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平成29年３月６日 午前９時 開会（開議）  

 

○議事日程（第１号） 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 議案上程 

日程第５ 町長提案説明、施政方針 

日程第６ 議第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第７ 議第２号 平成28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28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28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28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28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28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29年度輪之内町一般会計予算 

日程第14 議第９号 平成29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29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29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29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29年度輪之内町水道事業会計予算 

日程第19 議第14号 輪之内町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

日程第20 議第15号 輪之内町税条例等の一部を改正する条例について 

日程第21 議第16号 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

一部を改正する条例について 

日程第22 議第17号 輪之内町農業委員会委員候補者等選考委員会設置条例の制定につ

いて 

日程第23 議第18号 町道路線の廃止について 

日程第24 議第19号 町道路線の認定について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第24までの各事件 
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○出席議員（８名） 

   １番    上 野 賢 二       ２番    古 田 東 一 

   ４番    髙 橋 愛 子       ５番    小 寺   強 

   ６番    田 中 政 治       ７番    北 島   登 

   ８番    森 島 光 明       ９番    森 島 正 司 

 

○欠席議員（なし） 

 

○欠員（１名） 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  木 野 隆 之     教 育 長  箕 浦 靖 男 

 参 事 兼 
 総 務 課 長  兒 玉   隆     教 育 参 事  松 井   均 

 会計管理者兼 
 税 務 課 長  田 中   実     危機管理課長  森 島 秀 彦 

 住 民 課 長  高 橋 博 美     産 業 課 長  中 島   智 

 福 祉 課 長  田 中 久 晴     経営戦略課長  荒 川   浩 

 建 設 課 長  近 藤 豊 和     教 育 課 長  中 島 良 重 

 土地改良課長  田 内 満 昭 

 

○本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長  足 利 恵 信     議会事務局  西 脇 愛 美 
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（午前９時00分 開会）  

○議長（小寺 強君） 

 おはようございます。 

 ただいまから平成29年第１回定例輪之内町議会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は８名で、議員定足数に達していますので、平成29年第１回定例

輪之内町議会は成立いたします。 

 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（小寺 強君） 

 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、６番 田中政治君、８番 森島光明君を指名いたします。 

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

○議長（小寺 強君） 

 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11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（小寺 強君） 

 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11日間と決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 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28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（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 
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 日程第５、町長提案説明、施政方針。 

 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。 

 何年かぶりに雪が降り積もった冬も過ぎ、待ち遠しい桜の季節が間もなくやってまい

ります。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29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、何かと

御多用の中を御出席いただき、御苦労さまでございます。 

 それでは、今議会開会に当たり、まずもって平成29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。 

 日本経済の動向でありますが、世界的な景気変動リスクは内包しつつも、今後とも緩

やかな景気回復基調が続くものと現在のところは予測をされております。企業の生産活

動は、持ち直しが持続し、増産の動きが続くと見込まれております。他方、可処分所得

の伸び悩みから消費は期待されるほどではなく、家計部門は一進一退の動きを続けるも

のと予測をされております。 

 先月の24日から国を挙げての「プレミアムフライデー」が実施されました。長時間労

働の抑制や、個人消費の拡大を視野に入れた制度であります。導入の時期がやや前のめ

りではと言われるとおり、この制度が定着するには相当程度の時間を要するだろうと思

われます。幾つかの解決すべき課題はあるものの、労働者にゆとりを与え、個人消費の

伸びによるＧＤＰの押し上げにつなげていくという政策の効果を期待するものでありま

す。 

 一方、国外に目を転じますと、アメリカにおいて第45代大統領にドナルド・トランプ

氏が就任し、メディアやツイッターから発信される不規則な言動に世界中が一喜一憂す

るような状況が続いております。過日、安倍総理大臣がトランプ氏と会談し、友好的に

会談が進んだようでありますが、今後の言動を注視していく必要があることは誰しもが

感じているところであると思います。今後の政権運営次第でありますが、トランプ大統

領は、日本、ひいては世界経済や安全保障の動向を左右するキーパーソンの一人である

ことは、疑いの余地ない事実であろうと受けとめております。 

 さて、国内外に目を向けることはもちろん大切であり、輪之内町でもその影響からは

無縁でないことは明らかでありますが、私の第一義的責務は、やはり町民１万人の安

全・安心のために全力を尽くすことであります。その意味では、まさに「町民ファース

ト」の視点を大切にしてまいりたいと考えます。 

 東海環状自動車道の内側に位置し、高速道路や東海道新幹線へのアクセスも良好な輪

之内町が持つポテンシャルの高さを最大限生かしつつ、輪之内町の将来を見据えた施策
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の実現に日々努力をしてまいります。 

 昨今の政治状況を見ますと、アメリカ大統領選挙といい、イギリスのＥＵ離脱選択と

いい、極端な発言による人気取りが横行し、いささか社会の不安定化が生じているよう

であり、我が国においても、いろいろな場面で同様の傾向が見てとれます。 

 全体を俯瞰せず、エゴに等しい自己主張をすることが社会の進化に寄与するとは思え

ません。冷静な議論が交わされることを願っております。この意味では、首長の基本的

な考え方や思い、言いかえれば、政治姿勢は任期期間中はぶれてはいけないと考えてお

り、平成29年度においても、これまで積み重ねてきたことのさらなる進化を図ってまい

りたいと考えております。 

 最近、いろいろな場面で「ＰＤＣＡサイクル」という言葉が聞かれます。計画をしっ

かり立て、計画に従って実施し、その事業効果を評価し、改善を行う、まさに町行政に

とっても重要な手法であり、この手法を取り入れながら、平成29年度も就任時に掲げた

８つの政策を「もっと、もっと」進めてまいります。 

 まず、１点目の「安全・安心・快適な輪之内」のために、地震防災機能強化のための

計画的なまちづくりの推進を図ってまいります。現在、大吉新田地内で進めております

防災拠点の造成については、引き続き国交省と連携をして進めてまいります。また、平

成28年度に防災士養成講座を開催し、100名を超す防災士が新たに誕生しましたが、平

成29年度も同様の養成講座を開催し、さらなる防災士の確保に努めてまいります。 

 各家庭の事情等から町が期待するように進んでいない住宅の耐震化に対応するため、

寝室や居住スペースに安価に設置できる耐震シェルターについても助成をする制度を設

けます。さらに、大規模災害時にける緊急輸送路の整備にも着手するほか、良好な生活

環境の保全のために、下水道事業の全体計画の達成に向け、計画的に進めてまいります。 

 ２点目の「地域情報化の推進」を進めるためには、光サービスの利用者の拡大を図る

べく、輪之内スマイルチャンネルの番組充実や双方向機能の追加を行い、地域情報発信

力の強化を進めてまいります。 

 ３点目の「みんなが働きやすいまちづくり」のためには、国・県と連携した企業誘致

の推進と雇用の確保も継続して進めてまいります。なお、皆様の御理解のもとにこれま

で進めてまいりました企業誘致により立地した企業も、税収面や雇用面でその効果があ

らわれるようになってまいりました。今後とも、農業と商工業のバランスのとれたまち

づくりに努めてまいります。 

 ４点目の「暮らしやすいまちづくり」のためには、子育て環境を充実するための支援、

高校生世代までの医療費無料化の継続、介護の必要な高齢者や独居老人支援の拡充強化

に取り組んでまいります。また、昨年４月より保育園から移行した認定こども園も２年

目に入ることから、さらに充実させ、保育と教育をあわせ持った本来の機能を発揮でき

るようにしてまいります。 
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 ５点目の「ふるさとを愛するひとづくり」のためには、引き続き地方創生のための各

種事業に取り組むとともに、平成28年度から予算繰り越しした大藪小学校の大規模改修

を平成29年度に実施し、教育施設の整備を図るほか、輪之内町内の生活・産業・歴史を

掲載した小学生向け副読本を作成して郷土愛を高めてまいります。 

 ６点目の「さらなる行財政改革」のためには、堅実な予算編成を行い、無駄のない行

財政運営に努めてまいります。 

 ７点目の「効率的な広域行政」のためには、広域基幹バスの機能強化、デマンドバス

の利用促進を図ってまいります。また、安八町のスマートインターへのアクセス道路の

整備についても、安八町と協力しながら進めてまいります。また、東海環状自動車道へ

接続し、将来的には愛知県への基幹道路を整備するという構想のもとに、（仮称）新養

老大橋の架橋に向けて、関係機関との協議を鋭意進めてまいります。 

 ８点目の「住民本位の町政」のためには、役場窓口の時間延長を平成29年度も継続し、

住民の利便性に資するほか、福祉施策や防災、地域活性化のための施策を住民の皆さん

と協働して推進したいと考えております。 

 平成29年度町政運営においても、「町民ファースト」で施策を展開してまいります。

当然のことながら、町民ファーストは、地域エゴと同義であることは許されません。そ

の実現のために、国・県、近隣市町と連携を密にし、この地域全体の底上げを図る中で

トップランナーの評価を得るべく努力をしてまいります。 

 以上、所信の一端を申し上げましたが、議員各位、また町民各位の御理解と御協力を

お願いするものであります。 

 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28年度補正予算６件、平成29年度予算６件、

条例４件、その他２件の合計19件でございます。 

 議案の概要につきまして、まず平成29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29年度の予算は、一般会計39億4,200万円、国民健康保険事業特別会計12億円、

後期高齢者医療特別会計7,500万円、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６億7,400万円、水道事業会計２億7,000万円の総額61億

7,600万円であります。 

 議第８号 平成29年度輪之内町一般会計予算につきまして御説明をいたします。 

 平成29年度は大規模な建設事業予算の計上がございませんので、平成28年度当初予算

と比較すると、金額にして１億4,200万円、率にして3.5％の減となっておりますが、住

民福祉の向上のために、なすべきことは行うという堅実型の予算編成としております。 

 それでは、歳出から、順次、新規事業を中心に主要事業を交えながら御説明をいたし

ます。 
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 まず、議会費では、議会運営に要する経費を計上し、総事業費は4,187万7,000円であ

ります。 

 総務費では、職員の人件費、公共施設の管理費、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、自主運行バスの運行に係る経費など、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10億5,785万8,000円であり

ます。 

 昨年度に引き続き、地方創生の一環として創業・第二創業等支援事業、就職・転職フ

ェア開催事業、三世代同居・近居助成事業を実施してまいります。これらの事業展開に

より、町内における企業活動の活性化やＵＩＪターンを促進し、また家族のきずなを大

切にするまちづくりに努めてまいります。なお、平成28年度から実施しておりますイン

ナービューティーダイエット＆農業コラボ支援事業につきましても継続をしてまいりま

す。 

 また、住民の移動手段としての最後のとりでと考えております定時・デマンド併用方

式の自主運行バスについても、平成29年度も引き続き運行してまいります。デマンドバ

スについては、現在、１日当たり40人以上の利用がございますが、住民の皆さんの声を

聞きながら、今後とも改善できる点は改善し、さらなる利用者の増加を目指してまいり

ます。輪之内町にはデマンドバスがあって本当によかったと思っていただけるように努

力をしてまいります。 

 御承知のとおり、輪之内町では独自の光サービス網を整備し、スマイルチャンネルの

愛称で町の情報及びイベントの様子等を配信しておりますし、議会の一般質問の様子も

各家庭に配信して、町政に関心を持っていただくように努めております。平成29年度は、

光サービスをさらに充実するために、加入者向けに町が行うアンケート調査においてウ

エブ上で回答していただけるようシステムを追加してまいります。 

 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するもので、総事業費は10億5,824万9,000円であります。 

