予定の参

議院議員通常選挙、平成29年１月執行予定の岐阜県知事選挙に係る事務経費を計上した

ものであります。 

 次に、民生費では、障がい者や高齢者、児童福祉などの社会生活の安全や利便性の向

上などに要する経費を計上したもので、総事業費は10億8,237万9,000円であります。 

 主要事業及び新規事業は、地域包括ケアシステム構築事業、臨時福祉給付金給付事業、

低所得高齢者給付金給付事業、福祉医療費助成事業でございます。 

 まず、地域包括ケアシステム構築事業は、新たに配置する保健師、認知症地域支援推

進員、地域支え合い推進員により、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的

に提供されるシステムを構築するものであります。 

 次に、臨時福祉給付金給付事業は、平成27年度に引き続き、消費税引き上げなどの影

響などを踏まえ、低所得者の負担軽減のため臨時的な措置として、平成28年度分の町民

税が非課税などの給付条件を満たす方に給付金を給付するものであります。 

 また、低所得高齢者給付金給付事業は、平成27年度臨時福祉給付金の対象者のうち、

平成28年度中に65歳以上となる方を対象に給付金を給付するのもであります。 

 次に、福祉医療費助成事業は、県補助金の対象は出生から小学校就学前までとなって

おりますが、当町は小学校就学から高校３年生修了まで医療機関に受診する費用を助成

し、保護者の経済的負担を軽減するとともに、住民の健康と良好な成長を願い、継続し

て実施をしてまいります。 

 次に、衛生費では、健康づくりや環境対策、ごみ処理などに要する経費を計上したも

ので、総事業費は２億8,621万5,000円であります。 

 主要事業としては、地域協働水質改善事業、骨粗鬆症予防事業、予防接種費助成事業

でございます。 

 まず、地域協働水質改善事業は、地域の小河川が抱えている濁りなど河川環境保全上

の課題に対して、地域住民・事業者・市町村等が一体となって行う水質改善に取り組む

活動であります。平成24年度からの５カ年事業として県に採択されましたので、県と共

同で水質改善に取り組むものであります。最終事業年度となる平成28年度は、今までの

取り組みに加え、水と親しみを持つことで水質改善への関心がより高まるよう、中江川

において「親水ひろば」の整備を行うものであります。 

 次に、骨粗鬆症予防事業は、早期に骨量減少者を発見し、骨折等の基礎疾患である骨

粗鬆症を予防することで健康寿命への意識を高揚させ、定期的な検診へ結びつけること

により快適な高齢期を迎えることを目的とし、実施するものであります。 
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 また、予防接種費助成事業は、住民の健康や、伝染病の撲滅、感染予防、蔓延防止を

願い、成人風疹や成人肺炎球菌、ロタウイルス、Ｂ型肝炎ウイルスなど、６種類の予防

接種に係る費用の一部を継続して助成してまいります。なお、平成27年度の岐阜県内の

予防接種事業の取り組み状況といたしましては、ロタウイルスの予防接種に助成してい

る市町村は当町のみで、Ｂ型肝炎ウイルスの予防接種に助成している市町村は、海津市

と当町のみとなっております。 

 次に、農林水産業費では、農業者などの育成・支援などに要する経費を計上したもの

で、総事業費は２億6,472万6,000円であります。 

 主要事業としては、経営体育成基盤整備事業、はつしも販路拡大事業、多面的機能支

払交付金事業でございます。 

 まず、経営体育成基盤整備事業は、農地の大区画化及び集積による担い手育成を推進

するため、約50ヘクタール規模で経営体育成基盤整備事業を実施するための調査・計画

策定を行ってまいります。 

 次に、はつしも販路拡大事業は、町内の営農組合が約100ヘクタール作付した「徳川

将軍家御膳米」や、御膳米からつくられた「徳川将軍家御膳酒」を広くＰＲするため、

各種イベントに参加し、消費の拡大や、新たな販売ルートの開拓を目的として実施する

ものであります。平成28年度は、徳川家の家紋である「三葉葵」の御紋を用いたパッケ

ージ・ラベルの製作を計画しております。 

 また、多面的機能支払交付金事業は、平成24年度からの５カ年事業として、農地や水

路などの施設の基礎的な保全管理と長寿命化、農村環境を保全するため、町内の22資源

保全会が活動する経費を助成するものであります。 

 次に、商工費では、商工業の育成、観光の振興などに要する経費を計上したもので、

総事業費は3,384万8,000円であります。 

 主要事業は、軽トラ朝市実施事業でございます。 

 軽トラ朝市実施事業は、町の農業及び商業施策の一つとして、農産物や特産品等を軽

トラで持ち寄り、販売する機会と場所を生産者に提供するものであります。平成28年度

も継続して、毎月第２・４日曜日に開催し、農産物等の生産意欲の向上や、地産地消を

推進してまいります。なお、現在は、125人が登録・販売をされております。 

 次に、土木費では、道路や橋梁、水路の整備などに要する経費を計上したもので、総

事業費は４億8,571万円であります。 

 主要事業及び新規事業は、橋梁補修事業、道路ストック点検事業、住まいる住宅助成

金交付事業、公共下水道事業への繰出金でございます。 

 まず、橋梁補修事業は、平成25年度に策定した橋梁補修計画に基づき、３橋を修繕し、

橋梁の安全性の確保、長寿命化を図るものであります。 

 次に、道路ストック点検事業は、道路や橋梁の安全性を確保するため、舗装のひび割
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れや橋梁の部材の劣化状況などを確認し、今後の補修等の候補箇所を抽出するものであ

ります。 

 次に、住まいる住宅助成金交付事業は、公共下水道への接続等の居住環境整備工事や、

バリアフリー工事など住宅改修工事に係る費用の一部を助成し、住宅等の耐久性、居住

性の向上を図り、快適な居住空間を創出するものであります。 

 また、公共下水道事業への繰出金は、下水道事業の円滑な推進及び下水道会計の安定

運営と健全化を図るため、特定環境保全公共下水道事業特別会計への財政支援を行うも

のであります。 

 次に、消防費では、消防や防災、水防などに要する経費を計上したもので、総事業費

は２億131万5,000円であります。 

 主要事業及び新規事業は、防災士による自主防災組織育成事業、輪之内町消防団機能

別分団運営事業、防災備蓄品及び災害時非常食購入事業でございます。 

 まず、防災士による自主防災組織育成事業は、地域の防災リーダーとなる防災士を養

成するため、町独自で講座を開設し、平成28年度は100名の防災士養成を目指しており

ます。各地区に防災士を配置し、自助・共助を基本に、平常時及び災害時の活動などに

ついて、各地区で講習会や自主防災訓練を開催することで自主防災力の強化を図るもの

であります。 

 また、平日昼間の消防力が脆弱な時間帯の消防力確保のため、平成27年度に機能別消

防団を設置したところでありますが、継続して平日昼間の火災及び大規模災害時に対応

するなど、消防防災力の向上に努めてまいります。 

 なお、防災備蓄品及び災害時非常食購入事業により、地域住民の安全・安心の確保と

一層の防災体制の充実も図ってまいります。 

 次に、教育費では、学校教育や社会教育の振興、教育環境の整備などに要する経費を

計上したもので、総事業費は４億9,776万6,000円であります。 

 主要事業及び新規事業は、小中学校空調設備設置事業、仁木小学校太陽光発電設備設

置事業、英語幼児教育導入事業、アレルギーチェックシステム新機能追加事業でござい

ます。 

 まず、小中学校空調設備設置事業は、夏の猛暑による熱中症が深刻な社会問題となっ

ている中、児童・生徒の健康への配慮、学習に集中できる環境の整備を目的として、福

束・大藪小学校及び輪之内中学校の校舎内の教室全てに空調設備を設置するものであり

ます。なお、仁木小学校につきましては、27年度より実施しております大規模改修とあ

わせて設置を進めているところでございます。 

 次に、仁木小学校太陽光発電設備設置事業は、再生可能エネルギー利用の一環、そし

て環境教育の生きた教材として、仁木小学校に太陽光発電設備を設置するものでありま

す。災害時は避難所となるため、最低限の電力が確保できるよう、あわせて蓄電池の設
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置も行います。 

 次に、英語幼児教育導入事業は、認定こども園の開園による幼児教育の開始に伴い、

外国人英語講師による英語教育を導入するものであります。幼児教育から小学校教育と

継続的な英語教育により、英語力をゆっくりと育んでまいります。あわせて、日常を外

国人講師と過ごすことにより、異文化を身近に感じられる心を育てることを目的として

おります。 

 次に、歳入の主なものについて御説明を申し上げます。 

 歳入予算額の中で一番大きい町税につきましては、総額13億7,328万9,000円を見込ん

でおります。 

 税目別では、町民税のうち個人町民税について個人所得の増加が見込まれることから、

対前年772万円の増、税制改正により平成28年度から税率が変更されることから軽自動

車税についても対前年293万4,000円の増収を見込みました。一方で、法人税については、

多くの企業が減収見込みとしていることから、対前年2,763万4,000円の減収を見込み、

税収全体では2,051万1,000円の減収を見込んでおります。 

 歳入予算の中で２番目に予算額が大きい地方交付税の普通交付税については、その原

資となる所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税、いわゆる国税五税について現時点

では見通しが立ちにくい状況となっていることから、近年の実績を考慮し、８億4,000

万円としておるところであります。 

 国庫支出金についての主なものは、小中学校空調設備設置事業に係る公立学校施設整

備費補助金や、低所得高齢者給付金給付事業に係る低所得高齢者給付金給付事業費補助

金などで、全体で３億3,125万7,000円を見込みました。 

 県支出金についての主なものは、町内22資源保全会の活動の財源となる多面的機能支

払交付金や、農地中間管理機構を活用した営農組合など担い手組織への農地集積や集約

化の促進に係る機構集積協力金補助金などで、全体では３億6,032万2,000円を見込みま

した。 

 最後に、その他の交付金や諸収入等を勘定した結果、財源不足額は４億3,869万7,000

でありますが、この不足につきましては、基金からの繰り入れと外部資金の調達である

町債の発行で対応してまいります。 

 町債の発行につきましては、今年度は普通交付税の代替措置である臨時財政対策債の

発行に加え、小中学校空調設備設置事業に係る小中学校空調設備設置事業債、仁木小学

校太陽光発電設備設置事業に係る仁木小学校太陽光発電設備設置事業債を発行する予定

をしております。町債全体としては、適債性を吟味し、財政に係る諸率の動向を見きわ

めた適正な管理と無理のない財政計画のもと、適正に発行することとしております。 

 以上で、平成28年度の一般会計予算の概要説明を終わります。 

 続きまして、特別会計予算について御説明を申し上げます。 
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 議第９号 平成28年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算でございますが、御承

知のとおり、国民健康保険制度は、被用者保険の加入者等を除く全ての方を被保険者と

する公的医療保険制度であり、国民皆保険制度において重要な役割を果たしております。 

 企業等の退職者は、退職後は市町村国保の被保険者となるため、市町村国保は、必然

的に加入者の年齢構成が高くなり、疾病リスクが高いものとなっております。こういっ

た構造的な問題を抱える中、市町村国保の財政運営の主体を平成30年度から都道府県と

する改革についての法案が成立したところであります。 

 平成28年度の予算総額は12億500万円で、医療費の増加により、前年度と比較して

6.5％の増としております。 

 議第10号 平成28年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算について御説明を申し上

げます。 

 後期高齢者医療制度は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が運営をしておりますが、そ

の中で市町村の役割となっております保険料徴収、市町村受託事業であるぎふ・すこや

か健診、ぎふ・さわやか口腔健診に係る経費及び市町村負担金を中心として予算編成を

いたしました。 

 平成28年度の予算総額は7,300万円で、市町村負担金の増加により、前年度と比較し

て300万円の増となっております。 

 議第11号 平成28年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算について御説明を申し

上げます。 

 平成21年４月に開所した「輪之内町児童デイサービスセンター」から移行した児童発

達支援施設「輪之内町発達支援教室 そら」において、心身の発達に支援が必要な就学

前の児童を対象に、日常生活の基本的な動作指導、集団生活への適応訓練等を実施して

おります。 

 開所８年目となる平成28年度の予算総額は1,500万円で、前年度と比較して100万円の

増としております。今後も、母子保健から就学へとつながる支援に努めてまいります。 

 議第12号 平成28年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算について御

説明を申し上げます。 

 生活環境の改善に必要な下水道事業は、平成９年から長期計画をもとに実施をいたし

ております。引き続き、下水道管渠整備を進め、将来に向け水域環境の保全と快適な暮

らしを支えるべく取り組んでまいります。また、加入促進も行ってまいります。 

 平成28年度の予算総額は６億5,800万円で、前年度と比較して8,000万円の減としてお

ります。 

 議第13号 平成28年度輪之内町水道事業会計予算について御説明を申し上げます。 

 水は、言うまでもなく大切な資源で、国民生活や社会経済活動に欠くことのできない

ものであり、安全でおいしい水を安定的に供給できるよう整備推進に努めてまいります。 
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 平成28年度につきましても、前年度に引き続き、水道事業及び下水道事業に伴う石綿

管の布設がえ工事などを計画的に実施してまいります。 

 平成28年度の予算は、収益的収支及び資本的収支と合わせまして２億1,100万円で、

前年度対比1.4％の減としております。これからも、安心して飲める低廉な水の安定供

給に努めてまいります。 

 以上、私の所信の一端を申し上げるとともに、平成28年度輪之内町一般会計及び特別

会計予算の説明を終わらせていただきます。 

 これよりは議事日程に沿う形で御説明を申し上げます。 

 議第１号 輪之内町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることにつきましては、

現在不在となっております教育長を任命するため、議会の同意を求めるものであります。 

 続きまして、補正予算関係を御説明申し上げます。 

 議第２号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）につきましては、既定の

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,951万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ42億7,845万3,000円とするものであります。 

 今回の補正予算は、平成27年度及び平成28年度の継続事業として計画しておりました

仁木小学校の大規模改修事業のうち、平成28年度に予定しておりました第２期分の事業

が、今般、国において平成27年度公立学校施設整備費の学校施設環境改善交付金事業に

内定されたことにより、事業を前倒しし、平成27年度事業として実施をいたします。教

育費の小学校費に工事監理業務委託料として369万4,000円、修繕工事費として１億

4,206万3,000円を増額補正することといたしました。 

 また、マイナンバー制度においてセキュリティーの強化を図るため、官公庁の専用回

線であるＬＧＷＡＮとインターネット環境を物理的に切り離す対策を講ずるべく、総務

費の総務管理費に情報セキュリティ強化対策委託料として1,977万5,000円、情報セキュ

リティ強化対策備品購入費として2,028万5,000円を追加いたしました。これを実施する

ことにより、マイナンバー関連事務は、インターネットというオープンな環境から遮断

され、情報流出の防止や、第三者からアタックされるリスクを回避できるものと考えて

おります。 

 歳入におきましては、補正予算の財源等としてその一部を留保しておりました地方交

付税9,970万円、繰越金を9,439万5,000円増額いたしました。また、先ほど触れました

仁木小学校の第２期分の改修事業に対する国庫補助金3,212万8,000円を追加するほか、

情報セキュリティ強化対策事業に係る国庫補助金580万円を増額しております。 

 その他、町民税を1,055万7,000円追加し、太田千里様より御寄附をいただきました

1,000万円を含め、ふるさと応援寄附金を1,054万円追加しております。なお、この寄附

金は、歳出の総務費の総務管理費においてふるさと応援基金積立金として計上し、後年

度において有効活用させていただくこととしております。 



－１４－ 

 以上が平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）の主な内容でありますが、こ

のほかに、年度末を迎え、各課それぞれ事業の進捗状況と予算の執行状況等を精査し、

歳出においては不用額を洗い出し、歳入においては収入見込み額を変更し、既定予算の

増減を行っております。この結果、当初予定しておりました財政調整基金、土地基盤整

備基金及び公共施設等整備基金からの繰入金２億5,194万7,000円の全額を減額し、また

追加事業の財源を確保しております。 

 なお、今回の補正予算で計上いたしました情報セキュリティ強化対策事業費4,006万

円、仁木小学校大規模改修事業費と既に計上済みの３小学校の屋内運動場天井落下防止

対策事業費の合計２億7,970万円及び中学校の屋内運動場天井落下防止対策の事業費

6,749万円、これも既に計上済みでありますが、これらの予算に関しては平成27年度中

の事業完了が見込めないため、平成28年度に繰り越すべく、繰越明許費補正を行うこと

といたしました。 

 以上で、平成27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。 

 続きまして、議第３号 平成27年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（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22万5,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ12億2,712万8,000円と定めるものであります。 

 平成27年度の人事勧告に基づき職員の給与改定を行うため、歳出の総務費の総務管理

費の人件費を補正するとともに、国民健康保険基金の利息の増額が見込まれるため、こ

れを当該基金に繰り入れるための補正を行うものであります。 

 議第４号 平成27年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ278万9,000円を減額し、歳入

歳出それぞれ6,721万1,000円とするものであります。 

 主なものは、歳入の後期高齢者医療保険料を収入見込みにより補正し、あわせて歳出

の後期高齢者医療連合納付金を減額するものであります。 

 また、歳入の保健事業費委託金及び歳出の健診費用委託料につきましても、受診者の

確定により減額するものであります。 

 議第５号 平成27年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第１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204万7,000円を追加し、歳入

歳出それぞれ1,604万7,000円とするものであります。 

 主な内容は、人事院勧告に基づく職員給与等の改定に伴う増額、剰余金200万円を輪

之内町公共施設等整備基金条例に基づき、当該基金に積み立てようとするものでありま

す。 

 議第６号 平成27年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,894万6,000円

を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ６億8,124万6,000円とするものであります。 
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 歳出においては、今年度の事業内容の精査により工事請負費等を減額し、人事院勧告

に基づく職員の給与改定に伴う人件費及び受益者負担金の前納者の増加に伴う前納報奨

金を増額するものであります。 

 歳入においては、工事請負費等の事業費の減額に伴い、下水道費国庫補助金、下水道

事業債を減額し、受益者負担金及び下水道使用料については、加入者の増加等に伴い、

それぞれ受益者負担金は585万1,000円、下水道使用料は800万円増額補正するものであ

ります。 

 議第７号 平成27年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収

益的収入において給水収益を200万1,000円増額し、収益的支出では、原水及び浄水費

151万9,000円と総係費を291万9,000円並びに消費税を73万9,000円減額するものであり

ます。 

 また、資本的収入は、工事負担金を100万円減額し、資本的支出では、工事設計委託

料140万6,000円を減額するものであります。 

 以上で、平成27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、条例関係、その他について御説明を申し上げます。 

 今回提出いたします条例の制定及び一部改正については、主に制定後50年ぶりに抜本

的に見直しがされた行政不服審査法、平成26年に公布された地方公務員法及び地方独立

行政法人法の一部を改正する法律、平成27年度の人事院勧告及び認定こども園化に伴い、

整備をするものであります。 

 議第14号 輪之内町行政不服審査会条例の制定につきましては、全部改正されました

行政不服審査法により、その権限に属させられた事項を処理するための附属機関である

輪之内町行政不服審査会について必要な事項を定めるものであります。 

 議第15号 輪之内町いじめ問題調査委員会設置条例の制定につきましては、いじめ防

止対策推進法の規定により、いじめの重大事態に関する学校等の調査の結果について、

必要に応じて調査する町長部局の附属機関を設置するもであります。 

 議第16号 輪之内町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手

数料に関する条例の制定につきましては、行政不服審査法の施行に伴い、同法の規定に

より審理員に提出された資料等の写しの交付に係る手数料を規定するものであります。 

 議第17号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきま

しては、行政不服審査法の施行に伴い、輪之内町情報公開条例、輪之内町個人情報保護

条例、輪之内町固定資産評価審査委員会条例、輪之内町非常勤の特別職職員の報酬及び

費用弁償に関する条例及び輪之内町税条例の一部をあわせて改正するものであります。 

 議第18号 輪之内町職員の降給に関する条例の制定につきましては、地方公務員法及

び地方独立行政法人法の一部を改正する法律により一部改正された地方公務員法の規定
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に基づき、職員の意に反する降給に関し必要な事項を定めるものであります。 

 議第19号 輪之内町職員の退職管理に関する条例の制定につきましては、改正された

地方公務員法の退職管理に関する規定に基づき、必要事項を定めるものであります。 

 議第20号 輪之内町公共施設等総合管理計画検討委員会設置条例の制定につきまして

は、総務省の要請により、地方公共団体が有する公共施設等の将来にわたっての管理計

画を策定する上において、将来の人口推移、財政面及び施設の耐久性等の観点から、管

理計画における検討を行う附属機関を設置するものであります。 

 議第21号 輪之内町議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一

部を改正する条例につきましては、平成28年４月１日より保育園を認定こども園に変更

することに伴い、改正をするものであります。 

 議第22号 輪之内町課設置条例の一部を改正する条例につきましては、今後の町の重

要施策の一つとして位置づけるほ場整備の担当課を新設するほか、既存の課の分掌事務

を変更するものであります。 

 議第23号 輪之内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条

例につきましては、地方公務員法の改正により、人事行政の運営等の状況の公表事項に

ついて人事評価及び退職管理が追加され、勤務評定が削除されたこと及び行政不服審査

法の施行に伴う改正をするものであります。 

 議第24号 輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

きましては、地方公務員法の改正による条項ずれ及び学校教育法等の一部を改正する法

律の施行に伴い、改正をするものであります。 

 議第25号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例につきましては、地方公務員災害補償法施行令の一部改正により、

傷病補償年金と障害厚生年金等が支給される場合の調整率の改正を行うものであります。 

 議第26号 輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例について及び議第27号 輪之内町常勤の特別職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、平成27年度の人事院勧告による職員の給与改正

に合わせて期末手当を改正するものであります。 

 議第28号 輪之内町職員の給与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27年度の人事院勧告による勤勉手当及び給料表等の改正と地方公務員法の改正によ

り、級別基準職務表を条例で定めるものであります。 

 議第29号 輪之内町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

の一部を改正する条例につきましては、地方公務員法の改正により、級別基準職務表を

条例で定めるものであります。 

 議第30号 輪之内町職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例の制定につきま

しては、条例上は存置され、実際の運用のない職員の特殊勤務手当を廃止するものであ
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ります。 

 議第31号 輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして

は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正によるものであります。 

 議第32号 大垣地域公平委員会の共同設置に関する規約の変更に関する協議につきま

しては、行政不服審査法の施行に伴い、規約の一部を改正するものであります。 

 議第33号 町道路線の認定につきましては、道路法の規定により、その手続を行うも

のであります。 

 以上をもちまして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） 

 日程第６、議第１号 輪之内町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることにつ

いてを議題とします。 

 教育参事から議案説明を求めます。 

 松井均君。 

○教育参事（松井 均君） 

 それでは、お手元の議案書の１ページをよろしくお願いしたいと思います。 

 議第１号 輪之内町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて。地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第４条第１項の規定に

より、輪之内町教育委員会教育長に下記の者を任命したいので、議会の同意を求める。

平成28年３月４日提出、輪之内町長。 

 住所は、大垣市林町９丁目83番地１、氏名、箕浦靖男、生年月日、昭和21年５月22日、

任期は、平成28年４月１日から平成31年３月31日の３年間ということでございます。 

 略歴を申し上げます。箕浦靖男氏は、岐阜大学教育学部地学科を昭和44年３月に卒業

後、同年４月から教職につかれ、笠原町立笠原小学校教諭を皮切りに、平成10年４月に

養老町立日吉小学校校長に就任され、平成13年４月に輪之内町立仁木小学校校長に就任

されました。また、平成16年４月に輪之内町立輪之内中学校校長に就任され、平成19年

３月に退職をされました。現在は、その後、輪之内町の社会教育指導員として活躍をし

ておみえになります。学校教育、社会教育として経験豊富な方でございます。 

 簡単ではございますが、以上で御説明を終わらせていただきます。よろしくお願いを

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） 
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○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１号の討論を行います。 

 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１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、これに同意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１号 輪之内町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることに

ついては、同意することに決定いたしました。 

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

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第７、議第２号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）についてを議

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２号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）について説明

を申し上げます。 

 お手元に配付の議案２ページをお開きください。 

 議第２号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）。平成27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、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

3,951万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42億7,845万3,000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。 

 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
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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。 

 地方債の補正、第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。平成28年

３月４日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 ３ページから６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。 

 ７ページの第２表をごらんください。 

 繰越明許費補正の内容について御説明をいたします。 

 款総務費、項総務管理費、電子計算処理事業の4,006万円は、情報セキュリティ強化

対策実施に係る費用。 

 同じく教育費、小学校費、学校施設整備管理事業（教委）の２億7,970万円は、仁木

小学校大規模改修と３小学校の屋内運動場天井落下対策に係る費用。 

 同じく教育費、中学校費、学校施設設備管理事業（教委）の6,749万円は、屋内運動

場天井落下防止対策に係る費用を平成28年度に繰り越して事業を執行するために補正す

るものでございます。 

 次に、８ページの第３表をごらんください。 

 地方債補正の内容について御説明を申し上げます。 

 １．総務管理費債580万円は、情報セキュリティ強化対策事業を実施するため、新た

に追加するものでございます。この事業は、平成27年12月18日に閣議決定されました平

成27年度国の補正予算（第１号）の対象事業でありまして、国庫補助金を受け、また地

方債を発行することにより、元利償還金の50％が普通交付税の基準財政需要額に算入さ

れ、有利であることから発行するものでございます。 

 ２．学校教育施設等整備事業債は、仁木小学校大規模改修事業実施に係るもので、１

期工事については当初予算で御議決をいただきました7,060万円を発行する予定でござ

いましたが、年度末の財源確保に鑑みまして、借り入れをしなくても財源が確保できた

ため、7,060万円減額し、かわりに第２期の仁木小学校の大規模改修工事が１番の総務

管理費債と同様に、国の27年度補正予算（第１号）の対象事業であるということですか

ら、補助裏分として新たに6,410万円を発行する予定でございます。 

 ３番目、全国防災事業債１億1,380万円は、12月議会で御議決をいただきました１億

1,500万円から、執行済みである屋内運動場天井等耐震点検委託料分に相当する起債額

120万円は、同じく借り入れをしなくても財源が確保できるため、120万円を減額した残

りの１億1,380万円の借り入れをしようというものでございます。 

 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をいたします。別添

の事項別明細書をごらんください。 

 まず初めに、歳出予算の補正につきましては、平成27年度の事業がほぼ完了に近づい

てまいりましたので、各課、それぞれ事業の進捗状況と予算の執行状況との精査を行い
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まして不用額を計上したものでございます。 

 それでは、予算の増額をお願いしたいものにつきまして、その概要を説明いたします。 

 22ページをお開きください。 

 款1.項1.目1.議会費の議員期末手当20万3,000円は、人事院勧告により期末・勤勉手

当の支給月数が4.10月から4.20月に引き上げられたことにより、相当分を増額計上した

ものでございます。 

 続きまして、23ページでございます。款2.総務費、項1.総務管理費のうち、目2.人事

管理費の期末・勤勉手当63万8,000円は、議会費と同様に支給月数の引き上げにより計

上したものでございます。 

 次に、24ページをお開きください。目7.財産管理費の工事請負費３万9,000円は、介

護サービス窓口事務の一元化を図るため、地域包括支援センターがありますふれあいセ

ンターから庁舎福祉課への移転を考えておりまして、その内線電話を増設するための費

用を計上したものでございます。 

 次に、8.基金費のうち、財政調整基金積立金は、歳入額と歳出額を調整するために68

万4,000円を積み立てしようとするものでございます。 

 公共施設等整備基金積立金は、今後の小学校の大規模改修事業や防災拠点の整備事業

など大型事業に対応するため、400万円を積み立てしようというものでございます。 

 土地基盤整備基金積立金の50万円は、歳入の財産収入のうち、土地基盤整備基金利子

の増に伴い、当該積立金を計上したもので、その金額については、基金管理上50万円単

位といたしております。 

 ふるさと応援基金積立金の1,054万円は、平成28年度は８名によりまして合計1,054万

円の寄附を受けましたので、これを基金に積み立てようというものでございます。 

 次に、25ページをお開きください。目11.電子計算費の情報セキュリティ強化対策委

託料1,977万5,000円、情報セキュリティ強化対策備品購入費2,028万5,000円につきまし

ては、総務大臣からの要請に基づきまして自治体情報セキュリティー対策の抜本的強化

に取り組むもので、具体的には、個人番号制度専用のネットワークを構築するため、物

理的に個人番号利用系、ＬＧＷＡＮ系、インターネット系を分断したネットワークの構

築、また機器の利用者が正規の利用者かどうかを判断するための認証手段として、ＩＤ

パスワードのほかに、静脈認証等を組み合わせた二要素認証機能の導入等をするもので

ございます。また、既存の事務用機器と同様に個人番号利用系においても、さらに情報

持ち出しの制限をするシステムを導入するため、合計4,006万円を計上するものでござ

います。なお、この事業の一部につきましては、地方債補正で御説明させていただきま

した国の補正予算（第１号）で予算化されたことによりまして、国庫補助金と地方債を

充当して実施するものでございます。 

 次に、27ページをお開きください。款2.項3.目1.戸籍住民基本台帳費の時間外勤務手
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当10万2,000円、臨時職員賃金３万6,000円、個人番号カード関連事務交付金ということ

で地方公共団体情報システム機構への交付金165万7,000円は、歳入においてですが、国

の補正予算で個人番号カード関連事務の交付金が予算化されましたため、国庫補助金が

定額ベースで地方公共団体にそれぞれ交付されることから、その同額を事務に充当する

ため、それぞれ時間外勤務手当、臨時職員賃金、交付金に計上したものでございます。 

 次に、32ページをお開きください。款3.項2.目1.高齢者福祉総務費の介護システム移

設工事費93万9,000円は、24ページの先ほど目7.財産管理費で御説明させていただきま

したが、地域包括支援センターをふれあいセンターから庁舎福祉課へ移転させる計画で

ございますが、介護保険システムの移設に係る費用を計上したものでございます。 

 また、後期高齢者医療療養給付費負担金191万4,000円は、医療費の高騰により岐阜県

全体で約70億円の予算の不足が生じており、そのうち一部は県の広域連合内の繰越金等

の内部留保の財源を充当して補いましたが、それでも約31億円が不足するため、国が６

分の４、県が６分の１、市町村が６分の１に相当する額を負担するために増額をするも

のでございます。 

 次に、34ページをお開きください。項3.目4.児童福祉施設費の扶助費の多子世帯病

児・病後児保育利用料助成金７万2,000円は、町内の保育園で保育することができない

病気等の児童を当町と協定を締結している羽島市と海津市の保育所に保育を依頼する費

用の一部を助成するものでございますが、３人以上の児童を養育している世帯が対象と

なりまして、助成対象者が見込まれることから計上するものでございます。 

 次に、37ページをお開きください。款5.項1.目1.耕種農業費の社会保険料１万6,000

円、臨時職員賃金12万円は、職員が出産により育児休業を取得しましたので、休日のイ

ベント等には代替として臨時職員が勤務したことにより、不足見込み額を計上したもの

でございます。 

 次に38ページでございますが、目7.町民センター管理費の光熱水費25万6,000円は、

水道料金について、今年度第１期から３期分までの使用実績と今後の使用見込みを勘案

して、不足見込み額を計上したものでございます。 

 次に、目8.農地総務費の社会保険料6,000円、臨時職員賃金13万2,000円は、先ほどの

耕種農業費と同様に、休日のイベント等で臨時職員が勤務したことによりまして不足見

込み額を計上したものでございます。 

 また、ふるさと農村活性化対策事業委託料１万5,000円は、当基金の運用益の増加に

伴い、委託料を増額するものでございます。 

 次に、41ページをお開きください。款7.項2.目3.道路新設改良費の土地購入費158万

1,000円は、福束中沼道路改良について境界が画定して買収する土地の測量を行った結

果、面積がふえたため、不足額を計上するものでございます。 

 次に、45ページをお開きください。款9.項1.目1.教育委員会費の会議録作成業務委託
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料12万1,000円は、教育委員会の開催実績等に基づき、不足額を計上したものでござい

ます。 

 次に、46ページでございます。項2.目1.小学校管理費の仁木小学校大規模改修工事監

理業務委託料369万4,000円、小学校修繕工事費の１億4,206万3,000円は、繰越明許費補

正、地方債補正でも御説明させていただきましたが、仁木小学校の大規模改修の２期分

が国の補正予算に該当しましたため、今補正予算に計上して28年度に繰り越すものでご

ざいます。なお、工事費につきましては、繰り越して28年度に施工する２期分１億

7,000万円から、今年度施工した１期分の不用額2,793万7,000円を差し引いた額は１億

4,206万3,000円となります。 

 次に、49ページをお開きください。項5.目1.社会教育総務費の管理用備品購入費12万

3,000円と加納良造学術文化振興基金積立金９万円は、基金運用益の増額に伴いまして

増額をお願いするものでございます。なお、当該積立金の金額につきましては、当基金

条例の第３条の運用により生じた差益のうち、２分の１に相当する金額は基金に繰り入

れるものとするという規定によるものでございます。 

 次に、50ページの公債費のうち、元金の長期債元金73万8,000円は、借り入れ期間20

年、10年利率見直し方式で、平成16年度に発行した減収補填債と地域再生事業債の返済

が平成26年度末に前10年を終了いたしまして、平成27年度の年度当初に、後の10年につ

いて元利償還金の再計算がありました。その結果、現況の貸付利率の適用によりまして

返済する総額は減りましたけれども、元利均等償還の再計算、すなわち元金と利子の割

り振りの再計算によりまして、元金の中で１回当たりの返済額がふえましたので、不足

額を計上するものでございます。 

 戻りまして、歳入の補正について、町税の税収見込みのほか、県税等を原資として交

付金の確定や、算定基礎となる歳出事業費の確定により、連動する補助金や交付金を補

正するものが主なものでございます。 

 歳入のうち、増額補正をお願いする主な1,000万円以上のものを順次説明いたします。 

 ６ページをお開きください。 

 款9.項1.目1.地方交付税、普通交付税9,970万円は、現在まで留保しておりました相

当額を計上したものでございます。 

 ８ページをお開きください。款12.項1.目2.民生使用料のうち、保育園使用料7,155万

8,000円は、子ども・子育て支援法の改正によりまして、徴収根拠が負担金から施設の

利用料として取り扱うよう変更になりましたので、科目を変更するものでございます。 

 10ページをお開きください。款13.項2.目4.教育費国庫補助金の公立学校施設整備費

補助金3,212万8,000円は、歳出でも御説明させていただきました仁木小学校大規模改修

工事に係るもので、繰り越して28年度に施工する２期の大規模改修3,255万円から、今

年度施工した１期分の不用額42万2,000円を差し引きした分を計上したものでございま
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す。 

 少し飛んで、16ページをお開きください。款16.項1.目4.総務費寄附金のふるさと応

援寄附金1,054万円は、歳出でも御説明させていただきましたが、８名の方より寄附を

受けた額と合わせるためにこちらで増額をするものでございます。 

 次に、18ページをお開きください。款18.項1.目1.繰越金の9,439万5,000円につきま

しては、補正予算時にその財源として充当してまいりましたが、今補正予算においては、

留保している分を全額計上したものでございます。 

 続いて、先ほどまでとは逆に、歳入のうち減額補正をお願いする主な1,000万円以上

のものを御説明いたします。 

 戻って恐縮でございますが、７ページをお開きください。 

 款11.項1.目1.民生費負担金の保育料6,869万9,000円の減額は、先ほど８ページの保

育料、使用料で御説明させていただきましたが、子ども・子育て支援法の改正に伴い、

科目を組み替えたことによりまして全額を減額するというものでございます。 

 少し飛んで、13ページをお開きください。款14.項2.目4.農林水産業費県補助金の機

構集積協力金補助金2,689万6,000円の減額は、岐阜県内で申請団体が多く、農用地を新

規に集積した分しか対象にならなかったために減額をするものでございます。 

 少し飛んで、17ページをお開きください。款17.項1.目1.財政調整基金繰入金１億

3,950万5,000円減、目2.その他特定目的基金繰入金の土地基盤整備基金繰入金1,244万

2,000円減、公共施設等整備基金繰入金１億円の減額は、いずれも平成27年度の財源と

して計上していた予算でございますけれども、今回の補正予算で歳入予算の増額や歳出

の不用額の計上等によりまして財源全体を見直した結果、基金を繰り入れしなくても財

源確保のめどが立ったことから、繰り入れの全額を中止したものでございます。 

 以上で、平成27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。御審

議いただきますようお願いいたします。 

○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） 

 毎度お尋ねしていることで恐縮ですけれども、年度末になってかなり財源にゆとりが

出てきたということで、繰越金、あるいは地方交付税などの留保金、そのまんま剰余金

として出ていっているというような感じですけれども、こういう状況を見てみると、財

源にはかなりゆとりがあ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
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考え方、どのように認識しておられるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 かなり財源に余裕があるんではないかというお尋ねでございますが、先ほども御説明

いたしましたが、例えば普通交付税、そして今までの繰越金を留保した分を今回出させ

ていただきました。 

 片や、先ほど最後に説明いたしましたが、基金の繰入金、17ページに記載してござい

ますが、財調で１億3,950万5,000円、そして土地基盤整備で1,244万2,000円、公共施設

基金の繰入金１億円、この財源をもって相殺したということでございまして、端的に簡

単に申し上げますと、一般家庭でいうと、事業をするのに定期預金を崩す予定でおった

と、ところがいろいろ切り詰めてやった、そしてその結果、財源が生まれた。そこで、

わざわざ定期預金を崩さなくても、その家庭の普通に回せるお金の中で運用ができたと

いうことで、普通の家庭であれば、皆さん多分そういうふうに、お金はあるんだけれど

も、わざわざ定期預金を崩して、またほかの事業をやるというようなことは、なかなか

考えにくいのではないかというふうに思います。 

 私どもも常々申し上げておりますが、27年度においても当初計画した事業は遂行させ

ていただいたわけでございます。その中で、さらにもっとほかにということでございま

すが、それについては28年度以降の予算に盛り込んでおりますので、そういった関係で

財政的に健全な運用を心がけてまいった結果というふうに私は認識をしておるところで

ございます。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） 

 大体趣旨はそのようなことだろうというふうに思いますけれども、今、金利が日銀の

マイナス金利というように、一般の預金においても0.何％というような低金利状態であ

る。低金利状態であるということは、要するにマイナス金利政策そのものも、需要をい

かにふやすかというのが国の政策でもあろうかというふうに思うわけですね。そのため

に金利を下げてどんどん使ってくださいというようなことを言っているわけであって、

基金を繰り入れないようにしたということですけれども、これは結局、預金をそのまま

温存していくということになるわけですけれども、やはり今、この景気回復の観点から

も、もっと旺盛な事業を展開してもいいんではないかというふうに思うわけなんですけ
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れども。 

 今、地元からのいろんな要望があるんであれば、こういう金利の低いときにこそ、ど

んどん町民の要望に応えていくべきではないかというふうに思っておるわけですけれど

も、ただ、基金を取り崩さなくて済んだからよかったんじゃなくて、やはり当初予算で

これだけの財政支出を予定していたんであれば、ゆとりができた分は、その分事業を拡

大するという姿勢が必要ではないかなと思うわけですけれども、その辺の見解を改めて

お伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 再度の御質問でございますが、金利等の関係でもっと事業を活発にやったらどうかと

いうことでございますが、先ほども申し上げましたけれども、例えば28年度に繰り越し

てやる事業につきましても、相応の起債の発行予定をしております。こういった事業を

展開してまいりますので、私どもは何が何でも基金を崩さずにやりたい、できれば、例

えば繰り上げ償還まで持っていきたいとか、そういうふうにかたくなに考えておるわけ

ではございません。その辺は柔軟に考えておりまして、本当に今やるべきことに優先順

位をつけて取り組んでおるところでございまして、それが優先順位が高いのは小学校の

大規模改修等ということになってまいります。そのほかにも重々、町民の方の御要望が

あるということは十分認識しておりますので、今後、こういった限られた財源の中で取

捨選択という、言葉としては簡単なふうに言えますけれども、本当に皆さんが望んでみ

える事業を掘り下げて捉えてやりたいというふうに考えております。以上です。 

○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。 

 ただいま議題となっています議第２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２号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第４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。 

（「休憩」の声あり） 

○議長（髙橋愛子君） 
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 暫時休憩いたします。 

（午前10時20分 休憩）  

（午前10時31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。 

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

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第８、議第３号 平成27年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）を議題とします。 

 住民課長から議案説明を求めます。 

 岩津英雄君。 

○参事兼住民課長（岩津英雄君） 

 議案書９ページをお開きください。 

 議第３号 平成27年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）。平成

27年度輪之内町の国民健康保険事業特別会計補正予算（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22万

5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億2,712万8,000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28年３月４日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長。 

 10ページ、11ページには、その第１表 歳入歳出予算補正、款項別の補正額を記載し

ております。 

 詳細については、事項別明細書により説明させていただきます。 

 明細書１ページをお開きください。これは款別の補正額の金額を示しております。 

 歳入から説明させていただきます。 

 款8.項1.目1.利子及び配当金８万3,000円、基金預金利子を増額するものでございま

す。 

 ４ページに移ります。款9.項1.目1.一般会計繰入金14万2,000円の増額です。人勧に

基づきまして、職員の給与費として繰り入れるものでございます。 

 歳出に移ります。５ページをお開きください。 

 款1.項1.目1.一般管理費14万2,000円、先ほど申しました人勧に基づきまして、職員

手当等、共済費を増額するものでございます。 

 ６ページに移ります。款10.項2.目1.財政調整基金費８万3,000円、これは国民健康保
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険基金へ積み立て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。 

（「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。 

 ただいま議題となっています議第３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３号 平成27年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）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９、議第４号 平成27年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）及び日程第10、議第５号 平成27年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算

（第１号）を一括議題とします。 

 福祉課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○福祉課長（田中久晴君） 

 それでは、議案書の12ページをお開きください。 

 議第４号 平成27年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。平成27

年度輪之内町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１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から歳入歳出それぞれ278

万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,721万1,000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28年３月４日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長。 

 次の13ページ、14ページは、第１表 歳入歳出予算補正でございます。款項別の補正

額が示されたものでございますので、詳細につきましては事項別明細書により説明をさ
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せていただきます。事項別明細書の３ページをお開きください。 

 歳入より説明をさせていただきます。 

 款1.項1.目1.特別徴収保険料で292万4,000円の減額と、目2.普通徴収保険料で101万

6,000円を増額するものでございます。平成27年度の保険料の収入見込み額により、そ

の見込み額を計上させていただいているものでございます。 

 ４ページ、款3.項1.目1.保健事業費委託金で67万2,000円の減額でございます。すこ

やか健診、さわやか健診の実績見込みにより収入見込み額を計上しておるものでござい

ます。 

 ５ページ、款4.項1.目1.一般会計繰入金で40万5,000円の減額です。後期高齢者特別

会計の歳入歳出の見込みにより、事務費繰入金の不用額及び後期高齢者医療広域連合へ

納付する保険基盤安定繰入金の確定により、減額分の合計金額40万5,000円を減額の計

上するものでございます。 

 ６ページ、款5.項1.目1.繰越金で、こちらにつきましては保留しておりました前年度

の決算による繰越金によるもので、３万1,000円を計上するものでございます。 

 ７ページ、款6.項4.目1.雑入は、後期高齢者医療広域連合からの平成26年度保健事業

負担金の精算に伴う還付金の収入見込みとして計上するものでございます。 

 次に、歳出の説明をさせていただきます。８ページをお開きください。 

 款2.項1.目1.後期高齢者医療広域連合納付金で、こちらは歳入にありました保険料見

込み額と保険基盤安定繰入金の減額分、そちらを合わせて216万9,000円減を計上するも

のでございます。 

 ９ページ、款3.項1.目1.保健事業費は、ぎふ・すこやか健診、それとさわやか健診の

実績見込み額により、また国保連合会のデータ処理、管理手数料及び健診費用委託料の

不用額で62万円を減額するものでございます。 

 続きまして、児童発達支援事業特別会計のほうに移らせていただきます。議案書の15

ページをお開きください。 

 議第５号 平成27年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第１号）。平成

27年度輪之内町の児童発達支援事業特別会計補正予算（第１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204万

7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,604万7,000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。平成28年３月４日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長。 

 次の16ページ、17ページは、第１表 歳入歳出予算補正でございます。こちらも款項

別の補正額が示されたものでございますので、詳細につきましては、事項別明細書によ
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り説明をさせていただきます。 

 それでは、事項別明細書３ページでございます。歳入より説明をさせていただきます。 

 款1.項1.目1.児童発達支援費は、今年度の収入見込みにより26万3,000円を計上する

ものでございます。 

 ４ページ、款4.項1.目1.繰越金で、こちらも保留しておりました前年度の決算による

繰越金178万4,000円を計上するものでございます。 

 次に、歳出を説明させていただきます。５ページをお開きください。 

 款2.項1.目1.児童発達支援事業費で204万7,000円を追加するものでございます。その

うち４万7,000円につきましては、人事院勧告に基づく期末・勤勉手当が引き上げられ

たことによるものでございます。 

 同じく積立金の200万円は、輪之内町公共施設等整備基金条例に基づき、今後の施設

整備に必要な経費に充てるべく基金に編入するものでございます。 

 以上で、両特別会計の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） 

 これから一括質疑を行います。 

 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。 

 ただいま議題となっています議第４号及び議第５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４号 平成27年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）、議第５号 平成27年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第１号）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11、議第６号 平成27年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号）及び日程第12、議第７号 平成27年度輪之内町水道事業会計補正予算

（第１号）を一括議題とします。 
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 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、議案書の18ページをお願いいたします。 

 議第６号 平成27年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）。平成27年度輪之内町の特定環境保全公共下水道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。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,894万6,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億8,124万6,000円と定める。 

 ２．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。 

 第２条の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。平成28年３月４日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長。 

 22ページをお開きください。第２表の地方債補正につきましては、事業費確定により、

特定環境保全公共下水道事業債3,500万円の減額でございます。起債の方法、利率、償

還の方法につきましては、記載のとおりでございますので省略させていただきます。 

 それでは、お手元に配付してございます事項別明細書により説明を申し上げます。 

 今回の補正は、補助金等の決定並びに事業内容の変更及び精査による不用額を見込み、

補正を行いましたので、よろしくお願いいたします。 

 まず、歳出の11ページから説明をさせていただきます。 

 款1.公共下水道費、目1.特定環境保全公共下水道建設費でございますが、職員手当等

につきましては、平成27年人事院勧告によります人件費を増額しております。節8.報償

費につきましては、受益者負担金の前納者が多かったこと、また新規加入による受益者

負担金の増額でございます。13.委託料の455万円減額につきましては、下水道事業の変

更認可業務と工事積算業務の請負差金によるものでございます。14.使用料及び賃借料

は、水道メーター検針に係るハンディターミナルの機器賃借料と情報システム賃借料の

精査並びに差金による減額でございます。15.工事請負費の5,000万円減額につきまして

は、国庫補助決定額によるものでございます。22.補償、補填及び賠償金につきまして

は、不用額による減額でございます。 

 目2.浄化センター管理費では、120万4,000円の減額でございます。その詳細となりま

すが、節11.需用費につきましては30万円減で、消耗品費、光熱水費の精査による減額

でございます。12.役務費につきましては、不用額による減額でございます。13.委託料

80万4,000円の減額は、請負差金と不用額によるものでございます。 

 目3.特定環境保全公共下水道事業整備基金費につきましては、補正額はございません

けれども、財源内訳の変更でございます。 
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 続きまして、12ページでございますが、款2.公債費、目2.利子161万3,000円の減額に

つきましては、平成26年度の借入金の減によるもの及び財源内訳の変更でございます。 

 続きまして、歳入でございます。３ページをお願いいたします。 

 款1.分担金及び負担金、目1.下水道事業受益者負担金でございますが、585万1,000円

の増額でございます。 

 ４ページをごらんください。款2.使用料及び手数料、目1.下水道手数料につきまして

は、排水設備指定業者手数料を当初10件見込んでおりましたが、17件で、７件の増でご

ざいます。督促手数料については、１万3,000円の追加でございます。 

 項2.使用料の目1.下水道使用料につきましては、800万円の増額でございます。 

 款3.国庫支出金、目1.特定環境保全公共下水道費国庫補助金につきましては、国庫補

助金額の確定により減額するものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。款4.県支出金、目1.特定環境保全公共下水道費県補助

金につきましては、特定基盤整備推進交付金219万3,000円の追加でございます。 

 款5.財産収入、目1.利子及び配当金につきましては、基金利子で４万1,000円の追加

でございます。 

 ８ページをお願いいたします。款7.繰越金は、487万1,000円の追加でございます。 

 ９ページでございますが、款8.諸収入、項1.預金利子、目1.預金利子については、

1,000円の追加でございます。 

 同じく項2.雑入、目1.雑入、下水道の研修参加負担金の還付金１万4,000円の増額で

ございます。 

 款9.町債、目1.特定環境保全公共下水道事業債につきましては、事業費の確定により

まして3,500万円の減額をしております。 

 続きまして、水道事業会計の補正でございます。議案書の23ページをお願いいたしま

す。 

 議第７号 平成27年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）でございますが、第

１条、平成27年度輪之内町の水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 第２条、収益的収入及び支出の補正を、収入、第１款水道事業収益、第１項営業収益

200万1,000円の増は、水道使用料を増額するものでございます。 

 支出、第１款水道事業費、第１項営業費用は、動力費（電気代金）と総係費で443万

8,000円を減額し、第２項営業外費用は、再計算により消費税額がほぼ確定したことに

よる減額、73万9,000円でございます。 

 第３条の資本的収入及び支出の補正の収入、第１款第１項の工事負担金100万円の減

額は、消火栓設置・移設工事負担金の減額でございます。 

 支出、第１款第１項建設改良費140万6,000円の減額は、設計委託料の確定によります
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不用額を減額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。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これから一括質疑を行います。 

 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。 

 ただいま議題となっています議第６号及び議第７号は、お手元に配りました議案付託

表のとおり、総務産業建設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６号 平成27年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）及び議第７号 平成27年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）

は、総務産業建設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13、議第８号 平成28年度輪之内町一般会計予算を議題とします。 

 参事から議案説明を求めます。 

 岩津英雄君。 

○参事兼住民課長（岩津英雄君） 

 それでは、平成28年度輪之内町予算書に基づきまして御説明申し上げます。よろしく

お願いいたします。 

 議第８号 平成28年度輪之内町一般会計予算の説明を申し上げます。 

 平成28年度輪之内町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40億8,400万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 第２条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 第３条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 
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 第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、２億円と定める。 

 １枚はねていただきまして、第５条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定に

より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第１号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成28年３月４日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 ３ページから７ページまでは、第１表としまして歳入歳出予算、款項別に予算額をお

示ししております。 

 ８ページをお開きください。第２表 債務負担行為、農業企業化資金利子補給、土地

改良事業に係る元利補給、輪之内町土地開発公社が借り入れる企業誘致事業資金に対す

る債務の損失補償、農業経営基盤強化資金利子補給について債務負担行為を行ってまい

ります。期間、限度額につきましては、記載のとおりであります。 

 第３表 地方債、９ページに移ります。起債の目的といたしましては、普通交付税の

不足分として借りるものですけれども、１．臨時財政対策債１億7,750万円、２．県防

災無線の整備のために借り入れるものでございますが、緊急防災・減災事業債1,160万

円、３．小中学校空調設備設置事業債4,380万円、４．仁木小学校太陽光発電設備設置

事業債2,440万円、計２億5,730万円でございます。起債の方法等については、記載のと

おりでございます。 

 それでは、事項別明細書に基づきまして説明させていただきます。11ページをお開き

ください。 

 歳入歳出予算事項別明細書。 

 合計額としましては１億8,900万円の増額となっております。これは、前年度当初予

算は骨格予算でありました。単純に比較はできませんけれども、そのようになっており

ます。 

 前年より増額した款は、８番地方特例交付金、９番地方交付税、12番使用料及び手数

料、14番県支出金、15番財産収入、17番繰入金でございます。それから、19番の諸収入、

そして20番の町債も増額いたしております。 

 歳出について御説明申し上げます。 

 ２の総務費、それから３の民生費、５の農林水産業費、７の土木費、８の消防費、10

の公債費、これらが増額しております款でございます。 

 14ページに移ります。予算構成比がここに款別に示してございます。左のほうの歳入

につきましては、１位が町税33.63％、２位が９番の地方交付税22.28％、３位が17の繰

入金8.79％でございます。 

 歳出につきましては、１番多いのは３番の民生費26.5％、２番目に多いのは２番の総
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務費の23.8％、９番の教育費は３位でございまして、12.19％でございます。 

 それでは、15ページをお開きください。歳入から御説明申し上げます。 

 款1.項1.目1.個人でございまして、この住民税の計上に当たりましては、27年度の見

込みをもとに、地方財政計画並びに徴収率等を考慮し、計上いたしました。個人のほう

では、民間給与総額の増、それから人勧による増によりまして772万円の増。 

 法人につきましては、法人税が12.3％から9.7％に引き下げられた、それと町内主要

企業20社のヒアリングを踏まえました結果、2,763万4,000円の減額でございます。 

 項2.固定資産税、目1.固定資産税でございますが、償却資産の伸び率の減少などを見

込みまして161万3,000円を減額するものでございます。 

 16ページへ移ります。項3.目1.軽自動車税、これは新規に取得する軽自動車の税率を

引き上げる、これによって293万4,000円の増となっております。 

 項4.目1.町たばこ税、旧３級品以外の本数が減少傾向にあることから191万8,000円の

減でございます。 

 款２から款10までは地方財政計画を参考に、当町の27年度の実績を踏まえながら計上

させていただいております。 

 24ページをお開きください。款9.項1.目1.地方交付税でございます。普通交付税で

4,000万円の増、特別交付税で3,000万円の増、合わせて7,000万円の増を計上しており

ます。 

 それから、26ページに飛びます。款11.項1.目1.民生費負担金でございますが、広域

保育以外の保育料、これは認定こども園利用料として使用料に予算を組み替えたために

6,900万1,000円の減額でございます。 

 目2.教育費負担金でございますけれども、留守家庭の利用者の増によりまして43万

8,000円の増となっております。 

 27ページに移ります。款12.項1.目2.民生使用料でございますけれども、負担金で説

明しましたように、保育料をこども園の利用料に予算を組み替えたことによりまして

7,066万5,000円の増額となっております。 

 それから、29ページへ移ります。款13.項1.目1.民生費国庫負担金でございます。こ

れは保険基盤安定負担金による増と、それから子どものための教育・保育給付費負担金

の増によりまして435万4,000円の増となっております。 

 30ページに移ります。項2.目1.民生費国庫補助金でございます。年金生活者等支援臨

時福祉給付金は新規でございまして、これの増によりまして969万3,000円の増額となっ

ております。 

 それから、目3.土木費国庫補助金につきましては、防災安全社会資本整備総合交付金

事業の増によりまして1,838万4,000円の増額となっております。 

 ４の教育費国庫補助金につきましては、公立学校施設整備費補助金の減額、仁木小学
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校に係るものでございましたんですけれども、それの減額によりまして2,892万1,000円

減となっております。 

 ５の総務費国庫補助金につきましては、社会保障・税番号システム整備費の減、それ

から個人番号カード交付事業の減によりまして604万5,000円を減額するものでございま

す。 

 32ページをお開きください。款14.項1.目2.民生費県負担金でございますけれども、

国庫負担金のところで申し上げましたとおり、保険基盤安定負担金の減によりまして

136万1,000円を減額するものでございます。 

 項2.県補助金でございますけれども、総務費県補助金につきましては、市町村自主運

行バス運行費補助金は、輪之内・羽島線のみが対象となったために244万9,000円を減額

するものでございます。 

 33ページに移ります。３番の衛生費県補助金、地域協働水質改善事業費が増加したた

めに136万3,000円の増。 

 ４の農林水産業費県補助金につきましては、機構集積協力金補助金の増と、それから

新規に青年就農給付金がありますために3,862万5,000円の増。 

 ５の土木費県補助金につきましては、農道整備事業補助金、それから新規でございま

すけれども、快適なふるさとづくり事業補助金は、本戸の修景事業でございます。これ

らによりまして1,196万6,000円の増。 

 ６の教育費県補助金につきましては、予算の組み替えによりまして、子ども・子育て

支援交付金が国庫補助金から県の補助金に移りましたことによって403万円の増となっ

ております。 

 次に、34ページをお開きください。委託金、項3.委託金の目1.総務費委託金でござい

ます。今年度、参議院議員、岐阜県知事選挙、これらがふえております。前年度には国

勢調査がございましたので、これが減額となり、トータルで257万9,000円の増というこ

とでございます。 

 38ページに飛びます。款17.項1.目1.財政調整基金繰入金6,552万4,000円の増額でご

ざいます。 

 その他特定目的基金繰入金は、842万6,000円の増ということになっております。 

 41ページに飛びます。款19.項4.目1.民生受託事業収入でございまして、包括的支援

事業の受託収入がふえております。地域包括ケアシステムの構築によりまして602万

6,000円の増ということでございます。 

 42ページへ飛びます。款19.項5.目5.雑入でございます。今年度、福束輪中土地改良

区の総代選挙がありますので、その委託金がふえております。それから、住民雑入のほ

うでリサイクル材料売却代、これは実績によりましてふやしております。合わせまして

384万3,000円の増でございます。 
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 44ページをお開きください。款20.項1.目2.消防費債でございますけれども、1,160万

円の増でございます。これは先ほど申し上げましたとおり、県防災無線の更新に係るも

のでございます。 

 歳出に移ります。45ページをお開きください。 

 款1.項1.目1.議会費でございますが、共済費におきまして、その掛金率が減少したと

いうことから454万1,000円の減額でございます。 

 次に、46ページへ移ります。款2.項1.目1.一般管理費でございます。臨時職員の社会

保険料、賃金の増によりまして354万8,000円の増。 

 47ページへ移ります。目2.人事管理費でございますけれども、教育長の給料が新たに

追加され、そして人事院勧告による給与、ボーナスの増加、これによりまして2,967万

6,000円の増ということでございます。 

 48ページへ移ります。目4.文書費、社会保障・税番号制度の業務委託が前年にござい

ました。これがなくなったことにより203万円の減となっております。 

 目5.財政管理費でございますが、新規に公会計システム対応業務委託を行いたいとい

うこと、それから固定資産台帳作成コンサルタントの委託の増によりまして533万8,000

円の増となっております。 

 目7.財産管理費でございますけれども、需用費のところで燃料費の単価の減、それか

ら前年は公用車１台を購入したということから264万1,000円の減となっております。 

 50ページに移ります。目9.企画費でございますけれども、ここで増額しております理

由は、52ページを見ていただきたいと思います。この補助金の中で総合戦略に掲げる事

業が上がってきております。103番から107番までですけれども、就職・転職フェア開催

費の補助金、それから育児休業の助成金、三世代同居・近居の助成金、創業・第二創業

の助成金、インナービューティー＆農業コラボ実行委員会の補助金、これらの増により

まして694万5,000円の増となっております。 

 53ページに移ります。目11.電子計算費でございますが、セキュリティー強化のため

二要素認証機能を追加するため、システム保守、それから修正の委託料の増額、それか

ら中間サーバー接続端末の借り上げ料、コンピューター機器借り上げ料の増、これらで

942万円の増額となっております。 

 55ページへ移ります。項2.目1.税務総務費でございます。委託料におきましては、

101番でございますけれども、航空写真の更新による家屋データ等の作成委託を今年度

はやりたいということでふえております。それから、102の土地鑑定評価の中には平成

30年度の評価がえに係る鑑定評価の委託料がふえておりまして、償還金、利子及び割引

料におきましては、実績により500万円の減となっております。トータルで51万7,000円

の増となっております。 

 57ページをお開きください。項3.目1.戸籍住民基本台帳費でございます。交付金です
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けれども、個人番号カード関連事務交付金の減によりまして268万3,000円の減となって

おります。 

 58ページをお開きください。参議院議員通常選挙費、今年度、参議院議員通常選挙、

７月実施予定でございますけれども、516万4,000円の増。 

 それから、次のページの４番、福束輪中土地改良区総代選挙費でございますが、平成

28年９月30日に任期満了に伴うものでございまして、271万8,000円の増。 

 それから、岐阜県知事選挙費ですけれども、平成29年２月５日、任期満了に伴う選挙

でございますが、455万3,000円の増ということになっております。 

 60ページに移ります。項5.目2.経常指定統計費でございますけれども、経済センサス

を実施するということから57万7,000円の増。 

 目3.臨時指定統計費でございますけれども、前年は国勢調査があったことから、今年

度、335万8,000円の減額となっております。 

 62ページへ飛びます。款3.項1.目1.社会福祉総務費でございます。交付金でございま

すけれども、これは63ページのほうに掲げてございますけれども、102の低所得高齢者

給付金、それから低所得障害・遺族基礎年金受給者給付金、これらが新規で追加された

ものでございます。それぞれ１人当たり３万円で計上しておりまして、2,264万円の増

ということでございます。 

 65ページへ移ります。目4.福祉医療費でございますが、乳幼児・小中学生・高校生世

代医療費扶助費でございますけれども、実績によって減額しておりますので154万4,000

円の減と。 

 ５の国民健康保険費でございますけれども、人事異動によりまして、職員給与費等繰

出金の増によりまして362万9,000円の増ということでございます。 

 66ページに移ります。項2.高齢者福祉費でございますが、目1.高齢者福祉総務費でご

ざいますけれども、地域包括支援センターをふれあいセンターから福祉課へ設置すると

いうことを述べておりますけれども、そこで地域包括ケアシステムを構築するために、

保健師、認知症地域支援推進員、地域支え合い推進員、これらを置く費用として社会保

険料と賃金を増額しております。トータルで79万8,000円の増となっております。 

 それから、増減の理由としましては、67ページの負担金でございますが、あすわ苑の

負担金でございますけれども、これは前年に空調設備の改修、それから正職を臨時職員

で賄った、そういうような理由から減額となっております。そして、その下の108の後

期高齢者医療療養給付費負担金、これは広域連合からの数値で6.1％の増となっており

ます。トータルで79万8,000円増ということでございます。 

 69ページへ移ります。目４の介護保険費でございますけれども、安八郡広域連合負担

金が増額となっております。職員給与費と介護保険給付費の増、これによって586万

4,000円の増となっております。 
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 70ページへ移ります。項3.目1.児童福祉総務費でございます。子育て世帯臨時特例給

付事業が前年ありまして、これが本年度は打ち切りとなったため、1,012万4,000円の減

となっております。 

 71ページへ移ります。4.児童福祉施設費でございますけれども、工事費におきまして、

福束こども園でトイレの便器の取りかえ等を行う。それから備品としましては、オルガ

ン、机・椅子の更新を行います。それらの増額に当たりまして599万1,000円の増でござ

います。 

 74ページへ飛びます。款4.項1.目1.保健衛生総務費でございます。前年に健康管理シ

ステムの導入、それから健康食育推進計画の中間評価業務委託があったということから、

865万9,000円の減ということでございます。 

 76ページをお開きください。目2.予防費でございますけれども、予防接種の委託料は、

実績を考慮しまして減額しております。新規には骨密度検診の委託料が上がってきてお

りますけれども、トータルとしまして98万7,000円の減ということでございます。 

 77ページの3.環境衛生費でございます。78ページのほうに工事請負費で水質浄化対策

工事費750万円を上げておりますけれども、親水ひろばの整備費でございます。それか

ら補助金でございますけれども、太陽サンサン補助金は25件見込んでおりまして、前年

は40件でございましたんですけれども、この補助金が減となっております。合わせまし

て180万5,000円の減でございます。 

 79ページに移ります。項2.目2.美化推進費でございますけれども、エコパーク運営委

託料でございますけれども、最大で直径13センチの剪定枝でも粉砕できる機械を購入す

るために増額するものでございまして、トータルで198万円の増ということでございま

す。 

 81ページへ移ります。款5.項1.目1.農業委員会費でございます。農業委員会事務局の

臨時職員１名分を農業総務費から予算を組み替えたことによりまして130万4,000円の増

でございます。 

 目2.農業総務費でございますが、補助金で82ページのほうをお開きください。一番上

の段に機構集積協力金補助金が上がっておりますけれども、これが増額したと。今年度

は４集落を予定しております。上中郷、中郷下、本郷、下大榑、この４つのところに補

助する予定となっておりまして、3,508万3,000円の増でございます。 

 82ページ、目３の農業振興費でございます。役務費でございますけれども、ハツシモ

の販路拡大のための広告料が増額となっております。新規としましては、補助金の青年

就農給付金が300万円で上がってきておりますし、ふれあいフェスタの補助金は、50万

円の増となっております。合わせて706万5,000円の増となっております。 

 83ページに移ります。目4.耕種農業費でございますけれども、補助金で元気な農業産

地構造改革支援事業補助金、いわゆる農機具の補助金でございますけれども、これの減
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額によりまして465万8,000円の減でございます。 

 84ページに移ります。目8.農地総務費でございますけれども、需用費で新規としまし

て環境副読本の印刷費を計上いたしております。工事請負費では本戸輪中堤の整備事業

費を計上いたしておりまして、堤防にロープ柵を設置する工事を予定しております。そ

して経営体育成基盤整備事業負担金、調査、それから事業計画の作成のため増額となっ

ております。1,006万6,000円の増でございます。 

 86ページに移ります。款6.項1.目1.商工総務費でございますが、街路灯の事業委託料

において今年度で全ての街路灯を更新したいということで、101万9,000円の増となって

おります。 

 ３番の観光推進費でございます。委託料でございますけれども、地域コミュニティ活

性化事業運営委託料、これは契約が28年10月までと今のところなっておりますので、そ

れによりまして減額するもので、374万5,000円の減ということでございます。 

 90ページへ飛びます。款7.項2.目2.道路維持費でございます。前年度は骨格予算であ

ったために、道路舗装の工事費等、通常予算に戻したため、8,774万9,000円の増と、同

じように、目3.道路新設改良費でも6,559万9,000円の増となっております。 

 91ページに移ります。４番の橋りょう維持費につきましては、３本の橋を修繕すると

いう工事費が上がっております。 

 ５の用悪水路費につきましても、前年度は骨格予算であったために通常予算に戻った

ということで、1,127万7,000円の増となっております。 

 93ページへ飛びます。項4.目1.都市計画総務費でございますけれども、前年に都市計

画基礎調査を行った、それによって1,446万5,000円の減。 

 公共下水道費、これは特別会計への繰出金ですけれども、1,000万円の増となってお

ります。 

 95ページをお開きください。款8.項1.目2.消防施設費でございますが、備品購入費の

ところで消防団２－３の小型動力ポンプ積載車を購入するということで1,004万1,000円

の増となっております。 

 ３の防災費でございますけれども、96ページをお開きください。防災備品は、投光器、

発電機等を購入する、こういうものでふえております。それから、県防災無線の更新を

行うということで負担金が新規で増となっております。それから、新規で防災士の養成

講座委託料70万円、その事業費の補助金75万円、これは100名の受講者を見込んで計上

しているものでございまして、1,832万8,000円の増ということでございます。 

 97ページ、５の防災センター管理費でございますが、前年には仁木コミュニティ防災

センター、それから福束コミュニティ防災センター、それぞれ修繕工事を行いましたの

で、今年度は188万5,000円の減となっております。 

 98ページへ移ります。款9.項1.目2.事務局費でございますけれども、教育長の報酬が
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皆減となっております。それによりまして677万3,000円の減となっております。 

 それから、100ページのほうへ移りまして、プラネットプラザ管理費でございますけ

れども、この管理費のプラネットプラザ整備工事費の中でアポロンスタジアムの防球ネ

ットのワイヤの補修を行う予定になっております。 

 103ページへ移ります。項2.小学校費、目1.小学校管理費でございます。104ページの

ほうに掲げてございますんですけれども、工事請負費でございます。本年度は、福束小、

大藪小の空調設備を設置する工事費を計上しておりますが、前年には仁木小学校の改修

工事があったと、差し引きしまして１億1,054万1,000円の減額でございます。 

 105ページへ移ります。目２の教育振興費でございますが、前年には、消耗品のとこ

ろでございますけれども、小学校の教科書改訂に伴う教育指導書が計上されていたとい

うことで、308万6,000円の減額。 

 106ページに移ります。項3.目1.中学校管理費でございます。これも工事請負費、107

ページのほうにございますけれども、今年度は空調設備の設置工事費がございますけれ

ども、前年にはエレベーターの工事費があったと、トータルといたしましては945万円

の減額と。 

 107ページの項3.目２の教育振興費でございますけれども、今年度、中学校の教科書

の改訂がございますので、教育の指導書を購入するということで283万7,000円の増とな

っております。 

 109ページへ移ります。項4.目1.奨学金でございますが、今年度は、継続５人、新規

５人、合わせて10人に奨学金を出すということでございます。前年より２人減らしてお

りますので96万円の減額となっております。 

 110ページをお開きください。項5.目1.社会教育総務費でございます。ここの費用と

しましては、みつば学級の生涯学習、それから未来塾、桐の響を楽しむ会、これらの開

催経費がここに計上してございますけれども、今年度は新規としましては、「いつまで

も輪之内」という歌があったわけですけど、このＣＤ制作費30万円を計上しております。 

 112ページへ移ります。項6.保健体育費でございます。目1.保健体育総務費でござい

ますけれども、今年度、「全国レクリエーション大会in岐阜」ということで９月23日か

ら25日に県内で開催されることになっておりますので、その前日、９月22日（秋分の

日）でございますけれども、本町でおもてなしのイベントを行う費用を50万円計上して

おります。 

 113ページに移ります。3.学校給食費でございますけれども、114ページの工事請負費

で増額となっておりますのは、食缶・食器の洗浄機の減圧弁の設置、それから建屋北側

の塗装工事、これらを新規で今年やります。備品購入費としましては、御飯を自動反転

し、ほぐす機械を購入したいということで、1,273万6,000円の増ということでございま

す。 
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 116ページへ飛びます。款10.項1.目1.元金でございますけれども、637万5,000円の増

ということでございますが、平成24年度債の臨時財政対策債の償還が始まるということ

で増額となっております。なお、27年度末の現在高は33億5,500万円となっております。 

 以上で、議第８号の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） 

 詳細については、もちろん委員会のほうでお伺いしたいと思いますけれども、総合的

なところで、まず税収の面で個人税収入がふえて法人税の税収が減っているということ

について、今、国のほうの法人税減税、それから個人の所得がふえたというような説明

があったんですけれども、どのくらいその所得がふえているというふうに見込んでおら

れるのか。町民の所得がどのように増加しているというふうに見ておられるのかという

ことをちょっとお伺いしたい。 

 それと、輪之内町は企業誘致、今後の財政の面での効果を期待して企業誘致を進めて

きていたわけですけれども、これが法人税減税となっているということだと、この企業

誘致の効果というのはどのように判断しているのかということをお伺いしたいと思いま

す。 

 それからもう１点、地方交付税ですけれども、これは増額になっているわけですけれ

ども、地方交付税の増額の要因というのは何かということをちょっとお伺いしたいと思

います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 税務課長 田中実君。 

○会計管理者兼税務課長（田中 実君） 

 それでは、先ほどの質問は、個人の所得がどの程度ふえておるかということだと思い

ます。納税義務者はほとんど変わりませんので、平成28年度予算で1.9％税収がふえま

すので、1.9％ほど個人の所得がふえると、税率が変わっておりませんので、1.9％かな

というふうに思っております。 

 統計的には、現在確定申告をしておりますので、まだ出ておりませんが、予算上はそ

ういうふうに思っております。以上です。 

○議長（髙橋愛子君） 
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 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 法人税の減税に伴って企業誘致等を進めてまいったが、その辺をどう考えるかという

ことでございますが、企業誘致といいますのは、確かに税収アップ、そして雇用の創出

を生み出しているわけでございますが、税金につきましては、法人税だけではなくて固

定資産税等も入ってくる予定でございますので、この減税というのは国においていつま

での措置かわかりませんけれども、いずれそういったプラスに転じてくるというふうに

期待をしておるわけでございます。 

 地方交付税につきましては、一応理論上、先ほどの法人町民税が減になった分、税率

を下げた分は普通交付税で見るということでございますので普通交付税をアップさせて

いただいておりますのと、あとは実績を勘案して、去年までは８億見込んでおったわけ

でございますが、今年度は８億4,000万とさせていただいたところでございます。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） 

 まず、個人の町民税を1.9％増と見込んでいるということですけれども、その具体的

な根拠はどういうふうになっているのかということをお伺いしたいと。細かいことはい

いんですけれども、ざっと、なぜ個人の所得がふえているというふうに、まだ確定申告

は済んでいないわけですね、その段階でどうしてそういう見込んだかということをお伺

いしたいと思います。 

 それから、地方交付税がふえるのは、法人税減税分が反映されるだろうということで

すけれども、そうすると、これは個人の町民税がふえると相殺されてしまうんじゃない

かというふうに思うわけですが、その辺はどのように考えられるんでしょうか。 

○議長（髙橋愛子君） 

 税務課長 田中実君。 

○会計管理者兼税務課長（田中 実君） 

 1.9％の根拠は何かということでございます。実績に基づいてということと、それか

ら28年度の当初予算は27年度の所得に応じて出てくるわけでございまして、諸般の統計

を見ますと、まず国税庁は、民間給与統計の中で給与総額は1.4％の増であるというよ

うなことを言っておりますし、また経団連は、冬のボーナスは最高で91万円であったと、

リーマンショック、2008年以来の妥結額になったというようなことでございまして、国

民の経済、給与所得を取り巻く環境は、確かに経済は厳しい面もあるかと思いますが、

そろそろ給与に反映してきたことがあるというように勘案しまして1.9％という数字が
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出たということですので、御理解を願いたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 先ほどの法人税の税率の分は、個人町民税と相殺されるのではないかという御質問で

すが、これは別々に考えていただければというふうに思っております。やっぱり国策で

法人の税率を下げたわけでございますので、その分は地方が減収になるというのは明ら

かでございます。それを普通交付税で補填しようということでございますので、その補

填分を普通交付税のほうでプラスしておりますので、端的に個人の町民税と普通交付税

で款も違いますので、それぞれの要因でプラスさせていただいておるというような認識

でおります。以上です。 

○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。 

 ただいま議題となっています議第８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８号 平成28年度輪之内町一般会計予算については、それぞれ所管

の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

（午前11時52分 休憩）  

（午後１時00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。 

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

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第14、議第９号 平成28年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算、日程第15、

議第10号 平成28年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算、日程第16、議第11号 平

成28年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算を一括議題とします。 

 参事から議案説明を求めます。 

 岩津英雄君。 
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○参事兼住民課長（岩津英雄君） 

 予算書129ページをお開きください。 

 議第９号 平成28年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算の御説明を申し上げま

す。 

 平成28年度輪之内町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12億500万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、6,000万円と定める。 

 第３条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。１号、保険給付費の各項に

計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用。平成28年３月４日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 131から134ページまでは、第１表 歳入歳出予算を款項別に示しております。 

 それでは、早速歳入から御説明申し上げます。137ページをお開きください。 

 款1.項1.目1.一般被保険者国民健康保険税で218万9,000円の減額となっております。 

 退職被保険者等国民健康保険税は595万8,000円の減額、これらは被保険者数の減によ

るものということでございます。 

 139ページをお開きください。款3.項1.目1.療養給付費等負担金でございますけれど

も、保険給付費等、これらに法定給付率を勘案しまして計上するものでございまして、

療養給付費の高騰によりまして986万4,000円の増となっております。 

 項2.目1.財政調整交付金につきましては、これらにつきましても療養給付費、後期高

齢者支援金、介護納付金、これらに交付率を勘案して計上しております。料金の高騰に

よりまして255万4,000円の増ということでございます。 

 140ページをお開きください。款4.項1.目1.療養給付費等交付金でございます。退職

被保険者の経費に対しまして退職被保険者の収入で賄うことのできない分が計上される

数字でございますけれども、被保険者数の減によりまして326万5,000円の減と。 

 141ページ、款5.項1.目1.前期高齢者交付金、平成27年３月末でもって退職被保険者

制度が廃止されたことに伴いまして、一般被保険者の医療費の激増に充てるということ

で、3,782万5,000円の増額を計上しております。 

 142ページをお開きください。款6.項1.目1.高額医療費共同事業負担金でございます

けれども、共同事業拠出金に法定負担率を勘案しながら計上しております。 

 それから、特定健康診査等負担金につきましては、国庫負担金と同額を計上しており

ます。 
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 項2.目1.財政調整交付金でございますけれども、療養給付費等の増額に伴いまして

1,579万9,000円の増。 

 143ページに移ります。款7.項1.目１.高額医療費共同事業交付金、これは１件当たり

医療費が80万円を超える医療費から80万円を差し引いた金額に59％を掛ける、そして出

すものでございますが、過去５年間の実績を勘案しながら計上し、386万7,000円の減。 

 保険財政共同安定化事業交付金につきましては、従来、30万円以上のレセプトが対象

となっておりましたが、前年より全てのレセプトが対象となったというようなことで、

医療費の増嵩によりまして2,014万3,000円の増ということでございます。 

 歳出に移ります。149ページをお開きください。 

 款1.項1.目1.一般管理費でございますが、364万5,000円の増となっております。人事

異動によりまして人件費が上がったというふうで御理解願いたいと思います。 

 151ページ、款2.項1.目1.一般被保険者療養給付費でございますけれども、27年度の

実績を勘案しながら計上いたしております。10.1％の増、5,087万7,000円の増を見込ん

でおります。 

 目2.退職被保険者等療養給付費につきましては、336万8,000円の減を見込んでおりま

す。6.8％の減です。 

 ３の一般被保険者療養費でございますけれども、59万5,000円の減というふうで見込

んでおります。７％の減ということでございます。 

 152ページをお開きください。款2.項2.目1.一般被保険者高額療養費でございますけ

れども、815万4,000円増を見込んでおります。これも27年の実績を勘案しながら計上し

ております。 

 退職被保険者等高額療養費につきましては、93万9,000円の増というふうに見込んで

おります。 

 156ページをお開きください。款3.項1.目1.後期高齢者支援金でございますけれども、

支払基金からの通知額によりまして1,058万円を増額しております。 

 159ページに移ります。款6.項1.目1.介護納付金でございます。これは介護保険制度

の２号被保険者の介護納付金でございます。過去５年間の伸び率を勘案しながら計上し、

549万5,000円の減となっております。 

 160ページをお開きください。款7.項1.目1.高額医療費共同事業拠出金です。これは

国保連からの試算によって計上した数字でございまして、39万8,000円の減と、保険財

政共同安定化事業拠出金では901万4,000円の増となっております。 

 161ページへ移ります。款8.項1.目1.特定健康診査等事業費でございますが、今年は

606人の受診を見込んでおりまして、75万3,000円の減ということでございます。 

 これで議第９号の御説明を終わりまして、次に173ページをお開きください。 

 議第10号 平成28年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算の御説明を申し上げます。 
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 平成28年度輪之内町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,300万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。平成28年３月４日提出、岐阜県安八郡輪之内町長ということでございま

して、この会計の予算計上に際しましては、岐阜県後期高齢者医療広域連合からの数値

をもとに計上いたしております。 

 歳入から説明させていただきます。179ページをお開きください。 

 款1.項1.目1.特別徴収保険料でございまして、660万円の増、普通徴収保険料としま

して20万2,000円の増でございまして、特別徴収と普通徴収の割合は、おおむね３対１

となっております。 

 181ページに飛びます。款3.項1.目1.保健事業費委託金、前年同額で530人を見込んで

おります。 

 歳出の説明に移らせていただきます。187ページをお開きください。 

 款1.項1.目1.一般管理費でございますが、ほぼ前年同額の112万円計上いたしており

ます。 

 189ページに移ります。款3.項1.目1.保健事業費、すこやか健診の受診率を52％で見

込みまして、委託料を計上いたしております。560万7,000円ということでございます。 

 これで議第10号の御説明を終わらせていただきまして、続きまして、議第11号 平成

28年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算の御説明を申し上げます。193ページを

お開きください。 

 平成28年度輪之内町の児童発達支援事業特別会計の予算は、次に定めるところによる

ということで、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,500万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。平成28年３月４日提出、岐阜県安八郡輪之内町長ということでございま