 今年度も、高校生世代まで医療費を無料とする内容を含む福祉医療費助成事業を継続

してまいります。医療費の負担は、家計にとってはかなりの負担となることから、これ

らを継続して助成することにより、子育てに優しい輪之内町を目指してまいります。 

 現在、福祉施策は、各種計画を策定し、計画的に進めておりますが、平成29年度には、

第３期ささえあいプラン策定に取り組むこととしております。住民一人一人が人として

尊厳を持って、家庭や地域の中で支え合いながら、ぬくもりのある安心して生活ができ

るための施策の検討を行ってまいります。 

 近年、認知症を患う高齢者の方も増加しております。在宅の場合、いっときも目を離

すことができないなど、御家族の御苦労を察するところでありますが、町としても徘回

のおそれがある高齢者等を介護している御家庭に位置検索端末機の貸し出しを行うべく、



－８－ 

予算を計上させていただきました。 

 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２億9,125万6,000円であります。 

 今や２人に１人ががんになると言われていることを踏まえ、以前より実施しておりま

す胃がん検診に、血液検査で胃がんの発生原因と言われるピロリ菌の有無が判別可能な

ＡＢＣ検診を導入し、さらにピロリ菌の除菌を実施された方を対象に、当該措置の費用

の一部を助成することといたしました。 

 また、少子化対策として、平成29年度も結婚・子育て応援事業を継続し、人口減少に

歯どめをかけるべく施策を展開してまいります。 

 ハード事業としては、保健福祉センターの老朽化した空調機器を更新するために工事

費と設計業務委託料を計上させていただきました。 

 環境対策としては、最終処分する可燃ごみの量を減少させ、リサイクルを推進するた

めに、エコドームへリサイクル資源を持ち込んでいただいた場合に、これまでのペット

ボトルや飲料缶に加え、古紙類と生ごみの持ち込みにもリサイクルポイントを付与する

制度を開始いたします。また、引き続き再生可能エネルギーの活用を推進するために、

太陽光発電助成事業も継続して実施してまいります。 

 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や再ほ場整備に要する

経費を計上したもので、総事業費は２億1,449万8,000円であります。 

 現在、平成30年度の事業着手を目指して進めております楡俣北部地区の経営体育成基

盤整備事業、いわゆる再ほ場整備事業における具体的な事業計画等の策定を進めてまい

ります。また、町の主要生産米であるハツシモの販路拡大のため、平成28年度にパッケ

ージを刷新した徳川将軍家御膳米のさらなるＰＲにも努めてまいります。 

 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3,535万8,000円であります。 

 新規事業としては、町内産の農産物等のＰＲ及び販売促進のために、お土産になる特

産品の開発に係る費用を助成するとともに、地域食材活用弁当開発事業を展開してまい

ります。また、好評をいただいております、輪之内町軽トラ朝市実施事業も継続してま

いります。 

 土木費では、道路や橋梁、排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４億7,731万2,000円であります。 

 主要事業としては、第２次緊急輸送道路整備事業を実施することといたしました。第

２次緊急輸送道路は、大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を円

滑に行うために県が指定した道路であり、アポロンスタジアム西側の県道安八・海津線

の信号交差点から中江川の山中橋を経由して輪之内町役場までが指定されておりますが、

平成29年度は、信号交差点から山中橋までの間の拡幅のための用地買収、調査設計を行
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うこととしております。 

 また、今後開通が予定されている安八スマートインターへつながる道路を整備し、高

速道路へのアクセス向上を図るために本戸連絡道路整備事業も実施いたしてまいります。 

 さらに、発生が懸念される大規模地震に備えて住宅の耐震化を進めるために木造住宅

耐震化促進事業を継続するほか、平成29年度より、より安価で人命の安全が確保できる

耐震シェルターの設置についても助成することとし、住民がみずからの命をみずから守

るという「自助」について支援をいたします。なお、この制度の普及についても積極的

なＰＲをしてまいります。 

 公共下水道事業の進捗率は、現在、全体計画の約８割が完成しておりますが、残りの

事業を計画的に推進するために下水道会計へ２億3,500万円を繰り出すこととし、あわ

せて接続率の向上を図るため、平成29年度においても住まいる住宅助成制度を継続し、

住環境の向上を目指してまいります。 

 消防費では、消防や防災、水防などに要する経費を計上しており、総事業費は２億79

万9,000円であります。 

 地域の防災力を高めるための防災士の養成事業を平成29年度も継続することとし、町

独自で講座を開設して、新たに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、「共助」の分野に町として支援を行うものであります。 

 また、平成29年度にはハザードマップを更新し、災害発生時に予測される被害の規模

や範囲を住民の方に把握していただき、迅速、的確な避難につなげたいと考えておりま

す。 

 災害時の備蓄品購入、また非常食の購入も引き続き計画に従って実施し、いわゆる

「公助」の準備も進めてまいります。 

 教育費では、学校教育や社会教育の振興や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３億2,577万円であります。 

 ハード事業としては、大藪小学校に大規模改修にあわせて太陽光発電設備を設置し、

再生可能エネルギーの活用と教育の一環としても活用してまいりたいと考えております。 

 ソフト事業では、しばらく中断しておりました小学生の交流事業として、宝暦治水を

通じて輪之内町とゆかりのある鹿児島県の小学生との交流事業として再開をいたします。 

 また、グローバル社会となった現在では、英語が必須となりつつある現状を踏まえ、

輪之内町では認定こども園在園時から外国人英語教師による英語教育を実施しており、

平成29年度も継続するほか、新たに中学生を対象に英検３級以上の受験料を全額助成す

る制度を開始いたします。英語教育の成果を推しはかる意味においても意義のあるもの

であり、中学校卒業時に３級以上の取得率50％以上を目指してまいります。 

 また、最近、インターネットの普及等により本離れが進んでいると言われております
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が、本には本のよさがあり、小さいころから本に親しむことが大切であると考え、ブッ

クスタート事業を開始いたします。町内に生まれた全ての赤ちゃんと保護者に対し、絵

本と保護者向けアドバイスブックをプレゼントし、将来的な町立図書館の利用促進にも

つなげてまいりたいと考えております。さらに、新規事業としては、小学校３・４年生

の社会科の教材として、町内の生活・産業・歴史を掲載した副読本を作成し、郷土への

理解と愛着を深めてまいりたいと考えております。 

 次に、歳入の主なものについて御説明を申し上げます。 

 歳入予算額の中で最もウエートを占める町税については、総額14億7,977万8,000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法人所得の増加が見込まれることか

ら、対前年2,791万6,000円の増、企業誘致の成果から、固定資産税は対前年7,753万

2,000円の増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についてでありますが、町税の伸

び等々も勘案して、平成28年度と比較して4,000万円減の８億7,000万円としております。 

 その他、平成28年度予算と比較して増減の大きいものは、国庫支出金が8,309万6,000

円の減、県支出金が8,355万3,000円の減、繰入金4,830万7,000円の減であります。 

 国庫支出金の減については、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金と公

立学校施設整備費補助金の皆減が主なものであり、県支出金の減については、農地中間

管理機構集積協力金の減によるものが大きなものであります。また、繰入金においては、

今年度も当初予算編成時において不足する財源を基金からの繰入金で調達することとし

ておりますが、公共施設等整備基金からの繰入額を6,800万円減額したことが繰入金総

額の減額の主な要因となっております。 

 町債の発行については、今年度は普通交付税の代替措置である臨時財政対策債を１億

9,870万円、保健福祉センター空調設備設置事業債を1,570万円、大藪小学校太陽光発電

設備設置事業債1,090万円で、合わせて２億2,530万円を発行する予定としております。 

 以上で、平成29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いたします。 

 議第９号 平成29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。 

 国民健康保険事業は、平成30年度から都道府県もあわせて事業主体となることが決定

され、そのための準備が進められているところであります。 

 平成29年度の予算総額は12億円で、前年度と比較して500万円の減であり、ほぼ前年

度並みの予算としております。医療費につきましては、大きく変化することもなく推移

するであろうとの予測から、保険給付費は、対前年度725万2,000円の増としております。 
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 議第10号 平成29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いたし

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29年度の予算総額は7,500万円で、市町村負担金の増加により、前年度と比較し

て200万円の増となっております。 

 議第11号 平成29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いた

します。 

 この特別会計は、輪之内町発達支援教室「そら」における心身の発達に支援が必要な

就学前の児童を対象に、常生活の基本的な動作指導や集団生活への適応訓練等に要する

経費を計上いたしております。 

 開所９年目となる平成29年度の予算総額は1,500万円で、前年度と同額としておりま

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29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

説明をいたします。 

 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、先ほども申し上げましたけれども、全体計画の約８割の整備が終了し、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。 

 平成29年度の予算総額は６億7,400万円で、前年度と比較して1,600万円の減としてお

ります。 

 なお、平成29年度は特定環境保全公共下水道事業債の発行額は、１億8,350万円を予

定しております。 

 議第13号 平成29年度輪之内町水道事業会計予算について御説明をいたします。 

 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に努めてまいります。 

 平成29年度の予算は、収益的支出及び資本的支出と合わせまして２億7,000万円で、

前年度対比5,900万円の増としております。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。 

 以上で、平成29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、先ほど申しましたとおり、議事日程に沿う形で御説明をさせていただき

ます。 
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 議第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつきましては、当町

の人権擁護委員４名のうち１名の任期が平成29年６月30日で満了となることから、人権

擁護委員候補者の推薦について意見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28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２億8,399万4,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ41億7,633万6,000円とするものであります。 

 今回の補正予算は、歳出においては、年度末を控え各事業費を精査し、不用額と判断

されるものを減額するとともに、歳入については、確定額または決算見込み額により補

正を行うことを主な内容としております。 

 平成28年度予算においては、財源不足額を財政調整基金、土地基盤整備基金及び公共

施設等整備基金からの繰り入れで補う予算構成でありましたが、今回の補正により、こ

れら基金の繰り入れ、総額で３億2,926万3,000円を回避し、将来に向けて基金を留保す

ることができたほか、臨時財政対策債の発行額を１億3,610万円減額し、5,000万円に抑

えることができました。 

 歳出予算は減額補正が中心となりますが、増額をお願いするものとしては、総務費の

総務管理費の基金費において財政調整基金ほか２つの基金積立金285万2,000円の増額、

民生費の社会福祉費、国民健康保険費において国保会計への保険基盤安定繰出金2,245

万4,000円、土木費の都市計画費、公共下水道費の下水道特別会計への繰出金2,000万円

の増額であります。 

 また、歳入におきましては、税収の伸びにより、町民税、固定資産税、町たばこ税を

合わせて5,370万円増額するほか、補正予算の財源等としてその一部を留保してまいり

ました繰越金を２億1,472万8,000円増額いたしました。 

 以上で、平成28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28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から歳入歳出それぞれ4,169万9,000