す。 

 歳入から説明させていただきます。199ページに移ります。 

 款1.項1.目1.児童発達支援費、90万9,000円の増額となっておりますが、利用者数を

昨年より１名多い18名で計上いたしております。 

 200ページに移ります。款2.項1.目1.児童発達支援使用料でございます。対象者数を

18人で計上いたしております。 

 歳出の説明に移ります。205ページをお開きください。 

 款1.項1.目1.一般管理費でございます。３万3,000円の増額となっておりますけれど

も、消毒液等の衛生用品の購入費が増加しているのが原因でございます。 

 206ページをお開きください。款2.項1.目1.児童発達支援事業費50万8,000円の増額と

なっておりますが、この項目につきましては、主なものが人件費でございます。需用費
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で教材費として購入するため、消耗品の額が増額となっております。 

 以上で、議第11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） 

 これから一括質疑を行います。 

 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。 

 ただいま議題となっています議第９号から議第11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９号 平成28年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算、議第10

号 平成28年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算及び議第11号 平成28年度輪之内

町児童発達支援事業特別会計予算については、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17、議第12号 平成28年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

及び日程第18、議第13号 平成28年度輪之内町水道事業会計予算を一括議題とします。 

 参事から議案説明を求めます。 

 岩津英雄君。 

○参事兼住民課長（岩津英雄君） 

 議第12号 平成28年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算の御説明を

申し上げます。 

 予算書213ページをお開きください。 

 平成28年度輪之内町の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億5,800万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 第２条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の
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目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 第３条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、５億円と定める。平成28年３月４日提出、岐阜県安八郡輪之内町長ということでご

ざいまして、218ページをお開きください。 

 第２表 地方債でございます。起債の目的としましては特定環境保全公共下水道事業

債ということで、１億6,450万円の限度額でございます。起債の方法等につきましては、

ここに記載のとおりでございます。 

 歳入のほうから御説明申し上げます。221ページをお開きください。 

 款1.項1.目1.下水道事業受益者負担金でございますが、108件を見込んでおりまして、

68万8,000円の増となっております。 

 222ページへ移ります。款2.項２.目1.下水道使用料でございます。現年分として、

880戸が従来からのものとして接続されるということで計上いたしております。629万

2,000円の増でございます。 

 次の223ページに移ります。款3.項1.目1.特定環境保全公共下水道費国庫補助金でご

ざいますけれども、事業費の減によりまして4,500万円減となっております。 

 224ページに移ります。款4.項1.目1.特定環境保全公共下水道費県補助金163万7,000

円の増となっておりますけれども、27年の借入利息の補填額を計上しております。 

 226ページに移ります。款6.項1.目1.その他特定目的基金繰入金でございまして、基

金からの繰入金は、1,500万円減の7,000万円といたしました。 

 項2.目1.一般会計繰入金でございますが、１億9,000万円でございまして、1,000万円

の増といたしました。 

 歳出の説明に移ります。231ページをお開きください。 

 款1.項1.目1.特定環境保全公共下水道建設費でございます。9,424万4,000円の減とな

っております。主な要因につきましては、設計業務委託料が475万4,000円の減、工事費

で9,000万円の減ということになっております。新規といたしまして、加入促進報償費

15万円計上しております。30件分を見込んでおります。 

 234ページをお開きください。款2.項1.目1.元金でございまして、平成９年度から平

成26年度までの起債の元金747万4,000円の増ということ、利子につきましては221万

6,000円の減ということでございます。 

 以上で、議第12号の説明を終わります。 

 続きまして、議第13号 平成28年度輪之内町水道事業会計予算の御説明を申し上げま

す。 

 241ページをお開きください。 

 第１条として、平成28年度輪之内町の水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 
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 第２条、業務の予定量は次のとおりとするということで、給水戸数は2,860戸、年間

総給水量は116万1,252立方メートル、１日の平均給水量は3,181立方メートル、主な建

設改良事業ということで、配水管改良事業費8,243万8,000円でございますが、年間の総

給水量は前年よりふえております。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定めるということでございまし

て、第１款の水道事業収益は１億2,652万6,000円、内訳といたしましては、営業収益と

営業外収益に分かれております。支出のほうにつきましては、第１款水道事業費１億

340万3,000円でございます。内訳としては、営業費用、営業外費用と予備費となってお

ります。 

 242ページに移ります。第４条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,452万3,000円は過度分損益勘定留保

資金8,452万3,000円で補填するものとする。）と。収入としまして、第１款資本的収入

は2,307万4,000円、内訳として、工事負担金、補償金でございます。支出につきまして、

第１款資本的支出１億759万7,000円でございます。内訳としては、建設改良費、企業債

償還金でございます。 

 第５条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定

めるということで、第１号で第３条予算内での各項間での流用、これは収益的収入と支

出について、そして第２号では第４条予算内での各項間での流用、これは資本的収入と

支出、これらについて規定しております。 

 第６条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、ま

たはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ないということで、職員給与費449万1,000円について規定いたしております。 

 第７条、棚卸資産の購入限度額は30万円と定める。平成28年３月４日提出、岐阜県安

八郡輪之内町長ということでございます。 

 ちょっと飛びまして、262ページをお開きください。平成28年度輪之内町水道事業会

計収支予算明細書、収益的収入及び支出でございます。 

 款1.項1.目1.給水収益41万7,000円の増ということでございますが、超過料金がふえ

ているのが主な原因でございます。 

 263ページに移ります。項2.目1.受取利息及び配当金ということで、９万2,000円の減

となっておりますが、預金利息の低下によるものでございます。 

 目3.長期前受金戻入47万6,000円の増となっておりますが、補償金額がふえたことに

よるものでございます。 

 264ページをお開きください。収益的支出、款1.項1.目1.原水及び浄水費でございま

す。391万5,000円の減となっておりますが、前年に第１水源地の施設耐震診断と調査委

託を行ったための減でございます。減った理由はその理由でございます。 
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 目2.配水及び給水費で19万2,000円の増となっておりますが、上水道管理システムの

更新に係る経費がふえたことによるものでございます。 

 265ページに移ります。目3.総係費、357万1,000円の減額、これは人事異動による人

件費の減によるものでございます。 

 266ページに移ります。目4.減価償却費、112万1,000円の増ということでございます

が、構築物の減価償却費の増がこれの理由でございます。 

 資産減耗費については、45万6,000円の増となっております。 

 267ページに移ります。款1.項2.目2.公課費でございますが、157万5,000円の減とな

っております。この公課費につきましては、消費税と地方消費税に係るものでございま

す。 

 268ページをお開きください。資本的収入及び支出でございます。 

 款1.項1.目1.工事負担金は、31万3,000円の減となっております。新規加入負担金22

件を見込んでおります。 

 その下の項2.補償金でございますけれども、2,000万円ということでございます。 

 269ページに移ります。款1.項1.目1.配水施設拡張費で69万5,000円の減、上水道の管

路設計業務委託料の減によるものでございます。 

 目３の固定資産購入費529万2,000円の増ということでございますが、新たに企業会計

システムを導入したいために計上した経費でございます。 

 以上で、議第13号の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） 

 これから一括質疑を行います。 

 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、長々と説明いただきましたけれども、増減の説明だけであって、この事業の内容

がほとんど説明されていなかったわけですけれども、下水道の事業は、ちょっと私、正

確に覚えていないんだけれども、事業年度は何年度まででしたかね。そろそろ完了する

ような時期じゃないかと思っていたんですけれども。 

 今の達成率、28年度でこの下水道事業の工事の達成率、どのくらいになるのかという

ことをちょっとお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 建設課長 高橋博美君。 
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○建設課長（高橋博美君） 

 ２点の御質問をいただきました。 

 まず、下水道の事業年度はいつまでかということでございますが、今、許可を受けて

おりますのは平成28年度まででございます。当然、28年度までには終わりませんので、

変更認可ということで延長を予定しております。 

 それから達成率でございますが、27年度工事を終わりますと、おおむね78％の達成率

になります。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） 

 そうすると、28年度までだったけれども、これの変更を申請しているということです

けれども、いつまでのこの申請を出しておるわけか、よろしくお願いします。 

○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） 

 これは県に対する申請でございまして、期間としては、今まで５年もしくは６年で申

請しておりました。今回も５年の申請を予定しておりますが、当然、その申請期間の間

に早く終わる分については問題ございませんので、とりあえず申請としては５年間を予

定しております。以上です。 

○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。 

 ただいま議題となっています議第12号及び議第13号は、お手元に配りました議案付託

表のとおり、総務産業建設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12号 平成28年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予

算及び議第13号 平成28年度輪之内町水道事業会計予算については、総務産業建設常任

委員会に付託することに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 
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○議長（髙橋愛子君） 

 日程第19、議第14号 輪之内町行政不服審査会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。 

 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、議第14号について説明をさせていただきます。 

 議案書は25ページから27ページでございます。よろしくお願いいたします。 

 議第14号 輪之内町行政不服審査会条例の制定について。輪之内町行政不服審査会条

例を次のように定めるものとする。平成28年３月４日提出、輪之内町長でございます。 

 26ページ、27ページが条例案でございますが、今回、この条例を制定しようとする理

由でございますけれども、平成26年に行政不服審査法が全部改正をされました。その改

正された行政不服審査法は本年４月１日から施行されるわけでございますが、その第81

条第１項の規定によりまして、町長が審理員から審理員意見書の提出を受けたときには

第三者機関に諮問しなければならないということにされております。したがいまして、

当該第三者機関の組織及び運営に必要な事項を条例で定めるものでございます。 

 なお、行政不服審査法第81条第２項の規定を適用しまして、常設ではなく、事件ごと

にこの審査会を設置するということにしております。 

 審査会のほうは、２条を見ていただきますと、５名以内の委員で組織をするというこ

とにいたしておりますし、第３条第１項におきましては、先ほど申し上げたように、事

件ごとに町長が委員を委嘱するという形にしております。 

 それから同条第４項では、その委員に秘密の保持義務を課せております。委員は、当

然のことながら特別職ということになりまして、地方公務員法の守秘義務の規定の適用

を受けないわけでございますけれども、特別職であっても委員については秘密保持義務

を課すということでございます。 

 それから５項におきましては、政治的行為を禁止する事項を盛り込んでおります。 

 ４条では会長等の取り決め、あるいは５条におきましては、必要がある場合には専門

委員を置くことができるというような規定をしております。 

 それから７条のところで、この審査会の庶務は、総務課において処理をするというこ

とにしたところでございます。 

 条例の施行日は、平成28年４月１日からということでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議を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） 
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○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14号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

総務産業建設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14号 輪之内町行政不服審査会条例の制定については、総務産業建

設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20、議第15号 輪之内町いじめ問題調査委員会設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。 

 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、議第15号を説明させていただきます。議案書28ページからお願いをいたし

ます。 

 輪之内町いじめ問題調査委員会設置条例の制定について。輪之内町いじめ問題調査委

員会設置条例を次のように定めるものとする。平成28年３月４日提出、輪之内町長でご

ざいます。 

 輪之内町総合教育会議におきまして輪之内町いじめ防止等のための基本方針、そうい

った方針が検討されてきたわけでございますが、１月20日に開催をされました第３回の

輪之内町総合教育会議におきまして、その基本方針の大筋の合意が得られました。 

 この基本方針の中で、いじめの重大事態への対応のために、町長の附属機関として輪

之内町いじめ問題調査委員会を設置するという内容が盛り込まれましたので、今般、設

置条例を提出させていただくものでございます。 

 なお、この委員会につきましては、いじめ防止対策推進法第30条第２項の規定に基づ

くものでございます。 

 なお、この委員会は常設ではなく、必要の都度設置すると、非常設の機関ということ

にしております。 

 29ページ、30ページに条例案がございますので、こちらで説明をさせていただきます。 

 第１条におきまして設置する旨の規定がございますけれども、ここの最後のところで

置くことができるものとするということで、先ほど申し上げました非常設ということに
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しておるところでございます。 

 この委員会の所掌事務としましては、町長の諮問に応じまして、いじめ防止対策推進

法第28条第１項の規定による調査の結果について必要な調査を行うというふうにしてお

ります。 

 この法第28条第１項といいますのは、いじめの中でも重大事態、そういったものが発

生した場合については、学校の設置者、あるいはその学校の下に組織を設けて、事実関

係等を明確にするための調査を行うというのがこの第１項の規定でございますけれども、

そういった調査について、さらに再度調査する必要があった場合に、こちらの委員会の

ほうで調査をするということでございます。 

 委員は、３条にございますように、５名以内の委員で組織をするということで、その

委員の構成としては、４条にありますように、弁護士、医師、臨床心理士等子供の発達

及び心理等について専門的知識を有する者、それから学識経験を有する者、こういった

方から選任をしていくということにしております。 

 それから、委員会には、５条におきまして委員長、副委員長を置くということにして

おります。 

 それから、30ページを見ていただきまして、第６条の第４項でございますけれども、

会議のほうは非公開ということにさせていただきたいと思っております。 

 第７条におきましては、必要があるときには委員以外の者を出席させて意見等を聞く

ことができるという旨を定めております。 

 ８条におきましては、これは町長の附属機関、諮問機関ということになりますので、

庶務については総務課において行うということを定めております。 

 こちらのほうは公布の日から施行するということにさせていただいております。 

 以上で説明を終わります。御審議を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） 

 このいじめ対策といじめ防止対策というのは、これは学校内の問題なのか、あるいは

一般社会における問題なのか、その辺どうなっているかということをお伺いしたい。 

 それと、今、説明の中で、せんだって第３回総合教育会議が開かれて、その中で話し

合われたということですけれども、ということになると、これは学校の中のことなのか

なと思うんですけれども。 
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 で、それを思っていくと、今度委員の中には、弁護士、医師、臨床心理士、学識経験

ということで教育に携わる方が入っていないわけですけれども、この趣旨、いじめ問題

調査委員会の性格というものをもう少し説明していただけませんでしょうか。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 こちらの委員会は、先ほど申し上げましたように、いじめ防止対策推進法に基づく委

員会というふうに位置づけられますので、いじめ防止対策推進法においては義務教育の

学校におけるいじめの問題について規定をしておる法律でございますので、義務教育の

学校内のいじめというものに対応するものでございます。 

 それから、委員の中で学校関係者が入っていないのではないかというような御指摘が

ございましたけれども、こちらのほうは、先ほど申し上げましたように、条例の第２条

をごらんいただければわかるかと思いますけれども、法第28条第１項の規定による調査

の結果について必要な調査を行うと。先ほども申し上げましたが、法第28条第１項は、

学校、あるいはその関係者でまず調査をするという規定がございますので、その調査を

踏まえての再度の調査ですから、学校当局は入れずに第三者的な方を委員として再度調

査を行うという内容でございます。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（髙橋愛子君） 

 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15号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

総務産業建設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15号 輪之内町いじめ問題調査委員会設置条例の制定については、

総務産業建設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21、議第16号 輪之内町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交

付に係る手数料に関する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。 

 兒玉隆君。 
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○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をさせていただきます。議案書は31ページから33ページでございま

す。よろしくお願いいたします。 

 議第16号 輪之内町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手

数料に関する条例の制定について。輪之内町行政不服審査法の規定による提出資料等の

写し等の交付に係る手数料に関する条例を次のように定めるものとする。平成28年３月

４日提出、輪之内町長でございます。 

 条例案は、32ページ、33ページでございますが、こちらのほうも行政不服審査法の改

正によりまして、改正後の行政不服審査法の規定によりましてこちらの条例を定めると

いうものでございます。 

 審査請求者、または参加人は、審理員や、先ほどの議第14号で出てまいりました行政

不服審査会、そちらに提出をされた資料等の写しの交付を求めることができると法律で

規定をされたところでございます。その場合においては交付に係る手数料を納めなけれ

ばならないということになっておりますので、通常の手数料は地方自治法第227条に基

づき徴収するわけで、そちらのほうの手数料条例は既にございますけれども、特別の定

めを置くべく、こちらの条例を今回制定しようとするものでございます。 

 33ページのほうに具体的な手数料の額が記載してございますけれども、こちらの額に

つきましては、輪之内町情報公開条例、または輪之内町個人情報保護条例における公文

書の写しの作成に要する費用と同額としたところでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議を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。 

（「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。 

 ただいま議題となっています議第16号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

総務産業建設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16号 輪之内町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の

交付に係る手数料に関する条例の制定については、総務産業建設常任委員会に付託する

ことに決定しました。 
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───────────────────────────────────────── 

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第22、議第17号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制

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。 

 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、議第17号の御説明をいたします。34ページからお願いをいたします。 

 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。行政不服

審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定めるものとする。平成

28年３月４日提出、輪之内町長でございます。 

 こちらのほうも行政不服審査法の全部改正に関連いたしまして、条例を制定しようと

するものでございます。 

 整備条例というふうにいたしておりまして、この条例によりまして、５件の既存の条

例の改正を行うものでございます。 

 まず、第１条におきましては、輪之内町情報公開条例の一部改正するものでございま

す。行政不服審査法下におきましては、情報公開条例について何らかの関係整理を行わ

なければ、行政不服審査法に定める審理員による審理手続と条例で決まっております情

報公開審査会による調査審議手続が併存するというような形になりますので、行政不服

審査法の第９条第１項の規定を適用いたしまして、条例に特別の定めを設けまして、審

理員の指名を不要にするための改正が主な内容でございます。 

 第２条におきましては、輪之内町個人情報保護条例の一部改正でございますが、こち

らのほうも情報公開条例と同様の内容を主な改正理由といたしております。 

 第３条におきましては固定資産評価審査委員会条例の一部改正を行うものでございま

すが、審査の申し出、書面審理及び決定書の作成の規定等を行政不服審査法及び行政不

服審査法施行令の規定に整合させるために、今般、改正をさせていただくものでござい

ます。 

 それから第４条におきましては、輪之内町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正でございまして、行政不服審査会の委員の報酬、それからあわせ

ましていじめ問題調査委員会委員の報酬を新たに規定するために改正を行うものでござ

います。 

 それから、第５条といたしましては輪之内町税条例の一部改正でございまして、行政

不服審査法の改正によりまして、これまで不服申し立てであるとか、そういった呼び方

で呼んでいたものが審査請求という形で統一をされましたので、そういった文言の訂正

を行うものでございます。 
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 それでは、新旧対照表のほうで簡単に御説明をさせていただきます。新旧対照表は１

ページから記載をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、情報公開条例の新旧対照表、第１条関係というものから御説明をいたします。 

 今回、先ほど申し上げました行政不服審査法の全部改正に伴うもの以外にも条例の内

容を少し整備した部分もございますので、御理解をお願いいたしたいと思います。 

 第14条につきましては、第三者に関する情報に係る意見書提出の機会の付与に関する

定めでございますけれども、この規定、手続を明確にするために、新しく第２項及び第

３項を追加したものでございます。 

 第18条につきましては、こちらのほうで先ほど冒頭に申し上げましたように、この情

報公開条例による処分につきましては条例による処分であるということから、審理員の

指名を不要にするために、行政不服審査法第９条第１項を適用除外する旨の規定をした

ものでございます。 

 それから第19条につきましては、従来、情報公開審査会への諮問については第18条で

規定をしておりましたが、本条を規定することによりまして第19条で規定をするという

ことにいたしまして、第１項におきましては、諮問対象に不作為事件を追加するもので

ございます。 

 また、第２号では、不作為についての審査請求において、開示請求に係る行政文書等

の全部を開示する場合を含めるものとしたところでございます。 

 第２項につきましては、行政不服審査法の手続を準用する旨を規定したところでござ

います。 

 第20条につきましては、行政不服審査法第43条第３項で規定をされております諮問し

た旨の通知の規定を条例にも定めるというものでございます。 

 また、改正後の行政不服審査法第13条第４項におきまして参加人というのを新しく定

義をされたところから、この項を引用する形で参加人を条例上も定義をしようとするも

のでございます。 

 第21条につきましては、第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続を定め

るものでございます。 

 それから第22条につきましては、先ほど申し上げましたように、行政不服審査法の改

正によりまして不服申し立てを審査請求に一本化されたということで文言の改正を行う

ものでございます。 

 なお、次の第23条でございますけれども、第23条を今般追加することによりまして、

従来の第６項を削除して、「審議」という言葉を「調査審議」に改めるものでございま

す。 

 第23条につきましては審査会の調査権限を決めておりますけれども、従来は第19条第

６項で定めておりました審査会の調査手続につきまして、本条第23条から26条までにお
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いて具体的に規定をすることとしたところでございます。 

 それから第27条につきましては、審査会に提出された意見書または資料の写しの送付

及び閲覧について、行政不服審査法に定める手続を規定するものでございます。 

 それから第28条におきましては、審査手続については非公開とする旨を規定するもの

でございます。 

 第29条につきましては、行政不服審査法の手続と同様の規定を設けるものでございま

す。 

 それから、第２条で個人保護条例の改正を行いますが、そちらのほうも説明をさせて

いただきます。 

 第24条におきましては、開示等の請求に対する決定及び通知の手続を定める本条に利

用停止を追加するものでございます。 

 それから第25条につきましては、第三者保護に関する手続を情報公開条例との整合性

を保つために、情報公開条例第14条と同様の規定ぶりに改めるものでございます。 

 第30条につきましては、情報公開条例の第18条と同様に、この条例に基づく処分であ

りますので、審理員の指名を不要とするために、行政不服審査法第９条第１項の規定を

除外する旨を定めたものでございます。 

 第31条につきましては、情報公開条例の第19条と同様の規定を定めるものでございま

す。 

 それから第32条につきましては、今般、第35条を追加することによりまして、第31条

第６を削除するものでございます。 

 第33条につきましては、行政不服審査法の改正によりまして、「不服申立て」を「審

査請求」に改め、参加人を行政不服審査法第13条第４項を引用して定義するという内容

になっております。 

 第34条につきましては、こちらのほうも「不服申立て」を「審査請求」に、それから

「裁決又は決定」を「裁決」に改めるというものでございます。 

 第35条におきましては審査会の調査権限を決めておりますけれども、こちらのほうは、

改めてこちらの条例で規定する方法ではなく、情報公開条例における審査会の調査権限

等の規定を準用するという形で定めていこうとするものでございます。 

 続きまして、第３条関係でございますが、固定資産評価審査委員会条例の改正でござ

いますけれども、第４条の第２項につきましては、行政不服審査法第19条の規定ぶりに

合わせるものでございます。 

 第３項につきましては、行政不服審査法及び行政不服審査法施行令の改正に伴い、改

正をするものでございます。 

 また、第６項につきましては、行政不服審査法施行令第３条第２項の規定を追加する

ものでございます。 
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 第６条の第２項につきましては、行政不服審査法施行令の第６条第２項の規定を追加

するもの、第３項につきましては、行政不服審査法第29条第５項の規定ぶりに合わせる

ものでございます。 

 第５項につきましては、行政不服審査法第30条第３項の規定を準用するものでござい

ます。 

 第11条におきましては、こちらのほうは行政不服審査法第50条の規定を準用する内容

としております。 

 それから第４条関係でございますけれども、非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償

に関する条例の改正でございますが、こちらのほうは、少し先を見ていただきますと、

行政不服審査会委員、日額１万円、いじめ問題調査委員会委員、日額１万円という形で

規定をしていこうとするものでございます。委員の専門性等を考慮しまして、この額に

したいということでございます。 

 それから、第５条におきましては税条例の改正でございますが、第11条の２に「不服

申立て」という表現がございますので、こちらを「審査請求」に改めるというものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議を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。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、説明いただきましたけれども、なかなか理解が難しいということですけれども、

もともとのこの行政不服審査法の改正が行われたということなんですね。それに伴って、

関係条例を改正するということだと思うんですけれども、この行政不服審査法が改正さ

れた目的、趣旨は何なのか、何のためにこれが改正されなければならなかったのか。 

 それで、輪之内町において町民に対してどういう影響があるのかと、それに対する条

例改正だと思うんですけれども、町民にとって何か変わることがあるのかどうかという

ことをお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 こちらのほうは、平成26年に国におきまして改正をされたということでございます。

町長の提案説明にもございましたように、50年ぶりに抜本的な見直しが行われたという
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ところでございます。 

 国のほうの改正理由としては、公正性の向上、あるいは使いやすさの向上、国民の救

済手続の充実、拡大の観点、そういったところから全部改正をされたところでございま

す。 

 今回の全部改正の主な中身は、審理員による審理手続、あるいは第三者機関への諮問

手続の導入というのが、まず１つ大きな改正点でございます。 

 それから、先ほどの条例の説明の中でも申し上げましたが、不服申し立ての手続を審

査請求に一元化したというところでございます。 

 それと、審査請求をすることができる期間は、従来は60日間でございましたけれども、

こちらのほうは３カ月に延長をされたというのが主な改正でございます。 

 町民の方にどのようなメリットがあるのかというような御質問もありましたけれども、

行政に対する不服、新しい言葉で言うと審査請求をしたい場合、そういったものについ

ては、今までも行政不服審査法の規定が適用されておりますし、改正をされても同様に

行政不服審査法の適用がされると。法律は全部改正されても、従来と変わらずに、同じ

法律を不服の申し出がある場合には適用されるということでございますので、先ほど法

律の改正の国の理由を説明しましたが、公正性の向上であるとか、救済手続の充実、そ

ういったことが、当然ながら輪之内町民においても図られるものであるというふうに理

解をしております。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） 

 大ざっぱなことはちょっとわかりましたけれども、要するにこの期間が60日から90日

になるというようなことでよかったですか、今説明があったんですけれども、そういう

ふうでよろしいですか。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 60日から、法律上は三月という表現になっておりますので、90日ということではなく、

三月ということでございます。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで質疑を終わります。 
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 ただいま議題となっております議第17号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

総務産業建設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17号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定については、総務産業建設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23、議第18号 輪之内町職員の降給に関する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。 

 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、議第18号について御説明をさせていただきます。議案書44ページからお願

いをいたします。 

 輪之内町職員の降給に関する条例の制定について。輪之内町職員の降給に関する条例

を次のように定めるものとする。平成28年３月４日提出、輪之内町長でございます。 

 条例案は45ページ、46ページでございますが、平成26年に地方公務員法及び地方独立

行政法人法の一部を改正する法律、こちらのほうが公布をされまして、この中で地方公

務員法の一部改正が行われたところでございます。 

 改正後の地方公務員法の第15条の２におきまして、降任を「職員をその職員が現に任

命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命すること」ということ

で、降任の定義がされたわけでございます。したがいまして、従来、解釈上、降任に該

当すると解されてきました、いわゆる降任を伴わない降格につきましては、今後、降給

に該当するということになりますので、輪之内町職員の降給に関する条例を制定するも

のでございます。 

 条例の内容につきましては、第２条のところに降給の種類として降格、それから降号

というものを明確にしております。 

 それで、第３条におきましては降格の事由、それから第４条におきましては降号の事

由について、それぞれ規定をしておるところでございます。 

 それから、この条例の施行日につきましては、地方公務員法の改正後の法律が施行さ

れる平成28年４月１日から施行するということにしております。 

 以上で、議第18号の説明を終わります。御審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 
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 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） 

 職員の降格、降号、あるいは降給、こういった規定というのは今まではなかったと思

うんですけれども、今回、これを規定する理由というのは何でしょうか。なぜ今の段階

でこういうことをやらなきゃいけないのか、その必要性についてちょっと御説明願いた

いと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 先ほど議案の説明の中で申し上げましたとおり、地方公務員法が改正をされまして、

新たに降任というものが定義をされたというところでございます。それを踏まえて、今

回、こういった条例を整備するものでございます。 

（「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） 

 今、お聞きしたのは、その法律の趣旨を聞いているんですよ。なぜ今そういうことを

やらなきゃいけなくなったのかという、その趣旨を聞いているんですよ。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 法律の改正につきましては国のほうで行われておりますので、国のほうで改正をする

必要があったから改正をされたというふうに理解をしておりますけれども、その一つと

して考えられますのは、これまで降任というものが明確に地方公務員法上規定をされて

おらなかったということでございまして、法律に規定がないので、いわゆる解釈によっ

てこれまでずうっと進んできたわけでございます。それを、このたび降任というものを

地方公務員法上定義するということで、解釈によらず明確化をしたということでござい

ます。 

（「議長」の声あり） 

○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） 

 そう嫌そうに指名しないでください。ちゃんと議会というのは議論の府でありますか

ら、議論を制約するような議長の姿勢はちょっとおかしいと思いますよ。 

 今まででも懲罰とか、そういうものはあったんじゃないですか。この違法とまではい

かないけれども、もし違法なことがあれば、当然懲罰というか、そういうことがあると

思うんですけれども、この降格となると懲罰に値するような待遇になると思うんですけ

れども。地方公務員法でそういうことを出されてきた、その趣旨というのがちょっと理

解できないんですけれども、そういう懲罰との関係でどういうふうに理解したらいいの

かということを教え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。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 条例案のほうをごらんいただきますと御理解がしていただけるのかなと思いますけれ

ども、第３条、あるいは第４条をごらんいただきますと、降格につきましては、その本

人の勤務成績がよくない、あるいは心身の故障等で勤務成績がよくない、そういったと

きに降格であったり、降号であったり、そういった措置をするということでございます

ので、何か不正を起こして懲罰で降格する場合もあるかもわかりませんが、それとは別

に今回定める条例につきましては、本人の勤務成績、こちらに主眼を置いて、降格する

場合の事由であるとか、降号する場合の事由を定めるというものでございます。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議第18号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

総務産業建設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18号 輪之内町職員の降給に関する条例の制定については、総務産

業建設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24、議第19号 輪之内町職員の退職管理に関する条例の制定についてを議題と

します。 
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 総務課長から議案説明を求めます。 

 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、議第19号について御説明をいたします。議案書は47ページからでございま

す。 

 輪之内町職員の退職管理に関する条例の制定について。輪之内町職員の退職管理に関

する条例を次のように定めるものとする。平成28年３月４日提出、輪之内町長でござい

ます。 

 条例案は、48、49ページでございますが、こちらのほうも地方公務員法の一部改正に

伴いまして、新たに条例を定めようとするものでございます。 

 平成26年の地方公務員法の改正によりまして、職員の退職管理に関する規定が法律上

定められたところでございます。簡単に申しますと、退職した職員が以前についていま

した職場の役職員等に対していろんな要求をしたり、あるいは依頼をしたり、そういっ

たことを禁止するというものでございますけれども、地方公務員法上は、離職した日の

５年前までについていたところの役職員等にそういった働きをしてはいけないというこ

とでございますが、地方公務員法第38条の２第８項によりまして、条例でその期間を退

職前の日まで、前の日というとずうっとということになるわけですけれども、５年間は

法律で決まっております。５年より前については、条例でその期間を決めるということ

で、以前についていた職場における役職者等に業務上の行為をするように、あるいはし

ないように要求し、または依頼をしてはならないということを決めるというものでござ

います。それが第２条の規定でございます。 

 それから、地方公務員法の第38条の６第２項の規定によりまして、職員であった者で

条例で定める者が条例で定める法人の役職員、その他の地位であって条例で定めるもの

につこうとする場合、またはついた場合には、条例で定める事項を報告させることがで

きるという法律の規定がございますので、当町におきましても、こういった報告を求め

るようにしたいということで、第３条を規定するものでございます。 

 こちらのほうにつきましても、改正後の地方公務員法が施行されます平成28年４月１

日から施行するということにしております。 

 以上で説明を終わります。御審議を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） 

 従来でもこういうような趣旨の条例というのはあったのかどうか。そして、それでど

のような効果が、その条例による効果はどういうふうに判断したらいいのかどうか、ち

ょっとわかりませんので、一応教えてください。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 今回、新しく制定する条例でございまして、従前には同様の内容の条例はございませ

んでした。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） 

 従来は、それで何の不都合もなかったということですね。その辺、何か不都合があっ

たかどう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） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 先ほど議案の説明でも申し上げましたとおり、地方公務員法が改正をされました。そ

の中で、この退職管理ということが新しく法律に規定をされたということでございます。

その退職管理の規定を法律上定めなければならないということについては、それ相応の

理由があって法律改正がなされたものというふうに理解をしております。 

 今回の輪之内町職員の退職管理に関する条例につきましては、言ってみれば、法律で

定めてある事項の上乗せ規定のようなものでございます。法律では、先ほども申し上げ

ましたように、退職前５年間についていた組織の役職員等についていろんな要求をした

りしてはいけないということを、この条例を定めることによって５年よりも前について

いたところの組織の役職員等についてもそういった関与をしてはいけないということを

定めるものでございまして、そういった定めを条例でできるということは地方公務員法

のほうで規定をされている、それを踏まえて、今回、新しく輪之内町の場合は条例をつ

くって、法律で必ずしなければいけないという定めよりも、さらに上乗せをして対応を

していこうという趣旨でございます。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」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19号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

総務産業建設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19号 輪之内町職員の退職管理に関する条例の制定については、総

務産業建設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25、議第20号 輪之内町公共施設等総合管理計画検討委員会設置条例の制定に

ついてを議題とします。 

 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、御説明申し上げます。50ページをお開きください。 

 議第20号 輪之内町公共施設等総合管理計画検討委員会設置条例の制定について。輪

之内町公共施設等総合管理計画検討委員会設置条例を次のように定めるものとする。平

成28年３月４日提出、輪之内町長ということでございます。 

 まず、現在における条例制定に至る背景についてちょっと御説明を申し上げます。 

 今現代は各公共施設と呼ばれるものは、老朽化や、その適正な管理が社会的な問題に

なっておりまして、その背景には、少子・高齢化などの社会構造の変化に伴いまして、

老朽化する公共施設等の更新等に係る費用を十分に確保することが全国的に困難な状況

にあって、投資可能な財源等、そしていわゆる維持管理、更新費用の乖離が全国自治体

の共通な課題となっております。 

 そういったことで、総務省より平成26年４月22日付で全ての自治体に対し、保有する

公共施設等の全体の状況の把握や、維持管理費及び更新費用を算出して、今後の基本的

な方向性を記した公共施設等総合管理計画を策定するようにという要請がなされました。

このことを受けて、当町でも今年度よりその事務に取りかかっているわけでございます。 

 そこで、当町の所有する公共施設等の現状を客観的に把握、分析して、今後の維持管

理、また更新費用等を明らかにしながら、将来にわたって施設のあり方等の基本方針を

定め、総合的かつ計画的な管理を行うために計画を策定するわけでございますが、その

計画策定に際し、委員会で意見を聴取しながら、調査、見直しを行っていただく委員会

を設置しようというものでございます。 

 それでは、条例の内容について順次説明をいたします。 
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 第１条につきましては、委員会の設置について定めたもので、先ほど申し上げました

総合的かつ計画的な管理計画を行うための計画の策定及び見直しを行うために設置する

ということでございます。 

 第２条につきましては、委員会での検討内容を定めたもので、計画の策定及び見直し

を行うものでございます。 

 第３条につきましては、委員会の委員数について定めたもので、10人以内というふう

に規定したものでございます。 

 第４条につきましては、委員会の委員構成について定めたもので、委員は、輪之内町

議会からお１人、そして仁木・福束・大藪各地区を代表して区長会から会長、副会長の

計４人、有識者３人、一般公募２名というふうな規定をさせていただきました。また、

任期は２年以内、再任は妨げないということでございます。 

 第５条につきましては、委員会の委員長及び副委員長の設置、そして役割、第６条に

つきましては、会議について定めたものでございます。 

 第７条につきましては、事務処理を行う担当課について定めたもので、所管課としま

しては、経営戦略課で事務処理を行うように定めたものでございます。 

 第８条につきましては、委員会への委任事項について定めたものでございます。 

 以上で、輪之内町公共施設等総合管理計画検討委員会設置条例の制定についての説明

を終わります。御審議いただきますようお願いいたします。 

○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） 

 これから公共施設等の維持、また更新、いろんな形で統廃合もあろうかと思うもんで、

この条例はなかなか重要な条例であるとは思うんですが、ただ、ここで委員の方の任期

とか、いろいろ定めておられますが、議会のほうにおいても区長会においても２年以内

と書いてありますけれども、基本的には皆さんは１年で交代されるというふうですので、

こういう委員になられる方は、ある程度複数年やっていただきながら、そのきちっとし

たものをつくっていただくということでないと、かわりづめではなかなかうまく反映さ

れていかないのではないか、この任期についてですね。そういう考え方では、ちょっと

よろしくないんじゃないかなあと私は思うんです。 

 なぜこの２年をここで任期として、以内という形なんで１年でも半年でもいいとかと

いうことかとは思いますが、あえて２年以内とする。ただ、補欠の任期は前任の残任と
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なりまして、基本的には１年１年の交代の人ばっかを選んでおいて、残任残任だと、話

はどうですかね、意思がきちっと伝わりますかね、その協議が。毎年同じ説明をしなが

ら、また繰り返してやるということになっていくと思うんですが、もう少しここら辺を

詰めた文言にされたほうがいいかと私は思うんですが。 

 これは委員会のほうに付託されますので、そちらのほうでも慎重に審査をしていただ

きゃあいいんですが、あえて今ここの場で、どういう考えでこういうふうに、この任期

を定められたのかなあということをちょっとお聞きしたかったです。 

○議長（髙橋愛子君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 この２年に定めた経緯を説明せよということでございます。 

 御存じのように町の総合計画というのがありますけれども、町の全体を網羅する総合

計画でございまして、こういった公共施設等総合管理計画というのは、それにクラスタ

ーする、いわゆるぶら下がる、配下にある計画になるという構成になってこようかと思

います。 

 今般、輪之内町の総合計画も見直しをさせていただきまして、今の総合計画の見直し

は、町長の任期ごと、４年ということになっておりますが、これの計画についても、端

的に申し上げますと偶数年になっちゃうんですけれども、そういった総合計画の見直し

の時期と合致するような状況を狙って２年というふうにさせていただきました。したが

って、これはまず１回目は、私どもが計画を策定させていただいて、その計画に対して

いろいろ御意見をいただくんですが、その中でまず方向性を定める、そして向こう４年

間ぐらいの総合計画とリンクしたアクションプランというものを策定していこうという

ふうに考えております。 

 したがいまして、委員会としては２年に１回ぐらい、そのアクションプラン等の見直

し、そして全体の方向性を見直す機会というふうに捉えて考えておりますので、総合計

画とのリンク性から２年というふうに考えたものでございます。以上です。 

（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） 

 しつこいようなことですが、その意味はわかりましたけど、それであるならば、あえ

てこういう１年でかわられるとわかっている人を半分も加えては、同じ説明に終始する

んではないかと、私、それを言うただけで、別に２年が長いとか短いとか、その切りが

いいとか悪いとかということを言っておるんじゃなくて、選ばれておる人の構成が１年

でかわる人が半分もおるんやと、基本的に。それだと、あとの知識を有する方が３人、
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それから公募が２人ということで過半数は残っておみえだと思うんですが、やっぱり肝

心の区長会とか、議会のほうもそうですが、基本的にはここは１年でしょう、かわられ

るのは。区長会長にしても副会長にしても、みんな１年で回してみえますので。うちの

議会もほとんど、２年というときも、３年というときも、４年というときもありました

が、これは特別、少し意味合いが違うので、そのことを私は言っておるわけで。やっぱ

りある程度２年なら２年は務められるという方をやっていかんと、同じような説明を毎

年されて、なかなかうまく進んでいかんのやないかなあと私は思うんですわ。それだけ

のことです。別にそれ以上でもありませんので。 

○議長（髙橋愛子君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 私の解釈がちょっと誤って解釈をさせていただいて、違った答弁となったということ

で、大変申しわけなく思います。 

 先ほどおっしゃった、１年交代でかわるので余りどうかという御指摘でございますが、

私どもが第１号、第２号に掲げるそれぞれの人を選んだのは、やはりこれは住民さんの

生活に密着した施設であろうと思います。今後、学校にしろ、保育園にしろ、そういっ

たものはですね。したがいまして、逆に、広く町民の意見をそういった代表の方から聞

けるチャンスがあるというような捉え方をさせていただいておりますので、御理解をよ

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。 

（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。 

 ただいま議題となっています議第20号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

総務産業建設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20号 輪之内町公共施設等総合管理計画検討委員会設置条例の制定

については、総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後２時34分 休憩）  

（午後２時52分 再開）  

○議長（髙橋愛子君） 



－７１－ 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

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

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第26、議第21号 輪之内町議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関す

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。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、説明をさせていただきます。議案書53ページをお願いいたします。 

 議第21号 輪之内町議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一

部を改正する条例について。輪之内町議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に

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28年３月４日提

出、輪之内町長でございます。 

 54ページに改正条例案が載せてございますし、御説明は、新旧対照表の21ページで御

説明をさせていただきます。 

 御承知のとおり、平成28年、今年の４月１日から、これまでの保育所を幼保連携型認

定こども園に変更するということでございまして、この条例の中の第３条第５号のとこ

ろに「保育所」という記載がございますけれども、これを認定こども園化に伴いまして、

「認定こども園」に改め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。 

（「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21号の討論を行います。 

 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21号を採決します。 

 お諮りします。 
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 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21号 輪之内町議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関

する条例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27、議第22号 輪之内町課設置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。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をいたします。議案書は55ページでございます。 

 議第22号 輪之内町課設置条例の一部を改正する条例について。輪之内町課設置条例

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28年３月４日提出、輪之内

町長でございます。 

 改正案は56ページから59ページにかけて載せてございますが、御説明のほうは新旧対

照表の22ページからで説明をさせていただきます。 

 町長の施政方針の中にもございましたとおり、今後、町が取り組むべき重要施策の一

つとしてほ場整備、この事業は一旦休止をしておりましたけれども、再開をして取り組

んでいきたいということでございまして、その取り組みの姿勢を示すこと、それから事

業推進を図るために、新しく土地改良課を設置しようとするものでございます。 

 また、危機管理課の充実を図るために、リスクマネジメントに含めることが可能と考

えられます交通安全、あるいは防犯につきまして、危機管理課の所掌事務にするために、

今般、条例改正をしようとするものでございます。 

 条例の第１条で課の名称が連ねてございますけれども、ここに土地改良課を新しく加

えるというものでございます。 

 第２条で分掌事務が掲げてございますが、左側の改正案の危機管理課のところを見て

いただきますと、これまでの３つの事務分掌のほかに、交通安全に関すること、それか

ら防犯に関することを新しく追加し、従来、総務課、あるいは住民課にありました同事

務について削除をしようとするものでございます。 

 それから、福祉課のところで、４月から認定こども園ができることに鑑みまして、第

５号として認定こども園に関することという形で追加をさせていただこうとするもので

ございます。 
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 それから、産業課のところにおきまして、従来、ここで土地改良に関することという

のが分掌事務になっておりましたが、新しく土地改良課を設けまして、ここに土地改良

に関することということで位置づけるという内容でございます。 

 それから、改正条例の附則のほうで関係します条例の改正をさせていただくものでご

ざいますが、その１つは、輪之内町議会委員会条例のほうで常任委員会に関係する課名

を連ねております第２条のところでございますが、総務産業建設常任委員会のほうに、

産業課の次に土地改良課を加えさせていただくものでございます。 

 それから、輪之内町生活安全条例におきまして、協議会の庶務は住民課において処理

するということになっておりましたが、先ほど申し上げました危機管理課の分掌事務を

変更することによりまして、危機管理課で庶務を行うように改正をするものでございま

す。 

 それから、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ですが、

こちらのほうは、これまで集会場と意味合いもありまして総務課のほうで管理をしてお

りましたが、消防・防災に関連する施設であるということに鑑みまして、こちらのほう

の管理も危機管理課のほうで行うというように改正をさせていただこうとするものでご

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） 

 これから質疑を行います。 

 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。 

 ただいま議題となっています議第22号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

総務産業建設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22号 輪之内町課設置条例の一部を改正する条例については、総務

産業建設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28、議第23号 輪之内町人事行政の運営等の状況の公表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。 
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 総務課長から議案説明を求めます。 

 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をいたします。議案書は60ページからでございます。 

 議第23号 輪之内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条

例について。輪之内町人事行政の運営等の状況の公表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28年３月４日提出、輪之内町長でございます。 

 こちらのほうの改正につきましては、平成26年の地方公務員法の改正によりまして、

地方公務員法の中で人事行政の運営等の状況の公表事項について定められておるところ

でございますけれども、26年の改正によりまして人事評価と、それから退職管理が追加

をされまして、勤務評定のほうは削除されるという改正が行われましたので、今回、町

の条例の一部を改正するものでございます。 

 なお、このほかに行政不服審査法の改正による改正もあわせて行うということでござ

います。 

 新旧対照表、28ページでございますけれども、こちらのほうをごらんいただきますと、

第３条で、従来ございませんでした改正案の第３条第２号のところで「職員の人事評価

の状況」というものと、第８号で「職員の退職管理の状況」を追加いたしまして、現行

の条例の第３条第７号の「職員の研修及び勤務成績の評定」の「及び勤務成績の評定」

を削除しようとするものでございます。 

 それから、第５条の第２号のところで不利益処分に関する「不服申立て」という言葉

がございますが、こちらは行政不服審査法の改正によりまして「審査請求」という形で

改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） 

 職員の人事評価の状況と退職管理の状況というものが追加されるということですけれ

ども、これ具体的に人事評価の状況というのはどういうことなのか、あるいは職員の退

職管理の状況というのはどういうことなのか、何を報告するのかということをちょっと

教えていただきたいと思います。 
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○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 具体的内容については、国からの指導とか、そういうものに従ってやっていくという

ことでございますが、この改正点は、従来は勤務成績の評定の状況について公表してお

ったわけですけれども、地方公務員法が改正をされまして、勤務成績というのは勤務評

価というふうに置きかえるというか、内容的にも少し変更はあるわけですけれども、従

来の勤務成績の評定というのは廃止になって、そのかわりに人事評価というものをしな

ければいけないというふうになりましたので、その人事評価の結果について公表すると

いうことになってきます。 

 それから、退職管理の状況につきましては、先ほど退職管理に関する条例の制定をお

願いしておりますし、あるいは地方公務員法の退職管理の規定もつけ加えられましたの

で、そういった内容について公表していくということになろうかと理解しております。

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） 

 その人事評価の状況とか、あるいは退職管理の状況というものが、ちょっと具体的に

よくわかりませんけれども、これは個人情報になるんじゃないかと思うんですけれども、

そういうことは個人情報を公表することになるのかどう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） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 ただいま個人情報というようなお話が出ておりましたけれども、そうしますと、ほか

の項目におきましても個人情報が公表されるんではないかというような懸念も当然出て

くるわけですけれども、公表するときには、人数であったりとか、具体的に職員の個人

の名前を出したりとか、そういうことはしないということと理解しております。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」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23号の討論を行います。 
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 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23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23号 輪之内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部

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29、議第24号 輪之内町職員の勤務時間、休暇等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。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をいたします。議案書は62ページでお願いいたします。 

 議第24号 輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて。輪之内町職員の勤務時間、休暇等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28年３月４日提出、輪之内町長でございます。 

 こちらのほうも平成26年の地方公務員法の改正に関連しまして条例の改正を行うもの

でございます。地方公務員法の一部が改正をされまして、地方公務員法の第24条中第２

項が削除されたということでございまして、同法を引用しております町の条例中に条項

ずれが生ずるということでございますので、そちらのほうを改正するということと、そ

れから学校教育法等の一部を改正する法律、こちらは平成27年に成立をしておりました

が、この法律改正によりまして、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務

教育学校という新たな学校が学校の種類の一つとして規定をされたところでございます。

この２つの理由から、今回、条例を改正しようとするものでございます。 

 新旧対照表の30ページをお願いいたします。 

 第１条におきましては、地方公務員法の改正による条項ずれを改めるものでございま

す。 
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 第８条の３の第１項第２号のところに、これまで小学校に就学している子のある職員

であってというような記述になっておりましたけれども、義務教育学校というのが新し

くできましたので、従来どおりにしておきますと、義務教育学校へお子さんを就学させ

ている方は該当しなくなってしまうので、小学校の次に義務教育学校の前期課程という

のを入れ込むということでございます。義務教育学校の前期課程というのを入れ込むこ

とによって、特別支援学校の小学部というのも規定しておくべきというような国の判断

もございましたので、このような規定にするということでございます。 

 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） 

 これから質疑を行います。 

 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24号の討論を行います。 

 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24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24号 輪之内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

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30、議第25号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

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。 
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○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をさせていただきます。議案書64ページからお願いをいたします。 

 議第25号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例について。輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償

等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28年３月４

日提出、輪之内町長でございます。 

 新旧対照表で御説明をさせていただきますので、31ページでございますが、御参照い

ただければ幸いでございます。 

 地方公務員災害補償法の施行令がございまして、その一部を改正する政令が平成28年

１月22日に公布をされました。地方公務員災害補償法による年金たる補償のうち、傷病

補償年金と同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の

調整率が0.86から0.88に改正をされたところでございます。これによりまして、町の条

例を改正するということでございます。 

 新旧対照表では、そういった併給の場合の調整率につきましては附則のほうで定めて

おるところでございまして、その附則の第５条でいろんな種類の併給の場合の調整率が

定められております。 

 新旧対照表32ページの中段でございますけれども、こちらのほうに先ほど御説明をい

たしました傷病補償年金と、それから厚生年金保険法による障害厚生年金とが併給され

る場合の調整率が掲げてございますけれども、「0.86」から「0.88」に改めるというも

のでございます。 

 それから、新旧対照表の36ページです。こちらのほうは附則の第５条第２項の規定で

ございますけれども、この表の中でも同様の規定がございまして、その調整率が

「0.86」となっておりますものを「0.88」に改めるというものでございます。 

 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） 

 これから質疑を行います。 

 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25号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
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○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25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25号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例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31、議第26号 輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

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。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をいたします。議案書のほうは66ページ、67ページでございます。 

 議第26号 輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例について。輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す

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28年３月４日提出、

輪之内町長でございます。 

 新旧対照表のほうは37ページでございます。 

 こちらのほうは、昨年の８月６日に人事院勧告が出されまして、国のほうの一般職員

の給与に関する法律の改正も１月に行われたところでございます。これによりまして、

当町の職員につきましても、人勧のとおり給与改正を行う予定でございますが、議員さ

んにつきましては、その期末手当の率について職員の期末手当と勤勉手当を合計した率

をもって議員さんの期末手当の率としております。職員の勤勉手当が人勧によりまして

0.1カ月分引き上げられることによりまして、議員さんの期末手当についても、0.1カ月

分引き上げるというものでございます。 

 新旧対照表37ページをごらんいただきますと、第５条におきまして期末手当に関する

規定がございます。こちらのほう、ここにアンダーラインが引いてございますが、この

ように改正をさせていただくものでございます。 

 なお、こちらにつきましては、27年度につきましては、既に６月分の期末手当は支給
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済みでございますので、条例の改正としてはこの率に直しまして、附則のところの第３

項でございますけれども、ここで平成27年度限りにおける読みかえ規定を定めておると

いうところでございます。 

 以上で説明を終わります。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） 

 これから質疑を行います。 

 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26号の討論を行います。 

 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26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26号 輪之内町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す

る条例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32、議第27号 輪之内町常勤の特別職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。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をさせていただきます。議案書は、68ページ、69ページでございま

す。 

 議第27号 輪之内町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ
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いて。輪之内町常勤の特別職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28年３月４日提出、輪之内町長でございます。 

 新旧対照表は38ページでございます。 

 こちらにつきましては、先ほどの議第26号と全く改正理由は同じでございまして、改

正する内容につきましても、同様の改正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） 

 これから質疑を行います。 

 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27号の討論を行います。 

 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27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27号 輪之内町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例については、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第33、議第28号 輪之内町職員の給与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。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をさせていただきます。議案書は70ページからでございます。 
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 議第28号 輪之内町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について。輪之

内町職員の給与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28年３月４日提出、輪之内町長でございます。 

 この改正条例は、第１条から第３条という形にしております。 

 第１条におきましては、輪之内町職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、

こちらのほうの施行日は、公布の日からということにしております。第１条の内容につ

きましては、平成27年８月６日の人事院勧告を踏まえて改正をするという内容でござい

ます。 

 それから第２条につきましては、こちらのほうは平成28年４月１日から施行するもの

でございます。期末手当の改正があるわけでございますけれども、期末手当は６月と12

月に支給されるものでございまして、６月は既に平成27年度の場合、支出が終わってお

りますので、第１条におきまして12月に支給する分、それから６月に支給する分の率を

27年度に限っての分を規定いたしまして、28年度以降につきましては、第２条のほうで

もう一度規定をし直すという内容でございます。 

 それから、第２条のところで地方公務員法の改正によりまして等級別基準職務表、町

の条例では級別基準職務表という表現にしておりますけれども、こちらのほうを従来は

規則のほうで定めておったわけでございますが、地方公務員法が改正をされまして、条

例で規定をしなさいということになりましたので条例のほうで規定をするというもので

ございます。 

 それから第３条は、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の一部改

正でございます。平成26年に定めました輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の一部を改正するものでございまして、こちらのほうの施行日は、公布の日か

らということにしております。 

 それでは、新旧対照表のほうで御説明をさせていただきます。 

 まず、公布の日から施行する第１条関係でございますけれども、初任給調整手当のと

ころ、第13条の３で規定しておりますが、ここにございますような形で額の改正をする

ものでございます。 

 続きまして、40ページをごらんいただきたいと思いますが、第23条の７の第２項で期

末手当について規定をしております。こちらはごらんいただきますように、６月に支給

する場合においては、あるいは12月に支給する場合においてはということで、それぞれ

規定をするということでございます。結果的に100分の10プラスになるということでご

ざいます。 

 それから、第２号のところでは再任用職員の勤勉手当について規定をしておるところ

でございますけれども、こちらのほうも６月に支給する場合、あるいは12月に支給する

場合といった形で規定をするということにしております。再任用職員の場合は、100分



－８３－ 

の５がプラスになるという内容でございます。 

 それから、附則の第32項の改正も行いますが、これは55歳以上の職員に関係する部分

でございまして、６月、あるいは12月に支給する場合のそれぞれの規定を盛り込むもの

でございます。 

 それから、別表で給料表が定めてありますけれども、人事院勧告によりまして給料表

が改正されますので、その人事院勧告のとおり、給料表を改正するものでございます。 

 続きまして、改正条例の第２条関係ですが、平成28年４月１日から施行する部分でご

ざいますけれども、こちらのほうは新旧対照表の48ページから載せております。 

 改正内容につきましては、第３条のところですが、先ほど申し上げました級別基準職

務表、これは従来は標準的な職務の内容は町の規則で定めるというような表現をしてお

りましたけれども、こちらのほうを別表第２で定めることとするということでございま

す。 

 それから第５条につきましては、級別の基準職務表を条例で第３条の第３項を改正す

る形で決めましたので、必要な改正を第５条においても行うということでございます。 

 それから第23条の６第４項でございますが、これは行政不服審査法の改正によりまし

て必要な改正を行うものでございます。 

 それから第23条の７でございますけれども、こちらの方で勤勉手当の規定がございま

す。こちらの改正はどういった趣旨かと申しますと、勤勉手当は本来的に６月に支給す

る場合、あるいは12月に支給する場合、同率をもって支給をするということに従来もな

っておりました。ただ、平成27年度においては、６月と12月の支給割合が人勧によりま

してふえた分を12月の分に加算するというような形で第１条で改正を行いますので、本

来的な姿である、６月、12月の割合を均等にするための改正を行うものでございます。 

 附則についても同様でございます。 

 それから別表第２として、級別基準職務表を新たにつけ加えるというものでございま

す。こちらにつきましては、従来、規則のほうで定めております内容とほぼ同じという

形にさせていただいております。 

 それから、第３条で平成26年に制定いたしました給与条例の一部を改正する条例の一

部を改正するものでございますけれども、単身赴任手当の特例が平成30年３月31日まで

という形にしてございましたけれども、この特例が人勧によりまして28年３月31日まで

ということで、２年間縮小されたということでございますので、改正をするというもの

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） 

 これから質疑を行います。 
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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） 

 今回のこの改正によって賃金のアップ率、何％ぐらいふえることになるわけですか。

この辺は、当然この28年の当初予算に反映されているかと思いますけれども、何％ぐら

いの上昇になるかということを教え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。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 賃金といいますか、期末手当については、一般職割合で0.1月分、100分の10、それか

ら再任用職員については100分の５ということになります。 

 それから、給料表の改定につきましては、人事院におきまして民間給与との較差を比

較したところ、平均改定率0.4％を引き上げるということにされたところでございます。

以上でございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ２番 古田東一君。 

○２番（古田東一君） 

 77ページを見れば大体わかりますけれども、７級に該当する人は何名ぐらい見えるん

でしょうか。 

 それと、６級の困難な業務を行う課長の職務というのは、どのような困難な業務を行

う課長のことを指すんでしょうか、お答え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。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 ７級の場合、当町は、現在４人でございます。 

 困難な職務を行う課長でございますけれども、知識、あるいは経験がございまして、

それらを生かして仕事をすることができる課長というような形で位置づけをしておると

ころでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ３番 浅野常夫君。 

○３番（浅野常夫君） 
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 これは級はわかるんですが、何号給というのはどうやって見たらいいんですかね。１

から125まであるんですが、これをちょっと教えていただけませんか。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 給料表の見方ということでございましたが、71ページをごらんいただきたいと思いま

すけれども、一番上の欄に職務の級ということで、当町の場合は１級から７級までござ

います。その下に縦にずうっと並びますのが号給でございます。これで縦と横が交わっ

たところが、例えば１級の１号ですと14万100円、２級の２号ということでしたら19万

2,000円という形で、縦が級、それから横が号ということでございます。 

○３番（浅野常夫君） 

 それはわかるんや、その号給はどうやって決めるんですかね、それをお聞きしておる

んです。 

 それ、当然横と縦はわかるんですけれども、号給というのはどうやって決めてみえる

んかなということをお聞きしたい。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 号給につきましては、基本的に勤務成績が良好な場合は、１年間に４号ずつ上がると

いうのが原則でございます。それで、勤務成績が優秀であるとか、特に優秀である場合

は、４号を超えてもっと昇給する。あるいは、逆に勤務成績が良好でないというような

場合でしたら、４号を下回ってしか昇給がしないということで、勤務成績によってその

号給の幅は決まってくるということで運用しております。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」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28号の討論を行います。 

 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28号を採決します。 
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 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28号 輪之内町職員の給与に関する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34、議第29号 輪之内町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を

定め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。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をいたします。議案書は79ページからでございます。 

 議第29号 輪之内町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

の一部を改正する条例について。輪之内町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及

び基準を定め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28年３

月４日提出、輪之内町長でございます。 

 こちらのほうも地方公務員法の改正によりまして、級別基準職務表について、従来規

則で定めておりましたものを条例で定めるというものでございます。 

 新旧対照表は53ページでございますが、第３条の２というものを追加いたしまして、

ここで級別職務基準表について規定をするということでございます。 

 なお、具体の基準表につきましては、別表で規定をするという内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議賜りますようお願いいたします。 

○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。 

（「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29号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
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○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29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29号 輪之内町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準

を定める条例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35、議第30号 輪之内町職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例の制

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。 

 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をいたします。議案書は81ページでございます。 

 議第30号 輪之内町職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例の制定について。

輪之内町職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例を次のように定めるものとす

る。平成28年３月４日提出、輪之内町長でございます。 

 廃止条例は82ページでございます。輪之内町職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和

59年輪之内町条例第４号）でございますけれども、こちらのほうを廃止するというもの

でございまして、平成28年４月１日から施行するということにしております。 

 こちらにつきましては、この条例上残っております職員の特殊勤務手当ですが、毎年

予算計上もしていないと、あるいは実際の運用もしていないということでございますの

で、この際、条例を廃止しようとするものでございます。 

 これまで条例で規定をしておりました手当は、行旅死亡人の収容業務であるとか、あ

るいは感染症防疫業務、清掃業務、施設管理業務等につきまして、１件あったら3,000

円とか2,000円とかというような手当を規定しておりましたけれども、それは従来の職

務のうちというような形にさせていただこうということで、実際の運用もしていないと

ころから廃止をさせていただこうとするものでございます。 

 以上でございます。御審議賜りますようお願いいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 
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 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） 

 この特殊勤務という勤務そのものがなくなったということなのか、あってもこれは通

常業務の中でやっていくということなのか。今後は、そういう従来規定された特殊勤務

は、職員はやらないということなのかどうかということだけ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。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 先ほど、現在規定されております手当につきまして御説明いたしました。その業務に

ついては、当然これからもやっていく必要がありますので、業務自体をやめるというこ

とはできません。ただしといいますか、実際の現状を鑑みたときに、そういった業務に

出会っても通常の業務の範囲内で行っておりますので、改めて手当を出していないとい

うこともございますので、この際、廃止をしようとするものでございますし、こちらの

ほうは国のほうではない制度でございますので、国の制度に合わせるという意味合いか

らも、今回、廃止をさせていただこうとするものでございます。 

（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、従来も実際はそういう特殊勤務をやっていたけれども、支払っていなか

ったと、そういうことですか。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 行旅病人の収容とか、そういったものは頻繁に発生するものではありませんので、そ

もそもの該当条例が少なかったということもございまして、かつて何十年、20年とさか

のぼったときにはそういう事例もあって、手当も出た時期もあったかと思いますが、こ

こ最近においては、感染症の消毒とか、そういう事例もないので、具体的事例もないと

いうことも鑑みて廃止をしていこうというものでございます。 

 ただ、実際にあったときには業務としてはやるんですけれども、それは通常の業務と

してやっていきたいということでございます。 
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（「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） 

 そうすると、これからも可能性としてはないわけではないと。にもかかわらず、従来

は手当を支払っていたけれども、今後は手当を支払わないと、同じことをやっても。で、

支払わない理由は、どういう理由なのか、正当な理由はあるんですか、その辺がちょっ

と理解できないんですけれども。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 毎年、人事、あるいは給与等の状況につきまして、県を通じて総務省のヒアリングを

受けておるわけでございます。そこで毎年指摘をされておりましたのが、地方公務員は、

基本的に国家公務員に給与は合わせるというのが大原則であると。国家公務員にない手

当を地方公務員がもらうということについては、これは好ましくないというような指導

を毎年受けておったという経緯もございますので、そうであるならば、この際、国にな

いような手当制度については廃止をしていきたいという考えでございます。 

（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） 

 趣旨は総務課長がおっしゃられたんでよくわかりましたが、国がないからといって、

なら、今まであった条例を廃棄する理由に当たらんのじゃないかと。 

 何が言いたいかというと、やはり危険な作業に何十年に１回でもないことではないと

いうことも総務課長もおっしゃってみえるんですが、それであるならば、別に科目存置

みたいな形で残してもいいし、あったときには補正で対応してもいいし、そういう条例

をなくすことがいいことかどうかというと、やっぱり危険な作業には、当然そういった

もの、お世話になるという、それは通常の業務といえば含めてもいいんですが、やる身

になってみると、なかなか仕事といえども厳しい仕事になることもあるということで、

多分この条例がつくってあったのではないかなと思うんで、あえてなくさないかんとい

うことにはならないんではないかなと私は思います。できるものなら、このまま残して

おいて、使わないことにこしたことがないので、それはその都度運用されれば結構なん

で、別にあるから使えということではないのでどうかなと私は思いますが、どうですか。 

○議長（髙橋愛子君） 

 総務課長 兒玉隆君。 
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○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 職員の立場に立って御発言いただきまして、ありがたいと思っております。そうでは

ありますけれども、毎年、先ほど申し上げましたような国のほうの指摘もございました

ので、そうであるならば、国の手当の種類等と整合させたほうが好ましいのではないか

という判断のもとに、今回、この条例を出させていただいたということでございます。 

○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） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第30号の討論を行います。 

 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） 

 今、議論がありましたように、やはり危険な作業、あるいは人が嫌がるような仕事を

やっていただくのに何の手当もないというのは、国がないからやらないんじゃなくて、

これは逆に、国や県に対してそういう要求をすべきだというふうに思うわけで、私はこ

れを廃止すること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。 

（「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30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いたします。 

 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６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） 
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 日程第36、議第31号 輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とします。 

 危機管理課長から議案説明を求めます。 

 森島秀彦君。 

○危機管理課長（森島秀彦君） 

 それでは、説明させていただきます。議案書の83ページをごらんください。 

 議第31号 輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について。輪

之内町消防団員等公務災害補償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28年３月４日提出、輪之内町長。 

 84ページが改正する条例でございます。非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定

める政令の一部を改正する政令が平成28年２月24日に公布され、平成28年４月１日より

施行されること及び現行の行政不服審査法を全部改正した行政不服審査法が平成26年６

月13日に公布され、平成28年４月１日より施行されることに伴い、これらに対応するた

め、輪之内町消防団員等公務災害補償条例を改正するものでございます。 

 条例の改正に関する新旧対照表にて説明させていただきます。54ページをごらんくだ

さい。 

 26条においては行政不服審査法の改正で、異議申し立てを廃止し、手続保障の水準の

向上を図るため審査請求に一元化されたことにより、見出し及び条文中の「異議申立」

を「審査請求」に改めるものです。 

 附則第５条第２項及び第５項においては、年金たる損害補償、または休業補償と同一

の事由により厚生年金保険法等による年金たる給付が併給される場合、損害補償の種類

に応じて調整率を乗ずることにより減額し、厚生年金保険法等による年金たる給付につ

いては、そのまま全額を支給するという規定になっております。 

 調整率については、労働者災害補償保険法施行令に規定する率及び地方公務員災害補

償法施行令に規定する率と同じ数字になっておりますが、今般、平成28年１月22日に公

布されました労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令、また地方公務員災害

補償法施行令の一部を改正する政令の内容を踏まえまして調整率を改正するものでござ

います。 

 55ページをごらんいただきたいと思いますが、表１の項右欄において、傷病補償年金

と同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の調整率を

「0.86」から「0.88」に改正するものでございます。 

 表２の項右欄におきましては、特殊公務災害に係る傷病補償年金と同一の事由により

厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合、調整率を「0.91（第１級又は

第２級」を「0.92（第１級」に、「0.90」を「0.91」に改正するものでございます。 

 56ページをごらんください。表の項右欄におきまして、休業補償と同一の事由により
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厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の調整率を「0.86」から

「0.88」に改正するものです。 

 これで説明を終わらせていただきます。審議のほど、よろしくお願いします。 

○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。 

（「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31号の討論を行います。 

 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31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31号 輪之内町消防団員等公務災害補償条例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。 

 暫時休憩いたします。 

（午後３時54分 休憩）  

（午後４時23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。 

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

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第37、議第32号 大垣地域公平委員会の共同設置に関する規約の変更に関する協

議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。 
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○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をさせていただきます。議案書は85ページ、86ページでございます。 

 議第32号 大垣地域公平委員会の共同設置に関する規約の変更に関する協議について。

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の７第２項の規定に基づき、大垣地域公平

委員会の共同設置に関する規約（平成13年12月７日議決）の一部を次のとおり変更する

ものとする。平成28年３月４日提出、輪之内町長でございます。 

 新旧対照表のほうは57ページでございますけれども、こちらの規約につきましても、

行政不服審査法の全部改正に伴いまして、規約の一部を改正するものでございます。 

 具体的には、規約の第６条に「不服申立て」という言葉がございますけれども、これ

を「審査請求」に改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） 

 これから質疑を行います。 

 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32号の討論を行います。 

 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32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32号 大垣地域公平委員会の共同設置に関する規約の変更に関する

協議については、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（髙橋愛子君） 
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 日程第38、議第33号 町道路線の認定についてを議題とします。 

 建設課長から議案の説明を求めます。 

 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 それでは、議案書の87ページをお願いいたします。 

 議第33号 町道路線の認定について。道路法第８条第２項の規定に基づき、町道路線

を次のように認定する。平成28年３月４日提出、輪之内町長。 

 お手元に配付してございます、平成27年度道路台帳内訳によりまして説明させていた

だきます。 

 町道路線の認定につきましては２路線でございます。 

 中郷新田ほ場整備事業で中郷地内に整備されました道路２路線が未収録でございまし

たので、これを町道認定するものでございます。町道の廃止についてはございません。 

 平成27年度の認定路線の延長と面積、町全体の延長と面積を掲載し、認定路線の図面

を添付させていただきましたので、よろしくお願いいたします。 

 なお、道路の廃止、認定の延長と面積の合計が町全体の昨年と比較した差の値と異な

りますのは、この認定した路線以外にも道路拡幅して面積がふえたもの等がございます

し、また延長についても実延長と総延長ということで、実延長につきましては単独路線

でございますが、総延長は道路と道路が重なった部分も含まれておりますので、この重

複部分につきまして差が生ずるわけでございます。 

 以上で説明を終わります。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） 

 ちょっとお尋ねしたいんですが、これはほ場整備でできたところで、それの認定が漏

れておったということかということと、この道路は幅員が４メーターじゃないんですね、

これ。面積と延長が少し見えておる、僕の計算やとそんなふうにならんのやけど、これ

はどういうふうな道路でつくってあるんですか。 

○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） 

 これにつきましては、用水沿いの道路につきましては管理道路としてございましたけ
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れども、その管理道路の一部、途中までをほ場整備区域内に入れて舗装等をしたもので

ございます。また、東西に延びます道路は、新しくほ場整備でつくった道路でございま

す。 

 幅員でございますけれども、まず長い用水沿いのほうにつきましては、幅員が3.25メ

ートル、東西の短いほうの路線につきましては、幅員が３メートルの道路でございます。

以上です。 

（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） 

 どうでもいいことかもしれませんが、この長いほうが今の水路か何かに面したところ

でしたか、狭い23845のほうが３メートルということやね。そうすると、この23845に面

しておるところは、これみんな土地、これはこれからいくと普通の宅地か畑か何かにな

っておるの、これって。これ、どういうふう、この隣接しておるのはどういう状況にな

っています、これって。 

○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） 

 23845につきましては、北側が田んぼ、南側は畑になっています。 

（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） 

 田んぼと畑ということは、この畑もほ場整備に入った畑かどうかわからんのやけれど

も、入っていない畑か、入っている畑か。田んぼは、当然ほ場整備に入っていると思う

んですが。もしかその畑のほうが、これは前が宅地になっているようなふうに見えるん

ですが、僕、うまく見方がわからんのやけれども、多分宅地かなあ、これ、ちょっと左

のほうは。となると、この畑を一体で見れば４メートルに面してくるところがどこかに

あるのか知りませんけれども、今後、こういう道路をつくって認定していくと、これは

後で利用の価値ができないんやないかなと思う。どういう指導をされてつくられておる

か知らんけれども、このほ場整備で。後々のいろんな目的に即したものをつくっていか

んと、今後に。 

 きょうの本会議でも土地改良課ができて新しく土地改良事業をされるということです

が、やっぱりそれに合致したものをきちっと計画的につくって、そこへ認定をきちっと

かけていくというのが本来の姿でないと、地元誘導だけでは余りよくないんではないか
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なあと、私はあえてこれを見て思ったわけで質問をしておるわけなんですが、ちょっと

所見をいただきたいと思います。 

○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） 

 まず、この中郷新田のほ場整備事業につきましては、平成７年、８年ぐらいに事業と

しては終わったと思います。その後、換地等が行われたわけでございますけれども、そ

のときから見ますと、ほ場整備の地区に入れて、舗装については町でやったということ

でございますけれども、道路でないと町の舗装等はできませんので、そのときに地区に

入れて、道路としてつくったから、舗装をやってくれという要望に対して舗装をしたと

いうことでございます。そのときに、本来であれば町道認定をした道路でなければいけ

ませんけれども、これは図面で拾っていくわけですけれども、その中でほ場整備、幾つ

か道路等も新しくつくったものもございますけれども、その中でこれは、ちょうどほ場

整備の区域に入る、入らないの部分がございまして、この部分は入っておったんですけ

れども、道路として拾う際に漏れたものということで、全体的に道路の状況を見たとき

に、ここがまだ認定されていないというのがわかりましたので、今回、道路認定として

上げさせてもらったものでございまして、その当時のほ場整備でやった状況については、

なぜこの幅員でやったのかというところまでは現在のところわかりません。以上です。 

（「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） 

 道路の認定する基準というのはあるんでしょうか。どういうような場合に町道として

認定するというような基準はあるのかどうか、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） 

 まず、１級の道路、２級の道路というのがあって、集落同士をつなぐ、それも大きい

集落と大きい集落をつなぐ道路等で１級、２級、また幅員等で１級、２級とが分かれて

おりますけれども、そこから付随する、つながっていく道路等でございまして、そうい

うのを町道として認めているわけでございまして、あとほかには、道路形態をなしてお

りますけれども、水路とか用水については管理道路というような形であるところもござ

いますが、そういうところについては町道認定等はしていないと思います。以上です。 

（挙手する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 



－９７－ 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 町内を見てみますと、宅地造成などをやって、中に道路があると、そういうのが全て

町道に認定されるのかどうかということなんですけど、個人的に使っているといえば個

人的というふうになるかもしれませんし、その辺のこの考え方というのは何か決めてあ

るのかどうか、ちょっとお伺いします。 

○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、宅地開発等でつくられる道路につきましては、行きどまり道路等について、奥

行き等が短いものについては認定しないとございます。 

 また、宅地開発をした中を通っている道路が、中を通って町道認定してある道路に接

続するもの等については道路認定をする場合もございますが、それについては、開発す

る前の段階で道路幅員とか、その道路構造等、事前に協議いたしまして、道路認定をす

るという方向でいっている場合等もございます。業者のほうから協議があれば、その都

度、町道認定をする予定であれば、その町道としての基準をクリアするような形での指

導はしております。以上です。 

○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33号の討論を行います。 

 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33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33号 町道路線の認定については、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39、発議第１号 輪之内町議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題

とします。 

 提案者から趣旨説明を求めます。 

 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 それでは、発議第１号 輪之内町議会会議規則の一部を改正する規則についてを提案

させていただきます。 

 議案書の91ページ、輪之内町議会会議規則の一部を改正する規則。 

 輪之内町議会会議規則（昭和62年輪之内町議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条中「事故のため」を「事故等のため」に改める。 

 附則、この規則は、平成28年４月１日から施行するというものでございます。 

 これは、岐阜県の議長会長のほうから町議会議長宛てに通知文書が出ておりまして、

出産に対する考え方ということで提案されておりました。 

 輪之内町においては、ここにおいて今までは「事故のため」となっておりましたけれ

ども、これを「事故等のため」というふうに入れて、この「等」の中に出産も含めると

いうような考え方で提案させていただきたというふうに思って提案させていただきまし

た。 

 以上でございます。 

○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。 

（「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。 

 これから発議第１号の討論を行います。 

 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。 

 これから発議第１号を採決します。 
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 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ございませんか。 

（「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、発議第１号 輪之内町議会会議規則の一部を改正する規則については、

原案のとおり可決されました。 

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

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第40、発議第２号 輪之内町議会傍聴規則の一部を改正する規則についてを議題

とします。 

 提案者から趣旨説明を求めます。 

 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 続きまして、発議第２号の輪之内町議会傍聴規則の一部を改正する規則についてを提

案したいと思います。 

 輪之内町議会傍聴規則の一部を改正規則を別紙のとおり発案いたしますということで、

93ページのとおりでございます。 

 輪之内町議会傍聴規則の一部を改正する規則。 

 輪之内町議会傍聴規則（昭和62年輪之内町議会規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

 第７条第１項第１号中「、つえ」を削る。 

 附則、この規則は、平成28年４月１日から施行するということで、これにつきまして

も、同じく岐阜県の町村議長会長から輪之内町の町議会議長宛てに通知文書が出ており

まして、傍聴規則の一部を改正する規則が提案されましたので提案するものであります。

つえを抹消するということでございます。 

 以上でございます。 

○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。 

（「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。 

 これから発議第２号の討論を行います。 
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 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。 

 これから発議第２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、発議第２号 輪之内町議会傍聴規則の一部を改正する規則については、

原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 ただいま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３月15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２号から議第20号まで及び議第22号については、３月15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、３月16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時までに御参集願います。 

 本日は大変御苦労さまでした。 

（午後４時45分 散会）  
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（午前９時00分 開議）  

○議長（髙橋愛子君） 

 ただいまの出席議員は９名で、平成28年第１回定例輪之内町議会第13日目は成立しま

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２号、議第６号から議第８号、議第12号から議第

20号及び議第22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２号から議第５号、議第８号から議第11号につい

ての審査報告がありました。 

 また、仁木小学校校舎大規模改修特別委員会委員長より報告がありました。 

 委員長に報告を求めます。 

 仁木小学校校舎大規模改修特別委員会委員長 小寺強君。 

○仁木小学校校舎大規模改修特別委員長（小寺 強君） 

 仁木小学校校舎大規模改修特別委員会委員長報告をいたします。 

 平成27年６月12日開催の第２回定例輪之内町議会において当委員会に調査・研究を付

託されました案件について、６月19日を初めとし、８月７日、10月21日、12月11日、３

月９日の計５回の委員会を協議会室において、全委員出席のもと、執行部側より町長、

教育長、参事、調整監及び各関係課長、担当者出席のもと、審査をいたしました。うち、

３回、現地視察をいたしました。 

 その経過と結果を報告いたします。 

 初めに、教育課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、仁木小学校の建設年次はに対し、西棟が昭和51年３月、東

棟が昭和56年２月とのことでした。 

 福束小、大藪小の建設年次はに対し、福束小が昭和58年３月、大藪小が昭和53年３月

とのことでした。 

 耐震補強工事を実施したときに内部改修はしていないのかに対し、改修はしていない

とのことでした。 

 トイレの仮設はないのかに対し、校舎西棟のトイレを使用しますとのことでした。 

 トイレの便座及び洗面台の高さは、小さな小学生が使用するという配慮がなされてい

ないのではないかに対し、配慮が必要かを学校と相談して検討しますとのことでした。 

 解体、はつりの騒音対策はに対し、児童の学習に支障がないように土・日に実施しま
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すとのことでした。 

 改修工事における設計のコンセプトは何かに対し、全体的に木質化を進め、明るく開

放的な教室空間をつくり、子供たちが伸び伸びと学習できる教育空間をつくるとのこと

でした。 

 改修の目的はに対し、築後30年以上経過しており、建物及び設備の老朽化に対処する

ものですとのことでした。 

 太陽光パネルの設置はできないかに対し、検討するとのことでした。 

 教室のエアコンがつり下げ式１台のため、冷暖房の循環が悪いのではないかに対し、

窓際の上部にはりがあるため、施工上支障があること及びコスト面からも安価であるた

め、つり吊り下げ式としたとのことでした。 

 今後、教室の床のメンテナンスはどうしていくのかに対し、床等の取り扱いの仕方に

ついて説明書を学校に配付し、長くきれいに使っていただくようにしますとのことでし

た。 

 ３月９日、午前９時30分より現地視察をしました。その結果、ほとんど完成しており、

問題も見当たらなく、工期内をもって完成する見込みでありましたので、仁木小学校校

舎大規模改修特別委員会を終結しました。 

 以上、報告いたします。 

○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。 

 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、農業委員の解任請求並びに後任委員の推薦についてを行います。 

 お諮りします。 

 農業委員の推薦及び選挙の方法については議長の指名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、議長が指名することに決定しました。 
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 農業委員の森島光明君を解任し、後任の農業委員には森島正司君を指名します。 

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

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第３、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。 