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億1,405万2,000円と定めるもの

であります。 

 国保会計におきましても、平成28年度の事業精査、各種交付金の決算見込みに基づき

補正を行うものであります。 

 歳出においては、事務費、退職被保険者等療養給付費負担金、保険財政共同安定化事

業拠出金等を減額することとしております。 

 歳入につきましては、療養給付費等交付金、共同事業交付金を決算見込みにより減額

するほか、一般会計からの繰入金を補正するものであります。 

 議第４号 平成28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
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しては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ38万3,000円を追加し、歳入歳

出それぞれ7,338万3,000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、繰越金を増額

補正し、これにより歳出の後期高齢者医療広域連合納付金を増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

確定により減額をするものであります。 

 議第５号 平成28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163万1,000円を追加し、歳入

歳出それぞれ1,663万1,000円とするものであります。 

 内容は、繰越金を163万1,000円増額し、相当分を輪之内町公共施設等整備基金に積み

立てるものであります。 

 議第６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に歳入歳出それぞれ3,621万円を追加

し、歳入歳出の総額をそれぞれ８億1,861万円とするものであります。 

 歳出においては、工事事業量の増加に伴い、2,300万円を増額し、歳入において一般

会計から繰り入れる2,000万円を特定環境保全公共下水道整備基金に積み立てるものが

主なものであります。その他、事業精査により、歳出においては不用見込み額の減額、

歳入においては、それぞれの科目による増減を行うものであります。 

 議第７号 平成28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308万4,000円増額し、収益的支出では、原水及び浄水費

170万5,000円と総係費を94万3,000円減額し、公課費を133万6,000円増額するものであ

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、固定資産購入

費の企業会計システム導入費の79万2,000円を減額するものであります。 

 以上で、平成28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概要説明を終

わります。 

 次に、条例関係、その他について御説明を申し上げます。 

 議第14号 輪之内町個人情報保護条例の一部を改正する条例につきましては、個人情

報保護法等改正法により番号法が改正され、独自利用事務についても情報連携が可能と

なること等により、必要な改正を行うものであります。 

 議第15号 輪之内町税条例等の一部を改正する条例につきましては、平成29年４月１

日に予定されておりました消費税10％への引き上げが延期されたことに伴い、同時期に

施行予定であった軽自動車税等の改正について、平成31年10月１日施行に向けての改正

ということで改正を行うものであります。 

 議第16号 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を改
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正する条例につきましては、農業委員会制度の改正に伴い、農業委員会委員報酬を改正

し、また新設された農地利用最適化推進委員の報酬を定めるものであります。 

 議第17号 輪之内町農業委員会委員候補者等選考委員会設置条例の制定につきまして

は、新制度により推薦または応募のあった農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員

候補者から当該委員として任命または委嘱を行う過程の公平性及び透明性を確保するた

め、選考委員会を設置するものであります。 

 議第18号 町道路線の廃止につきましては、道路法の規定により７路線を廃止するも

のであり、議第19号 町道路線の認定につきましては、同じく道路法の規定により９路

線を認定するものであります。 

 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いたします。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第６、議第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを

議題とします。 

 住民課長から議案説明を求めます。 

 高橋博美君。 

○住民課長（高橋博美君） 

 それでは、議案書の１ページをお開きいただきたいと思います。 

 議第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。人権擁護委

員法（昭和24年法律第139号）第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁護委員の

候補者として推薦したいから、議会の意見を求める。平成29年３月６日提出、輪之内町

長。 

 推薦をする方につきましては、住所は輪之内町四郷1825番地、お名前が片野敏行様で

ございます。生年月日は、昭和30年９月18日でございます。任期につきましては、平成

29年７月１日から平成32年６月30日までの３年間でございます。 

 人権擁護委員の推薦につきましては、町議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識

見が高く、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者云々とございますが、議会

の意見を聞いて法務大臣に推薦をするということになっております。 

 推薦いたします片野さんにつきましては、この要件を満たしておりまして、昭和58年

より教諭として、垂井町、養老町、輪之内町、海津市の小・中学校勤務を経て、昨年３

月末をもって定年退職されたということから、教務の中でも人権の擁護につきまして直

接・間接にかかわってこられ、またその知識もあることから推薦するものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、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。 
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○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 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、これを適任者と認めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

は、適任者と認めることに決定いたしました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第７、議第２号 平成28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28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28年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）。平成28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２億

8,399万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億7,633万6,000円
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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。 

 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29年

３月６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 繰越明許費補正につきましては、款総務費、項戸籍住民基本台帳

費、住基ネットワークシステム事業75万4,000円は、平成28年度９月の第２号補正予算

でお認めいただきました個人番号カード関連事務に要する経費を、また款民生費、項社

会福祉費、臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業1,975万円は、平成28年度12月の第

３号補正予算でお認めいただきました給付金の給付に伴う事業費及び事務費を、最後に、

款教育費、項小学校費、学校施設設備管理事業２億9,106万3,000円は、同じく平成28年

度12月の第３号補正予算でお認めいただきました大藪小学校の大規模改修に係る費用を

平成29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。 

 ８ページの第３表 地方債補正につきましては、１．仁木小学校太陽光発電設備設置

事業債につきましては、最終的事業費の見込みによりまして起債対象事業費が減額にな

りますので、連動する形で120万円を減額し、発行限度額を2,320万円に変更するもので

ございます。なお、事業費は2,581万2,000円ということで、そのうち９割分について町

債を発行することが可能になります。 

 ２．大藪小学校大規模改修事業債１億2,890万円につきましては、12月で議決をいた

だきました１億3,020万円を発行する予定でございましたが、平成29年１月11日付で文

部科学省より124万2,000円の追加交付の内定を受けたことによりまして、追加分に見合

った130万円を減額し、発行限度額を１億2,890万円に変更するものでございます。 

 それでは、今回の補正の内容につきまして事項別明細書で説明をいたします。別添の

事項別明細書をお開きください。 

 まず初めに、歳出予算の補正につきまして御説明いたします。歳出予算の補正につき

ましては、平成28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執行状況との精査を行いまして不用額を計上するものでございま

す。 

 それでは、その中で予算の増額をお願いしたいものについて、その概要を説明いたし

ます。 

 22ページをお開きください。 
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 款1.項1.目1.議会費の節13.委託料の10万円は、会議録作成業務委託料において輪之

内町議会本議会の開催実績等に基づきまして不足が見込まれることから増額をするもの

でございます。 

 次に、24ページをお開きください。款2.項1.目8.基金費の285万2,000円でございます。

その内訳として財政調整基金積立金28万3,000円は、今回の補正予算の歳入歳出額のバ

ランスをとるため、調整増額するものでございます。 

 また、公共施設等整備基金積立金200万円は、今後予定されております福束小学校の

大規模改修事業や防災拠点の整備など、大型事業に対応するために基金に積み立てをし

ようとするものでございます。 

 また、ふるさと応援基金積立金の56万9,000円は、平成28年度は５名の方から合計57

万円の寄附を受けたために応援基金に積み立てるものでございます。 

 次に、30ページをお開きください。款3.項1.目1.社会福祉総務費の節23の償還金の17

万3,000円につきましては、臨時福祉給付金精算還付金17万3,000円でございますが、平

成27年度に交付を受けた国庫支出金について精査により、その超過交付額を返還するた

めに計上するものでございます。 

 次に、31ページをお開きください。款3.項1.目5.国民健康保険費の節28.繰出金のう

ち、保険基盤安定繰出金について医療費の増により精査の結果、保険料軽減分として

1,338万2,000円、保険者支援分として907万2,000円、計2,245万4,000円を国民健康保険

事業特別会計へ繰り出すものでございます。 

 次に、43ページをお開きください。款7.項4.目2.公共下水道費の特定環境保全公共下

水道事業特別会計繰出金2,000万円は、今年度の下水道整備事業に備えるべく下水道特

別会計に繰り出して、そして基金に積み立てるべく増額をするものでございます。 

 次に、49ページをお開きください。款9.項5.目1.社会教育総務費の管理用備品購入費

10万8,000円と加納良造学術文化振興基金積立金９万5,000円は、基金運用益の増額に伴

いまして増額をするものでございます。この運用益で備品購入費として演台を購入する

予定でございます。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、運

用により生じた益金のうち、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ページをごらんください。款10.項1.目1.元金の長期債元金91万1,000円は、

借入期間20年、10年利率見直し方式で平成17年度に発行した臨時財政対策債と減税補填

債の返済が27年度末に前10年を終了いたしまして、28年度の年度当初に後半の10年分に

ついて元利償還金の再計算がございました。その結果、現況の貸付利率の適用によりま

して返済とする利子総額は減りましたが、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回当たりの元金返済額がふえましたので、

不足額を増額するものでございます。 
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 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。 

 ３ページをお開きください。 

 款1. 町税、項1. 町民税、目2.法人2,761万2,000円は、均等割区分の変更により均等

割額463万5,000円の増額に加え、修正申告及び企業の行政回復により法人税割額を

2,297万7,000円増額するものでございます。 

 次に、項2.目1.固定資産税1,682万5,000円は、企業の行政回復により積極的な設備投

資により、償却資産部門の増収により精査の結果、増額するものでございます。 

 次に、12ページをお開きください。款14.項1.目2.民生費県負担金のうち、節2.国民

健康保険費負担金1,230万3,000円は、国保税制の基準安定を図る目的で被保険者への保

険料の軽減を行っております。この軽減額に対して国及び県より助成を受けております

が、平成28年度は１人当たりの平均保険料が27年度と比較しまして高くなった影響によ

りまして、保険料軽減分として1,003万5,000円と保険者支援分で226万8,000円を受け入

れるべく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２億1,472万8,000円は、

補正予算時にその財源として充当すべく留保してきましたが、今回は収入済額に合わせ

るために残りの余剰金全額を計上したものでございます。 

 次に、20ページをお開きください。款19.項5.目5.雑入のうち、節6.福祉雑入におけ

る８の後期高齢者広域連合還付金は、平成27年度分の療養費の精算によりまして886万

3,000円、15の岐阜県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金は、平成28年度も職員１

名を派遣いたしましたので635万7,000円の増分が主な要因で、通算1,525万8,000円を増

額計上するものでございます。 

 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、10ページをお開きください。 

 款13.項1.目1.民生費国庫負担金のうち、節３の児童手当費負担金は、手当の支給見

込みによりまして、１の被用者児童手当交付金、ゼロから３歳未満を304万7,000円、３

の非被用者児童手当交付金を623万円減額することが主な要因で、合計で1,015万8,000

円を減額するものでございます。 

 次に、11ページをお開きください。款13.項2.目3.土木費国庫補助金の道路整備事業

交付金は、道路及び橋梁の点検業務や修繕工事を対象に55％の交付を受けております。

この交付金は、全国の市町村から要望量が非常に多くて、点検業務については対象事業

費に対して満額の補助事業採択を受けましたが、修繕工事については一律で事業費の約
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55％分しか補助事業採択されなかったために、道路分で912万9,000円、橋梁分で393万

3,000円、合計1,306万2,000円を減額するものでございます。 

 次に、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うち、9.