 ２番 古田東一君。 

○２番（古田東一君） 

 輪中街道（仮称）街道づくりについて。 

 このほど中江川上流部楡俣地内（中郷北東境）において、水質浄化策の手始めに地下

水が掘り上がり、大量の水が噴出（自噴）しているようですが、昨年６月の委員会にお

いて、計画地の空き地に小公園的、休憩場所的なものを併設できないかと提案しました

が、計画にはないとの答えでありました。 

 先般の講演会で片山講師が輪中についてほんの少し触れられましたが、安八の９・12

水害以後、知識人、学者、防災研究者間等では、「輪中」という言葉は少しずつ認知さ

れるようになっているのであります。 

 以前は輪中根性と言われ、言葉として余りよい意味にはとられていませんでしたが、

水災害が起きたときに、運命共同体としてそれなりの効果があらわれているからであり

ます。 

 今回の事業は住民課の関連でしたが、他課との連携も取り合って事業を進められたら

と思います。役所の悪いところは互いの縄張り意識が強いことで、当町庁内の雰囲気は

どうか。 

 海津市のほうで、道路沿いでいびつな形に残った箇所で施工されているところが見受

けられました。農業農村整備事業で予算を獲得できる道があるのではありませんか。 

 輪中堤、大正池から、今回掘削で噴出した箇所から中江川沿いに、多良の殿様が通っ

たと言われる多良街道を交差し、輪之内町の中央を南下し、町境の堤防までを輪中街道

（仮称）と名づけられて整備されてはいかがでしょう。 

 ３月議会に親水公園として関連する議案も提案されておりますが、側道には散策道

（遊歩道）、梅、桜、広葉樹等を植栽し、フラワーロード、ウオーキングロードとし、

沿道修景を施す。春には親子連れでツクシとり、夏には蛍狩りが楽しめます。 

 本戸から南へ、中江川沿いを手始めに、すぐにでも実施できそうなことは、手っ取り

早いのが標識の設置であります。結婚記念、子供の出産等に、記念樹や句碑、植栽の箇

所を設けて、付近の清掃を毎年お願い、義務化する。輪中の地下水で育てた徳川御膳米

とセットでＰＲにも生かす。 

 「輪中街道」という言葉を商標登録しては、お菓子、果物、野菜、そのほか何にでも
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活用できると思います。 

 海津市の長良川堤防路肩（溝畔）に、以前渡船場のあった堤防沿いに記念碑的なもの

が建立されておりますが、大藪渡船場には小公園的なものがありますが、福束渡船場付

近では、河中（河川敷）に福束城のあったところや、競馬がたびたび開催された箇所も

あり、記念碑的なものの設置を望むものであります。 

 観光面で隣町では、千本松原、水郷公園、お千代保稲荷、安八の百梅園、羽島の温泉、

ハス園がありますが、当町には他市町の人に場所を聞かれても、これといって答えると

ころは何もなく、言葉に詰まります。 

 今回、土地改良課が設けられることは遅きに失した感もありますが、グッドタイミン

グだと思います。今後の施策に期待をするものであります。 

 次に、選奨生の支援（選奨生奨学金貸与条例）について。 

 学業成績が優秀であり、経済的理由により修学が困難な学生に対し、奨学金貸与条例

があるわけですが、苦学の末、めでたく卒業の暁に、地元に３年以上就職した人には、

借入金（貸与金）の支払いの９割免除、県内に就職した人には５割免除とし、就職活動

においても恩典を与え、地元就職の選択余地を取り入れるべきだと考えますが、いかが

でしょうか。 

 町内就職といっても、輪之内町には優良企業があり、全国に支店、支所等がある就職

地でも適用とする。 

 町長のように生まれ育ったときから裕福な家庭に恵まれた人には、進学校に通うにも

お金の苦労はなかったと思います。苦学生の苦労を察してあげてください。 

 建設工事請負業者のペナルティーについて。 

 輪之内町建設工事請負契約に係る指名停止等要領についてお尋ねいたします。 

 昨年末の新聞報道によりますと、三十数年前の工事の手抜き工事とありますが、町政

担当者、業界関連者ならば、容易にどこの業者であるか推測できると思います。 

 木野町長は、当時、県庁で汗を流しておられたころであったと思いますが、いずれに

いたしましても、町長には事件が発覚した時点で処理していただく責任があります。 

 建築基準法によると責任期間は10年と認識しておりますが、昭和56年ごろに新建築基

準法が変更（改正）になったと認識しております。何十年も前にさかのぼり責任をとら

なければならないのか。 

 当町の建築物（構築物）も、そろそろ建てかえどきが近づいてきているものもあるか

と思いますが、記事にあるような瑕疵の建築物（構築物）はないか。 

 アポロンスタジアムは22年ごろに改修されているようですが、大丈夫か、お答えくだ

さい。 

 平成19年以降、木野町長になってから指名停止の適用があったのかどうか。 

 町には町内業者を育成する義務もあるかと思いますが、発注する側と受注する側とで
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は矛盾するところがあることは承知しております。今回の件は町外の業者と推測いたし

ますが、別表第１の２に該当すると思われますが、いかがでしょうか。 

 不正、手抜きをすれば、信用を失い、企業存続にかかわることになることはわからせ

るべきだと考えますが、いかがでしょう。 

 「ふるさといきいき 自然がいきいき」、以上であります。 

○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、古田東一議員からの御質問にお答えをいたします。 

 議員からは３点にわたり御質問いただきましたので、順次、お答えをさせていただき

ます。 

 まず、第１点目の輪中街道づくりについてであります。 

 まずもって、町政の推進においては組織が一丸となって取り組むべきではないか、そ

のような御意見を頂戴しましたが、私も当然、それがあるべき姿であると認識をしてお

ります。また、そのように努めておるところであります。 

 議員から輪中街道という御提案をいただき、町の魅力の発信源となり得るものと受け

とめをさせていただきました。しかしながら、この事業を展開するには、その事業ボリ

ュームも多大であり、完成後の維持管理等々、検討すべき課題も非常に多くて、早急な

事業実施というのはなかなか難しいものがあるのかなと、そんなふうに考えております。 

 なお、古田議員は、公園づくりや観光ロードづくりに農業農村整備事業を活用できな

いのかというお尋ねでございます。本町においても本戸地区の中将姫公園は、農業農村

整備事業のビオトープ化推進事業として県の補助を受けて整備しておりますので、条件

次第によって該当する可能性というものを検討してまいりたいと、そんなふうに考えて

おります。 

 ただ、この中将姫公園の整備事業は、例えばいろんな条件があって、地域の在来種で

ある動植物の生態系保全を住民協働によって行うこと、それから小・中学生の環境教育

の一環とすること、それから希少生物であるカワバタモロコが生息しておりましたので、

単独でカワバタモロコの保護条例を制定したこと、池を配置した公園を地元住民と協働

して活用していくこと等、幾つかの条件のもとで補助金交付の対象となっております。

単に公園だとか観光ロードをつくるだけの県補助というのは、条件なしでできる補助と

いうのは、残念ながら今のところは見当たらないというのが状況でございます。 

 輪中堤から町の中心部を南北に縦断し、海津市までの観光ロード造成の御提案でござ

いますが、現在、町内の名所等をめぐる「輪之内ウォークマップ」を作成し、年４回で

ありますが、参加者を募集して「輪之内ウォーク」を開催して、輪之内町の魅力を発信

しておるところでございます。 



－１０８－ 

 さきに申し上げたとおり、現在のところ、新しい公園や観光ロードの整備計画はあり

ませんけれども、これらを整備する際には、御提案のありましたように、農業農村整備

事業だけに限らず、いろんな補助制度等を模索しながら進めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に第２点目、選奨生の支援についての御質問にお答えをいたします。 

 まず、現在、町では無利息で大学生に月額４万円、高校・高等専門学校生には月額１

万5,000円を貸与し、卒業後10年以内に半年賦の均等払い方式によって返還をしていた

だいております。今年度の貸与者は８名、返還者は25名であります。当町の返還免除基

準は、死亡の場合、または精神もしくは身体障がいになった場合、災害等やむを得ない

場合等を条例で定めておりますが、現在のところ該当者はございません。 

 現時点で奨学金返還者の就職先は把握しておりませんが、無事卒業し、就職をされて

おり、おおむね順調に返還をされております。 

 新年度から国においては地方創生の一環として、地方大学に進学する学生や地域活性

化につながる特定分野の勉強をする学生が地元企業などに就職した場合、返還の全部ま

たは一部が免除される制度を創設することにしておりますし、岐阜県では、若者の県外

流出に歯どめをかける狙いで、県内へのＵターンを条件に返済を免除する学生向けの給

付型奨学金制度を創設するなど、奨学金を活用した大学生等の地方定着事業が実施をさ

れる予定であります。 

 町としては、一般財団法人国際クラブの寄附による高校生への奨学金給付事業の継続、

国や県の制度の活用とともに、企業誘致を推進し、地元企業との協議、学生への就職あ

っせんの機会をふやす等、この生まれ育った地元で就職したいと願う人材を少しでも多

く迎えられるようにしてまいりたいと考えております。 

 それから、第３点目の建設工事請負業者のペナルティーについてでございます。 

 議員の御質問にもございましたように、昭和54年、今から37年前、某市で行われた体

育館建設工事において最近になって手抜き施工が発覚し、当時の施工会社と管理会社に

対し、不良箇所を直すための工事費全額の支払いを求めた事案がございました。 

 これに関連し、工事の施工に暇庇があった場合、何十年も前にさかのぼり責任をとら

なければならないのかという御質問でございます。 

 瑕疵担保期間は、目的物が建物等の土地の工作物である場合には、工作物または地盤

の暇疵につき、普通の工作物については５年、石づくり、土づくり、れんがづくり、ま

たは金属づくりの工作物については10年ということであります。また、町の請負契約書

の約款にも瑕疵担保については10年と明記をされているところであります。 

 今回の事案につきましては、施工会社と管理会社がその非を認めて道義的責任をとっ

たのではないかと推測をしております。 

 また、この事案は、町の指名停止等要領別表第１の第２項に該当するのではないかに
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ついて御質問されております。当町の要領の別表第１に規定しているのは、町内におい

て生じた事故等に基づく措置基準でありますので、この事案は直接的には、要領上、処

分の対象外であると考えております。 

 なお、参考ながら、某市自身においても指名停止はしていないとお聞きをしておりま

す。 

 また、この事案に関連して、町の公共施設にも建てかえの時期が近づいてきているも

のも多数あるが、同様の瑕疵のある建築物はないか、アポロンスタジアムは大丈夫かと

いうお尋ねでございますが、某市と同種の構造の体育館は、町内には存在しておりませ

んし、瑕疵の報告は、今のところございません。 

 次に、私が町長に就任して以降に指名停止をしたことはあるのかというお尋ねでござ

いますが、町内業者では、平成19年の除草工事で落札後、請負契約を辞退した案件につ

いて、不誠実行為に当たるとして指名停止の処分をしております。 

 最後に、不正、手抜きをすれば、信用を失い、企業の存続にかかわることを知らしめ

るべきだという御意見、もっともな御意見でございます。町としては、指名停止に至ら

ない場合でも必要があると認める場合は、当該事業者に対し、書面または口頭で厳しく

警告、または注意を喚起してまいる所存であります。 

 以上で、古田東一議員の質問に対する答弁を終わらせていただきます。 

（２番議員挙手） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ２番 古田東一君。 

○２番（古田東一君） 

 ある程度前向きのお答えをいただき、ありがとうございます。 

 １つ答えが抜けていたと思います。「輪中街道」という言葉を商標登録してはいかが

でしょうかと質問しておるわけですが、これについてお答えください。 

○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 商標登録には幾つかの条件がございまして、幾つかの事例を参照しておりますと、い

わゆる名称が普通名詞的なもの、例えば一般的な用法として輪中街道とか、ほかの普通

名詞的に使われているものについて商標登録をするには、その前提条件として、そこが

例えば極めて特徴的にその商標登録をするのにふさわしい箇所であるかどうかとか、普

通名詞、結局、商標登録をするということの意味は、その商標を独占的に利用できると

いうことで、他者がそれを利用されるときには許諾を得る必要があるわけですが、輪中

街道というのは、例えば越中街道とか、鯖街道とか、いろんな普通名詞的に使われてい

るものと同じものですので、なかなか商標登録が難しいのかなという感触を受けておる
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ことは事実でございます。 

 当然、これから輪中街道というものが他者と区別でき得るような状況になったときに、

商標登録という一つの権利の保全ということを考えるのはやぶさかではありませんけれ

ども、かなり難関はあると、そんなふうに理解しております。以上です。 

○議長（髙橋愛子君） 

 １番 上野賢二君。 

○１番（上野賢二君） 

 おはようございます。 

 続きまして、一般質問をさせていただきます。 

 女性及び青年団体の再構築について。 

 東日本大震災以降、復興支援において自助・共助・公助と言われるようになり、その

うち共助は、地域のつながり、地域のきずながベースにあり、地域住民における結束力

の強化と維持が求められ、再びコミュニティーが重要視されてきております。 

 そのためには、住民、地域、各種団体、行政等がそれぞれの適性を生かした社会活動

の取り組み、協働による自立したまちづくりなど、再度コミュニティー活動を活発化す

る必要があります。 

 しかしながら、全国的に少子・高齢化、住民意識の希薄化などにより団体構成員の減

少、役員の引受手がないなどの事由により社会教育関係団体が衰退傾向にあり、とりわ

け婦人会や青年団はその傾向が強く、存在そのものが危ぶまれております。 

 多様化した現代社会において安心・安全なまちづくりを進めていくためには、地域に

基盤を置いた女性や青年層の団体の再構築を図ることが極めて重要になってきておりま

す。 

 本町においても女性団体として輪之内町女性会議があり、現在は数十名にて活動を継

続していますが、各地域を基盤とした活動は崩壊しております。 

 青年団体は、かつて各地域に青年団があり、地域活動を通じて行政に大きく貢献して

きた時代があり、近年においては輪之内町青年のつどい協議会が商工会青年部メンバー

にて活動をしていましたが、現在は休会状態となっております。 

 まちづくりは、人づくりと言われております。地方創生、地域活性化などの事業を推

進していくためには、これらの団体の再構築を図り、広く人材育成に取り組むべきと考

えます。 

 もちろん、本来こうした組織は行政任せでなく、地域住民が住民自治意欲を持ち、地

域の課題に自主的に組織編成して取り組むべきものであることはわかっておりますが、

残念ながら自主意識が乏しく、地域住民みずからが組織を構築していく力は大変弱い状

況であると思います。そういうことから、行政主導で住民の意識高揚施策を講じて組織

化を図り、研修などの機会を与える、まちづくり研修制度のようなものを創設して、女
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性や若い人たちを育成すべきと考えます。町長の御見解をお伺いいたします。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、上野賢二議員の女性及び青年団体の再構築についての御質問にお答えいた

します。 

 近年の都市化や核家族化の進展などによって地域の連帯感や触れ合いが薄れつつある

中で、福祉・環境・教育など多様化する地域課題を地域の人たちがみずからの問題とし

て捉え、解決に向けて積極的に取り組む地域住民主体のまちづくりが求められておりま

す。 

 御質問にございましたように、輪之内町青年のつどい協議会は、平成23年４月８日の

総会において休会の議決をされ、その後は活動休止状態となっております。また、その

上部団体である西濃青年のつどい協議会も平成26年度末で活動休止となっている状況で

あります。 

 輪之内町女性会議につきましては、現在、会員数は65名で、９名の役員を中心に活動

されております。活動内容を見ますと、昨年は防災学習会を開催し、東日本大震災で現

地に赴いた消防士の現場での経験を聞く機会を提供されるなど、積極的に活動はされて

おります。しかしながら、会員の高齢化、新規会員の加入促進等々、今後の活動を進め

る上での課題も多々あるとお聞きをしております。 

 上野議員の御指摘のとおり、かつては女性及び青年団体を中心に集落単位でさまざま

な地域活動が実践されてきましたが、個人の価値観の多様化と申しますか、そういった

ものとか、少子・高齢化に伴う住民ニーズの複雑化等により伝統的な基礎組織というも

のが衰退をする事態となってきております。 

 このため当町では、青少年育成町民会議による地域づくり活動、輪之内町社会福祉協

議会による近隣たすけあいネットワーク事業を支援するなど、学校・家庭・地域住民に

よる地域コミュニティーの再構築を目指しておるところでございます。 

 一例を挙げますと、現在、福束地区の民生委員、児童委員らによる「カフェふくろ

う」、里地区の福祉委員らによる「サロンなかよし」が立ち上がって、ひとり暮らしの

高齢者や地域住民の憩いの場として地域コミュニティーが形成されつつあります。 

 防災、まちづくりを進める上で、地域住民によるコミュニティー活動は大変重要であ

ると考えております。当然のことながら、地域コミュニティーの形成は行政だけで推進

できるものでないことは議員御指摘のとおりであります。地域住民の意識高揚が不可欠

であり、住民みずから地域の課題を考え、自主的に行動していただけることを期待して

おります。 
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 そんな意味を込めまして、平成28年度には、各区に２名の防災士をお願いしていく予

定としております。そういった方々が中心となって防災研修会等を実施していく中で地

域のつながりが生まれていくことと思い、町といたしましても、積極的に推進をしてま

いりたいと考えております。 

 いずれにしても、時代の変遷とともにコミュニティーを形成するための切り口が徐々

に変わってきておるという、その切り口をいかに的確に捉えていくかというのが、これ

からコミュニティーを活発化していくときの一つの鍵になるのかなと、そんなふうに思

っております。 

 また、女性や青少年など人材育成につながるテーマ等を的確に捉え、地区懇談会を開

催するなど、地域住民主体のまちづくりを行政として後押しをしてまいりたいと考えて

おります。 

 以上で、上野賢二議員の質問の答弁とさせていただきます。よろしく御理解のほどお

願いいたします。 

（１番議員挙手） 

○議長（髙橋愛子君） 

 １番 上野賢二君。 

○１番（上野賢二君） 

 御回答をありがとうございました。 

 町長が言われるように、社会情勢等の変化によりいろんな地域コミュニティーのつく

り方が変わってきているということだろうと思いますが、いずれにしましても、災害だ

けではなく、地域活性化をしていくためには、やっぱり地域のまとまりといいますか、

コミュニティーというのが、逆にこれからは必要になってくるということだろうと思い

ます。 

 やっぱり地域住民にそれだけのなかなか意識がないといいますか、こういった組織が

なくなってきた理由の一番大きなものは役員のなり手がないと、みんな避けて通りたい

というようなことで崩壊してきているというように感じております。 

 そういった、やっぱり地域のリーダーづくりといいますか、そういったことにも力を

入れていただきたいというふうに思います。 

 それと、先ほど町長のお話にございました、防災士を各区に２名を編成して災害に備

えるということでございますが、これは委員会の中でもちょっと申し上げましたが、や

はりせっかくそういったものができるということであれば、当然区長が中心になろうか

と思いますが、今、近隣たすけあいネットワークがありますように、そうしたような組

織をきちっとつくって活動していくといいますか、ネットワークづくりをぜひとも考え

ていただきたいというふうに思います。 

 くどくど言うつもりはございませんので、私の言わんとしたところは十分述べさせて
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いただきましたので、ぜひとも先ほど言いましたように、各地域のリーダーづくりに力

を入れていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 冒頭の御質問に対するお答えの中でも申し上げましたように、それぞれの時代によっ

てコミュニティー形成のための、言ってみればモチベーションというか、動機づけをど

うしていくかという問題があるように思っております。 

 その中で、組織化する中で役員のなり手がない、これは役員のなり手がないというこ

との裏返しで言えば、逆に言えば、そのコミュニティーを形成するだけの動機づけがや

はり薄いのではないかという話になってしまいますので、きちっとした動機づけを持っ

て、その組織化することによるインセンティブをどう与えていくかということに尽きる

のかなあと、そんなふうに思っております。そういう意味では、コミュニティーの形成

の核となるいろんな団体とか、集団とか、そういったものの情報交換ができるようなも

のができればいいなあとは思っております。皆さんと一緒になって、そういったコミュ

ニティーのつくり方についての情報交換、検討等も、いろんな意味で密にしていきたい

とは思っております。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 おはようございます。 

 議長さんの許可をいただきましたので、ただいまから質問をさせていただきます。 

 今回は町政全般ということで、広い意味で御質問させていただきます。 

 ３月も半ばとなり、梅の花も満開となり、春本番を間近に感じさせる季節となりまし

た。 

 平成28年度予算において、「もっと！安全・安心快適な輪之内に」「もっと！ふるさ

とを愛する人づくり」「もっと！住民本位の町政を」など、８項目から成る「もっ

と！」で構成されています。小・中学校へのエアコンの設置や、新年度から始まる認定

こども園、幼児教育への期待等、夢のある事業が盛りだくさん進められようとしていま

す。 

 その中で、今回は、以下４点について質問させていただきます。 

 まず最初に、１番目として農業施策に対する質問をお願いします。 

 農用地の大区画化及び集積による担い手育成を推進するために、新年度から経営体育

成基盤整備事業（再ほ場整備事業）により調査、計画が策定され、新課も設立されるよ
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うです。 

 しばらくすると、隣町の安八町地内にＥＴＣインターチェンジが新設される予定でも

あり、我が町の道路整備、農地を取り巻く環境整備も十分考慮しなくてはいけないと思

います。再ほ場整備による道路・水路問題は、特に重要と思いますが、町長の推進に対

する考えをお尋ねいたしたいと思います。 

 また、これは全文通告の中に入っておりませんが、よろしければお答えいただきたい

と思いますが、ＴＰＰ関連政策大綱と我が町における法人、担い手営農組合、認定農業

者への今後の町の方針についてを差し支えなければお答えいただきたいと思います。 

 次に、教育について。 

 ３月４日、議会初日に提案され、議決された教育長人事について町長にお尋ねいたし

ます。 

 ４月１日より教育長に就任される箕浦氏については、仁木小学校の校長、輪之内中学

校の校長と、我が町の教育については十分理解された方だと思いますが、今回は御本人

から教育に関するお話を聞いたこともなく、お考えを聞いたこともありません。最近で

も中学生の方が自殺された等、痛ましいことが起きております。町長が新教育長に何を

指示され、どう進められていくのか、お考えをお示しいただきたいと思います。 

 次に３番といたしまして、自主運行バス事業についてお尋ねします。 

 平成27年１月からコミュニティーバスとデマンドバスが組み合わされて運行されてお

ります。輪之内町にとって公共交通の存在は、なくすことのできない最重要な事業と考

えます。特にデマンドバスは、町内145カ所にバス停があり、商業施設やお医者さん、

銀行、ＪＡ等へは、自家用車で移動できない人たちにとっては大変便利なものと思われ

ます。 

 バス停の設置数も可能な限りふやし、また駐輪できるスペースのあるところなど、も

っと身近に利用しやくしてほしいと思います。今後の進め方について、町長の考えをお

示しください。 

 ４番目に、輪之内スマイルチャンネル配信事業についてお尋ねをいたします。 

 平成22年に光ケーブルが整備され、平成26年４月から12チャンネルでスマイルチャン

ネルによる動画放送が始まりました。同じ番組が長く放送されたり、同一画面が長く、

情報の更新も決して早くありません。各課がもっと町民のために情報を積極的に提供し

たり、各課のおもしろ番組か、何でもよいと思いますが、つくったりして楽しいものが

できないものか。 

 先日行われた輪之内町中学校の卒業式でもカメラが入り、リアルタイムで映し出され

ていました。議会の様子も町民の方々に見てもらい、その様子を、頑張っている姿を見

てもらいたいと思います。 

 町長のお考えをお尋ねします。よろしくお願いします。 
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○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 田中政治議員から何点かの御質問をいただきました。順次、お答えをさせていただき

ます。 

 まず、第１点目に農業施策に対するお尋ねがございました。 

 ＴＰＰの合意を受け、その効果を真に経済再生、地方創生に直結させるために必要な

政策により、農政は新時代を迎えるべく、攻めの農林水産業への転換が求められている

のは周知のことでございます。 

 生産者の持つ可能性と潜在力を遺憾なく発揮できる環境を整えることで、次の世代に

対しても日本の豊かな食や美しく活力ある輪之内町を引き継いでいくこと、これが今求

められている最も大切なことだと考えております。 

 農業者の高齢化が進む中、今後の輪之内町の農業を牽引してくれるすぐれた経営感覚

を備えた担い手を育成支援し、持続可能な農業構造を実現しなくてはなりません。その

実現に向けて生産コストを大幅に削減するため、農地の大区画化、排水対策、水管理の

省力化のため、新年度から経営体育成基盤整備事業、いわゆる再ほ場整備を再開したい

と考えております。 

 これまでに実施した再ほ場整備は458ヘクタール、輪之内の耕地面積の約45.5％とな

ります。その農地の担い手への集積率は８割を超えており、事業のあるべき効果を十分

に発揮できていると考えております。 

 再ほ場整備を望む農家がある一方で、多額の経費負担に消極的な農家もいらっしゃる

など、事業実施に二の足を踏むケースも多々あろうかと思います。現在の新しい事業ス

キームとして、再ほ場整備後の農地を中間管理機構を通した集積で80％以上の農地を農

事組合法人などの担い手に集約を行うことなど、一定条件を満たせば地元負担をゼロに

することができるなど、この制度があるうちが、これは農政推進の新時代とも言えるチ

ャンスだと思っておりますので、この事業の実施に御協力をお願いしたいと考えており

ます。 

 また、安八町のスマートインターが新設されれば、平成28年度から実施予定の楡俣北

部地区、これは輪之内町の北側からの玄関口ということになります。優良農地を確保し

ながら、美しく活力ある輪之内町のまちづくりを積極的に展開するチャンスでもあるこ

とから、道路整備、環境整備等を適時・的確に行ってまいりたいと、そのように考えて

おります。 

 以上の点から、ほ場整備の必要性、それから農業の担い手の方向性等々について申し

上げましたけれども、集約化は途中の段階ではありますけれども、これは必要なことだ

と思っておりますし、受け手の育成というのも大事なことだろうと、そんなふうに考え
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ております。 

 次に、第２点目の教育についての御質問にお答えをいたします。 

 まず、本会議初日において箕浦靖男氏の教育長への任命について御同意をいただきま

した。箕浦氏は、御承知のように、仁木小学校校長、輪之内中学校校長を歴任され、教

諭時代も含めますと輪之内で25年間教職をされ、また退職後は、輪之内町社会教育指導

員として９年間御活躍をされました。これで、輪之内には通算34年間かかわっていただ

いていることとなります。 

 今、御紹介しましたように、輪之内町で長きにわたって学校教育の現場を経験され、

また社会教育の分野においても経験豊富な方であり、輪之内のことをよく御存じであり

ますから、力になってくれるものと期待をしておるところであります。 

 ところで、昨今の教育を取り巻く環境は大きく変わっています。平成23年の大津市の

いじめ事件の対応をきっかけとして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律が平成26年６月に公布され、平成27年４月１日から施行されました。御

案内のとおりでありますけれども、その改正の主な点としては、教育委員長と教育長を

一本化し、首長が直接教育長を任命・罷免することとされました。また、首長は、教育

長と教育委員とで構成する総合教育会議を主宰し、教育大綱等をまとめることとなって

おります。 

 そこで、輪之内町では、平成27年７月16日に第１回輪之内町総合教育会議を開催し、

そこでの協議を経て、同年同月に輪之内町教育大綱を策定したところであります。その

内容としては、「未来に夢と希望をもち、生きる力を育むふるさと輪之内の教育」を基

本理念とし、１．教育環境の整備・充実、２．確かな学力の育成、３．たくましく心豊

かな人づくりの推進、４．生涯学習の推進、５．文化活動の推進、６．スポーツの向上、

以上、この６本の施策を掲げているところであります。 

 新教育長には、教育委員会と私の間で協議・調整し、策定した当大綱の具現化に向け

て着実な推進をお願いしたいと考えております。 

 さて、大津のいじめ事件が起きてから５年がたとうとしております。しかしながら、

いじめによる自殺や事件が後を絶ちません。大変悲しいことであり、憂慮すべきことだ

と思っております。 

 輪之内町におきましては、輪之内町総合教育会議を平成27年10月７日に、先ほどの第

１回目に続いて第２回目を、続いて平成28年１月20日に第３回目を開催し、「輪之内町

におけるいじめ防止等のための基本方針案」について協議・調整を行ったところであり

ます。両会議において教育委員さんと私とで真摯な議論を重ね、おおむね合意に至り、

この３月中に策定をしていきたいと考えているところであります。 

 その主な内容項目は、１．いじめ防止等に関する基本的な考え方、２．輪之内町が実

施する施策、３．学校が実施すべき施策、４．重大事態への対処、５番目に基本方針の
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点検・見直し等であります。また、その内容や手順を平生から、特に教育行政関係者に

は十分御理解しておいていただく必要があると私は考えております。 

 最後に、私が常々機会あるごとに申しておりますのは、教育委員会制度のうち組織機

能について、首長が総合教育会議を主宰し、教育大綱を策定する等、大きな法の改正が

ございましたけれども、戦後教育の根本の部分はいささかも変わっていないということ

であります。教育行政の現場においては教育委員会が、そしてその長である教育長が中

心になって、また教育のプロとして、本当の意味でのプロ意識を十分発揮して、ぶれる

ことなくしっかりやっていただきたいと考えております。 

 それから、第３点目の自主運行バス事業についてでございます。 

 まずは、輪之内町にとって公共交通の存在はなくすことができない事業であるとのお

考えについてであります。これは第５次総合計画にもありますように、「住んでいてよ

かった、これからもずっと住み続けたいまち」づくりには必要不可欠の施策だと私も認

識をしており、田中議員と意見を異にするものではないことを申し上げたいと思います。 

 平成27年１月、朝夕は定時定路線バス、昼間は電話で予約するデマンドバスを走らせ

る公共交通体系の見直しを行ったところであります。今日までの１年２カ月の間の特徴

的な状況をお話しさせていただきますと、まずは利用者数でありますが、平成26年はト

ータル7,520人でありましたが、平成27年には１万2,085人と、4,568人ふえ、約1.6倍に

増加をしております。 

 次に、デマンドバスの利用者の状況では、１日当たりの利用者数、平成27年発足当初

は17.9人でありましたが、平成28年２月には41.1人まで増加をしてきております。予約

の状況については、予約確定乗車時刻と希望時刻との差を見てみますと、希望時刻に乗

車できた方は約43％、加えてそれを含めて約７割の方は、希望時刻の前後10分以内で予

約ができております。また、バス停別の乗降者数では、岐阜羽島駅が第１位、ザ・ビッ

グ輪之内店が第２位、安八温泉が第３位、輪之内文化会館が第４位、コミバス今尾が第

５位となっており、岐阜羽島駅の利用者の目的地は、東京、大阪、名古屋、岐阜など、

町外への玄関口として御利用いただけていると思っております。 

 さらに、利用者の利便性の向上を図るため、昨年の12月から今年２月にかけて２種類

のアンケート調査を実施しておりますので、その結果の概略を御報告申し上げます。 

 １つ目の調査は、デマンドバスの車内で調査票と返信用封筒を利用者に150票配布し

たアンケートで、有効回答数は46票でありました。その中で特徴的なことを申し上げま

すと、利用目的としては、通院が40％、買い物が19％、帰宅が12％、通院や買い物に約

６割が使われておる状況であります。 

 デマンドバスの運行についてでありますが、バス停の位置では76％、車両・設備等で

は81％の方が満足をされており、運行日、最終時刻、予約時間等について、なお検討の

余地はあるものの、各調査項目の満足度は、全般的に高い水準になっております。 
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 ２つ目の調査は、広報わのうちに同封し、郵送回収をしたもので、有効回答数は845

票でありました。その中で、利用したことがある方は13.2％、利用しない理由は、自動

車を利用しているからが85.3％でありました。町民の暮らしを支える交通手段としてデ

マンドバスがよかったかどうかについて、約６割の方からはよかったと思っていただい

ております。ちなみに、よかったと思えないという方は、7.6％ほどあったことを御紹

介しておきます。 

 今後、町の進め方としてどのようにしたら利用促進につなげていけるのか、アンケー

トの結果を踏まえ、バス停の設置要望のあった施設や地点については、運行効率の観点

からも有効であります「停留所方式」を堅持しつつも、公共交通会議でもよく議論し、

高齢者ばかりでなく、運転免許証を持たない若い世代、特に大学生、高校生、中学生、

そして小学生の利用の促進についても検討を重ねてまいりたいと考えております。 

 次に、第４点目の輪之内スマイルチャンネル配信事業についての御質問にお答えをい

たします。 

 議員からは具体的に、所管課が住民の方に有益な、また楽しい情報提供を積極的に配

信するように、また議会の様子も配信したらどうかという御提案をいただいたものと解

しました。 

 御案内のように、平成26年４月から町内の各種行事等を「輪之内スマイルチャンネ

ル」で、保育園、小・中学校の様子を「わのうちキッズ」で放映をしております。その

他、文字放送やデータ放送で町からのお知らせを放送いたしております。 

 先ほど来、議員からの御指摘は、同じ番組が長く放送されたり、同一画面が長く、情

報の更新も決して早くないという御発言の趣旨かと思いますが、残念ながら、ほかから

も同様の声も聞いている状況はございます。 

 そうしたことから、議員御提案の各課からの情報提供や議会の様子などの放送の御提

案については、これは取り入れるべく、積極的に取り組んでまいります。 

 現在、議会中継については、導入を前提に他市町の議会中継の状況を調査するなど、

庁内で協議を進めているところでございます。 

 今後は、放送に向けて、具体的な点、具体的な項目について議会側と協議を進めてま

いる計画でございます。 

 その他、各課の情報提供につきましては、各課に配置しております情報推進員を中心

に、住民の方に有益となる町の各種補助金制度などの情報をすぐに見られるよう、デー

タ放送の中でコーナーなどを設け、情報提供ができる環境を整備するように指示をいた

しております。 

 また、現在、当町のケーブルテレビの電気通信事業者である株式会社アミックスコム

とは、他のケーブルテレビ会社の番組などを双方のケーブルテレビで放送できるように

交渉中でございます。これが実現すれば近隣市町の各種行事などの放送もできることに
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なりますし、近隣市町に住んでみえるお子様やお孫さんの姿も当町のスマイルチャンネ

ルを通じて見ることが可能ということにもなりますので、この協議も、ぜひ実現に向け

て進めてまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、楽しく、そして有益な番組づくりをしていくということで、

住民の皆様の情報提供というニーズに応えてまいりたいと思っております。 

 以上で御質問の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） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 それでは、まず第１番目の再ほ場整備関係ですが、この再ほ場整備において特に重要

なのは、本当の意味で基本設計だと。私ども南部でもほ場整備をやっていただきました。

その中で、現場のほうで完成するまでいろいろ携わらせていただきましたが、特にそれ

を痛感しました。 

 私は南部ですが、その後に下中郷のほうでも土地改良事業が行われました。そのとき

に問題と思って特に身にしみて感じているものに、なぜこの基本設計というところにこ

だわるかといいますと、残念ながら、南部のほうが先に工事が始まりました。これは例

ですが、その後に下中郷のほうのほ場整備が始まりました。その結果、何が起きたかと

いいますと、南部のほうの、私の地域は藻池と、わかりやすく言えばそういうことです

が、そこから中郷へ通じる道が全く、連絡道路としての意味合いがありません。私ども

も中郷地内に土地がございますので、地権者でございますので、その中でもいろいろ発

言してきましたけれども、当時ですが、その中郷新田の役員の方は自分たちの中のこと

のみで、その隣接している地域との交通のやりとりについては一切お考えをいただくこ

とができませんでした。 

 その中で、役場のほうへもその当時言いましたが、役場のほうでも、これは地域にあ

る程度の主体性を持たせてやっておみえになるということでしょう、聞き入れていただ

くことができませんでしたので、今、見ていただければ、藻池の土地は、南北において

は１本のみ道路が通っておりますが、東西においては全く、東幹線へ出るにも、西幹線

へ出るにも、そのような道路はできておりません。 

 そういうことを踏まえて、今度の新しい再ほ場整備が予定されようとしている地域に

おいては、隣の安八町のＥＣＴインターの関係で道路環境も、それに対する農地環境も

大きくさま変わりするのではないかということを思っております。当然だと思いますが、

その中で道路は、ほ場整備であれば水路も全て壊してつくり直すというのが本筋でござ

いますので、かなり町の、要するに上のほうから見た総合的な判断がほ場整備の中で生

かされて、きちっとした計画が推進されやすくなるのではないかなということを思いま
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して、あえてこの問題に触れさせていただきました。 

 その中で、道路をたくさんつくれば、当然減歩とか、いろんなこと、これは農家負担

でございますので、農家からはクレームが出ると思います。そうなった場合に、今度、

なら町で先に道路をつくってしまってということになれば、当然農家負担は少なくなり

ますが、これは他の地域で今までやってきたほ場整備とは若干、道路・水路を含めたほ

場整備ですので、その中の減歩も、当然その地域の農家が、土地所有者が持つというこ

とでございますので、余りにもそこの点で、道路・水路を先行して町のほうで買い上げ

るなり云々ということであれば、これはちょっとした問題になるのではないかなと。そ

こら辺も含めてうまく調整をしながら、道路・水路、農道整備等もやっていただくとよ

ろしいかと思いまして、あえて質問させていただいております。その中で、それも踏ま

えて御答弁をいただきたいと思います。 

 また、２番目の教育長さんの質問については、町長のほうから、この制度が変わりま

して町長の任命であると。で、指名するのも町長であると、ということは町長権限に全

てが委ねられているということであります。ですが、町長の御答弁を聞いておりますと、

やはりその教育においては、以前と同じように教育長を中心とした行政をやっていただ

き、その中で町長がこれはどうかなと思うものについてはきちっと、言葉は悪いんです

が、けつを持つんだという気持ちで、どんとやってくれという強い意思のあらわれかな

あというふうに私は理解させていただきました。 

 箕浦新教育長が４月から就任されるわけですが、私も仁木小学校の評議員をやらせて

いただいたときに、当時、箕浦校長とは数年間の親交がありました。人柄もよく存じ上

げておりますが、いかんせんおとなしい方でございます。こういう難しい時期に、やっ

ぱり周りの町長初め、いろんな方のフォローがきちっとなされないと、幾らいい教育長

でも、なかなか能力を発揮されるのはえらくなっていくんかなあということを感じてお

りますので、皆さんと一丸となって教育行政を進めていただきたいというふうに私は思

っております。それについても、町長からさらなる御決意、私の考えが間違っておった

ら、訂正をしながらお答えをいただきたいと思います。 

 それから、３番目の自主運行バス事業について、先ほどいろいろ御答弁をいただきま

した。コミバスについては利用者が1.6倍になったということで大変結構なんですが、

数字から言えば1.6倍でしょうが、しょせん１日に50人程度と、20日間として50人程度

の利用者があるということでございますので、この数字は決して大きいものではござい

ません。 

 それからもう１つ、デマンドバスについても、利用者の方のアンケートは、利用して

いる人ですから満足度は当然あると思います。ですが、一般のほうからすればそんなに

高い数字ではない。これは乗用車を持っているということも大きな原因だということは

重々承知しておりますが、そうばかりではないということを、もう少しその先のネック
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を見詰めていただきたいと思います。 

 なぜかといいますと、免許証を返上した人は半額になるとか、前からそういうことは

聞いておりますが、免許証のない人、逆に中高年、その中でも町長が触れられたのは、

小学校、中学校、高校、大学という若い方で免許のない方という触れられ方をされてお

りますが、そういう方は、結構自転車という自分での移動手段、別の意味の移動手段を

持っておりますが、運転免許を持っておらん人は、そういう人だけに限らず、特に利用

したい人は、やっぱり足腰が大分弱ってきた。自転車を乗っておっても、家族から、お

ばあちゃん、おじいちゃん、もう自転車は危ないで、倒れたらそれが命取りやよ、そう

いう弱者に対してもう少し配慮の仕方が足らんのではないかなと私は思うわけです。 

 前にも究極のバス停の位置は各世帯にという、冗談とも本当とも似つかわないような

ことで、究極のことでしょうが、それは当然無理だと思っておりますが、145カ所が多

いというよりも、3,000世帯以上ある輪之内の中で145カ所は非常に少ない。 

 おまけに、そこへ行くのにも、少しの距離なら自転車でも行きたいなあという、まだ

まだ足腰の強い老人も、私程度の人間もおりますが、自転車を置いておくところがない。

しょせんは歩いてそこまで行かないかん。それが私の地域を例にとってみますと、二、

三百メートルは絶対歩かないと、どこにもございません。一番近いところで二、三百メ

ーター以上あります。ややもすると、それが目的地である場合もあります。ということ

だと、やっぱり雨が降ったり、強い風とか、天候不順とか、いろんな中で、きょうはそ

こでいろんな催し物がある、行きたいと思っておっても、まして、行こうと思ったら、

例えばそういう施設に着いてしまう。 

 そういった、なかなかそこまできめ細かくできないとおっしゃるかもしれませんが、

少なくとも消防施設みたいに、消火栓は180メートル、200メートルに１本とかという規

定がございますが、最終的にはデマンドバスのバス停も、そういうような一つのサーク

ルの枠の中、もしくは、その地域にどういうお年寄りが見えて、どういうお年寄りが難

儀してみえるかというのは、地元の区長さんを通じたり、民生委員とか、いろんな方が

把握しておみえるになるので、その都度、１年、２年のスパンでその地域の小さなバス

停の修正を。誰も乗り手がないところにバス停をようけぶら下げておいたって、それは

自家用車ばっかで移動する地域、例えば若い人が住んでいる50軒もあるような住宅、団

地の中では、なかなか利用されないと思います、仮にあったとしても。 

 ですから、そういうところじゃなくて、やっぱり２人、３人でも、そうやって本当に

行きたいなあと困ってみえるところにそういうものがあることが望ましいと。利用され

る人がおるところのニーズに対してどう応えるかということがもっと望ましいと、私は

かねがね思っております。 

 大変しちくどいようですが、そのことにもついて、今回、３月をもって退職される住

民課長には、特にデマンドバスとか環境問題には御尽力いただいておりましたので、ま
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た町長の片腕として頑張っていただいた経緯もございます。今後への期待も含めまして、

岩津参事にもお答えをいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 それから、４番目の情報の12チャンネルですが、私、どんな様子かなと思って、大体

１週間に３回ほど、この12チャンネルを見ます。ゆうべ見ておりましたら、やっていた

のは旧態依然、同じようなことをやっておりました。経営戦略課と子育て支援センター

の御案内、税務課の税金を納付する期日等の御案内、これはきのうで確定申告は終わり

ましたので、多分きょうは流れていないと思っておりますが、そんなようなことで、あ

とは建設課さんもやっておみえでしたが、これは前からやってみえることとよく似たこ

とでございます。あと、戸籍関係も同じです。何も変わらないんですよね、はっきり言

って。時間の長さも、流れてくるバックミュージックも、始まって以来、同じやつを流

しておる。ちっともおもしろくない。それで、まだこれかと。ちょっと見ておると、ち

ょっとも画面が、また変わらん、いらいらしてくる、切りかえたくなる。でも、次の情

報が何かあるのかなあと思って、見ないかんと思って、そういうふうで見させていただ

いておりますが、動画についても、消防団の大会の様子を長く、いつまでやっておるの

やというくらい長く放送されたり、これ、各課は何も住民に対して情報を出すのがない

んですかね。教育課でも、建設課でも、産業課でも、福祉課でも、みんなあると思うん

ですよ。なかなか更新されようともしないし、自分の課の情報を出そうともしない。何

の仕事をされておるんですか。住民にもっと教えて、こういうことはどうでしょう、こ

ういうことはどうでしょう、こんなことをやっていまっせ、こんな事業もありますよ。

そういうことも説明をしながら、シリーズでやったり、もう少し知恵をひねってですね。

せっかく町長が一生懸命、町民に情報を出してあげたいなということでやっておみえに

なる事業に、ほかの職員が我関せずでは、これはちょっとよろしくないんじゃないです

か。 

 なかなか嫌らしいことを言うようですが、なら、この課長の中で、ここ１週間で何回

情報チャンネルを見られたことがございますか。職員は百数十名、保育士さんを入れて

お見えになると思うんですが、何人の方がここ１週間の間に見られたか、調査されたこ

とはありますか。 

 恐らく見たことがないでしょう。見たことがないから、あれだけ長く間延びしたよう

な番組内容でも平然としておられる。それは町の税金を使ってやるやるといって、よく

税金話で、町会議員も町の税金の無駄遣いとか、いろんなことを言われますけれども、

職員の皆さんも、町民に対してもう少し情報を出さないと、これは職員としての資質に

若干の問題があるんではないかなと、私、勝手に思っております。で、そのことについ

ても、嫌らしいことを言っておるようですけれども、お答えをいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（髙橋愛子君） 
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 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。 

 まず、第１点の土地改良の関係でございます。基本設計の重要性、これはどこまで実

現するかという、過去の実績がどうもそういう実態があるようですので、今までよかっ

たと言うつもりはございません。当然のことながら、それを踏まえた中で議論していく

べきは当然でありますし、私どもも将来設計というものを踏まえた中で、例えば道路・

水路の提案についても、将来どんな土地利用があるかを前提にして地元に御提案して、

御納得いただくかということは当然でございますので、そのようにさせていただきたい

と思っております。 

 それと、これは直買と面施工のいろんなやり方というのは事業が絡んでくるわけです

が、基本的には、やっぱり面施工が入ったものについては面の中で考えていって、そこ

に直買を入れるのは余り私自身も賛成しませんけれども、事業の進捗の度合い、それか

ら緊急性によっては、あわせて直買方式を導入せざるを得ない部分があることもあるか

と思いますので、その辺は十分御理解を得ながらやっていくことに尽きるのかなと思っ

ております。 

 それと、教育長について大変評価をいただいておりますが、もう少しありていな言葉

で言えば、もっと元気になれよということかなと思いましたけれども、もしそうである

ならば、これは私と連携する中でやっていく話ですので、私がちゃんとその部分につい

ての目配りはさせていただきながらやってまいりたいと思っております。 

 いずれにしても、教育というのは、行政、そして教育委員会だけでなし得るものでも

ない、地域とも絡める中で全体としての底上げを図っていくというのが趣旨であります

ので、これからもそのように頑張らせていただきたいなと思っております。 

 それからデマンドについて、確かに先ほど申し上げましたが、延べ数字でございます

ので、実人員で何人乗っておるんだという話は別途あろうかと思います。それは承知の

上でその数字を出しておりますけれども、できるだけ今動いている台数でもっと乗車効

率を上げないことには、採算性という意味ではまだまだ課題を残しているかなと、そん

なふうに思っております。 

 そういう意味では、先ほどいろんな切り口で御提案なり御批判なりをいただきました

ので、それをいろんな意味で消化するような形の中で進めてまいりたいと思っておりま

す。ニーズをどこに、何のニーズがあるかというものをきちっと捉える中でやっていき

たいなと。その中で現行の運行方式に固執するつもりはありませんので、当然それは修

正を加えながら、よりよい方向に向かっていくべきだろうと私自身も思っております。 

 それから、12チャンネル、一言で言ってしまえば、情報の出し方に問題があるんじゃ

ないのということであります。簡単に言えば、簡単にというか、実は非常にシビアな問
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題であるんですけど、職員が町民のほうを本当に向いて仕事をしておるのかという言い

方に尽きるんだろうと思っております。耳に痛いけれども、やっぱりそれは解決を模索

しなければいけない部分だと思っていますので、それをベースに置いてこれからいろん

なことをやっていきたいですし、12チャンネルも、もっともっとこれは複合的な利用を

模索する中で皆さんに愛される形にしていけたらいいんだろうなと、そんなふうに思っ

ております。よろしく御理解のほどお願いします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 参事 岩津英雄君。 

○参事兼住民課長（岩津英雄君） 

 御指名いただきまして、誠にありがとうございます。 

 最後の答弁になるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 御案内のとおり、バス停というのは商業施設を初め、公共施設、それから医療施設、

これらを中心にバス停の位置は設定され、なおかつ地区では区長様、それから老人クラ

ブの会長様を初め、そういった方々からも御意見を伺いながら設定されて、そして地域

公共交通会議に諮って決定していくというようなことでございます。 

 その中で、議員さんが言われました、その数は決して足りているとは思えないという

お話でございますが、他市町でもデマンドバスが運行されております。養老町は24年11

月から、それから海津市では27年10月から運行が始まっております。 

 そこで、これは計算上だけの話ですけれども、そのバス停の密度を見てみると、輪之

内町は145カ所、養老町は218カ所、海津市は358カ所ございます。そのバス停の数を分

子にして、その市町の面積を分母に計算してみますと、輪之内町の密度は、この両市町

の２倍あるという、これは計算上の話だけですけれども、参考にお話しさせていただき

ましたんですけれども、そのような状況でございます。 

 それから、どこまでそのニーズを捉えるかということでございまして、全く家から出

られない人、家の周辺しか歩けない人、それから二、三百メートルは歩ける人、いろい

ろな状況があると思いますので、それを全部このデマンドバスで解消するのは、若干無

理があるんかなあということを思わんでもない状況でございます。 

 例えば、足はおぼつかないんだけど、その停留所までは歩いていけるというようなお

方がございましたら、介添え者、そういう方、本人さんが身体障害者手帳を持っておみ

えになったり、要介護度がついておみえになったりしました場合、介添え者も半額とな

るような制度となっております。 

 そういうようなことも組み合わせながら、地域には幾つあっても足らないということ

も言われるかもしれませんけれども、総体的に考えまして、その地区としてここが必要

だというようなことであれば、またそういった意見に耳を傾けながら、今後、そのバス

停の設置についても十分考慮して、この利用促進に努めてまいりたいと思っております
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ので、よろしくお願いいたします。 

（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） 

 最初の農業施策について、もう少しだけお尋ねしたいと思いますが、最初の町長答弁

の中で、ＴＰＰ関連にもたれて管理機構とか云々の中で集中管理をして、農業法人とか、

いろんな方に委託しながら、コストダウンを図りながら、継続できる力のある農業施策

を進めていきたいという御答弁をいただきました。その中で大きな問題が１つ、私は隠

れていると思っております。何を言いたいかといいますと、農業法人にする、もしくは

認定農業者のみに許されているのが中間管理機構からの預け、受け手のほうです。輪之

内には21の営農組織と４つの法人があり、あと担い手の方ということになっております

が、４つの農業法人が今あるのは、多分福束のほうと仁木のほうが主だと思うんですが、

今後、これからすぐに、うちのところでも中間管理機構に全部預け入れる、農業者の退

職金みたいなものをもらいたいという希望が殺到した場合に、その地域にある営農組合

は受け手になり得ません。21の営農組合は、今、産業課を中心に営農組合がたくさんで

きておりますが、去年もできております。今年もできる予定らしいですが、農地を取り

上げられてしまったら、受け手になり得ないのに、どうやって受けて営農組合は成り立

つんですか。21の営農組合は、自然消滅を待つんですか。その間に機械投資はしており

ますよ。早く法人になれ、早く法人になれと言ったって、そう簡単に法人になれません

よ。法人メリットをどこにどう生かすかということと、担い手を中心にした農業施策は、

そういう意味では相受け入れない部分があるんですよ。 

 ＴＰＰで今度のパワーアップ事業、これがまた基金化されて行われるんですが、いろ

んなメニューがございます。そのメニューには法人じゃなくても乗れますよ。ですが、

管理機構へ預けた段階で、営農組合に預かっておった土地はどんどん減ります、受けら

れません。つくる方面、潰す方面と、両方の方に振りますんですか。 

 だから、先の農業施策についての方向性を示してくれと。両方ある、現在、両方進め

てみえる。法人も進めておる、担い手による営農組合の設立も進めているが、中間管理

機構という大きなもので、これは何が一番大きな問題かというと、全てお金が絡んでく

る、もらえるものならもらいたい。 

 二、三日前に、私の家にお見えになりました。こんな話をされました。おまえさんど

こ、今度法人にされるんかねとおっしゃったんで、今、勉強会は数回やっております、

これは事実です。先般の総会にも担当課長補佐らが来て、法人化に対する御説明を私た

ちにいただいております。組合も知っておりますが、その方はこう言われました。あな

たは何で法人化がいいと思いますかと私が聞いたら、お金がもらえるでや、一言ですよ。
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本当にお金がもらえると思っているんですか、それはもらえると言っておるでもらえる

やろうまいかと。もらえるもんなら、早うもらわないかんがやと、法人化をせないかん

がやと。 

 中間管理機構で農地集積、それから農家に対する出し手と受け手、それで地域に対す

る集積金、お金はあります。５反以上、１ヘクタールまでは50万何がしのお金がいただ

けるかと思うんですが、既にそれは営農組合がつくっておるところではもらえないんで

すよ。以前はもらえたんですが、どんどんもらえない状況になってきておるということ

をきちっと説明しないから、いつまでたってももらえると、法人化、法人化、うわ言の

ように言ってみえますが、聞くとお金ですわ。 

 そのお金も、なら営農組合に預かっておる人が法人に預けて、管理機構が受けた。な

ら、ここをどこへ張りつけるかといったら、その権利がある、やっぱり近くの資格のあ

るところを探しますでしょう。こうしたときに、その営農組合に資格がなかったら、全

部、例えば今まで30ヘクタールやっておったところが５人も６人もそうやって出された

ら、10ヘクタールぐらい減ってしまったと。設立時は30ヘクタールの設備投資をしてあ

るのに、管理機構が横から手を出すおかげでへこんでしまったと、立ち行かなくなって

しまったと。そこら辺の指導の仕方も、親切にもっとよく説明をされないと、地域の農

業が逆に潰れてしまいますよ、あんた。ましてや、これからは輪之内だけじゃないです

よ、海津のほうからも、大きな営農組織が二つ、三つございますが、現に輪之内でも、

もうそこから仕事に来ておりますよ。そこが将来計画を、この地域の農業、今では一つ

の作業しかやっておりませんが、全部受け取って、もっと規模拡大を図っていくんだと

いうことを認定農業者の資格を取る申請の中できちっとうたってきておりますよ。 

 輪之内の農業、よその海津や、あちらのほうの人たちに取ってかわってもいいんです

か。もっと本当に切実な問題として、営農組合を壊すんじゃないですよ、これ本当のこ

とが。 

 だから、農業施策は、もうからん農業であってもやめるわけにはいかんというところ

で、一生懸命皆さん頑張ってやっておるので、それについて、やっぱりきちっとした考

えを示していただきたいということで、私は３遍目も、これまた嫌な言い方をしており

ますけれども、意図はそこにあるので、ひとつ御答弁をいただきたいと思います。 

 先ほどもう１つは、参事さんから御丁寧な説明、答弁をいただきました。参事さんは

３月で一応退職されるということでございますが、今まで職員としていろんなところで

携わっておみえになりました。その中で、今後、これだけはちょっとやり残したけどな

あ、こういうふうにあるといいなという、輪之内の今後の、参事さんの置き土産みたい

ないい御提案、思いを聞かせていただければと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 産業課長 中島智君。 
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○産業課長（中島 智君） 

 まず、なにゆえ国は農業に関してこれだけお金をつぎ込むのかということからで、そ

もそも論でございますが、国の防衛しかり、それと同列に食の安全保障ということもご

ざいます。何も日本でつくらずに外から輸入すればいいんじゃないかということになる

かもしれませんが、ならその輸入する先の国が俺の言うことを聞かなければ、もう一切

食べ物は渡さないということになれば、それこそ終戦直後のような飢餓があります。１

億2,000万人を食べさせていくには、どうしても食というものは自分の国でつくるべき

ものであるという国の考えのもとに、農業に関して多大なお金を投資しておるわけでご

ざいまして、それと同様に、なら国としては農業の将来あるべき姿、しょせん幾らお金

を投じても、補助金なしではやっていけないということは歴然たる事実でございます。

唯一、スケールメリットということで、大きくなれば何とかなるというか、スケールメ

リットを生かして大規模な農業を行うべき、特にこの地域は大規模な農業ができるとい

うことで、重点的に平場のほうにお金をつぎ込んでいただいております。 

 その中で、例えば輪之内町の本来あるべき姿は、それこそ輪之内で一つの営農組合、

農業法人というのは最終的な目標であるかと思います。それを最短の方法でやるにはど

うしたらいいかということで、先進的な事例といたしましては、海津の300ヘクタール

をやっておる福江営農組合、たまたま私ごとでございますが、海津医師会病院に入院の

折、隣が福江営農で、散歩の折、そこの役員の方と仲よくなりましていろいろ話をして

おりましたところ、最短の方法はどうしたらいいんだということも、というか福江営農

が300ヘクタールを集めるのに何が障害だったかということを聞きましたところ、任意

の集落営農がどうしても、100人おれば100人の意見を聞かなければいけないと。あれが

法人化された営農組合であれば、何も役員だけの話で済むと、お互いのメリットだけの

話で済むと。ところが、任意の集落営農では100人の意見を聞かんならん、必ず100人の

うちには１人や２人、強弁に反対する人間がおるということで、まず小さな集落営農で

も大きな集落営農でも合併させようと思うのなら法人化を目指すべきだということを言

われましたので、小さな集落営農をつくってどうするんだということを言われるかもし

れませんが、それの法人化を目指してどうするんかということを言われるかもしれませ

んが、私は小さな集落営農においても法人化を目指して大きな法人をつくるべき、そう

すべきだと思っております。 

 以上でお答えとさせていただきます。 

（発言する者あり） 

○議長（髙橋愛子君） 

 参事 岩津英雄君。 

○参事兼住民課長（岩津英雄君） 

 再びお示しいただきまして、誠にありがとうございます。 
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 最後に思い残すことはないかというような、そんなことかなあと思っておりますけれ

ども、近年、住民のニーズの高さというか、それは年々増してきておる中、それから県

からの移譲事務がおりてきております。加えてマイナンバーカードの導入、これ一つに

ついても非常に複雑になってきておるから、これからの若い職員も大変だなというのを

感じております。 

 だけど、外してはならないことは、やはり住民の目線を外さないと。住民あっての行

政だということを常に自分に言い聞かせて取り組んでいくのが、これからは非常に重要

だというふうに思っております。 

 特に管理職になってからはそういうことを痛感しております。即対応すること、これ

が住民の安全・安心につながっていくんじゃないかなということを思っております。 

 取りとめのないお話ですけれども、住民目線、住民があっての行政ということを肝に

銘じて取り組んでいっていただきたいと、このように思っております。以上です。 

○議長（髙橋愛子君） 

 暫時休憩いたします。 

（午前10時42分 休憩）  

（午前10時54分 再開）  

○議長（髙橋愛子君） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 ３番 浅野常夫君。 

○３番（浅野常夫君） 

 お許しをいただきましたので、発言をさせていただきます。 

 年金生活について。 

 今、日本全国で高齢化社会になり、当町でもほかではありません。当町では、平成17

年の10年前は、日本人のみで9,547人、世帯数が2,708戸、平成22年の５年前は、外国人

も含めて１万60人、世帯数が2,966戸、５年後の平成27年２月１日には9,932人、世帯数

が3,181戸、これを見ると、世帯数が５年ごとに200戸以上ふえています。平成22年をピ

ークに、年々人口が減少しております。これが何を意味するかと申しますと、一家の中

で別々に暮らすということが見えます。 

 私が何を言いたいかは、国民健康保険、町・県民税、家屋税など、いろんな税金を納

めて生活をしてみえます。その中で、町が推進している下水道に接続しなさいとか、で

きるわけないです。 

 いろんな問題の中、一生懸命生活をしてみえます。高齢者のほとんどの人が年金生活、

夫婦２人そろっているときは何とか食べていけますが、一人になったら、一人の年金で

は食べていけないのが現実です。あと少しのお金が足りません。 

 一人になられた戸数が3,000戸の３分の１あっても1,000戸、具体的に１戸に三、四万
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の補助をしても3,000万ぐらいで何とかなると思います。節約して、何とか町単独でそ

んな政策ができないでしょうか。 

 これからどんどん高齢化が進みます。こういうときこそ町民目線の政治かと思います。

大きな事業も大事ですが、このような政策が一番喜んでもらえると思います。町長の見

解をお聞きします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 浅野常夫議員の年金生活についての御質問にお答えをいたします。 

 現行の年金制度は、みずからの寿命や経済社会変動の予測が困難であるとともに、年

金支給額の引き下げや、消費税、医療、介護等の費用負担がふえる悩みや不安を持って

いる方々が多く、とりわけ高齢者を取り巻く環境は、一層厳しくなるんだろうと認識し

ております。 

 国においては「一億総活躍社会」の実現に向け、65歳以上の低所得高齢者、または低

所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援するための年金生活者等支援臨時福祉給付金と

して１人につき３万円を支給し、低所得者を支援する臨時福祉給付金として１人につき

3,000円を平成28年度中に支給をしようとしております。 

 当町では、65歳以上の高齢者単独世帯が平成26年度の175世帯から、平成27年度では

203世帯に増加しており、また70歳以上の高齢者２人世帯についても、平成26年度の86

世帯から、平成27年度では98世帯となり、ともに増加の傾向であります。 

 御質問にあります高齢者世帯に対して今後どのような支援をしていくのか、大変に重

要な問題であり、また難しい課題でもあります。経済的な支援としては、国が最低生活

を保障し、自分の力で生活できるように援助する生活保護制度があり、今後、ますます

社会保障費が増大する中で、町が単独にて直接的な経済的支援を行うことについては、

そういった支援導入の是非を含めて、なお相当の議論、検討を要するものと受けとめて

おります。本来は、国が社会保障全体の枠組みの中で整合性を持って議論、検討すべき

課題であろうと考えております。 

 当町では、平成27年度より県が実施する生活困窮者自立相談支援事業の相談窓口を福

祉課に設置し、社会福祉協議会と合同で生活困窮者への支援を開始いたしました。 

 平成28年度からは高齢者支援等の中核的な機関となる地域包括支援センターの体制を

強化し、住まい、医療、介護、介護予防、生活支援の５つの要素を一体的に提供する地

域包括ケアシステムの構築に取り組んだところであります。 

 また、三世代同居・近居助成事業も新たに実施をいたしますけれども、これは単に若

年世代の転入を促進するだけでなく、家族機能を高めることで高齢者世帯が安心して生

活できる環境づくりにつながるものであると考えております。 
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 なお、輪之内町社会福祉協議会においても日常生活自立支援事業を新たに開始し、福

祉サービスの利用に関する手続等の援助や、日常的金銭管理、年金証書や実印等の書類

預かりサービスを行います。 

 今後も、多職種の関係者と地域住民が連携、協力することにより、高齢者の方が住み

なれた地域社会で生きがいを持って継続して生活できる施策を積極的に講じて、高齢者

の生活の支援をしてまいりたいと思っております。また、安全・安心な暮らしを送って

いただけるように、高齢者福祉のさらなる充実と進展に知恵を出してまいりたいと考え

ております。 

 以上で御質問の答弁とさせていただきます。 

（３番議員挙手） 

○議長（髙橋愛子君） 

 ３番 浅野常夫君。 

○３番（浅野常夫君） 

 前向きな答弁をいただきました。これは、私は要望にかえますが、さっきも言いまし

たように、これからどんどん高齢者がふえてまいります。手厚い援護といいますか、お

願いをして、終わります。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 最後になりましたけれども、改めてお伺いいたします。 

 まず、街路灯電気代の地元負担廃止についてお伺いいたします。 

 街路灯の電気代地元負担は、各地区において大きな負担になっております。私たちの

下大榑新田区では、町から区の運営費として18万6,950円をいただいておりますが、そ

の中から約４割、７万6,000円もの電気代を負担させられているのであります。町長は、

各区に交付する区の運営費の目的をどのように考えておられるのでしょうか。 

 この電気代地元負担は、輪之内町街路灯事業委員会から区長会に対して、街路灯の新

設・更新のための予算を確保するために、１基当たりの電気代の約半分の負担を依頼さ

れたものと聞いておりますが、街路灯事業委員会は、町からの委託を受けて街路灯の維

持管理、新設等を行っているのであり、その予算は町に求めるべきものであります。 

 また、水銀灯からＬＥＤ灯にすることで電気代が約３分の１程度になると言われてお

りますのに、新設されたＬＥＤ灯にも水銀灯の２分の１の電気代を徴収するというのは

筋が通らないのではないでしょうか。街路灯電気代の地元負担は廃止していただきたい

と思います。 

 なお、平成24年度から27年度までに徴収された電気代は、総額幾らになるのか、その

資金で何基の街路灯が新設、またはＬＥＤ化されたのか。その結果、電気代はどのよう



－１３１－ 

に変化しているのか、その実績と今後の予定をお聞かせください。 

 次に、マイナンバーに関連してお伺いいたします。 

 これまでにシルバー人材センター初め、町等から私のところへマイナンバーの提供を

求められた件数は、３件になります。私は、提供したナンバーが第三者に流出しないか

どうか不安が拭えず、ちゅうちょしているところであります。 

 そこで、再度お伺いいたします。 

 マイナンバー法では、その第９条第１項から第５項でマイナンバーの利用範囲を定め

ていますが、いずれも必要な限度で個人番号を利用することができるとなっているので

あり、個人番号の使用は義務化されているわけではありません。 

 また、同法第14条第２項で個人番号利用事務実施者は、事務処理に必要なときは地方

公共団体情報システム機構に対して個人番号の提供を求めることができることになって

おり、個人からの番号の提供がなくても業務に支障はないと思います。 

 町長は、国税通則法や所得税法等で個人番号の記載が義務づけられており、個人番号

の提出は法令により必要となっていると言われましたが、個人番号の提出について、条

文はどこにどのように記載されているのか、御教示いただけたらと思います。 

 私が昨年12月議会の一般質問で、「町民が事業者等に届け出たマイナンバーが第三者

に流出しない保証がない。流出した場合、誰がどのように責任をとるのか」とただした

のに対し、町長は、「届け出た番号が流出した場合は、その責任者が正当な理由がない

のに他に提供したときは、４年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金に処せられる。

万が一、マイナンバーが流出し、悪用されるおそれがある場合には、ナンバー自体を変

更することができる」。また、成り済ましなどで悪用されるリスクに対しては、「マイ

ナンバーを使って手続を行う際に、厳格な本人確認が義務づけられている」と、心配は

ないかのように言われました。 

 しかし、マイナンバーの流出は、責任者が正当な理由がなく他に提供したときだけで

はありません。提供されたマイナンバーの利用、保管、管理の中で起きるものではない

でしょうか。 

 万が一、マイナンバーが流出した場合は、マイナンバーの変更ができるとも言われま

したが、自分のナンバーが流出したかどうかがわかるのは、ほとんどの場合、被害が出

てからではないでしょうか。 

 マイナンバーを使って手続を行う際の厳格な本人確認というのは、行政事務上のミス

をなくすのが主な目的であり、町長が言われるように、成り済ましによる悪用防止には

ならないのではないか、効果がないのではないか等々、疑問が払拭できません。 

 私は、マイナンバー流出の最大の被害は、その番号から個人の所得や資産、家族構成

などの個人情報が流出してしまうことだと思っております。 

 町長は、マイナンバー制度は、ＩＣＴ技術の進歩によって可能となった制度と言われ
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ましたが、技術の進歩というのは犯罪手口にも及んでいるのであり、普通の人にはでき

ないことでも、ＩＣＴ技術に詳しい人たちは、番号がわかれば容易に必要な情報を得る

ことができるのではないでしょうか。だからこそ、マイナンバーはむやみに他人に知ら

れないようにすべきであるものと思っております。 

 町長は、マイナンバーが流出した場合のリスクについてどのような事態を想定してお

られるのか、お伺いしたいと思います。 

 次に、当町におけるマイナンバーの具体的な活用とそのセキュリティー対策について

お伺いします。 

 マイナンバー法第２条で定める個人番号利用事務及び個人番号関係事務は、当町では

どういう事務があるのか。また、これらの事務に携わる個人番号利用事務実施者及び個

人番号関係事務実施者は、それぞれ何人いるのか。 

 さらに、これらの事務の全部または一部を外部委託することがあると思いますが、そ

の委託事務の内容等について、各課ごとにわかる資料を提出していただきたいと思いま

す。 

 マイナンバー法では、基本理念として、個人番号を用いて収集、整理された個人情報

が漏えいすることがないよう管理の適正を確保すること、第３条第１項第４号に記載さ

れております。 

 また、カード記録事項が不正な手段により収集されることがないように配慮すること

（第３条３項）、地方公共団体の責務として、個人番号その他の特定個人情報の取り扱

いの適正を確保するために必要な措置を講ずる（第５条１項）、個人番号の漏えい、滅

失または毀損の防止、その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなけれ

ばならない（第12条）などと、至るところでマイナンバーや個人情報漏えいに対する対

応が規定されております。 

 当町では、それぞれどのような措置を講じているのか、具体的にお答えいただきたい

と思います。 

 以上、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） 

 森島正司議員から３点の御質問をいただきましたので、順次、答弁をさせていただき

ます。 

 第１点目の街路灯電気代地元負担の廃止についてでございます。 

 まずもって、街灯の協力金に関する経緯について御説明をする必要があろうかと思い

ます。 

 街灯の所有者区分というのは、設置当時の状況がわからず、電気代の支払い者区分に
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応じて、個人所有、区の所有、町所有に分けられております。以前からの経緯は判然と

しませんけれども、球切れ等の修繕は、所有区分に関係なく、一律商工会において行っ

てまいりましたが、平成20年を過ぎたあたりから、街灯機器本体の故障並びに独立柱の

さび等による腐食が目立ち始め、修繕費も年々増加して、平成23年度には68万円になり、

その多くは昭和時代に設置された個人・区所有の街灯でありました。 

 また、東日本震災以降の電気代の高騰も原因となり、街灯の維持管理費が増大したた

め、これらの問題を解決すべく街灯のＬＥＤ化を計画いたしましたが、町所有の街灯の

ＬＥＤ化では、維持管理の高騰に対する根本的な解決にもならず、個人・区所有の街灯

のＬＥＤ化を優先すべきとの街路灯委員会での結論となったため、平成24年度から各区

より協力金をいただいております。協力金の総額については、平成24年度から平成27年

度までの４年間で416万8,000円と把握をしておるところでございます。 

 そして、各区からの協力金及び町の予算を合わせてＬＥＤ化や新設に取り組んでおり

ます。ＬＥＤ化については、各地区順番に、平成24年度から平成27年度までの４年間で

291基のＬＥＤ化を行いました。特に平成27年度は、町所有の街灯のＬＥＤ化を中心に

行ったところであります。 

 新設については、毎年ではありませんけれども、平成24年度から平成27年度までの４

年間で33基を新設いたしました。特に平成27年度は、過去２年間行えなかったこともあ

り、24基の新設を行ったところであります。 

 電気料金につきましては、最近まで原油高や円安、また太陽光発電普及のための賦課

金の上昇によって高騰しておりました。その時期は町所有の街灯のＬＥＤ化に着手して

おりませんでしたので、電気代は同じように高騰を続けました。平成24年度に総額226

万7,000円だった電気代が平成25年度は251万9,000円、平成26年度は297万3,000円にな

りました。平成27年度には、原油価格の下落とともに、町が電気代を負担している街灯

のＬＥＤ化を135基行ったことにより260万円ぐらいになると想定され、昨年度に比べて

約40万円ほどの削減が見込まれております。 

 今後の見通しでありますが、ＬＥＤ化については、平成28年度でほぼ全ての街灯のＬ

ＥＤ化が完了する予定であります。それにより町が負担している電気代も大幅に削減さ

れ、平成28年度は、平成27年度に比べおよそ100万円の削減、平成29年度には、平成27

年度に比較しますと、およそ150万円の削減が見込まれ、電気代は100万円程度と、現在

の４割程度の水準になるものと推測されます。 

 このように、平成28年度でＬＥＤ化が完了し、電気代の削減も進みますが、このＬＥ

Ｄ化が完了した段階で、今後の街灯のあり方、各区からの協力金、電気代の負担者、管

理者のあり方等を含めて再度見直しを行いたいと考えております。 

 続きまして、第２点目のマイナンバー流出によるリスクについてお答えをいたします。 

 まず、個人番号の提出根拠についてお答えいたします。 
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 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律（平成25年法律第28号）及びそれに関係する政令等の

施行により、社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で

定められた義務であると規定されました。 

 例えば、国税通則法第124条によると、国税に関して提出する書類には、氏名、住所

に加え個人番号を記載しなければならないとあります。また、所得税法第194条により

ますと、所管税務署長に提出する扶養控除等申告書に個人番号を記載することを明示し

ております。よって、町や事業者が個人番号の記載を求めるのは、法令で定められた義

務であることを根拠にしております。 

 地方公共団体情報システム機構に対して個人番号の提供を求めることができるため、

個人から番号の提供がなくても業務に支障がないのではないかという議員の御見解であ

りますが、これは個人から番号の提供がなくても業務に支障がないのではないかという

ことについては、法令上の義務であることを根拠に記載していただくのが原則であり、

同番号法第14条２項に基づいて地方公共団体情報システム機構から情報の提供を受ける

ことができるのは、記載を拒否された場合の例外事項であります。 

 個人番号が流出した場合のリスクについては、通知カードを紛失し、または盗難に遭

った場合の成り済ましが考えられます。ただし、窓口では免許証やパスポートなどで本

人確認を実施するため、成り済ましによる個人番号の不正利用は防止できるものと考え

ております。 

 また、庁内部から個人番号が漏えいするリスクが考えられますが、これは第３点目の

質問であわせてお答えをいたします。 

 第３点目の当町におけるマイナンバーの具体的活用とそのセキュリティー対策につい

てでございます。 

 個人番号利用事務とは、番号法第９条第１項、第２項、別表１及び別表２に定められ

ている事務のことで、現在は社会保障や税分野の業務に限定をされております。当町で

実施する主な事務は、住民基本台帳及び戸籍に関する事務、個人住民税に関する事務や

障がい者に関する事務など、詳細は、広報わのうち２月号で住民の皆様にもお知らせを

いたしたところでございます。 

 個人番号関係事務とは、番号法第９条第３項の規定により個人番号利用事務に関して

他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務のことで、給与所得の源泉徴収票、報

酬等の支払調書等を提出する事務がこれに当たります。 

 当町における上記事務の実施者数については、個人番号利用事務実施者数は、税務課

７名、住民課８名、福祉課８名、保健センター４名の計27名であります。また、個人番

号関係事務実施者数は、総務課（人事給与係）１名、会計室３名の計４名であります。 

 これらの事務の委託については、現時点ではございませんが、今後、委託を実施する
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場合には、委託先の適切な選定、委託先に安全管理措置を遵守させるための必要な契約

の締結、委託先における特定個人情報の取り扱い状況等、町が果たすべき安全管理措置

と同等の措置を委託先が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行うべきものと考えて

おります。 

 当町におけるセキュリティー対策については、庁内部から個人番号が漏えいするリス

クを回避するため、次の４つを実施しております。 

 まず第１に、平成28年１月のマイナンバー制度開始に備え、個人番号取り扱い事務の

調査を実施し、個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者を特定した上で、

業務システム上、個人番号を参照する権限を上記実施者のみに制限をしております。 

 第２に、個人番号取り扱い事務に関するシステムのネットワークをインターネットと

分離し、インターネット経由でのウイルス感染によるシステム障害や、インターネット

への特定個人情報漏えい等の事故を防止しております。 

 今後、よりセキュリティーを強化するため、来年度には個人番号取り扱い事務、その

他の事務、インターネットの３つの専用ネットワークを構築し、ＩＤ・パスワードに静

脈などの生体認証を加えた認証強化を実施する予定であることは、平成27年度補正予算

において御説明を申し上げたとおりであります。 

 第３には、職員の利用するパソコンについては、ＵＳＢメモリーやＣＤ－ＲＯＭ等、

あらゆる外部媒体によるデータ持ち出しを禁止することでパソコンからの情報漏えいを

防止しております。 

 第４には、申請書等に記載された個人番号の管理については、個人番号取り扱い事務

課が書庫に保管して施錠し、保管する必要がなくなった場合は、直ちに廃棄するよう厳

重に管理をしております。 

 なお、議員も御承知のとおり、番号法に規定する特定個人情報の保護のための措置と

して、輪之内町個人情報保護条例の一部改正も行っておりますので申し添えます。 

 以上で、森島正司議員への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、街灯の件ですけれども、28年度にＬＥＤ化を完了するということですけれども、

その後の電気代の負担のあり方についてはまだ決まっていないというふうに受け取った

んですけれども、これは今まで地元負担はなかったわけですから、もとに戻すんであれ

ば、負担はゼロというふうにすべきだというふうに思うんですけれども、その辺を明確

にしていただきたいと思います。 

 それから、今、街灯の過去の経緯、個人で設置されたもの、あるいは地元、区で設置
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されたもの、町で設置したものと、いろいろあるということでしたけれども、これも以

前から私は提案しているわけですけれども、個人のものは個人で管理してもらう、そし

てそれが公共性があるものであれば町に寄附していただく、そういうふうにして町とし

ての管理は一本化すべきではないか。 

 それからもう１つ、区のほうで設置したというものでも、これも同じであります。区

で設置したからといって、区民以外の人がそれを使ってはいけないというわけではない。

町民であろうと、あるいは外部から輪之内町を訪れた方にも、当然これは恩恵があるこ

とであり、これは区の責任でやるべきものではないというふうに思うわけですけれども。 

 このように、個人管理、あるいは区管理、こういったものを今後も継続するつもりな

のか、継続するとすればその理由は何か。公のものであるのに、それを個人で管理する、

あるいは地元で管理するなんていうことは、これは本来のあり方ではないというふうに

思うわけですけれども、その辺の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

 それからもう１つ、街路灯の関係ですけれども、今、区から負担するということは区

の運営費の中から出しているわけですけれども、町がこの運営費を各区に交付している、

その目的は何なのか。それが電気代という格好で町に還流させられる、こういうことに

ついてどんなふうに感じておるのか。区の運営費の目的に反するのではないかというこ

とを思うわけですけれども、この辺の見解をお伺いしたいと思います。 

 それから、マイナンバーにつきましては、今、各課でどういう事務か、事務というの

は法律で決められている事務だというようなことで、番号利用事務者は27人、それから

関係者は４人ということですけれども、この内容というものを聞いただけではなかなか

わからないので、ぜひ関係事務の内容、こういったものも含めて資料として提出してい

ただくことはできないのかどうかということを確認しておきたいと思います。 

 それからセキュリティーについて、マイナンバーが流出した場合のリスクを、町長は

何を恐れるのかということですけれども、私は先ほど言ったように、外に漏れること自

体が問題があるのではなくて、外に漏れたことによって受ける被害、それが問題だと思

うわけですけれども、どういう被害を想定するのか。その被害を防止するためにどうす

るかということであると思うわけですけれども、町長のリスクの考え方、どのように考

えているのか、改めてお伺いしたい。 

 それから、セキュリティーとしては４項目実施しているということでしたけれども、

これはあくまで番号が流出しないようにするということですけれども、これで本当に完

璧なのかどうかというのが、やはり疑問が拭えないわけであります。これは単なる私の

見解の相違と言われれば、それで終わりですけれども、それともう１つ……、それだけ、

ちょっと後からまた質問します。 

○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 
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○町長（木野隆之君） 

 幾つかの再質問をいただきました。 

 まず、28年、ＬＥＤ化完了後の電気代についてどう考えるかということでございます。

私も過度の負担を求めるつもりは全くないわけでありますし、先ほども最後に申し上げ

たとおり、いろんなことを総合的に含めて負担を軽減する、もしくは、その後、新設が

当然あるわけですので、そういったものも含めてどう取り扱っていくのかということを

総合的に漏れのないように検討した結果、その負担の結論を出していくということでご

ざいます。 

 これは答弁の趣旨全体を見通していただければわかりますけれども、電気代の負担の

軽減を図るために、ここ数年来、いろんな施策を講じておるところでございますので、

その施策の効果を見きわめていただければ、結論はおのずから出てくるんだろうと思っ

ております。 

 今、五百数十基の街路灯があるんですけれども、それぞれの区域によって多少密度の

違いもありますので、そういったところをどのように考えていくかという、なお細部の

検討が残されているのではないかと考えております。 

 それから、最後に追加で、区費はどこから出すんだと、これはそれぞれお願いした趣

旨からして、区の会計のどこから出されているかについては、それぞれの区がお考えに

なって、必要なところから出されているものと思っております。 

 それから、マイナンバー、セキュリティーに関して、まずセキュリティーのリスクを

どのように考えておるかと、これは基本的には個人情報の拡散というのが一番リスクと

して高いわけでありますので、その個人情報が拡散したことによる波及的被害というも

のがもし仮に生ずるとすれば、これは大変なことであろうと思いますので、それができ

ない、もしくは可能性をできるだけ少なくするための措置を今とっているということで

ございます。 

 残余につきましては、担当課長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） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、説明させていただきます。 

 まずもって、区の運営費の支出の目的は何かという御質問がございまして、簡単に言

えば、区の運営のために使っていただくために交付をするということでございます。何

も電気代に必ず充ててほしいというような意味合いで交付をしておるものではございま

せん。それぞれの区のお考えで、先ほど町長が申しましたように、区の会計の中から、

交付金を含めた総額の中から電気代については支払いをされているのかなというふうに

思います。 
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 それから、マイナンバーに関しまして何点か再質問をいただいておりますけれども、