機構集積協力金補助金8,300万円の減額は、平成28年度から農用地を新規で集積した分

のみを対象にする制度改正によりまして、該当営農組合等がないことから予算額全額を

減額するものでございます。 

 次に、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２億2,942万

9,000円、目2.その他特定目的基金繰入金のうち、節1.土地基盤整備基金繰入金2,086万

8,000円、節2.公共施設等整備基金繰入金7,896万6,000円の減額は、いずれも28年度の

財源として計上していた予算でございますが、今回の補正予算で歳入予算の増額は、歳

出の不用額の計上等により財源全体を見直した結果、基金からの繰入金をしなくても財

源のめどが立ったことから、繰り入れの全額を中止するものでございます。 

 次に、21ページをお開きください。款20.項1.目1.総務費債の臨時財政対策債１億

3,610万円の減額は、７月に行われた普通交付税の本算定で発行可能額１億8,612万

1,000円が確定し、９月議会で借入限度額、予算額とともに１億8,610万円で議決をいた

だいておるわけでございますが、先ほどの繰入金で御説明申し上げましたように、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財源全体を見直した結果、

臨時財政対策債の発行額を5,000万円まで抑制しても財源のめどが立ったことから減額

するものでございます。 

 以上で、平成28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、よろしくお願いいたします。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まず、臨時財政対策債、一番最後に説明をいただいたものですけれども、臨時財政対

策債というのは後年度全額補填されるものというふうに記憶しておったんですけれども、

要するに地方交付税の成りかわりのものだというふうに理解しておりまして、臨時財政

対策債というのは100％利用したほうが財政上有利ではないかというふうに思うわけで

すけれども、その辺の考え方をお知らせ願いたいと思います。 

 それから、国民健康保険の国の支出金、民生費の保険基盤安定負担金ですけれども、

これについては国のほうの財政支援策として年間1,700億円を毎年投入するということ

で、保険税を１人当たり5,000円軽減するというような効果があるというふうで支出さ
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れるものというふうに思っておるわけですけれども、今の説明は、医療費がふえたから

この補助金がふえたというような説明だったような気がしたんですけれども、これは毎

年4,000万だったか、どのくらいだったか、ちょっとわかりませんけれども、それなり

の金額が支給されるものというふうに思っていたんですけれども、その辺の考え方は正

確にはどのようになっておるのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 私のほうから臨時財政対策債について御回答させていただきます。 

 臨時財政対策債は交付税の代替措置であるので全額借り入れたほうが有利ではないか

という御質問だと思いますけれども、臨時財政対策債というのは理想は借りなくても理

論的に算入されます。例えば、具体的に町債を臨時財政対策債として発生しなくても、

後年度において理論上、その発行可能額分は国から交付税として補填されるわけでござ

います。したがいまして、今までは全額起債を発行して借りておりました。これは次年

度の年度当初においてなかなかキャッシュが財政上回らないというようなことで実際に

借り入れておったわけでございますが、今回はそれが何とか、そのキャッシュ分につい

ても回るだろうということで１億3,600万円を減額して、5,000万円だけを発行すると。

そのうち、結局これを減らしても、総額１億8,600万強の分は後年度において国から普

通交付税で措置されるということでございますので、今までもそうなんですけど、でき

れば臨時財政対策債は実際にお金を借りることなく運用できれば一番いいわけでござい

まして、今回、それにちょっと近づいたかなという形でございます。 

 私からは臨時財政対策債のことについてお答えをさせていただきました。 

○議長（小寺 強君） 

 住民課長 高橋博美君。 

○住民課長（高橋博美君） 

 保険基盤安定繰り出しの件でございますが、毎年、国から1,700億円程度の追加の支

援がされるということにつきましては、額につきまして各自治体、保険者の１人当たり

の平均保険料から算定しまして、被保険者数に支援率を掛けて国からお金が来るわけで

ございますが、28年度につきましても、その支援率が上がりましたので、その分の中に

国から来る1,700億円分の支援、その率を上げたことによって金額がふえますので、そ

の中に含まれているということでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 
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 今の国民健康保険の保険基盤安定負担金ですけれども、支援率を掛けて、毎年この金

額が違ってくるということでしょうか。 

 国のほうは1,700億円の支出をすることになっておるわけであって、支援率がどうい

うふうに変わるか知りませんけれども、1,700億円分の金額は輪之内町に、当然、当初

予算でわかると思うんですけれども、当初予算にこれは見込まれていなかったと。それ

は当初予算に含まれておらずに、年度末に支給されるということなんでしょうか。その

辺のところ、どのように算定されておるのか。この支援率というのは何で決まってくる

のか、そういうことをちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 住民課長 高橋博美君。 

○住民課長（高橋博美君） 

 まず、この金額は毎年違うのかということでございますが、この支援率は、毎年、国

のほうから0.何％という数字が来ますので、それによって金額が違ってきますし、当町

におきましては、28年度は国保税率額を上げました。上げたことによりまして、７割・

５割・２割の軽減者に係るマイナス分、つまり軽減した総額が多くなりましたので、そ

の分に対して保険基盤安定の金額がまた上がってまいります。それで、毎年この金額、

率は変わってきますので、国から来るお金も違ってまいります。国のほうは1,700億と

いうのは示しておりますので、それを全国の保険者に割り当てますので、この数値全体

の金額もおのずと変わってまいります。 

 それから、年度当初に含んでいるのかということでございますが、これは暫定の率で

含んでおりまして、それが決定の支援率が来ましたら補正で対応ということになります。

以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第２号 平成28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。 

───────────────────────────────────────── 
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○議長（小寺 強君） 

 日程第８、議第３号 平成28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。 

 高橋博美君。 

○住民課長（高橋博美君） 

 それでは、議案書の９ページをお開きいただきたいと思います。 

 議第３号 平成28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

28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から歳入歳出それぞれ

4,169万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億1,405万2,000円

と定める。 

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

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成29年３月６日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長。 

 10ページ、11ページにつきましては、歳入歳出をそれぞれ款項別に示したものでござ

います。 

 詳細につきまして、国保の事項別明細書にて御説明を申し上げます。 

 事項別明細書の、まず歳出の７ページをお開きいただきたいと思います。 

 款1.項1.目1.一般管理費234万6,000円の減額につきましては、職員の人事異動による

給料、職員手当等、共済費の減額でございます。 

 ８ページをお願いいたします。款2.項1.目2.退職被保険者等療養給付費843万8,000円

の減額につきましては、退職被保険者数の減に伴いまして療養給付費も減額になるため

に補正するものでございます。 

 ９ページ、目１の出産育児一時金336万円の減額につきましては、当初20名分を計上

しておりましたが、１月末時点で７件の申請でございますので、５件分を残しまして８

件分を減額しております。 

 10ページをお開きください。款2.項5.目1.葬祭費の20万円につきましては、予算当初

15件分を計上しておりましたが、１月末時点で14件の申請がございましたので、４件分

を増額するものでございます。 

 11ページの款7.項1.目2.保険財政共同安定化事業拠出金2,782万9,000円につきまして

は、平成29年１月の国保連からの確定変更通知によりまして拠出金の不用額を減額する

ものでございます。 

 続きまして、12ページをお願いいたします。款10.項1.目３の償還金６万1,000円につ
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きましては、特定健診負担金の精算による返納金不足額を補正するものでございます。 

 13ページの款10.項2.目1.財政調整基金費の１万3,000円につきましては、基金からの

増額利子分を基金に積み立てるため補正するものでございます。 

 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4.項1.目１の療養給付費等交付金で2,861万円の減額でございますが、歳出で御説

明いたしましたように、退職被保険者の保険者数の減、それからこれに伴います医療費

の減によりまして交付金が減額となる補正でございます。 

 ４ページをお願いいたします。款7.項1.目2.保険財政共同安定化事業交付金3,068万

7,000円の減額補正につきましては、国保連からの確定額通知によるものでございます。 

 ５ページの款8.項1.目１の利子及び配当金１万3,000円の補正につきましては、基金

利子の確定によるものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。款9.項1.目1.一般会計繰入金1,758万5,000円につきま

しては、保険基盤安定繰入金の増額のほか、職員給与費等の法定繰入分の減額を差し引

き補正するものでございます。 

 簡単ではございますが、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（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 28年度は国保税の税率改正をやったはずですけれども、これによる税の増収は当初予

算のままでよかったのか。税収増になっておるんではないかと思うんですけれども、こ

の辺はどのくらい増加になっておるのか、なぜこれが補正に上がってこないのかという

ことをちょっとお伺いしたいというふうに思います。 

 それから、職員給与の繰入金が230万ほどマイナスになるわけですけれども、これは

職員の数が減るのか、230万というとかなり大きいような気がするんですが、その辺の

理由をちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 住民課長 高橋博美君。 

○住民課長（高橋博美君） 

 国保税の税率改正につき税収の増についてはということでございますが、被保険者数

が減っておりまして、１人当たりの所得につきましては、その率を上げる際に確定の所
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得でございますので、全体の税収入につきましては、被保険者数の減により減ることに

なります。詳しい数字につきましては、現在把握しておりませんけれども、今回、この

補正には上げておりません。 

 それから、職員給与の減の補正についての理由でございますが、国保で見ております

職員につきましては、住民課のほうの担当者が１名、それから税務課のほうの担当者１

名、計２名の給与等でございますが、両方とも職員が異動によりかわりましたので、そ

の分費用が少なくなったということでの減額でございます。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第３号 平成28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（小寺 強君） 

 日程第９、議第４号 平成28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28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、説明をさせていただきます。議案書の12ページをお開きください。 

 議第４号 平成28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28

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に歳入歳出それぞれ38万

3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,338万3,000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。平成29年３月６日提出、
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岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 次の13ページ、14ページが第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。 

 詳細につきましては事項別明細書により説明をさせていただきます。 

 平成28年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の歳入歳出補正予算

事項別明細書の３ページをお開きください。 

 歳入から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245万3,000円の減額と、目2.普通徴収保険料で281万

4,000円を増額するものです。平成28年度の保険料の収入見込みによりまして、それぞ

れの見込み額を計上しております。 

 ４ページ、款3.項1.目1.保健事業費委託金で76万9,000円の減額です。２つの保健事

業であります、ぎふ・すこやか健診、ぎふ・さわやか健診の今年度の実績により収入見

込み額を計上しております。 

 ５ページ、款4.項1.目1.一般会計繰入金で49万4,000円の減額です。後期高齢者医療

特別会計の歳出見込みにより、事務費繰入金の不用額と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る減額分の合計金額として計上しております。 

 ６ページ、款5.項1.目1.繰越金で留保しておりました前年度の決算による繰越金とし

て97万5,000円を計上いたします。 

 ７ページ、款6.項4.目1.雑入で、後期高齢者医療広域連合からの平成27年度保健事業

費負担金の精算に伴います還付金の確定によりまして31万円を計上しております。 

 次に、歳出を説明させていただきます。８ページをお開きください。 

 款1.項1.目1.一般管理費で３万9,000円の減額は、需用費の消耗品費、印刷製本費の

不用額を計上いたしております。 

 ９ページ、款2.項1.目1.後期高齢者医療広域連合納付金は、歳入にありました保険料

として広域連合に納付すべき見込み額と保険基盤安定繰入金により109万7,000円を計上

しております。 

 10ページ、款3.項1.目1.保健事業費で２つの健診の実績によりまして国保連合会への

手数料と、それから健診費用委託料の不用額、合計で67万5,000円を減額し、計上して

おります。 

 以上で、後期高齢者医療の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、議案書の15ページをお開きください。 

 議第５号 平成28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

28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163万
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1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,663万1,000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29年３月６日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 次の16ページ、17ページが第１表 歳入歳出予算補正で、款項別の補正額が示された

ものでございます。 

 詳細につきましては、事項別明細書により説明をさせていただきます。 

 事項別明細書３ページ、歳入のほうから説明をさせていただきます。 

 款5.項1.目1.繰越金で留保しておりました前年度の決算による繰越金として163万

1,000円を計上しております。 

 次に、歳出でございます。４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節25.積立金として163万1,000円を増加するもの

です。町の公共施設等整備基金条例に基づきまして、今回、この基金に積み立てをする

ものでございます。 

 以上で、児童発達支援事業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（小寺 強君） 

 これから一括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第４号 平成28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28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。 

 暫時休憩します。 

（午前10時30分 休憩）  

（午前10時45分 再開）  
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○議長（小寺 強君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第11、議第６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補正

予算（第２号）及び日程第12、議第７号 平成28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。 

 建設課長から議案説明を求めます。 

 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 それでは、お手元に配付されております議案書の18ページをお願いいたします。 

 議第６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補正予算（第２

号）。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補正予算（第２号）

は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,621

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億1,861万円と定める。 

 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。 

 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29年３月

６日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 19ページ、20ページにつきましては、歳入歳出予算補正の款項別の補正額でございま

す。 

 21ページ、第２表 繰越明許費補正でございますが、特定環境保全公共下水道費１億

5,600万円の繰り越しは、下水道管渠整備工事に係る費用を平成29年度に繰り越して事

業を執行するものでございます。 

 続きまして、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。 

 今回の補正につきましては、補助金等の決定並びに事業内容の変更、精査による不用

額を見込み補正をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、歳出のほうから説明させていただきますが、９ページをお願いいたします。 

 第１款公共下水道費、目1.特定環境保全公共下水道建設費でございますが、給与、職

員手当等につきましては、不用額の減額でございます。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や、新規加入の増加によりまして増額をするもので

ございます。53万円です。それから、節15.工事請負費2,300万円の増額につきましては、

下水道管渠工事の追加施工によるものでございます。節22.補償、補填及び賠償金につ
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きましては、不用額の減額でございます。 

 目２の浄化センター管理費でございますが、267万7,000円の減額でございます。主な

ものは、節11.需用費の200万円の減額は、電気代の不用額でございます。節13.委託料

50万円の減額につきましては、水質検査委託業務の請負差金等、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は、後の建設に係る管路等の下水道整備

に備え積み立てようとするものでございまして、2,000万円の増額でございます。 

 10ページをお願いいたします。款2.公債費、目1.元金につきましては、補正額はござ

いませんが、下水道整備基金繰入額減額に伴う財政内訳の変更でございます。 

 目2.利子149万6,000円の減額につきましては、27年度借入金の減少によるものでござ

います。 

 続きまして、歳入でございますが、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は583万2,000円の増額でござい

ます。受益者負担金の前納者及び新規加入者の増加による増額でございます。 

 ４ページをお願いいたします。款2.使用料及び手数料、目1.下水道手数料７万円の減

額につきましては、実績に基づく補正でございます。 

 項2.使用料、目1.下水道使用料973万円の増額につきましては、利用者の増加に伴う

ものでございます。 

 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27万9,000円の増額でございます。 

 ６ページをお願いいたします。款6.繰入金、項1.基金繰入金は、目1.その他特定目的

基金繰入金、1,000万円の減額でございます。下水道収入の増加等に伴いまして、下水

道整備基金からの繰入額の減額でございます。 

 項2.他会計繰入金、目1.一般会計繰入金2,000万円の増額につきましては、下水道整

備基金積立金に充てるものでございます。 

 款7.繰越金は、659万3,000円の増額でございます。 

 ８ページをお願いいたします。款8.諸収入、項2.雑入につきましては、下水道消費税

の確定に伴う還付金384万6,000円の増額でございます。 

 以上が下水道事業会計補正予算の説明になりますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、水道事業会計の補正でございますが、議案書22ページをお願いいたしま

す。 

 議第７号 平成28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。 

 第１条、平成28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につきましては、収入では、第１款水道事業収益、
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第１項営業収益308万4,000円の増額は、水道使用料の増額でございます。 

 支出の主な補正につきましては、第１款水道事業費、第１項営業費用は、動力費（電

気代金）と委託料の経理指導で264万8,000円を減額し、第２項の営業外費用は、28年度

決算見込み額に対する消費税の増額133万6,000円でございます。 

 第３条、資本的収入及び支出の補正につきましては、収入、第１款資本的収入、第１

項工事負担金100万円の減額は、消火栓設置・移設工事等の負担金の減額でございます。 

 支出、第１款資本的支出、第１項建設改良費79万2,000円の減額は、固定資産購入費、

会計システム導入に関する不用額を減額するものでございます。 

 以上、簡単でございますが、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（小寺 強君） 

 これから一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第６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補

正予算（第２号）及び議第７号 平成28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（小寺 強君） 

 日程第13、議第８号 平成29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。 

 兒玉隆君。 

○参事兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、議第８号 平成29年度輪之内町一般会計予算について御説明をいたします。 

 予算書の１ページをごらんください。 

 議第８号 平成29年度輪之内町一般会計予算。平成29年度輪之内町の一般会計の予算



－３０－ 

は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39億4,200万円と

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。 

 債務負担行為、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。 

 地方債、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。 

 一時借入金、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。 

 ２ページへ行っていただきまして、歳出予算の流用、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29年３月６日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でござい

ます。 

 ３ページから７ページにつきましては、歳入歳出それぞれ款項の予算額を記載してお

ります。 

 ８ページをごらんください。債務負担行為ですが、農業企業化資金利子補給から農業

経営基盤強化資金利子補給まで４項目の債務負担行為をいたすこととしております。 

 ９ページをごらんください。平成29年度の地方債につきましては、臨時財政対策債を

１億9,870万円、保健福祉センター空調設備設置事業債を1,570万円、大藪小学校太陽光

発電設備設置事業債を1,090万円の合計２億2,530万円を発行することといたします。 

 それでは、歳入歳出につきまして事項別明細書によりまして説明をさせていただきま

す。 

 歳入から説明をいたしますので、15ページをごらんいただきたいと思います。 

 款１の町税につきましては、町民税では法人の業績が好調であることから、前年と比

較しまして2,791万6,000円の増を見込んでおります。 

 また、固定資産税につきましては、企業誘致の効果によりまして7,753万2,000円の増

を見込んでおります。 

 軽自動車税及び町たばこ税につきましては、16ページに記載がしてございますけれど

も、町たばこ税は154万1,000円の増額を見込んでおります。 

 款２の地方譲与税につきましては、17ページでございますが、自動車重量譲与税は
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200万円の増を見込んでおります。 

 款３の利子割交付金につきましては、18ページに記載をしてございます。 

 款４の配当割交付金につきましては、19ページでございますけれども、昨年度と比較

しまして倍増の600万円を見込んでおります。 

 款５の株式等譲渡所得割交付金につきましては、20ページでございますが、こちらも

380万円の増額といたしております。 

 款６の地方消費税交付金につきましては、21ページですが、1,900万円増の１億5,700

万円を見込んでおります。 

 款７の自動車取得税交付金につきましては、240万円増の800万円を見込んでおります。 

 款８の地方特例交付金につきましては、23ページでございますが、700万円を見込ん

でおります。 

 款９の地方交付税につきましては、町税の増収を考慮いたしまして4,000万円減とい

うことで、８億7,000万円を見込んでおります。 

 款10の交通安全対策特別交付金につきましては、25ページですが、前年度並みを計上

させていただいております。 

 款11の分担金及び負担金につきましては、26ページでございますけれども、この中で

新たに消費生活相談員雇用負担金30万5,000円を計上しております。これにつきまして

は、平成29年度から西南濃の６町で共同して消費生活相談員を雇い上げ、６町を循環し

て消費生活相談に応じることといたします。消費生活相談員につきましては、幹事とな

る町が当該町の臨時職員として雇い上げることとして、平成29年度は輪之内町が幹事と

なりまして輪之内町の予算で雇い上げ、他の５町から応分の負担を受けるということに

いたしましたので、輪之内町以外の５町からの負担金を計上したものでございます。 

 款12の使用料及び手数料につきましては、27から28ページに掲載しております。それ

ぞれ予算額の多少の増減はありますけれども、内容的には平成28年度と同様でございま

す。 

 款13の国庫支出金につきまして、29ページから記載をしておりますけれども、特に30

ページの国庫補助金につきましては、8,130万8,000円の大幅な減額としております。こ

の要因につきましては、先ほどの町長の提案説明にもございましたとおり、平成28年度

に実施しました臨時福祉給付金給付事業の補助金と、それから福束小学校、大藪小学校

及び輪之内中学校の空調機器の設置工事に係る公立学校施設整備費補助金の皆減が主な

ものでございます。 

 続きまして、款14の県支出金につきましては、32ページから掲載をしております。こ

ちらも補助金におきまして7,586万3,000円と大きく減額をしております。主な要因につ

きましては、機構集積協力補助金の6,080万円を減額したことによります。農地中間管

理機構による集積協力金につきましては、国におきまして交付要件が変更され、既存の
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営農組合等で既に集積されている面積については交付されないということで制度の変更

がございましたので、大幅な減額となっております。 

 なお、農業委員会制度が改正されましたので、新たに農地利用最適化交付金として

480万1,000円が交付される見込みとなりましたので計上してございます。農地利用最適

化交付金は、農業委員会の積極的な活動を推進するため、農地利用の最適化に係る活動

及び成果実績に応じて交付をされるものでございます。農業委員会委員及び農地利用最

適化推進委員の手当または報酬の財源として交付されるということでございます。これ

によりまして、既定の農業委員会委員の報酬の見直し及び農地利用最適化推進委員の報

酬を定める条例を今議会に提出をさせていただいておるところでございます。 

 また、現在、県を挙げて関ケ原古戦場を観光資源とするべく積極的な施策が展開され

ておりますけれども、関ケ原の戦いの前哨戦が行われた輪之内町での観光マップや丸毛

戦記の改定版を作成いたしまして、広域観光を推進することとしております。これらの

事業に対しまして、関ケ原古戦場広域観光環境事業費補助金106万6,000円が交付される

見込みですので計上いたしております。 

 36ページの款15の財産収入、それから37ページの款16の寄附金につきましては、ほぼ

前年並みで計上させていただいております。 

 款17の繰入金につきましては、38ページに掲載しておりますけれども、財源不足を基

金からの繰り入れで確保するものでありますが、前年度と比較いたしまして4,830万

7,000円の減としております。 

 39ページの款18の繰越金につきましては、前年同額を計上しております。 

 款19の諸収入につきましては、41ページにあります包括的支援事業受託収入のほうを

338万4,000円増額しております。こちらにつきましては、安八郡広域連合からの委託を

受け、新たな包括支援事業を実施するといたしておりますので増額するものでございま

す。 

 44ページの款20.町債につきましては、起債の内容等は先ほど御説明させていただい

たとおりでございますが、予算額としては平成28年度と比較いたしまして3,200万円の

減としております。 

 続きまして、歳出について御説明をいたします。45ページをごらんいただきたいと思

います。 

 款１の議会費につきましては、議員の皆様の人件費と議会運営に係る経費を計上し、

ほぼ前年度並みで計上させていただいております。 

 款２の総務費につきましては、46ページから順次掲載しておりますけれども、一般管

理費につきましては、各種委員の報酬、臨時職員の賃金ほか一般的な経費を計上し、ほ

ぼ前年度並みでございます。 

 47ページの人事管理費につきましては、主に職員の人件費や福利厚生費について計上
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しております。 