まず個人番号利用事務について具体的に資料が欲しいというお話でしたけれども、これ

は町長の答弁にありましたとおり、広報２月号で広く住民の皆様にも既にお知らせをし

ておりますので、一度御精読いただければ、現在、町が行っておる利用事務については

御理解を賜れるものかなというふうに思います。 

 それから、個人番号関係事務は、先ほどの答弁にありましたとおり、給与の源泉徴収

票、報酬等の支払調書等を税務署へ提出をするときが関係事務ということでございます。 

 それから、マイナンバーが流出したときのリスクということでございますが、こちら

も一つ考えられるのは、町長答弁にありましたように、それを利用して他人が本人に成

り済まして申請とかいろいろな手続をするということが考えられますけれども、それは

そういった手続の際には、必ずその番号が本人さんの番号であることをパスポート、あ

るいは免許証等で確認をしておりますので、そのときに成り済ましは発見できるものと

いうふうに考えておるところでございます。 

 それから、セキュリティー全般について再度の質問がございましたけれども、今回、

マイナンバー法が施行されて、新しく個人番号というのがついたわけですけれども、個

人番号はつきましたけれども、個人情報、税の情報であったりとか、その他の個人情報

については、既にこれまでも当然ございました。町も保有しております。それは今後と

も、マイナンバー法が始まったから新たにふえるとか、そういうものじゃなくて、もう

既に個人情報というのは役場の中に幾つも保有をしているところでございます。 

 したがいまして、これまでと同様に、個人情報については、その適切な管理、漏えい

等をしないように、これからも努めていくということでございます。 

 それで、今回の番号法の仕組みをちょっと簡単に説明させていただくと、理解もして

いただきやすいのかなと思いますので説明させていただきますけれども、既に今まで幾

つかの個人情報がある、ほかの市町村においても、国等においても個人情報は既にある

と。それを簡単に正確に抽出をしたり、あるいは名寄せをしたり、そういった作業をし

ようとする場合においては、その検索のキーになるものが必要であると。それが今回の

個人番号と、それをキーにして、その番号に個人情報をひもづけることによって正確に

その人の情報を検索し、あるいは名寄せをするということになろうかと思います。 

 既に住民票コードという、コードという名称ですが、番号が全ての国民の方について

おります。しかしながら、住民票コードは、その使用目的がそういった行政分野におい

て税とか、あるいは社会保障において利用しようという目的で設定をされておるもので

はありませんので、今回、社会保障、あるいは税の分野で使用する際においては、個人

番号という新しい番号をつけるということになったということでございます。 

 それで、今回の住民の方が一番懸念されるところは、その個人番号にいろんな税の情

報であるとか、ほかの情報がひもづけられる、だから番号がわかったときには、そこか
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ら自分の情報が一気に盗み取られてしまうのではないかというのが一番住民の方が懸念

されるところかというふうに思います。 

 したがいまして、それを防ぐためには、システムにおいてセキュリティーを高めるこ

と、それからそれを取り扱う職員から漏れる、そういったことも当然考えられますので、

その人的な部分と、その両方のセキュリティーを図る必要があるということでございま

す。 

 それで、先ほどの町長の答弁にもありましたとおり、番号を利用する役場内のシステ

ムについては、インターネット等と完全に物理的に分離をしております。したがいまし

て、その番号を取り扱うシステムにほかからインターネットを通じてアタックされると

いうことは、物理的になくなっておるところでございます。 

 現在のところ、庁内で使っております給与システムでありますとか財務会計システム

については、インターネットは切り離してありますけれども、まだインターネットのメ

ールについては、行政の組織間で使うＬＧＷＡＮメールと同様に、同じパソコンの中で

取り扱うことができるようになっております。こちらについても国からセキュリティー

を強化するようにということで、インターネットのメールも分離しなさいと。ですから、

都合、個人番号系のシステム、それからＬＧＷＡＮ系のシステム、そこには総合行政等

も入りますけれども、そういったシステム、それとインターネット、インターネットメ

ールのシステム、その３つを完全に分離しなさいということが求められてきました。 

 それで、いろんなやり方があるんですけれども、輪之内町としては完全に物理的にそ

の３つを遮断することが最もセキュリティーが高められるだろうということで、３つを

完全に分離するようにするということにいたしたところでございます。 

 それから、あと人的な問題で、例えば番号利用事務を取り扱う職員は限定しておりま

すけれども、それで仮にほかの関係のない職員がそのシステムを使ってしまうという危

険性を回避するために、27年の補正予算で静脈認証、そのさわれる職員の静脈の要素を

登録しておりまして、使う際には静脈認証を行って、それは町が指定した職員以外は使

えないようにしようということで、人的なリスクも回避しようとしているところでござ

います。 

 それから、12月の答弁でもございましたように、当然罰則も強化されておりますので、

そういった点から、人的なリスクを排除しようということも法律において既になされて

いるところでございます。以上でございます。 

○議長（髙橋愛子君） 

 産業課長 中島智君。 

○産業課長（中島 智君） 

 街灯につきましては、前々回でしたか、一般質問にお答えしましたように、まず経緯

といたしまして、個人の門灯、それから商店街の街路灯委員会が出発点でございまして、
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建てられた経緯というのはいろいろございます。それを踏まえて、実際、なら今商店街

があるかと言われますと、ありません。それが街路灯として生き残っておるのを、その

まま個人、もしくは区で負担するのはおかしいと言われるのも当然のことだと思います

が、いかんせん、そもそもの出発点がどの街灯も違いますので、来年度、全ての街灯が

ＬＥＤ化されて、この事業が完了したということで同一条件となりますので、見直しの

ほう等も考えていきたいと思います。 

 なら、即、町で全部負担するのかというわけにも、町長の答弁の中にもありましたよ

うに、各地区によって密度も違うということの検討も踏まえて、来年度中にどうなるか

ということで結論を出したいと思っております。以上でございます。 

（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、街路灯ですけれども、先ほど言いましたように、この街路灯の目的というのは、

個人のため、あるいはその区のためのものではない。やはり町全体を明るくして、安

心・安全なまちづくりのために必要な設備であって、これを個人や区に負担していただ

くというのは、これは本末転倒だというふうに思います。だから、これはぜひ町で管理

するようにして、予算化も全て町でやるようにすべきではないかというふうに思うわけ

であります。今後、検討すると言われましたので、そういうことを含めて検討していた

だきたいということを強く申しておきたいと思います。 

 それから、マイナンバーにつきまして、先ほどお聞きしようと思って、ちょっとなか

なかわからなかったんですけれども、この通則法の124条に基づいて記載事務がある、

あるいは所得税法19条に基づいて記載事務がある、これは行政側の義務ではないんです

か。これは国民の書かなければならないという義務、国民が行政に番号を提供しなけれ

ばならないという義務は、どこにどのように書いてあるのか、それを私は一番最初の質

問で聞いているわけですけれども、それに対してはお答えがなかったように思うわけで

すけれども、どこに書いてあるのか。国民が行政に番号を通知しなければならない義務

はどこにあるのかということをお伺いしているわけです。これは、ぜひ明確にお答え願

いたいと思います。 

 それと、今、マイナンバー法では番号を使用することができるとなっているわけであ

って、しなければならないというわけではないということですけれども、これをいかに

もやらなければならないというふうに言われる理由は何か。 

 今、このマイナンバーを使うことによってさまざまなセキュリティーを講じなければ

ならない、そのために何千万円という町費を使っている。そのことによって町民がどれ

だけメリットがあるのか、何のメリットもない。リスクはあってもメリットがない。そ
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のために何千万という町費を使って、このナンバーを使用しなければならない法的な根

拠は何か、どこに書いてある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） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○調整監兼総務課長（兒玉 隆君） 

 先ほどの国税通則法等の話ですが、法定調書を出すときには番号を書かなければいけ

ないという義務がある、その義務を履行するために番号の提供を求めるということで、

関連して考えていけば、提供してもらうことも義務かなというふうに考えるところでご

ざいます。 

 それから、先ほど番号法の９条ですかね、利用することができるというふうに書いて

あるので利用しなくてもいいのではないかというような御質問でございますけれども、

それであるならば、この番号法自体つくらなくてもよいという話にもなってしまいます

ので、この番号法ができた限りにおいては、そこで利用することができる事務について

は、住民の皆さんの利便性、あるいは行政の効率化を図るために、当然、それは番号を

利用して事務を進めていくべきというふうに考えております。 

 よく一般的に考えられますのは、例えば福祉におきまして所得制限がある事務があり

ます。そうすると、私は申告をしています。改めてなぜ所得証明書が要るんでしょうか、

こういう疑問も持たれる方があります。それは、既に私は申告して、私の税の情報は役

場にあるでしょう、それを利用すればいいでしょう。あるいは、ほかの市町にあるでし

ょう、それを利用してもらえばいいですよ、連携してという話もあります。それがこの

番号制度を使うことによって自動的にそういった税の情報も取り込むことができるとい

う面では、町民の皆さんも、それからひいては国民の方に、当然メリットがあるという

ふうに理解をしております。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午前11時50分 休憩）  

（午後０時59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。 

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

○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。 

───────────────────────────────────────── 
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○議長（髙橋愛子君） 

 日程第５、町長提案説明。 

 本日の上程議案について、町長から議案説明を求めます。 

 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す議案の提案理由について御説明を申し上げま

す。 

 提出議案は、補正予算１件でございます。 

 議第34号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第５号）は、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ1,718万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ42億9,563万5,000円とするものであります。 

 平成27年度の国の補正予算が平成28年１月20日に成立したことは御承知のとおりであ

りますが、今回の国の補正予算において新たに地方創生加速化交付金が盛り込まれ、当

町において、この補助金を活用して地域の活性化を図ろうとするものであります。 

 輪之内町一般会計補正予算（第５号）では、まちづくり創生アイデアを広く町民から

募集し、応募のありました地域の特産品を生かしたレストラン経営のアイデアについて、

その実施に向けて必要な調査・研究を行うための費用として389万円を計上いたしまし

た。 

 また、西美濃地域が一体となって地域の活性化を図るためのＵターン・Ｉターン就職

支援事業費として50万円、国内・海外プロモーション事業費として500万円、西美濃地

域定住促進事業費として250万円を計上いたしました。西美濃地域が活性化することで

輪之内町も活性化する、また町独自では推進することができないことも地域間連携をす

ることにより可能となると考えられることから、それぞれの事業実施のために応分の負

担をするものであります。 

 また、平成28年４月１日から従来の保育所を幼保連携型認定こども園に改編し、幼児

期の教育の充実を図ることとしておりますが、その一環として英語教育も取り入れるた

め、英語補助教員の配置に要する費用として529万2,000円を計上いたしました。 

 これらの事業費は、冒頭で申し上げました地方創生加速化交付金を充当するものであ

ります。また、事業実施につきましては平成28年度を予定しておりますので、必要な繰

越明許を行うこととしております。 

 今後におきましても、輪之内町の地域の活性化に努めてまいります。議員各位、また

町民の皆様の御理解と御協力を改めてお願いをいたします。 

 以上で、平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第５号）の説明を終わります。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。 

───────────────────────────────────────── 
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○議長（髙橋愛子君） 

 日程第６、議第２号から議第20号まで及び議第22号を一括議題とします。 

 ただいま議題といたしました議案は、今定例会の第１日目に町長から提案説明、参事、

関係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ので、ただ

いまから各常任委員会委員長に審査の経過並びに結果の報告を求めます。 

 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） 

 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28年第１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、

３月10日と11日の両日、午前９時30分より、協議会室にて、10日は委員全員出席、11日

は１名欠席、８名の委員出席のもと、執行部側より関係者の出席のもとに審査をいたし

ました。 

 その経緯と結果を報告いたします。 

 最初に、議第２号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第４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の主な質疑は、町有地の使用料の平米単価はど

こも同じかに対し、使用料の算出は固定資産評価額に基づいて行っており、場所により

異なるとのことでした。 

 区長設置事業補助金を33万円減額しているが、予算の積算が１人４万円であるならば

減額も４の倍数になるのではないか。区長１人につき４万円を補助金として支出し、超

えた分を個人負担とするべきではないかに対し、区長設置事業補助金は、区長会の研修

事業の補助金であり、予算の積算としては４万円掛ける25人で100万円であるが、これ

は個人単位の補助金ではない。すなわち、参加人員による補助金でなく、区長研修事業

全体経費に対する補助金である。したがって、参加された区長さんから区長会で同意さ

れた個人負担金をいただいて全体経費を精算し、不用となった予算額を減額したもので

あるとのことでした。 

 光熱水費の電気代の減額として、原油価格の下落、新電力の導入や照明のＬＥＤ化の

効果によるものとの説明があったが、太陽光発電による効果はどうかに対し、今後、検

証してみるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に危機管理課所管分について、主な質疑は、防災士養成事業補助金は何人を予定し

ていたのか、また現在の申請状況はに対し、５人を予定していたが、現在、１人の申請

予定であるとのことでした。 

 防災士はどんな方がなるのかに対し、４日間の研修を終えて、試験に合格をすれば誰

でも取得できるとのことでした。 

 大吉新田の防災拠点の除草委託料は、全額減額なのかに対し、全額減額であるとのこ
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とでした。 

 防災拠点が完成するまで除草は国交省が行うのかに対し、協定により国交省が行うと

のことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に経営戦略課所管分について、主な質疑は、市町村振興宝くじ収益金交付金の配分

方法はに対し、市町村に人口割で配分されるとのことでした。 

 繰越明許費補正の財源としての町債は、平成27年度に発行するのかに対し、予算を繰

り越して平成28年度に発行する予定であるとのことでした。 

 情報セキュリティ強化対策事業は、平成28年度に繰り越して実施するのかとの確認に

対し、そのとおりであるとのことでした。 

 なぜ情報セキュリティ強化対策事業を平成28年度当初予算に計上しないのかに対し、

国は、平成27年度補正予算（第１号）で地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助

金を予算化し、あわせて平成28年度に繰り越す予定であることから、市町村も平成27年

度の補正予算で計上し、平成28年度に繰り越す必要があるとのことでした。また、推測

ではあるが、国は日本年金機構における個人情報流出問題を受けて、早急にセキュリテ

ィー対策に対応したいのではないかとのことでした。 

 情報セキュリティ強化対策事業はいつ発注するのかに対し、議決をいただいたら早速

準備に取りかかるが、発注は平成28年度になる予定であるとのことでした。 

 情報セキュリティ強化対策の二要素認証で静脈認証を採用予定の説明だったが、指紋

認証でもよいのではに対し、認証する方法としては指紋認証と静脈認証等があるが、導

入経費について比較しても大きな差がないため、静脈認証のほうがセキュリティー強化

が期待されることから選択したとのことでした。 

 二要素認証は職員を認証するのかに対し、事務に携わる職員を認証するものであると

のことでした。 

 二要素認証を行うのは具体的に何の業務が該当するのかに対し、個人情報を扱う主に

税業務や戸籍等の住民系業務、福祉関係業務などが該当するとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に税務課所管分については、質疑はなく、質疑を終了いたしました。 

 次に会計室所管分について、主な質疑は、利率は全て同じかに対し、金融機関により

異なるとのことでした。 

 一番高い利率はに対し、0.23％とのことでした。 

 一番低い利率はに対し、0.025％とのことでした。 

 預けている金融機関はどこかに対し、西美濃農業協同組合、大垣西濃信用金庫、大垣

共立銀行の３金融機関とのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 
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 次に産業課所管分について、主な質疑は、元気な農業産地構造改革支援事業で里営農

組合やカワシマ共同が機械を購入しなかった理由は何かに対し、里営農組合は平成28年

度から始まる産地パワーアップ事業への切りかえ、カワシマ共同は補助の手続の上でタ

イミングが合わなかったため自己資金で購入したとのことでした。 

 補助率はに対し、補助率は30％とのことでした。 

 新中郷が機構集積協力金の交付対象とならなかったのはに対し、機構集積協力金の対

象であったが、優先順位が低いので交付対象とならなかったとのことでした。 

 機構集積協力金とはどのような補助金なのかに対し、農地中間管理機構に農地を預け、

その預かった農地を中間管理機構が担い手である認定農業者や農事組合法人に預けるも

ので、これまでの経営面積から新規に面積拡大することができた場合に交付されるもの

とのことでした。 

 農業委員会の費用弁償の減額の内容はに対し、九州への視察に対し、14名のうち11名

参加し、欠席の３名分の減額とのことでした。 

 九州とはどこか、何泊したのかに対し、鹿児島と熊本で２泊の研修をしたとのことで

した。 

 「農業担い手サミット」とは何かに対し、全国の意欲のある農業の担い手が一堂に会

し、相互研さんや交流を通じてみずからの経営改善や地域農業の発展に資するため、毎

年、各県持ち回りで行われており、平成27年度は宮崎県が会場となりました。農業委員

がサミットへ参加するため申し込みをしたが、２年連続で参加資格の抽せんに外れまし

たとのことでした。 

 費用弁償を払って行ってもらったということかに対し、そのとおりとのことでした。 

 当初の目的から変更して費用弁償を払ってもいいのかに対し、本年は岐阜県で担い手

サミットが開催されるため、抽せんには漏れたが、似たようなテーマの視察と考え実施

したとのことでした。 

 費用弁償を払ってまで行ってもらうのに目的外なのはおかしいのではに対し、抽せん

に外れたのが９月30日で、26年度も外れだったので今回は研修に行きたいとの声があっ

たとのことでした。 

 平成26年度は行ったのかに対し、行っていないとのことでした。 

 なぜ今年は行ったのかに対し、平成28年度にこの担い手サミットが岐阜県で開催され、

輪之内町もそのコースの一つに入っており、研修しておきたかったとのことでした。 

 前の開催地でやり方を聞くとかならわからないこともないが、やり方に問題があるの

ではに対し、当初、式典には参加できないまでも２日目以降の現地研修だけでも行けな

いかと調整したが、結局それも無理なことが10月に入ってわかったとのことでした。 

 研修を行った成果はあるのかに対し、オーガニック栽培の視察を行うことができ、28

年度から実施するインナービューティー事業と連携した野菜栽培などに活用することが
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できるとのことでした。 

 財政課としてはどうなのかに対し、当初目的と違うのでだめだと思う、財政担当とし

ても責任は感じるとのことでした。 

 機構集積交付金が作業受委託からのつけかえでもだめだという見解はいつからかに対

し、当初からつけかえは優先順位が低かったが、平成26年度は交付希望者に対し、予算

が十分であったため交付された。平成27年度以降は希望者が増加し、優先順位をつけざ

るを得ない状況になっているとのことでした。 

 利用権設定をしていないものをつけかえと言うのかに対し、管理機構の規定に基づく

ものであり、そう言っているとのことでした。 

 特定農作業受委託の契約書の取り交わしがなければよいのかに対し、任意組合が特定

農作業受委託契約を取り交わしていなくても、転作の営農計画書の申告に貸借が記載さ

れているものは該当するとのことでした。 

 機構集積協力金の未交付の地域は、何かふぐあいがあるのかに対し、今回の交付要件

にマッチしたことに補助を出すということだけで、農地の集約化が本来の目的であり、

地域集積協力金が交付されなくても法人に影響は全くない。2,600万のうち230万は組合

に、残りは農地を手放す人に、面積に応じて１回だけリタイア金として補助が出る予定

だったとのことでした。 

 管理機構に預けた人は何人いるのかに対し、60人ほどとのことでした。 

 2,600万円は何人分くらいかに対し、33人が対象外となったとのことでした。 

 対象外の原因は、既に営農に預けているからかに対し、そのとおりとのことでした。 

 賃料などが下がるなど条件が悪くなるのがわかっているので、農地中間管理機構に農

地を預ける人はいないのではという意見もありました。 

 法人化支援の20万円の減額の内容はに対し、下大上営農組合が年度内に法人化しなか

ったので40万円の減額でしたが、カワシマ共同が任意の組合を設立したので組織化支援

額は20万円を交付しており、あわせて不用額の20万円を減額したとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に建設課所管分について、主な質疑は、道路の延長と土地購入費の増額理由はに対

し、延長が392メートルで、現況道路が地権者の提供で拡幅されており、測量の結果、

予算に不足が生じたとのことでした。 

 買収単価と面積はに対し、買収単価は平方メートル当たり5,000円で、敷地幅2.1メー

トルの道路を6.5メートルに広げる予定であるとのことでした。 

 雨水貯留槽助成金の実績とタンクの大きさはどれだけかに対し、実績は１件で、貯留

タンクの設置、または既存浄化槽の廃止に伴うポンプの設置で、助成金額は上限３万円

とのことでした。 

 委託料の減額で、職員での設計施工はどの工事で何件実施したのかに対し、舗装や側
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溝等の延長が短い工事で、場所や件数までは把握していないとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 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２号 平成

27年度輪之内町一般会計補正予算（第４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しました。 

 次に、議第６号 平成27年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）についてを議題とし、主な質疑は、工事費の5,000万円の減額はどれだけの

延長ができるのかに対し、一概に延長に換算することはできないが、１件か２件の工事

ができるとのことでした。 

 事業の完成予定はどれくらい延びる予定なのかに対し、整備面積の残り分からすると、

あと三、四年かかると思うとのことでした。 

 補助金要望が減額されることについて、国に対して交渉はしているのかに対し、県を

通じて国に要望しているとのことでした。 

 年度末に工事が集中しているが、計画的に早期発注はできないのかに対し、補助金の

交付決定がないと設計の契約もできないため、早くて８月下旬の工事発注しかできず、

早い交付決定を県を通じてお願いしているとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、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６号 平成27年度輪之内町特定環境保全公共下水道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をしました。 

 次に、議第７号 平成27年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）についてを議

題とし、質疑、討論ともになく、採決を行いました結果、全委員異議なく、議第７号 

平成27年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決す

べきものと決定をしました。 

 次に、議第８号 平成28年度輪之内町一般会計予算について当委員会所管分を議題と

し、総務課所管分についての主な質疑は、今の予算書は１つの科目に２つ以上の課の予

算が混在し、理解しづらいので、余白欄に課名等を表示するなどしてもっとわかりやす

い予算書にできないかに対し、今は地方自治法施行規則に規定されている目的別の予算

書を作成している。２つ以上の課の予算が混在する場合などは２段書きする方法も考え

られるが、システムで対応できるか否かの問題もあるので、システムを担当している経

営戦略課と相談し、わかりやすい予算書の作成に努めていくとのことでした。 

 １世帯当たり750円で積算する区長手当はどれかに対し、節1.委員報酬の中にある区

長手当がそれに該当するとのことでした。 

 ホームページの作成は業者に委託しているのか、職員が作成しているのかに対し、ホ

ームページのコンテンツは、職員が作成しているとのことでした。 

 新たに取りつけたカーブミラーについて、地元が思っていた取りつけ位置や角度と異
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なっている場合があるが、取りつける際、業者にはどのような指示をしているのかに対

し、カーブミラーは地元の交通安全委員から要望書が提出され、職員が現場を確認し、

設置する必要性があれば取りつけている。位置や角度については、現場を見て必要に応

じて修正を加えるとのことでした。 

 増加する職員数12名の内訳はに対し、現在の正規職員数は、フルタイムの再任用職員

３名を含む定数内職員が90名、定数外の短時間勤務の再任用職員が１名、総職員数は91

名である。平成28年４月１日の正規職員数は、フルタイムの再任用職員１名を含む定数

内職員が99名、定数外の短時間勤務の再任用職員が４名、合計103名である。したがっ

て、この差12名がふえるということで、この12名のうち９名、事務職２名、保育士５名、

保健師２名は、新規採用者とのことでした。なお、町が策定した定員適正化計画では、

平成32年４月１日をめどに、定数内総職員数104名を目指して計画的に採用していくと

のことでした。 

 職員採用についてはどのような方針か、職員の年齢構成に偏りも見受けられるに対し、

現在、新卒の定期採用は、30歳未満を対象に実施しており、もう少し年齢要件を拡大し

た経験者採用も実施している。職員の年齢構成については、経験者採用で是正してまい

りたいとのことでした。 

 保育園には臨時職員と正規職員がいるが、新卒などの若い人で臨時職員だから給料が

安いというのはかわいそうではないかに対し、職員募集をしても応募が少ないので、年

齢枠を広げないと集まってこないのが現実である。臨時保育士として勤務していて、経

験者採用に応募するという道もある。また、臨時職員の方々の希望する勤務時間もまち

まちであり、臨時職員を望まれる方もあるとのことでした。 

 職員の定数104人は、人口が減っても事務がふえているから必要なのか。これだけコ

ンピューターが進化した時代でも職員は足りないのかに対し、一言で言えば事務が従前

よりも増加していることが挙げられる。その他には、権限移譲により国や県から事務が

おりてきていることや、事務の複雑化、さらには、従前はそれほど力を入れていなかっ

た分野について近年は力を入れるようになったこともあるとのことでした。 

 総合教育会議とはどのような会議かに対し、新制度に基づき、教育行政について教育

委員会のみで協議するのではなく、町長及び教育長並びに教育委員が会して、教育に関

する重要な事項や方針などについて協議を行う会議とのことでした。 

 借地の買い取り希望はどうかに対し、時々申し出はあるが、再考する方が多いとのこ

とでした。 

 借地の買い取り価格は幾らかに対し、１平米当たり7,000円とのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に議会事務局所管分について、主な質疑は、議長交際費の支出については適宜執行

されているか。議長としての職務として積極的に交流を進める上からも執行するべきと
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考えるがどうかに対し、必要に応じて適切に執行している。今後も、議長と相談しなが

ら執行していきたいとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に危機管理課所管分について、主な質疑は、防災士養成講座開催委託料は何人を取

得目標にしているのかに対し、平成28年度は100名を予定しており、各区２名と役場職

員に取得してもらうとのことでした。 

 防災士などの講師謝礼は、各区の防災活動を支援していくのかに対し、３校区２地区

ずつ、計６地区で防災士などによる訓練指導を計画しており、各区の地域防災意識のレ

ベルを同じにしていきたいとのことでした。 

 小型動力ポンプ積載車の更新基準年数はに対し、大垣市等の更新基準年数を参考とし

て、輪之内町は20年とのことでした。 

 小型動力ポンプ積載車の装備はに対し、はしご及びホースカー、発電機や投光器、ス

タンドパイプなどとのことでした。 

 どういう車種なのかに対し、日産アトラスでダブルキャブ型、1.5トンの４輪駆動と

のことでした。 

 ２輪駆動と比べて金額はどのくらい違うのかに対し、約73万円高くなるとのことでし

た。 

 車両本体価格はに対し、消費税抜きで約327万円とのことでした。 

 戸別受信機の普及向上についてはに対し、町のホームページに載せ、９月の区長会で

普及率向上の協力をお願いしており、普及向上を図っているとのことでした。 

 戸別受信機の普及率はに対し、75.8％とのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に経営戦略課所管分について、主な質疑は、社会保障・税番号制度導入に伴う費用

はどれだけかに対し、平成28年度は2,255万6,000円を予算計上しており、内訳は、健康

管理システムの改修及び総合行政システムとの連携、業務開始に向けての通信テスト、

総合行政システムのログイン切りかえ、メール無害化ソフト導入に係る費用に加え、中

間サーバーの利用負担金及びリース料、保守料であるとのことでした。 

 社会保障・税番号制度導入に当たり国からの補助金はどれだけかに対し、システム整

備に対する補助金85万7,000円に加え、中間サーバー利用負担金の一部を地方交付税で

措置される予定であるが、どれだけ措置されるかは明確ではないとのことでした。 

 育児休業助成金について、なぜ企業に対して助成するのかに対し、企業では女性が出

産を機に雇いどめすることが現実的に起こっており、育児休業制度がない企業、制度が

あっても活用されていない企業が多く存在するのが現状で、企業に女性が安心して子育

てができ、働ける環境を整えてもらうために、企業に対して助成する予定をしていると

のことでした。 
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 育児休業助成金の助成要件に休業期間を定めるのかに対し、企業によって育児休業期

間はさまざまなので定めない予定をしているとのことでした。 

 育児休業助成金は、企業のみでなく個人事業者も対象にならないのかに対し、助成対

象は、雇用保険の適用を受け、育児休業の規定を設けている企業を予定しているとのこ

とでした。 

 育児休業制度を設けている企業はしっかりしているので、制度を設けていない企業や、

個人事業者、不安定な企業も対象にすべきではに対し、この事業は雇用を継続的に確保

することを目標としており、社会保障につながるところまで加味していないとのことで

した。 

 育児休業助成金の対象になる企業は何社あるのかに対し、現在においてはまだ把握し

ていないとのことでした。 

 育児休業助成金は正職員を雇用する企業しか対象にならないのかに対し、そのとおり

であるとのことでした。 

 育児休業助成金制度の企業への周知方法はに対し、町ホームページ等で周知していく

が、具体的な方法については今後検討していくとのことでした。 

 社会保障・税番号制度の委託業務を具体的に誰に委託するのかに対し、輪之内町に指

名願を提出しているＩＴ企業に業種ごとに分けて発注する予定をしているとのことでし

た。 

 平成28年度の12チャンネルの放送内容はに対し、従来の行事のほかに議会中継を検討

しており、現在、議会中継を実施している市町に運用についての調査を行っているとの

ことでした。また、議会中継の実施について、今後、議員の皆さんに協議する予定をし

ているとのことでした。 

 12チャンネルの放送内容を検討する場はあるのかに対し、毎年度、地域情報化計画推

進委員会で協議を行っているが、福祉や介護の情報を流してほしいという意見があり、

データ放送で町の行っている施策について紹介する予定をしているとのことでした。 

 なお、静止画像を流す時間が多過ぎるのではという意見がありました。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に税務課所管分について、主な質疑は、個人所得は前年より伸びているのかに対し、

調定では前年度よ見込み額で370万円ほど減額しているが、現在、確定申告期間中であ

り、住民の所得を補足中であるので、まだ確定していない。国税庁の民間給与実態調査

の給与総額は、1.4％増加していることや、人事院勧告により平成28年度反映されるこ

とを考慮して増額の見込みとなるとのことでした。 

 福束輪中土地改良区賦課金徴収委託金はどのようなものかに対し、耕作台帳整備、賦

課金徴収等に係る委託金で、賦課額の４％と郵送料３万円を計上しているとのことでし

た。 
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 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に会計室所管分について、主な質疑は、システム改修とはどういうことかに対し、

国からの通知等や業務を行う上で改善したい様式の変更等を修正するものであるとのこ

とでした。 

 根本的なシステム修正ではないのかに対し、根本的なシステム修正ではないとのこと

でした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に産業課所管分について、主な質疑は、軽トラ朝市の補助金が増額しているのはな

ぜかに対し、軽トラ朝市の集客目的イベントを行う際の景品、容器代などの消耗品は、

全て参加者の持ち出し費用であったので、その分の購入費などを増額したとのことでし

た。 

 朝市の参加者に出店料などは取っているのかに対し、当初から取っていない。10人ほ

どで始め、出店料を取らないことで気軽に参加できることから、年々参加者が増加して

きた。そのような経緯から、今さら出店料を徴収できないとのことでした。 

 また、補助金の交付対象となる団体であるなら自己資金も必要であると思う、本来な

ら参加者からたとえ100円でも徴収していくよう指導をしていくようにお願いするとの

意見もありました。 

 補助金30万円の内訳はに対し、集客用のチラシの新聞折り込み代7,000円を10回分、

抽せん会の景品や、イベント時の豚汁などの容器代とのことでした。 

 朝市に出店し利益を得ているなら、その費用から支出するのが本来だと思うが、売上

額は幾らぐらいかに対し、年間で600万円ほどとのことでした。 

 朝市出店者のメンバーはに対し、現在までの登録者は130人とのことでした。 

 朝市開催の趣旨は何ら問題ないが、運営指導については昨年も質問したと思うがどう

かに対し、朝市もオーガニック野菜を取り込んでバージョンアップしていくが、自立を

求めると活動が縮小しないか心配になるとのことでした。 

 輪之内町のＰＲになるためのことなのでしっかり頼むという意見がありました。 

 街路灯事業では、電柱へのつけかえに対しやり直しをしていることがあったがなぜか

に対し、設置場所への最終確認ができていなかったためで、今後はしっかり確認して設

置するよう指導するとのことでした。 

 ＦＣ岐阜については、昨年、「ホームタウンデー」ということがあり、サッカー少年

団が参加したということを聞いたが、なぜ産業課が実施しているのかに対し、始まりは

ふれあいフェスタにＦＣ岐阜が参加してくれたこともあり、産業課で対応しているとの

ことでした。 

 「ホームタウンデー」の意味はに対し、子供たちのスポーツ振興と地域特産物や輪之

内町のＰＲを行うとのことでした。 
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 あじさいまつりの補助金の増額はに対し、平成28年度に実施される全国農業担い手サ

ミットの分科会研修先に本戸地区が予定されているため、田んぼアートをバージョンア

ップしたいとのことでした。 

 長良川用水推進協議会の負担金は何かに対し、高須輪中の導水管において沈下による

漏水が発生したため、国営で緊急工事が必要となったためとのことでした。 

 高須輪中の受益地区なのに輪之内町で負担する必要があるのかに対し、高須輪中土地

改良区の受益地に輪之内町分が５ヘクタールあり、その面積に対する費用負担の請求が

あるので、まず海津市、羽島市、輪之内町で推進協議会を立ち上げたとのことでした。 

 今年のふれあいフェスタの出演者はに対し、まだ確定ではないが、前川清親子を予定

しているとのことでした。 

 27年度で購入したパッカンの機械は、今はどうしているのか、もう使用者と委託契約

をしているのかに対し、使用方法等の研修も兼ねて一度使用した。今後の使い道は、町

で開催するイベントや朝市などで有効活用していきたいとのことでした。 

 農業委員の研修は平成28年度も費用弁償で予算立てしているが、研修先は決めている

のかに対し、耕作放棄地等を解消している先進地の視察を考えているとのことでした。 

 研修であるなら、費用弁償でなく研修会費として予算計上すべきなのではに対し、平

成29年度より指摘のとおり変更していきたいとのことでした。 

 御膳米分析手数料とはに対し、すし米コンテストなどに出品し、分析する手数料との

ことでした。 

 また、コシヒカリなどは新米のほうが食味は高くなるが、ハツシモは夏過ぎのほうが

食味が高くなる。期間は限定せず、年数回の食味検査を実施してはどうかという意見も

ありました。 

 広告料の内訳はに対し、岐阜新聞全面で１回100万円、中日新聞の尾張地方版で３分

の１面で216万円とのことでした。 

 今年の御膳米の作付はに対し、平成27年は85ヘクタールで7,000俵の収量があり、今

年は昨年並みの作付を予定しているとのことでした。 

 また、輪之内町のイメージアップのために、さらに頑張ってほしいとの意見がありま

した。 

 再ほ場整備を再開されるとのことだが、ＴＰＰ関連で予算はつくのかに対し、ハード

事業は予算が増額され、ソフト事業においても、ほ場整備後の農地を集積・集約化し、

農地中間管理機構を通して法人の営農組合などに貸し付けを行えば、集積面積に応じて

地元負担金が軽減されるとのことでした。 

 その負担の割合はに対し、国が50％、県が27.5％で、残りの22.5％を町と地元で負担

します。受益面積の85％を担い手に集約することができれば、22.5％のうち地元負担が

なくなり、町負担の10％だけになるとのことでした。 
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 ほ場整備の実施は、100％同意が必要なのかに対し、原則必要であり、事業実施しな

がら100％同意を目指すとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結しました。 

 次に建設課所管分について、主な質疑は、井戸の補償費は、どこの道路で、本数はに

対し、福束の道路で６本分とのことでした。 

 道路改良工事費の工事ごとの予算はに対し、中屋敷380万円、十連坊864万円、本戸

2,250万円、福束1,482万円とのことでした。 

 本戸の道路は、地元からの要望はあるのかに対し、地元の要望は出ていないが、地元

への説明会の中で中村へ抜けられるので便利になるとの意見を聞いているとのことでし

た。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論に入り、マイナンバーのシステム改修に予算がかなり使われている、マイナンバ

ーが町民の生活向上につながると思えない。町民サービスの向上に顕著な面がない、も

う少し改善の余地がある予算であることから反対であるとの反対討論がありました。 

 また、マイナンバーについては、国の事業であり、実施すべき、その他の事業も組ま

れており、賛成であるとの賛成討論がありました。 

 異議がありますので挙手により採決を行いました結果、賛成多数で、議第８号 平成

28年度輪之内町一般会計予算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

きものと決定をいたしました。 

 次に、議第12号 平成28年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算につ

いてを議題とし、主な質疑は、工事の単独分はどこなのか、補助事業ができないと単独

分ができないのかに対し、１本の工事で補助分と単独分をあわせて行っているとのこと

でした。 

 既設下水管があるところに新たに住宅ができた場合は、いつごろ発注するのかに対し、

年間を通じて適宜施工しているとのことでした。 

 平成28年度では補助事業が２億6,000万円、単独事業が6,000万円であるが、地区を決

めて行っているのかに対し、計画に基づき順次施工しており、一地区に偏らないよう工

事発注しているとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、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12号 平成28年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算について

は、原案のとおり可決すべきものと決定をしました。 

 次に、議第13号 平成28年度輪之内町水道事業会計予算についてを議題とし、主な質

疑は、水道事業会計は収益的には黒字になる予定なのかに対し、まだ決算時期ではない

ため流動的だが、資本的にはマイナスになるが、会計全体としては安定しているとのこ

とでした。 
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 給水戸数が昨年は2,960戸で新年度では2,860戸と、100戸少なくなる理由はに対し、

以前は前年度の給水戸数に新規加入した戸数をプラスし、閉栓した戸数をマイナスして

いたが、これでは現在の輪之内町の戸数と合致しないので、今回から現在戸数から川西

地区と井戸利用戸数を差し引き、養老町の給水戸数を加えた方法で算出したため、今回

の差が出たとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、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13号 平成28年度輪之内町水道事業会計予算については、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 次に、議第14号 輪之内町行政不服審査会条例の制定についてを議題とし、主な質疑

は、行政不服事案は従来はどのように処理していたのか、この法律は新しくつくられた

のかに対し、この法律は、このたび50年ぶりに改正されたものであり、既に行政不服に

対する審査制度はあった。これまでは審査庁においては、処分や決定にかかわっていた

者が審議に加わる場合もあったことから、行政不服審査法が改正され、公平性の観点か

ら処分に関係のない者を審理員に指名する制度や、審理員が作成した裁決の案を第三者

機関である審査会に諮問する制度となったとのことでした。 

 議員は通常政治活動をしているが、この審査会の委員になれるのかに対し、現在は弁

護士や行政書士などを考えており、議員を審査会の委員として選任することは考えてい

ないとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、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14号 輪之内町行政不服審査会条例の制定については、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 次に、議第15号 輪之内町いじめ問題調査委員会設置条例の制定についてを議題とし、

主な質疑は、委員会を設置するか否かは、どのような流れで、どのタイミングで判断す

るのかに対し、まずは内部調査として学校や教育委員会が中心となっていじめの重大事

態について調査を行い、その結果を教育委員会を通じて町長に報告することとしている。

町長は、その報告を受けて、調査結果が適正と判断すれば調査を終了し、さらに調査す

る必要があると判断した場合には、外部調査として弁護士などの専門家で組織する第三

者委員会に諮問することになるとのことでした。 

 第１段階は学校だけで調査するのか、いじめが重大な事態のときは最初から第三者委

員会を開いてはどうかに対し、いじめ防止対策推進法に規定する手順に沿って行うとの

ことでした。 

 この条例が対象とするのは教育関係だけかに対し、いじめ防止対策推進法第２条に学

校教育法に規定するとあるので、一般の企業などは想定していないとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、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15号 輪之内町いじめ問題調査委員会設置条例の制定については、原案のとお
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り可決すべきものと決定しました。 

 次に、議第16号 輪之内町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に

係る手数料に関する条例の制定についてを議題とし、主な質疑は、この条例の第２条と

第３条の違いは、書類と資料の言葉の違いだけかに対し、条文に引用している法の条項

が異なるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、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16号 輪之内町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る

手数料に関する条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議第17号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついてを議題とし、主な質疑は、情報公開審査会の委員の報酬は幾らか、この委員会に