 48ページの広報費は、毎月の広報紙の発行に要する経費を中心にほぼ前年度並みで計

上しております。 

 文書費につきましては、例規及び文書等の通信運搬に関する経費を中心に計上してお

りますが、平成29年度に個人情報保護制度の全面的な見直しを行うため、支援委託料と

して323万円を計上しております。法改正による影響調査や法制執務上の観点から条例

等の精査を行うということにいたしております。 

 49ページの財政管理費につきましては、平成28年度に実施をしました固定資産台帳の

作成であるとか公会計システム対応業務が終了いたしましたので減額をしておるところ

でございます。 

 会計管理費につきましては、ほぼ前年度並みということで計上しておりますし、公共

施設等の管理費を計上している財産管理費及び基金費につきましても、内容及び予算額

ともほぼ前年度並みとしております。 

 51ページの企画費につきましては１億428万円の増額となっておりますけれども、こ

れは企業誘致をいたしましたエフピコとすぎやま工業に対しまして、53ページにござい

ます企業立地促進奨励金交付事業交付金の１億922万3,000円を交付することとしたこと

によりまして増額をしたものでございます。この奨励金につきましては、固定資産税相

当額を輪之内町企業立地推進条例の規定に従いまして３年間交付するものでございます。 

 なお、地方創生につきましては、引き続き実施をしていくということにしてございま

して、51ページにございます委託料の中で就職・転職フェアの開催委託料84万3,000円、

52ページの就職・転職フェア開催補助金100万円、三世代同居・近居助成金300万円、創

業・第二創業助成金100万円等も計上しておるところでございます。 

 また、光サービスの普及・充実のために、51ページの委託料にございますけれども、

動画コンテンツ作成委託料として700万円、52ページにあります、Ｗｅｂアンケートシ

ステム開発委託料を324万円、光ケーブルテレビ加入促進補助金680万7,000円を計上し

ております。 

 53ページの生活安全対策費につきましては、交通安全、防犯、消費者行政、自主運行

バスに関連する経費を計上しております。歳入でお話をいたしましたとおり、西南濃６

町で消費生活相談事業を共同して行うということから、相談員の賃金72万円を計上して

おります。 

 なお、前年度と比較しまして476万6,000円の減額となっておりますけれども、これは

市町村自主運行バス運行費補助金及び地域間幹線系統確保維持費補助金を減額したこと

が主な要因となっております。しかしながら、デマンドバスにつきましては、これまで

と同様に運行いたしまして、さらなる利用者の増加を図ってまいります。 

 54ページの電子計算費につきましては、電算システムのセキュリティー対策が完了し
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たことから1,280万8,000円の減となっております。 

 諸費、それから55ページの公平委員会費は、前年度並みの計上としております。 

 続きまして、56ページの税務総務費につきましては、評価がえのための土地鑑定評価

が終了しましたので減額となっております。 

 また、町税の賦課及び徴収のための経費を計上しております賦課徴収費につきまして

は、内容及び予算額につきましても、ほぼ前年度並みとしております。 

 58ページの戸籍住民基本台帳費につきましては、内容及び予算額は前年度並みとして

おります。 

 59ページの選挙費につきましては、平成29年度に当初から予定されている選挙がござ

いませんので、定時登録の経費を中心として計上しております。 

 60ページの統計調査費につきましても、平成29年度は大規模な統計調査がございませ

んので、予算は少額となっております。 

 61ページの監査委員費につきましては、前年度同額を計上しております。 

 続きまして、款３の民生費でございますが、62ページの社会福祉総務費につきまして

は、平成29年度に第３期ささえあいプランを作成することといたしておりますので、委

員報酬15万円と策定業務委託料319万9,000円を計上しております。なお、昨年度は臨時

福祉給付金等の経費につきましてこの項目に計上しておりましたので、前年度と比較し

ていただくと大幅な減ということになっております。 

 63ページの障がい者福祉費につきましては、内容及び予算額ともほぼ前年度並みとし

ております。 

 64ページの国民年金費につきましては、平成29年度に国民年金法に基づく届け出の様

式の統一化を図るといった必要がございますので、システム改修を行います電算処理委

託料として57万3,000円を計上しております。 

 65ページの福祉医療費につきましては、制度そのものは前年度と変わるものでござい

ませんけれども、必要見込み額の精査を行いまして、若干予算額を減額しております。 

 国民健康保険費につきましては、国保会計への繰出金を計上しております。 

 66ページの高齢者福祉総務費につきましては、高齢者福祉全般に係る経費を計上して

おりまして、前年度の決算見込み額等から約１割ほど減額しております。 

 なお、67ページの使用料及び賃借料にございます見守り携帯機器借上料22万7,000円

につきましては、徘回のおそれがある高齢者等を介護しておられる御家庭に位置検索端

末機の貸し出しを行うために計上したものでございます。 

 68ページの老人保護費につきましては、施設入所のための経費を計上しております。 

 ふれあいセンター管理費では、趣味の家の漏水補修及び事務室の天井修理の工事費と

設計業務委託料を計上しております。そのほか、陶芸用のガス炉が現在故障しておりま

すので、新たに電気炉を設置すべく工事費を計上しております。 
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 69ページの介護保険費につきましては、介護保険に係る経費について安八郡広域連合

負担金を主なものとして計上しております。 

 70ページの児童福祉総務費及び手当事務取扱費は、前年度並みの計上でございます。 

 児童手当費につきましては、対象者の減により減額をしておるところでございます。 

 71ページの児童福祉施設費につきましては、認定こども園に要する経費を計上してお

ります。臨時保育士に係る社会保険料、賃金を増額いたしましたほか、広域入所の委託

料につきましても、近年希望者が増加しておりますので、371万6,000円を増額しておる

ところでございます。平成29年度の工事費の内訳といたしましては、３こども園の職員

用トイレの改修、福束こども園の園児用トイレの改修及び福束保育園の園舎の防水工事

を実施する予定としております。 

 72ページの母子福祉費、町母子福祉会事業への補助金につきましては、前年度と同額

としております。 

 74ページの災害救助費につきましては、前年同額でございます。 

 続きまして、款４の衛生費ですが、75ページの保健衛生総務費につきましては、昨年

度、保健センターの事務室系統の空調機の改修を行いましたが、平成29年度は残りの空

調機について改修を行うため、設計業務委託料を143万3,000円、工事請負費を3,450万

7,000円計上しております。 

 77ページの予防費につきましては、各種健康診査や予防接種に係る費用を前年度並み

に計上しましたが、78ページにございますけれども、平成29年度のがん検診委託料の中

で血液検査で胃がんの原因と言われるピロリ菌の有無を確認することができるＡＢＣ検

診を実施するということで、胃がん検診委託料の中にＡＢＣ検診の委託料として55万

7,000円も含めてございます。また、がん検診助成金の中でピロリ菌の除去に要した費

用の一部を助成する経費といたしまして28万2,000円を含めて計上しております。 

 環境衛生費につきましては、県補助事業として実施をしてまいりました地域協働水質

改善事業の親水ひろばの工事が平成28年度中に完成するということによりまして減額を

しております。 

 80ページの清掃総務費につきましては、大垣衛生施設組合の負担金を大幅に減額して

おります。 

 美化推進費につきましては、一般廃棄物やリサイクルに係る経費を計上しております

が、平成29年度よりペットボトル、それから容器包装のリサイクルにつきましては、容

器包装リサイクル協会を通じた、いわゆる法人ルート、これまでやってまいりました法

人ルートによる処理方法を町内業者による独自処理方法に移行することから委託料を減

額しております。また、災害時における災害廃棄物の処理計画を市町村で策定するよう

求められておりますので、これを策定すべく災害廃棄物処理計画策定支援業務委託料と

して302万4,000円を新規に計上しております。 
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 81ページの廃棄物処理施設費につきましては、南波の一般廃棄物最終処分場に係る経

費を計上しておりますが、ほぼ前年度並みとしております。 

 続きまして、款５の農林水産業費につきまして御説明いたします。 

 82ページの農業委員会費につきましては、農業委員会制度の見直しによりまして農業

委員会委員の報酬を増額するほか、新たに農地利用最適化推進委員の報酬を計上すると

いうことで、委員等の報酬につきまして昨年度と比較しますと490万5,000円を増額して

おります。 

 農業総務費につきましては、歳入で御説明をいたしましたとおり、機構集積協力金補

助金の要綱改正がございましたので、該当する件数が極端に減るということで6,080万

円減額をしております。 

 83ページの農業振興費につきましては、平成28年度に予算計上した青年就農給付金の

対象者がないことから、今年度は計上を見送っております。また、御膳米の新聞広告に

つきましても、今年度は実施する予定がないということで減額となっております。 

 耕種農業費につきましては、今年度は元気な農業産地構造改革支援事業補助金を皆減

しておりますので減額となっております。 

 84ページの畜産振興費、それから園芸振興費につきましては、前年度並みで計上して

おります。 

 町民センター管理費につきましては、２階の大会議室の音響設備を更新し、それから

また、大会議室にございます長机が結構傷みが激しくなっておりますので、これを取り

かえるべく備品購入費に308万4,000円を計上しております。 

 85ページの農地総務費は、いわゆる農地・水・環境事業と経営体育成基盤整備事業で

ある楡俣北部地域の再ほ場整備事業に関する経費を計上しております。 

 続きまして、款６の商工費について御説明をいたします。 

 87ページの商工総務費では、街路灯の改修は平成28年度で終了することによりまして、

街路灯事業委託金につきましては691万9,000円を減額しております。 

 商工振興費につきましては、平成29年度もプレミアム商品券発行事業を継続して実施

するということで補助金を計上してございます。 

 観光推進費につきましては、歳入で御説明いたしました丸毛戦記の改定版の作成につ

いては、印刷製本費で35万円、88ページの委託料においてご当地歴史マンガ作成委託料

として64万8,000円を計上しております。また、観光パンフレットの作成経費につきま

しても印刷製本費に含めております。そのほか、88ページの補助金に計上してございま

すが、輪之内軽トラ朝市開催事業として30万円、町内産の農産物のＰＲ及び販売促進の

ために、お土産になる特産品の開発に係る経費を助成するために150万円、地域食材活

用弁当開発事業として50万円を計上しております。 

 続きまして、款７の土木費について御説明をいたします。 
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 90ページの土木総務費につきましては、予算額としては前年度並みでございますが、

発生が懸念されます大規模震災に備えまして住宅の耐震化を進めるために、91ページに

ありますとおり、木造住宅耐震化促進事業費として202万2,000円を計上しておりますほ

か、町長の提案説明にございましたが、安価で人命の安全を確保できる耐震シェルター

の設置につきましても助成をするということにいたしまして、300万円を計上しており

ます。 

 92ページの道路橋りょう総務費につきましては、前年度と同額。 

 道路維持費につきましては、道路ストック点検が終了しましたことや、道路の舗装箇

所の減によりまして減額をしております。 

 道路新設改良費につきましては、予算額としては2,037万9,000円の減額でありますけ

れども、こちらも提案説明にございましたとおり、第２次緊急輸送道路整備事業として

アポロンスタジアムの西側の県道安八・海津線の信号機交差点から山中橋までの間の拡

幅のために調査設計委託料として850万円、土地購入費として210万円を計上しておりま

す。また、安八スマートインターへつながります道路を整備するために、本戸連絡道路

整備事業費として工事請負費3,300万円を計上しております。 

 橋りょう維持費につきましては、事業量の減によりまして450万円の減。 

 93ページの用悪水路費につきましては、事業量の増によりまして994万9,000円の増額

としております。 

 94ページの河川総務費につきましては、福束輪中土地改良区への委託金を中心に、ほ

ぼ前年度並みで計上しております。 

 95ページの都市計画総務費につきましては、前年度同額。 

 公共下水道費につきましては、残りの下水道の整備を計画的に推進するために、昨年

度より4,500万円増の２億3,500万円を繰り出すこととしております。 

 続きまして、款８の消防費について御説明いたします。 

 96ページの非常備消防費につきましては、29年度には消防団員全員にレインスーツを

購入する費用として70万円を消耗品費の中で計上しておりますほか、大垣消防組合負担

金の増額等によりまして前年度と比較しまして増額となっております。 

 97ページの消防施設費につきましては、小型動力ポンプ積載車の購入が平成29年度は

ございませんので減額をしております。 

 防災費では、平成29年度も防災士の養成講座を開催するということで、具体的には98

ページの防災士養成講座開催委託料59万円、99ページの防災士養成事業補助金ですが、

75万円等でございます。それから、平成29年度では478万5,000円計上いたしまして、既

存のハザードマップをリニューアルしてまいる予定としております。 

 99ページの水防費につきましては、前年度並みで計上させていただいております。 

 防災センター管理費につきましては580万4,000円の増額としておりますけれども、こ
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ちらは大藪防災センターの西側に駐車場がございますが、現状、砂利敷きの駐車場でご

ざいまして、ところどころ陥没しているという状況でございまして、応急措置はしてお

りますが、根本的に改良するため、駐車場を舗装するということで500万円を計上して

おります。 

 続きまして、款９の教育費、101ページの教育委員会につきましては、ほぼ前年度並

みの予算でございます。 

 事務局費では、英語指導助手に係る経費、それから中学生のカナダ派遣に関する経費

等を計上しておりますけれども、新規事業としましては、しばらく中断しておりました

小学生の交流事業を、以前は中国との交流でございましたけれども、輪之内町と宝暦治

水を通じてゆかりの深い鹿児島県との交流事業に変更いたしまして再開をいたします。

予定としましては、児童12名、引率４名の参加を予定しております。予算額は、特別旅

費やホテル使用料等を合わせまして134万円を計上しております。また、小学校の３・

４年生の社会科の教材として副読本を作成することといたしまして、印刷製本費に126

万4,000円を計上しております。 

 103ページのプラネットプラザ管理費におきましては、消耗品費の中に含まれており

ますけれども、町内で生まれた全ての赤ちゃんと保護者の方に対しまして絵本とガイド

ブックをプレゼントするというブックスタート事業、こちらを平成29年度から開始をす

るということで10万円を計上しておるところでございます。また、104ページのプラネ

ットプラザ整備工事費の内訳といたしましては、アポロンスタジアム内のＵ字溝の清掃

工事として75万6,000円、同スタジアムのスコアボードカウント表示板の改修工事とし

て129万6,000円、ルール改正がございまして、ストライクとボールの表示が現在反対に

なっておりますので、ルールに合わせるというスコアボードのカウントの表示の改修を

行うということでございます。それから、図書館防犯カメラ設置工事費として245万

7,000円を計上しております。 

 106ページの小学校管理費につきましては、小学校の施設管理に要する経費を計上し

ておりますけれども、平成28年度に計上しました福束、それから大藪小学校の空調機の

設置工事、仁木小の太陽光発電設置工事が終了しますので、大幅な減額となっておりま

す。平成29年度は、大藪小学校に太陽光発電を設置する工事として2,720万円を計上し

ております。 

 107ページの教育振興費につきましては、学校支援に係る経費や留守家庭児童教室に

係る経費を計上しております。 

 109ページの中学校管理費につきましては、中学校の施設管理に要する経費を計上し

ておりますけれども、こちらのほうも大藪・福束小学校と同様ですが、平成28年度には

空調機の設置工事を計上しておりましたので、そちらが終了したということで大幅な減

額となっております。 
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 110ページの教育振興費につきましては、町長の提案説明にございましたとおり、平

成29年度に中学生を対象に英検３級以上の受験料を全額助成する制度を開始しますので、

111ページの英語検定受験料補助金36万5,000円を計上しております。 

 112ページの奨学金につきましては、希望者が少ないということから減額をしており

ます。 

 113ページの社会教育総務費、116ページの保健体育総務費につきましては、ほぼ前年

度並みの内容及び予算額としております。 

 体育施設費につきましては、輪之内体育センターが雨漏りをしておりますし、体育セ

ンターの内外装が相当傷んでまいりましたので、照明をＬＥＤ化することを含めまして

大規模改修のために、平成29年度は設計業務委託料234万4,000円を計上しております。 

 117ページの学校給食費につきましては、予算額としてはほぼ前年度並みであります

が、118ページに備品購入費がございますけれども、こちらの内訳として水切り移動台

と、それから給食の配送車を購入するということにしております。 

 続きまして、119ページの款10の公債費につきましては、償還表に従いまして償還す

る起債の元金と利子、それから一時借入金の利子を計上しております。 

 120ページの款11.予備費につきましては、前年同額を計上しております。 

 以上で、平成29年度の一般会計予算の概要説明を終わります。御審議賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 最初に町長から提案説明があって、それから今、参事から詳細かどうか知りませんけ

れども、いろいろと話をしていただきましたけれども、ほとんどついていけない。要は、

説明してもらっても、どこをやっているのかわからないというような状況。 

 その中で１つだけ、今、気がついたのは、議員報酬と町長の特別職の給料の引き上げ

が行われましたけれども、今の参事の説明の中で議員報酬についても前年度並みという

ふうな説明があったと思ったんですが、そうではないんじゃないかと思うんですが、こ

れはどういうふうなことなのか。 

 今の町長の給料と、それから議員報酬の引き上げによる影響はどのようになっている

のかということをお伺いしたい。 

 本当はそのほかいろいろあるんですけれども、ほとんど内容が理解できませんでした

ので、また委員会のほうでお聞きしたいと思いますけれども、議員報酬と町長の給与に
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ついての影響をお知らせいただきたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 参事 兒玉隆君。 

○参事兼総務課長（兒玉 隆君） 

 先ほど説明の中で、私が議会費につきましてはほぼ前年度並みと申し上げましたのは、

目の議会費の予算額は平成28年度と29年度と比較して20万8,000円の増ですので、議会

費としてはほぼ前年度並みの予算であるという意味で説明をさせていただきました。 

 報酬につきましては、節１の報酬2,046万4,000円ございますけれども、この中に引き

上げ分を含めて計上はしてございます。 

（発言する者あり） 

○参事兼総務課長（兒玉 隆君） 

 金額は、この前、条例改正で議決されたとおりでございまして、ただ、前年度と違い

ますのは、平成29年現在、１名の議員さんが欠員ということでございますので、報酬の

増額分はございますけれども、欠員１名分がございますので、それほど大きな増減には

なっていないということでございます。 

 それから、町長の給料月額につきましては、47ページの人事管理費の節２番の１番の

特別職給の中に、５万円引き上げて70万円ということで計上がしてございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、私がお聞きしたいのは幾らふえているかということをお聞きしたいのであって、

もちろんこの中に含まれているということはわかりますが、それが議員は議員報酬の引

き上げによって、期末手当も含めて全体でどれだけの経費増になっているのか。 

 それから町長についても、期末手当も含めて、あるいは退職引当金、そういったもの

も含めて全体で幾ら負担がふえるのかということを金額で答えていただきたいと思いま

す。 

○議長（小寺 強君） 

 参事 兒玉隆君。 

○参事兼総務課長（兒玉 隆君） 

 ただいま詳細の資料を持ち合わせてございませんので、この議案につきましては、委

員会付託表を拝見させていただくと委員会付託になるという予定でございますので、委

員会の中で答弁をさせていただきたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
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（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第８号 平成29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しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第14、議第９号 平成29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29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29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。 

 兒玉隆君。 

○参事兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明させていただきます。予算書133ページをお願いいたします。 

 議第９号 平成29年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算。平成29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。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12億円と定める。 

 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。 

 一時借入金、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。 

 歳出予算の流用、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。第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29年３月６日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でございま

す。 

 135ページから138ページにつきましては、歳入歳出それぞれの款項の予算額を記載し

ております。 

 それでは、歳入歳出の概要につきまして事項別明細書で御説明をいたします。 

 まず、歳入から御説明させていただきますので、141ページをごらんください。 
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 一般被保険者国民健康保険税につきましては、平成28年度と比較しまして医療給付費

分、現年課税分を2,018万6,000円、それから後期高齢者支援金分現年課税分を796万

1,000円増額しておりまして、目全体といたしましては2,782万2,000円の増額としてお

ります。 

 一方、退職被保険者等国民健康保険税につきましては、退職被保険者数が減少してお

りますので、485万8,000円の減としております。 

 142ページの款2.使用料及び手数料につきましては、前年度と同額でございます。 

 143ページの款3.国庫支出金につきましては、療養給付費等負担金の現年度分を1,332

万4,000円減額いたしました。療養給付費等負担金は、一般被保険者分の医療費、それ

から介護納付金、後期高齢者支援金及び老人保健拠出金に対しまして交付をされるもの

でございまして、国庫の負担率は32％と定めてございます。 

 144ページの款4.療養給付費等交付金につきましては、退職被保険者分の医療費から

本人が支払う保険税を差し引いた残りの金額が被用者保険から交付されるものでござい

ます。退職被保険者数が減少しておりますので減額とさせていただいております。 

 145ページの款5.前期高齢者交付金につきましては、退職者医療制度の廃止に伴いま

して一般保険者が増加するということで、それに伴って医療費が増加するということに

なりますので、その医療費の増加を補填するものでございます。5,500万円の増として

おります。 

 146ページの款6.県支出金につきましては、普通財政調整交付金を1,026万2,000円減

額しております。 

 147ページの款7.共同事業交付金につきましては、保険財政共同安定化事業交付金は、

国保連合会によります、療養費の言ってみれば再保険制度でございますけれども、この

制度によって交付されるものでございますが、3,887万円の減額としております。 

 148ページの款8.財産収入につきましては、基金の利子を計上しておりまして、149ペ

ージの款9.繰入金につきましては、一般会計からの保険基盤安定繰入金を200万円、職

員給与費等繰入金、いわゆる事務費の繰入金を217万8,000円増額しております。 

 150ページの款10.繰越金、それから151ページからの款11の諸収入につきましては、

前年度同額としております。 

 続きまして、歳出の概要について御説明いたしますので、153ページをごらんくださ

い。 

 款１の総務費につきまして御説明をいたします。 

 一般管理費につきましては、職員の人件費ほか事務費を計上しております。平成28年

度と比較いたしまして、人件費は165万7,000円の減額としております。また、平成30年

度から国保事業の事業主体に県も加わるということになっておりますが、この国保の制

度改革に対応するために、委託料におきまして国民健康保険システム改修委託料308万
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1,000円と、国保連合会の次期システムに対応するために更新端末設定委託料10万8,000