は弁護士も入っているのかに対し、報酬は日額5,000円で、弁護士も入っているとのこ

とでした。 

 他市町も同じ条例をつくっていると思うが、行政不服審査会の委員の報酬の状況はど

うかに対し、規模の大きな市はこれよりも高いし、近隣では低いところもある。しかし

ながら、現実にお願いする段になって、果たして日額5,000円で弁護士等の専門家に委

員を引き受けてもらえるのかも検討し、当町は日額１万円とした。 

 １万円が高いとは思わないが、弁護士というだけで差をつけるのは職業の公平性に欠

けるのではないかに対し、この委員会は重要な委員会であるため、そもそも委員構成が

できないと困る。確かに同じ時間を費やすのであれば、報酬額は同じでよいとも考えら

れるが、委員を依頼し、引き受けていただくためには、この程度の額は必要であろうと

考え、定めたとのことでした。 

 全体的に各種委員の報酬を見直してはどうかに対し、直ちにとは考えていないが、将

来に向けて考えてもよいとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、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17号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

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18号 輪之内町職員の降給に関する条例の制定についてを議題とし、主な

質疑は、降給、降号のときには不服申し立てができるのかに対し、これは公平委員会に

申し出ることになるとのことでした。 

 降給、降号の決定には従わなければならないのかに対し、第６条のことを言われてい

ると思われるが、それは第３条のイの心身に故障がある場合に医師に診断を受けるよう

命ぜられた場合のことを規定しているとのことでした。 

 条文に公正に判断してとあるが、それはどのように担保するのかに対し、当町では以

前から勤務評定を行っているが、その結果で直ちに降給、除号の決定をするわけではな

い。勤務成績が良好でない場合は、まずは指導を行い、それでも改善が見られない場合
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にこのような処分をすることになるとのことでした。 

 降給、降号のもとになる勤務評定は誰がつくるのかに対し、勤務評定では、まず自分

でみずからを評価する、次に課長が評価をし、さらに総合評価をするという３段階のス

テップを踏む、いきなり上席者が評価をするわけではないとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、討論に入り、この条例を制定することで職場の雰囲気が悪くなり、

職員間に疑心暗鬼を招くこととなるので反対であるとの反対討論がありました。 

 また、この条例を制定することは、職員がお互いに高め合うことにもなり、職場の雰

囲気もよくなると思う、規定は整備すべきものであるとの賛成討論がありました。 

 異議がありましたので挙手により採決を行いました結果、賛成多数で、議第18号 輪

之内町職員の降給に関する条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 次に、議第19号 輪之内町職員の退職管理に関する条例の制定についてを議題とし、

主な質疑は、この条例は、退職した者が口を出すということかに対し、地方公務員法が

改正され、簡単に言えば、職員ＯＢが後輩に要求や指示等することを禁止することが法

で定められたが、法律上は、退職前５年の間に属していていた組織の役職員に対して要

求等をすることを禁止している。この条例は、退職の５年以前も規定することにより、

上乗せするものであるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、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19号 輪之内町職員の退職管理に関する条例の制定については、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 次に、議第20号 輪之内町公共施設等総合管理計画検討委員会設置条例の制定につい

てを議題とし、主な質疑は、委員の任期が２年以内であることから、第４条の委員の区

長会の会長、副会長４人については、区長会の役員の任期が慣例で１年のため、会長、

副会長と限定しないほうがよいのではに対し、少子・高齢化など社会構造が変化し、税

収も今後は落ち込むことが予測される中で、施設の維持管理費や老朽化した施設の更新

費用が多額で財政を圧迫する要素の一つであるということを一人でも多くの方に理解し

てもらうために、住民の代表である区長会から委員に委嘱することを考えている。 

 区長会の役員は、慣例で１年交代であるが、組織全体の意見を反映したいという思い

から、その時点の会の代表である会長、副会長に委嘱するものであるとのことでした。 

 また、会議を開催するときは、区長会の会長、副会長に事前に内容について説明し、

また協議の結果について、区長会で報告する予定をしているとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、討論に入り、委員構成で、任期が慣例により１年の区長会の会長、

副会長を委員に委嘱するのは反対であるとの反対討論がありました。 

 異議があるので挙手により採決を行いました結果、賛成多数で、議第20号 輪之内町

公共施設等総合管理計画検討委員会設置条例の制定については、原案のとおり可決すべ
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きものと決定しました。 

 次に、議第22号 輪之内町課設置条例の一部を改正する条例についてを議題とし、主

な質疑は、新設する土地改良課はどこに置くのかに対し、仕事に関連性があるので産業

課と並ぶ形を考えているとのことでした。 

 以前の土地改良課には多くの臨時職員がいたが、今回はどのように考えているのかに

対し、職員の配置については人事異動の中で考えていくことになるが、直ちにほ場整備

の工事が始まるわけではないので、調査等に必要となる人員を配置するとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、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22号 輪之内町課設置条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。 

 以上をもちまして、総務産業建設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、総務産業建設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。 

 次に、文教厚生常任委員長 小寺強君。 

○文教厚生常任委員長（小寺 強君） 

 文教厚生常任委員会委員長報告をいたします。 

 平成28年第１回定例輪之内町議会において本委員会に審査を付託されました案件につ

いて、３月８日は午前９時30分より、９日は午前10時40分より、２日間、協議会室にお

いて全委員出席のもと、執行部側より関係者出席のもと、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２号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）について当委員

会分を議題とし、住民課所管分について住民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、生活安全対策事業の補助金について大きく減額になった理

由は何かに対し、理由の一つは、バスの事業費に対する国庫補助金がついたことによる

減額である。名阪近鉄バスが国へ補助金申請をし、その補助額を差し引いて町に請求が

来ることから減額となったものであるとのことでした。 

 予算編成時には把握できなかったのか、国庫補助金がついた理由は何か、補助金は継

続されるのかに対し、町地域公共交通会議で平成25年度に地域公共交通総合連携計画を

策定し、それにもたれて国庫補助金の申請を行っている。平成27年４月に申請し、補助
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金がついた。平成28年度については未定なので、28年度の予算には見込まれていない。 

国庫補助金は、毎年申請し、確定したら補正することになるとのことでした。 

 町地域公共交通会議は年間何回開かれるのか、毎年補助金申請をするのはなぜかに対

し、地域公共交通会議は、平成27年度は４回である。毎年、四、五回開催している。国

の予算が単年度であるため、毎年申請が必要であるとのことでした。 

 マイナンバーカードの発行状況はに対し、昨日現在で申請者495件に対し、輪之内町

へカードが届いているのは348件、町で交付するために案内はがきを出しているのが334

通、交付したのが152件であるとのことでした。 

 申請者495件の世帯数はわかるか、補正予算の増額の根拠は何かに対し、世帯数は把

握していない。増額の根拠については、国の想定の３倍の申請があり、算定の計算式に

基づいている。人件費の増額については、マイナンバーカードを発行するのに１人当た

り二、三十分かかり、フレックス職員と合わせて３人体制で時間外対応をしている分で

あるとのことでした。 

 他に質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 次に、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、保育料を負担金から使用料に変更する理由はに対し、子ど

も・子育て支援新制度の開始に伴う児童福祉法の一部改正により、保育園の利用者負担

額を負担金から公の施設の使用料として徴収することになったためであるとのことでし

た。 

 保育料算定への影響はに対し、平成27年度より午前８時30分から午後４時30分までの

８時間利用である保育短時間と、午前７時30分から午後６時30分までの11時間利用であ

る保育標準時間の区分が設けられ、保育標準時間の保育料には、保育短時間の保育料に

従前の延長保育料相当分2,000円を加算することで算定していますが、保育料自体の算

定方法は同じであり、収入科目の移管のみであるとのことでした。 

 安八温泉利用券の減額は利用者の減少によるものかに対し、安八温泉の利用券販売数

は、前年度の実績1,003冊に対し、今年度は1,028冊の見込みで増加している。利用券の

在庫があることから、今年度の購入枚数を減らすものであるとのことでした。 

 敬老祝金の減額の理由はに対し、節目年齢の方の人数が死亡や転出により変動したた

めであるとのことでした。 

 他に質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 次に、教育課所管分について教育課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、光熱水費の減額理由はに対し、電気料金の値下げ及び電力

会社の変更による減額とのことでした。 

 留守家庭児童教室委託料の内容はに対し、賃金で支払う支援員さんが不足する場合に

シルバー人材センターに委託するものとのことでした。 
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 留守家庭児童教室利用者数はに対し、平日平均で福束16名、仁木13名、大藪22名、夏

休み期間のみの方が、福束10名、仁木19名、大藪17名とのことでした。 

 他に質疑はなく、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２号 平成

27年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）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３号 平成27年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３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、質疑はなく、質疑を終了しました。 

 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３号 平成

27年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３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。 

 次に、議第４号 平成27年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を

議題とし、福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、保険料の特別徴収が減額で普通徴収が増額となる要因はに

対し、当初予算では、保険料の徴収割合を特別徴収で75％、普通徴収で25％としていた

が、決算見込みでは、特別徴収が71％、普通徴収が29％になったためであるとのことで

した。被保険者数は、特別徴収が前年度末から33人減少して879人、普通徴収が58人増

加して166人であり、全体では25人増加しており、75歳に到達された方は普通徴収から

の徴収となるため、普通徴収の増加の要因になっているとのことでした。 

 他に質疑はなく、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４号 平成

27年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１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。 

 次に、議第５号 平成27年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とし、福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、支援費の増額理由はに対し、利用者が21人から24人に増加

したことと、利用単価が日額8,330円から8,430円に増額されたためであるとのことでし

た。 

 基金への積立金はどこで管理するのかに対し、公共施設等整備基金にて総額を町の財

産として管理している。今回の積み立てにより、児童発達支援事業分の積立額は400万

円となるとのことでした。 

 他に質疑はなく、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５号 平成

27年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第１号）については、原案のとお
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り可決すべきものと決定しました。 

 次に、議第８号 平成28年度輪之内町一般会計補正予算について当委員会所管分を議

題として、住民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、水質浄化対策事業において親水ひろばはどこか、そこに階

段をつくる目的は何かに対し、光輪橋の北側の右岸に設置する予定であり、井戸を掘っ

て河川に流すことによって浄化され、きれいになった水を川岸までおりて間近で見るこ

とができる。千本桜まつりなどの乗船体験の船着き場としての利用や、花いかだもあり、

水質改善啓発の中心地になることを目的としているとのことでした。 

 水を流せば100％水がきれいになる、まずはそちらを先行され、住民が体感し、全部

の川がきれいになってから次のステップへ進むべきではないかに対し、地域協働水質改

善協議会は、平成24年に立ち上がり、水質改善を協議会の目的とし、県の補助を５年計

画で受け、平成28年度は最終年度になる。全部の川がきれいになるよう揖斐川からの導

水を願っても実現には至っていない。限られた予算の中で、中江川をモデル的に水質改

善に取り組み、５カ年の成果を示すものである。水質改善の啓発のために、今できる範

囲で、中江川を一つのモデルとして取り組んでいる。今後、いろいろな意見をいただい

て事業を展開し、今年度事業は、一つの成果を示すものとして御理解をいただきたいと

のことでした。 

 県の補助金は100％かに対し、県の補助金は２分の１であるとのことでした。 

 エコパーク運営事業費の中の剪定枝粉砕機はどのようなものか、住民が使うものなの

か、使用料は幾らかに対し、剪定枝粉砕機は、今まで直径３センチのものを使用してい

たが、今年度、直径13センチのものまで使える粉砕機を購入する予定である。住民の方

に使用してもらい、今のところ使用料は無料であるが、今後、有料にするかどうかは検

討しているとのことでした。 

 剪定枝粉砕機は幾らのものか、個人の家庭へ持ち込んで使用できるのかに対し、税込

みで150万円ほどで、使用についてはエコドームで使用してもらうことを原則とすると

のことでした。 

 粉砕で出たごみはどのようにするのかに対し、全て持ち帰ってもらい、畑にまいても

らえば肥料になる、その他は可燃ごみとして処理してもらうとのことでした。 

 南波の最終処分場のごみの埋め立て残容量はどれだけかに対し、本年度は残容量調査

を現在発注している段階なので、平成27年度末では１万500立米、残り十二、三年は投

棄可能であるとのことでした。 

 他に質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、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、認定こども園の改修内容と認定こども園化により整備する

ものは何かに対し、認定こども園化に向けた整備では、平成27年度補正予算にて各教室
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のＬＥＤ照明の取りかえや、黒板の張りかえ、防犯システム等を設置し、また幼児教育

の観点から、ツイン時計や大型積み木等を購入した。平成28年度の施設関係では、福束

こども園のトイレ改修や防水工事等、備品関係では、３園のオルガンや教室用の机・椅

子、ＡＥＤの更新等を計画している。また、幼児教育を充実させるため、３歳以上のク

ラスごとに週１回、英語の幼児教育を実施するとのことでした。 

 こども園使用料がふえた理由はに対し、平均月額は１万6,546円から１万6,139円に減

ったが、園児数が350人から368人に増加するため、増額したとのことでした。 

 こども園利用料の変更点はに対し、１号認定の教育標準利用料が平成27年度では保育

園で特別利用保育として受け入れたため、一律3,000円としていたが、平成28年度は国

の階層区分に準じて町が定めた料金を徴収するので、利用料がふえないように4,000円

の給食費を無料化し、預かり保育料を引き下げるとのことでした。 

 臨時福祉給付金等の内容はに対し、１つ目は低所得高齢者給付金で、平成27年度臨時

福祉給付金対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる方に３万円を給付するもので、

660人を見込んでいる。２つ目は障害・遺族基礎年金受給者給付金で、平成28年度臨時

福祉給付金対象者のうち、障害基礎年金等の受給者に３万円給付するもので、140人を

見込んでいる。３つ目は臨時福祉給付金で、平成27年度は6,000円であったが、平成28

年度は3,000円給付するもので、1,350人を見込んでいる。平成27年度では1,152人に給

付し、給付率は88.5％であった。 

 対象者には町から通知し、未申請者には促進通知を３回発送したとのことでした。 

 低所得者とはに対し、住民税非課税の方であるが、非課税であっても住民税を課税さ

れている方の扶養になっている場合は対象外であるとのことでした。 

 地域包括支援センターを福祉課へ移転する理由はに対し、これまで介護保険の申請受

け付けは福祉課、介護予防事業や相談業務は地域包括支援センターに分担していたが、

介護保険制度の改正により医療・介護・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシス

テムを強化するため、福祉課に移転する。福祉課には、新たに在宅医療との連携のため

の臨時保健師１名と認知症施策推進のための推進員１名を配置し、ふれあいセンターに

生活支援サービスを調整する地域支え合い推進員を１名配置するとのことでした。 

 新たな推進員の資格要件や待遇はに対し、地域支え合い推進員は、資格要件はなく、

認知症地域支援推進員は、社会福祉士等の資格要件を求める。待遇は臨時職員で、資格

に応じて賃金を決定するが、人材確保の観点から人事担当課との検討を重ねていくとの

ことでした。 

 保育教諭の賃金が減った理由はに対し、人数は35人で同じであるが、算出根拠となる

勤務日数を250日から245日に変更したためであるとのことでした。 

 正保育教諭の人数はふえるのかに対し、育児休暇中の職員を除き新規採用を含めた24

名で総務費に計上しており、育児休暇の職員が復帰すれば臨時職員は減ることになると
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のことでした。 

 給食費は、１食幾らか、滞納はないかに対し、１食当たり175円である。給食費は保

育料に含まれており、前年度までの滞納はないとのことでした。 

 第３子以後出産祝金の額と３人以上の子供がいる世帯数はに対し、出産祝金は15万円

である。多子世帯数は把握していないが、平成26年度の出生児100人のうち19人が第３

子であったことから、子育て世帯の約２割程度と思われるとのことでした。 

 「子育て応援ガイドブック」の配布方法はに対し、平成27年度に平成28年度版として

1,000部作成し、園児や母子手帳交付時等に配布する。平成28年度は、婚活情報を加え

て1,200部作成する計画であり、これらの情報が周知されるような手段も活用していき

たいとのことでした。 

 他に質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 次に、教育課所管分について教育課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、学校の補助員、講師の内訳はに対し、常勤講師が各校１名、

支援員が計12名、校務員が３名、相談員が２名、スクールガードリーダーが２名、学校

司書が２名とのことでした。 

 空調設備工事の内訳はに対し、中学校が28台、福束小が24台、大藪小が23台設置する

予定とのことでした。 

 海外派遣の内訳と予算額はに対し、派遣生徒６名、随行者３名で、357万7,000円の予

算額とのことでした。 

 派遣生徒の負担金額はに対し、海外派遣経費の２分の１の額を負担いただいていると

のことでした。 

 中国派遣は今後どうしていくのかに対し、鹿児島や災害協定を結んでいるところなど、

今後、教育委員会の中で検討していきたいとのことでした。 

 図書館の蔵書数及び特色はに対し、蔵書数は、26年度末で一般書が５万6,795冊、児

童書が２万6,873冊、新刊コーナーの設置や、各種図書館イベントを開催し、図書館の

充実を図っているとのことでした。 

 中学校のオーケストラ鑑賞については一般来場も進めてはどうかに対し、広く広報し

ていきますとのことでした。 

 大藪小学校大規模改修の目玉はに対し、築後30年以上経過しており、建物及び設備の

老朽化に対処するものであり、木質化を図り、教育環境を整えていくとのことでした。 

 空調設備設置工事は大規模改修工事と同時に施工したほうがよいのではに対し、施工

に当たっては、極力手戻りのないようにし、学習環境改善のため早期に設置していきた

いとのことでした。 

 太陽光発電設備の蓄電池は必要ないのではないかに対し、小学校は避難所に指定され

ており、災害発生時には必要と考えているとのことでした。 
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 全国レクリエーション大会とはに対し、全国レクリエーション協会が主催となり、こ

の地域ではグラウンドゴルフ大会を開催することとなっているとのことでした。 

 他に質疑はなく、質疑を終了しました。 

 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８号 平成

28年度輪之内町一般会計補正予算のうち当委員会所管分については、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議第９号 平成28年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算を議題とし、住

民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、国保税対象者は、一般2,300人、介護750人、後期2,300人、

退職者の方は115人、介護110人、後期115人であるが、前年の予算の対象者は何人かに

対し、今年度は全体で50人減っている。前年度の対象者数は、一般2,350人、介護800人、

後期2,350人、退職者の方は150人、介護125人、後期150人とのことでした。 

 療養給付費は一般で5,000万円ふえているが、退職は減となっている。ふえる要因、

保険者は減っているのに給付費がふえている根拠はに対し、医療費の増加傾向を反映し

ている。平成27年の実績を勘案し、１人当たりの医療費を求め、人数を掛けたものとの

ことでした。 

 一般の１人当たりの医療費は高くなっているのに、退職の予算額は減っているのはな

ぜかに対し、積算の根拠は、退職で１人当たりの医療費38万2,282円を想定している。

前年は１人当たりの医療費32万8,280円と、今年度は増加している。１人当たりの医療

費は高くなっているが、対象者数の減少が影響し、予算上は減額となっているとのこと

でした。 

 他に質疑はなく、質疑を終了しました。 

 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９号 平成

28年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

 次に、議第10号 平成28年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算を議題とし、福祉

課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、保険料の徴収割合と人数はに対し、被保険者数は993人で、

保険料の徴収割合は、特別徴収が75％、普通徴収が25％であるとのことでした。 

 他に質疑はなく、質疑を終了しました。 

 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10号 平成

28年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 次に、議第11号 平成28年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算を議題とし、福

祉課長から説明を受けました。 
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 質疑に入り、主な質疑は、職員体制の内訳はに対し、正職員１名と臨時職員が２名と

のことでした。 

 他に質疑はなく、質疑を終了しました。 

 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11号 平成

28年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 以上で、文教厚生常任委員会に審査を付託されました案件について、経過の概要と結

果報告を申し上げ、文教厚生常任委員会委員長報告を終わります。 

（発言する者あり） 

○文教厚生常任委員長（小寺 強君） 

 ちょっと発言の訂正をいたします。 

 審査報告書の13ページの中の１行目で「一般会計補正予算」と読み上げましたが、

「一般会計予算」として訂正をお願いします。 

 27ページも同じことでございますので、大変失礼をいたしました。 

○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２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２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２号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）は、委員長

の報告のとおり可決されました。 
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 これから議第３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３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３号 平成27年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第４号の討論を行います。 

 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４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４号 平成27年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第５号の討論を行います。 

 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５号を採決します。 
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 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５号 平成27年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第

１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第６号の討論を行います。 

 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６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６号 平成27年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第７号の討論を行います。 

 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７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７号 平成27年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）は、委

員長の報告のとおり可決されました。 
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 これから議第８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） 

 平成28年度輪之内町一般会計予算について、反対の立場から討論を行います。 

 まず、歳入のほうで当町の財政、法人税が減額になっておると、これは当町の責任で

はないのかもしれませんけれども、町としてはこれまで積極的な企業誘致活動を進めて、

そして税収増を目指すとしてきたと。誘致活動をしてきたにもかかわらず、アベノミク

スのもと、大企業は空前の利益をため込みながら法人税減税を要求して、それを認めた

格好になっておると。このような大企業中心の政治のもとで、幾ら企業誘致をしても町

の財政に貢献はしないということが明らかになっていると思います。 

 このような実態について、では、輪之内町はどういう反省をするのか、こういった結

果について何の反省の弁もない、弁解もされていないということについて、ちょっとい

かがなものかというふうに思うわけであります。 

 それからマイナンバー制度、先ほどの一般質問のほうでもお伺いしましたけれども、

町民から徴取するという法的根拠を示してほしいと言っても、国のほうで決まっている

ものだからやらなければならないだろうというようなことで、町民にとってほとんど利

益もない、そればかりか、かえって町民のリスクが高まってくる、このような制度に

2,200万円以上の膨大な金を使う。これもほとんどが町の予算であります。補助金は85

万7,000円でしたか、そのような町民の税金を使って町民のためにならないことをやろ

うとしている、このようなことは町民にとって大きな不幸であるというふうに私は思い

ます。 

 さらに、この子ども・子育て支援新システムの導入で、本当に将来的に保育が安心で

きるのかどうか。要するに、このシステムの中では民間業者の導入が入っているという

ことで、今、待機児童の問題が大きく取り上げられておりますけれども、この「保育園

落ちた日本死ね」というブログに対して多くの国民の間から悲鳴が上がっておる。これ

が、この子ども・子育て支援新システムで改善するのかというと、その保障は全くない。

やはりこの問題は、保育士の処遇改善にある。処遇改善について、じゃあ輪之内町では

どうなのか。臨時職の給与を見ても、前年度よりも総額で減少しているというようなこ

とで、保育士の処遇改善をもっと真剣にやらないと、将来的にどうなるかわからない。 

 それから、民間の事業者の導入では、介護保険のほうであすわ苑の増設をやらないよ

うに、保育園の増設も、将来的にはやらなくなる可能性もある。要するに、行政のそう

いった後退であるというふうに私は思います。このような予算には賛成できない。 
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 さらに、地域協働水質改善事業、いろいろやられていますけれども、基本は大榑川の

水をいかにきれいにしていくかということですけれども、中江川の上流に井戸を掘って、

それで親水ひろばをつくるというようなことですけれども、表面的なことであって本質

的な改善策にはなっていないんではないか。 

 あるいは、そのほか小学校のソーラーパネル（太陽光発電）については、私の要求を

取り入れていただいてよかったんですけれども、バッテリーの設置は、ちょっと無駄に

なるんではないかというふうに私は思っております。避難場所になるというんですけれ

ども、本当に仁木小学校にそういうものが必要なのかどうかということが疑問でありま

す。そのために1,200万もの金を使うというのはいかがなものかというふうに思ってお

るわけです。 

 そのようなことで、私は反対であります。 

○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） 

 このマイナンバーについては、当然、国の事業でもあり、前に進めていくべきである

と思います。 

 また、28年度の新しい事業も、そのほかにも過去の実績にもたれていろんな事業が組

まれておりますので、28年度の新年度予算には賛成をいたします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第８号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。異議がありますので起立によって採決いたし

ます。 

 本案は、委員長の報告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、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 これから議第９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） 
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 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９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９号 平成28年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算は、委員

長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第10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10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10号 平成28年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算は、委員長

の報告のとおり可決されました。 

 これから議第11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11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） 
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 異議なしと認めます。 

 したがって、議第11号 平成28年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算は、委員

長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第12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12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12号 平成28年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予

算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第13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13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13号 平成28年度輪之内町水道事業会計予算は、委員長の報告のと

おり可決されました。 

 これから議第14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） 
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 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14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14号 輪之内町行政不服審査会条例の制定については、委員長の報

告のとおり可決されました。 

 これから議第15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15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15号 輪之内町いじめ問題調査委員会設置条例の制定については、

委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第16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16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） 
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 異議なしと認めます。 

 したがって、議第16号 輪之内町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の

交付に係る手数料に関する条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

 これから議第17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17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17号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第18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） 

 輪之内町の職員の降給に関する条例ということですけれども、まさに職員の労働条件

にかかわる問題であるというふうに思います。今、職員組合もあると思うんですけれど

も、職員組合との相談もされたのかどうか、これは全然明らかにされておりませんけれ

ども、本来、労働組合の了承がないことにはこういった労働条件を悪くするような条例

の改正というのは、これは法的に問題があるのではないかというふうに私は思っており

ます。このような労働者の職員の処遇にかかわる問題を一方的に決めるのはいかがなも

のか、悪くなるように改正するわけですので、これは私は反対であります。 

○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） 
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 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 今、反対討論がありましたが、私は賛成の立場で意見を述べたいと思います。 

 今回のこの条例は、使うという目的ではなくて、やっぱり制定しておくことが大事で

あるということでありますので、またこれがお互いの職場の雰囲気もよくなるし、使う

という前提で整備するものではないと。ないとだめだと、ということは何でかというと、

上がることがあれば下がることもあってもいい、そんなもん当然のことだと思い、私は

賛成したいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第18号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。異議がありますので起立によって採決します。 

 本案は、委員長の報告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、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 これから議第19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19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19号 輪之内町職員の退職管理に関する条例の制定については、委

員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第20号についての討論を行います。 
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 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） 

 これはそう大きな問題ではないんですけれども、委員の選出の仕方において２年の任

期になっておるのに、その指定された委員が１年の資格しかないというような、そうい

う条例上の不的確といいますか、適正ではないというようなことで、これは統一すべき

だというふうに私は思っております。 

 したがって、今の区長会長、副会長というような特別の役職を指名するというのはい

かがなものかということで、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） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 私も９番の森島議員と同じように、委員会では反対しました。今、森島議員がおっし

ゃったとおり、任期について、区長会さんの関係について１年の慣例で交代されるのに

もかかわらず、２年任期はいかがなものかと。区長会全体の中で選んでいただいたらど

うかというふうに申し述べましたところ、一人でも多くの方に理解してもらうために、

住民代表の区長会からという課長さんからのお答えもありましたが、それであるならば、

あえて２年にする必要はなく、１年でもいいのではないかと。任期を２年に定めたとこ

ろにそういう問題があると今でも思っておりますが、ここまできちっと積み上げられた

条例案でございますけれども、中身について多少の理解の差はありますけれども、あえ

てここで反対はいたしませんが、今後においては中身の整合性も十分考慮し、また委員

会の中では文言の修正にも快く応じていただけるような柔軟性を持った御答弁もいただ

きたいということを期待しながら、賛成をしたいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（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） 

 この委員会の設置条例につきましては、町のこれからのいろんな状況を見たときに、
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財政状況等に影響しないか、そういったことを検証して、維持管理、更新費用もかから

ないようにしていかなければいけないと思いますし、施設の今後のあり方について検証

し、施設のことに住民代表が集まって検討することは重要なことだと思うわけです。 

 また、会議の前、結果について住民の代表である区長会でも説明をしていくというこ

とでございますので、１年でかわられても協議はできると思いますし、組織全体の意見

を反映するために、その代表である区長会長、副会長を委嘱されることには問題ないと

思うわけで、よって、設置条例に賛成をします。 

○議長（髙橋愛子君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第20号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。異議がありますので起立によって採決します。 

 本案は、委員長報告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６名） 

○議長（髙橋愛子君） 

 起立多数です。 

 したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 これから議第22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22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22号 輪之内町課設置条例の一部を改正する条例については、委員

長の報告のとおり可決されました。 

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

○議長（髙橋愛子君） 

 日程第７、議第34号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第５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。 
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 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 それでは、議第34号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第５号）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34号 平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第５号）。平成27年度輪之内町の

一般会計補正予算（第５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1,718

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42億9,563万5,000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。 

 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28年３月

16日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 ２ページ、３ページは、今回の補正予算を款項別にまとめたものでございます。 

 また、４ページの第２表 繰越明許費補正は、国においてこの予算を繰越明許するこ

とになっておりますので、予算の定めるところによりまして、全額を翌年度に繰り越し

て予算執行することができるようにするものでございます。 

 それでは、補正予算の内容は別添の事項別明細書にて説明をさせていただきます。 

 まず、説明に入る前に、今回の補正予算の背景でございますが、平成27年12月18日に

閣議決定をされまして、28年１月20日に成立いたしました27年度国の補正予算によりま

して地方創生加速化交付金が創設されたことを受けて、その趣旨を参酌して編成したも

のでございます。 

 この交付金は、各自治体が地方版総合戦略の取り組みの先駆性を高め、レベルアップ

の加速化を図ることで安定した雇用の創出、まちの活性化などに資するもので、地域の

仕事創生に重点を置きつつ、効果の発現が高い事業を対象として交付されるということ

でございます。 

 今回の５号補正は、この交付金を活用して、輪之内町まち・ひと・しごと総合戦略に

掲げる関連事業を実施するものでございます。 

 先ほど来、何回も言っておりますが、本事業は繰越明許の手続を経て、28年度に実施

してまいるということでございます。 

 それでは、４ページをお開きください。 

 款2.項1.目9.企画費の389万円は、安心して輪之内町で暮らせる経済基盤構築の支援

のため、平成27年度に実施いたしました、まちづくり創生アイデア募集事業で応募があ

りましたレストラン経営のアイデアについて、実現するにはどのような資金調達の方法



－１７７－ 

があるか、継続的に経営が営んでいけるのか、そしてマーケット的にはどうなのかなど

の調査・研究及び検討に要する費用を計上するものでございます。 

 具体的には、先ほど申し上げた調査業務を委託すべく委託料として324万円を、また

その調査内容等について、今年度、総合戦略の策定を検討いただいた総合戦略推進委員

会のメンバーに検討をいただくべく、報酬50万円、アドバイザー謝礼として10万円を計

上したものでございます。 

 次に、５ページをお開きください。 

 款6.項1.商工費について、広域連携による圏域の新たな魅力の創造で西美濃地域の活

性化を推進するため、大垣市を初めとする３市９町が連携して実施する３事業を計上す

るものでございます。この３市といいますのは、大垣、海津、そのほかに本巣市が加わ

っております。 

 目1.商工総務費の50万円は、大垣労務推進協会が実施するＵターン・Ｉターン就職支

援事業に、次に目3.観光推進費750万円は、西美濃広域観光推進協議会が実施する国

内・海外プロモーション事業に負担金として500万円、西美濃創生広域連携協議会が実

施する西美濃地域定住促進事業につきましては、負担金として250万円を計上するもの

であります。 

 次に、６ページでございますが、款9.項1.目2.事務局費529万2,000円は、安心して子

供を産み育てやすい環境づくりのため、現在、小・中学校の児童・生徒に対して行って

いる英語教育を幼少期から拡大・拡充するため、こども園に巡回方式にて英語補助教諭

１名を配置する費用を計上するものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。戻りまして、３ページをお開きください。 

 款13.項2.目5.総務費国庫補助金1,718万2,000円は、先ほど申し上げました各事業費

の全額を地方創生加速化交付金で賄われることになっておりますので、事業費の全額を

国庫補助金として交付を受けるために計上するものでございます。 

 以上で、平成27年度輪之内町一般会計補正予算（第５号）の説明を終わります。よろ

しく御審議いただきますようお願いいたします。 

○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） 

 これでほかの事業も含めて繰越明許というのは全部で幾らになるか、ちょっと教えて

いただきたいと思います。 
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 それと、これは国のほうの意向がちょっと私には理解できないんですけれども、なぜ

こんなにどんどん金を交付してくるのか。地方創生といっても、地方創生は短期にやる

べきものではなくて、じっくりと腰を据えて長期的な観点でやるべきことだと。そうで

ないと、短期的な目標でやろうと思っても、これはいい仕事ができないんではないかと

いうふうに思うわけですけれども、なぜ今、次から次へとこのような交付金が出されて

くるのか、この政府の意図というものをどのようにつかんでおられるか、お伺いしたい

と思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 まず、繰越明許の全額でございますが、第４号補正の議案を見ていただければと思い

ます。それと、第５号の繰越明許、第２表を足していただければ、全額幾らということ

が出るかと思います。 

（発言する者あり） 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 ちょっとお待ちください。 

 27年度から28年度に繰り越す繰越明許は、総額で４億443万2,000円でございます。 

 それと、あと国の交付金がこういった矢継ぎ早に地方創生に関して来るのはどうして

かと、政府の意図はどうなのかということでございますが、私どもとしては、地方創生

の背景にありますのは、今後、人口減少等に加速的に進んで、やっぱり地方のことは地

方で考えてもらいたいという、まず根本で国の意図があるというふうに思っております。

それの本当に地方で真剣に考えなさい。将来にわたっての、遠い将来の問題ではない、

もう間近に来ている問題ですよというような意識づけをやられようとしているんではな

いかなというふうに参酌しております。その手段として、こういった国が交付金を出し

て、事業を展開するきっかけづくりをしているんではないかと。 

 今言われておりますのは、今回、10分の10で交付金が財源措置されておりますが、今

後、この10分の10でこういった地方創生関連の交付金というのは、多分ラストチャンス

だろうというふうに言われておるところでございます。 

 したがいまして、今後は議員がおっしゃられるように、やはり地方創生は地域の者が、

やっぱり一番実情がよくわかっている者でございますので、なおかつ、中・長期的に考

える部分もあろうかと思います。そういった大きなビジョンを持ちながら、この交付金

を利用して、まずはそういったことを意識づけというか、私どもとしては方向づけでき

る、いわゆる具体のアクションプランにこの交付金を使わせていただくというような位

置づけで考えておるわけでございます。以上でございます。 

（挙手する者あり） 
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○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、地方の人口減少をいかに食いとめるかということが課題になって

おるというようなお話もありました。それは、もちろんそのとおりだと私も思っており

ます。 

 しかし、今、政府の進めておるやり方というのは、ＴＰＰにしても、農業で立ち行け

なくなる。立ち行けなくなれば、幾ら何をやっても農村に定住することができなくなっ

てくる、働く場所もなくなってくる。要するに、農村部で、地方で定住できるような職

業が発展しないことには、小手先のことをやっても何ら効果がないと私は思うわけです。 

 そういうような中で、今の金が来るからというのはどうかなというふうに思うわけで

すけれども、その辺、今の政府のやり方について町長はどのように感じておられるのか、

お伺いしたいというふうに思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 せっかくの御指名でございますのでお答えをさせていただきますが、とにかく地方創

生の背景としては、1,000兆円を超える国の借金の中で、国はいつまででもお金を出す

わけにはいかないけれども、さりながら、人口減少というのは現実に差し迫った問題だ

し、これは基本的には地方で考えてもらわないと解決策は出てこない。その意味では何

年かの、今、大体出てきている総合戦略にしても何にしても大体５カ年ということを言

っているんですけれども、５年の間に方向性を出しなさいよと。そのためには、その地

方創生のためにお金も出しましょうと。そして、その地方創生のうち、ある部分のもの

については、もっと加速をして早急な結論を出していけという思いが国のほうには多分

あると思います。そういう意味で、これも28年の当初予算と27年の補正とどれだけ実施

の時期に違いがあるかという議論があるのかもしれませんけれども、これは一つは、国

が27年度の補正予算で出してきているものですし、わざわざ28年に繰り越すことがわか

っていても27年の予算で整理するという意味は、国の強い決意をあらわしたものだと私

どもは理解をしております。 

 最終的に地方に対してどのようなお金が出てくるのかわかりません。ですが、やれる

ときにやっていくということが一つございます。 

 それと、大変あれですけれども、先ほど来、地方でいろんな意味で一生懸命やってい

てもだめじゃないかと、さっき企業誘致をやってもお金がなかなかもうからないんじゃ

ないのという話がありましたが、でもでも、やっぱり遠い将来というか、10年先、20年

先を見込んだときに、じゃあ、それをやらなかったら一体どうなるんだということも考
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えていただく必要があると思っています。そういう意味では、今回の補正で10分の10と

いう額が出てくる。特にこれは幾らお金をくれるものであってもいかがなものかという

議論をされた方もお見えになったと思いますけれども、しかし、じゃあうちが使わずに

よそへこのお金を持っていかれるというのも、これははっきり言ってしゃくじゃないで

すか。うちで使っていいよと言われているものはきちっと使っていくべきだと、私はそ

う思っています。 

 そういう意味で、年度を越えて、いろんなお考え方はあろうと思いますけれども、使

えるお金はしっかりと使ってやっていくのが私どもの責務だと思っています。以上です。 

○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34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） 

 本当に中央のほうも金が余っておるのか知りませんけれども、こんな無計画なことは

本当にけしからんというふうに、私は政府のやり方というのは間違っていると思います。

それに無批判にやるのはどうかなというふうに私は思います。 

 今の地方創生というなら、もちろん町においても、せっかくある金を有効に使ってい

くということは大事なことでありますけれども、特に公共下水が予定よりもかなりおく

れているにもかかわらず、こちらのほうは予算削減ばっかりしている。そして、まさに

選挙のための点稼ぎかというふうに思われるような、そういう駆け込み的な補正予算、

全くけしからん。 

 先ほどＴＰＰの話も言いましたけれども、ＴＰＰの調印、あるいはこの締結をされれ

ば、これが施行されれば、本当に農業なんかは立ち行かなくなってしまう。こんなこと

をやって地方創生なんかできるはずがない。それを取り繕うためにこそくなことがやら

れている。今、輪之内町は、そういうこそくな施策に便乗しているにすぎない。 

 今のこの事業が本当に成功するのかどうか、これはまだわからない事業もあると思い

ます。で、今言われたように、これは単年度の補助金だというようなこともありました。

わずか単年度で完了するはずがない。このような無計画な、その場しのぎの予算編成と

いうのは、私は反対であります。 
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○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） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 反対討論の反対でありますが、国の考え方に、ＴＰＰにしても何にしろ、現時点でど

うのこうのという、もう議論の段階は過ぎたんですよ。それを見据えて、国が地方創生

を加速度的に進めて、自分たちの考えを自分たちでまとめながら、提案しながら、やっ

てくれよと、やれることを一遍よう考えてみよというための予算を繰越明許という形の

中でも出していこうという、町長のおっしゃったとおりだと思います。それに理解がで

きないということでは、議員としてはいかがなものかと。 

 輪之内町だけがどうのこうのと言っても、日本の中の一地域の自治体の輪之内町では

何もできません。その中で、町民の少しでも暮らしの役に立つ予算をここで使って、よ

くしようという努力に対するお金であるならば、これは有効に使わせていただいてやる

べきものであると、私はそう思っております。よって、賛成したいと思います。 

○議長（髙橋愛子君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（「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34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） 

 お諮りします。 

 次期議会（定例会まで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。 
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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、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。 

 議員各位におかれましては、公私とも大変お忙しいところ御出席を賜り、熱心な審議

を賜り、議長として厚く御礼申し上げます。 

 また、議会を通じ議事進行等に各位の御協力、御支援を賜りましたことに対し、重ね

てお礼申し上げます。 

 一方、執行部各位におかれましては、本日成立しました各予算、法令を通じて輪之内

町町政の発展のため、より一層の御努力をいただきますようお願い申し上げ、簡単では

ございますが、この１年間のお礼の挨拶にかえさせていただきます。誠にありがとうご

ざいました。 

 これをもちまして、平成28年第１回定例輪之内町議会を閉会します。大変御苦労さま

でした。 

（午後３時05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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