円を計上しております。なお、国保連合会の次期システムに対応する端末の購入費とい

たしまして備品購入費で34万円を計上しております。連合会負担金は、ほぼ前年度並み

としております。 

 154ページの賦課徴収費につきましては、保険税の賦課徴収に係る電算処理の委託料

等を計上しておるものでございます。 

 滞納処分費は、科目存置でございます。 

 155ページの款2.保険給付費、一般被保険者療養給付費及び療養費につきましては、

近年の状況からその伸びを見込んでおりますが、退職被保険者等療養給付費及び療養費

につきましては、先ほど来申し上げておりますが、退職被保険者の減少により大幅な減

を見込んでございます。退職被保険者の適用につきましては、平成27年４月をもって満

了しておりますが、平成27年３月までに該当している方とその被扶養者につきましては、

退職被保険者が65歳到達など、その適用がなくなるまでの間は、引き続き退職者医療制

度の対象となっております。いわゆる、現在、経過措置中でございますけれども、した

がいまして、退職被保険者は年々減少してまいるということでございます。 

 156ページの高額療養費につきましては、療養給付費及び療養費と同様の傾向として

ございます。 

 157ページの移送費につきましては、科目存置でございます。 

 158ページの出産育児諸費につきましては前年度と同額、159ページの葬祭諸費につき

ましては、20件分を計上しております。 

 160ページの款3.後期高齢者支援金につきましては、診療報酬支払基金からの通知を

もとにいたしまして計上しておりますが、大幅な減額としております。 

 161ページの款4.前期高齢者納付金につきましても、診療報酬支払基金からの通知を

もとに計上しております。 

 162ページの老人保健拠出金につきましては、前年度同額としております。 

 163ページの款6.介護納付金につきましては、こちらも診療報酬支払基金からの通知

をもとに計上しております。 

 164ページの款7.共同事業拠出金につきましては、国保連合会の試算値に基づいて計

上しております。 

 165ページの款8.保健事業費につきましては、５年ごとに特定健診の実施計画を定め

るという決まりがございまして、現在は第２期計画でございますけれども、この第２期

計画が平成29年度をもって終了しますので、平成30年度からの第３期特定健診実施計画

を策定するための委託料として113万4,000円を計上しております。 

 167ページの款9.公債費、168ページからの款10.諸支出金につきましては前年度並み

を計上して、170ページの款11.予備費につきましては、694万5,000円を計上させていた
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だきました。 

 続きまして、議第10号 平成29年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算について御

説明をいたしますので、予算書の177ページをごらんいただきたいと思います。 

 議第10号 平成29年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算。平成29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。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,500万円と定め

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29年３月６日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 179ページから180ページにつきましては、歳入歳出のそれぞれ款項の予算額を計上し

ております。 

 それでは、概要につきまして事項別明細書にて御説明をさせていただきます。 

 歳入から御説明をさせていただきますので、183ページをごらんください。 

 款１の後期高齢者医療保険料につきましては、県の広域連合からの試算値をもとに計

上しておりますが、特別徴収が減少いたしまして普通徴収が増額する見込みとしており

ます。 

 184ページの款2.使用料及び手数料につきましては、前年度並みの計上としておりま

す。 

 185ページの款3.後期高齢者医療広域連合支出金につきましては、ぎふ・すこやか健

診とぎふ・さわやか口腔健診の委託料を計上しておりますけれども、前年度と同額とし

ております。 

 186ページの款4.繰入金につきましては、一般会計からの事務費、それから保険基盤

安定及び保健事業費の繰入金を計上しておりますけれども、平成28年度と比較して大き

な増減はございません。 

 187ページの款5.繰越金、それから188ページからの款6.諸収入につきましては、前年

度同額としております。 

 続きまして、歳出について御説明をいたします。191ページをごらんいただきたいと

思います。 

 款１の総務費につきましては事業費を計上しておりますが、前年度並みの計上でござ

います。 

 192ページの款2.後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、徴収した保険料を

広域連合に納付する負担金が主なものでございますけれども、歳入の保険料の増額に伴

いまして、こちらの歳出も増額しております。 

 193ページの款3.保健事業費につきましては、広域連合から委託されましたぎふ・す

こやか健診等を実施するための経費でございまして、ほぼ前年度並みとしてございます。 
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 194ページの款4.諸支出金につきましては、前年度と同額でございます。 

 195ページの款5.予備費につきましては、全体額の調整をするという意味合いもござ

いますが、68万9,000円の減としております。 

 続きまして、議第11号 平成29年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算について

御説明をいたしますので、予算書の197ページをごらんください。 

 議第11号 平成29年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算。平成29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。 

 歳入歳出予算、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29年３月６日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 199ページから200ページは、歳入歳出のそれぞれ款項の予算額を掲載しております。 

 それでは、概要につきまして事項別明細書で説明をさせていただきます。 

 歳入から御説明をいたしますので、203ページをごらんください。 

 款1.障害児給付費につきましては、利用者負担額の軽減分を含めまして児童発達支援

費を前年度並みに計上しております。 

 204ページの款2.使用料及び手数料、205ページの款3.繰入金、206ページの款4.財産

収入につきましては、前年度同額としております。 

 207ページの款5.繰越金につきましては、９万1,000円の減としております。 

 208ページの款6.諸収入につきましても、ほぼ前年度並みとさせていただいておりま

す。 

 続きまして、歳出について御説明をいたします。 

 209ページの款1.総務費につきましては、自主事業の経費でありますとか各種負担金

を計上しておりますが、前年度並みとしております。 

 210ページの款2.児童発達支援事業費につきましては、職員の人件費及び事務費を計

上しておりますが、こちらもほぼ前年度並みの予算計上としております。 

 211ページの款3.予備費につきましては、33万7,000円を計上しております。 

 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、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 
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○９番（森島正司君） 

 まず、国保のほうですけれども、国民健康保険税の収入が前年度と比べて一般で

2,700万、それから退職のほうはマイナス480万というようになっているわけですけれど

も、合わせて2,300万ほどの税収増になるわけですが、このためには、この税率改正が

出てくる予定なのかどうか。 

 これだけの増になるのは対象者がふえるのか、あるいは対象者の変化がなければ増税

しないとだめになるんじゃないかと思いますけれども、その辺はどのような見込みなの

かということをお伺いしたいと思います。 

 それから、後期高齢者のほうにおきましても、保険料の徴収が普通徴収で260万の増

加、特別徴収ではマイナス41万ということですけれども、これもふえておるわけですけ

れども、これも後期高齢者の保険料は上がる予定なのかどうかということを教えていた

だきたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 住民課長 高橋博美君。 

○住民課長（高橋博美君） 

 収入増に伴い、税率改正があるかということでございますが、27年度に基金を取り崩

しまして、3,500万という金額を投入しました。それで、今、基金は少ない状態でござ

います。27年度の後半に医療費が大きく伸びましたので、そのときの対応のために基金

をふやすわけでございますが、今の時点では、28年度にどれほどの金額が繰り越せて基

金に積めるかということも不透明でございますので、今の時点で税率改正をどうこうす

るということについては考えておりません。 

 それから、対象者数はふえるのかということにつきましては、一般被保険者につきま

しては減少傾向でございます。それから、退職被保険者につきましては26年度に制度が

廃止ということで、今残っている方が次第に減っていきますので、この退職者につきま

しても、被保険者数は減少傾向にあります。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 福祉課長 田中久晴君。 

○福祉課長（田中久晴君） 

 後期高齢者医療に関しましては、まず保険料につきましては、２年ごとの見直しをさ

れております。28年度、29年度は同じ税率でございますので、29年度は２年目というこ

とになります。 

 保険料が増加しておりますが、これにつきましては広域連合のほうで試算をしていた

だいておりますが、主な理由としましては、後期高齢につきましては、被保険者数が増

加していることが一番の原因であると考えております。以上です。 

（挙手する者あり） 
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○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 国保税のほうは、まだ繰越金がわからないからどうなるかわからないと。もし、繰り

越しが予算どおりであれば、これは当然、増税になるわけですね。繰越金があれば増税

しなくていいというふうに理解してよろしいか。 

 それと、後期高齢者のほうも保険料の改定はないからそのままだということであれば、

この予算書で見ると、その対象人員がふえるというふうに理解するということでしょう

かということで確認しておきたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 住民課長 高橋博美君。 

○住民課長（高橋博美君） 

 繰越金の額によって改正をするかしないかということでございますが、まずある程度

の基金積み立てをしたいと考えております。その額によってはどのようにするか、また

その時点で検討したいと思いますが、今の時点では額がまるきり未定でございますので、

現時点ではお答えのしようがないということでございます。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 福祉課長 田中久晴君。 

○福祉課長（田中久晴君） 

 先ほど言いましたとおり、後期高齢のほうの増加につきましては、被保険者数の増加

が一番の原因であるというふうに理解しております。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第９号 平成29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29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29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
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定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後０時09分 休憩）  

（午後１時00分 再開）  

○議長（小寺 強君） 

 再開いたします。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第17、議第12号 平成29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29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。 

 兒玉隆君。 

○参事兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、説明させていただきます。 

 予算書の217ページをお願いいたします。 

 議第12号 平成29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。平成29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。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億7,400万円と

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。 

 地方債、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。 

 一時借入金、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29年３月６日提出、岐阜県安八郡輪之内町長で

ございます。 

 219ページから221ページは歳入歳出それぞれの款項の予算を掲載しております。 

 222ページをごらんください。平成29年度に発行いたします特定環境保全公共下水道

事業債は、ここにございますとおり、１億8,350万円を限度といたします。 

 それでは、歳入歳出の概要につきまして事項別明細書にて説明をさせていただきます。 

 歳入から説明をさせていただきますので、225ページをごらんください。 

 款1.分担金及び負担金につきましては、受益者負担金を平成28年度と比較して386万

8,000円増額をしております。 

 226ページの款2.使用料及び手数料につきましては、手数料は前年度と同額でありま
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すが、下水道使用料につきましては、接続戸数の増加等から1,842万7,000円の増を見込

んでおります。 

 227ページの款3.国庫支出金につきましては、国庫補助金を前年度と同額としており

ます。 

 229ページの款5.財産収入につきましては、基金の利子を計上しております。 

 230ページの款6.繰入金につきましては、平成29年度は基金からの繰り入れは行わず、

一般会計からの繰入金を4,500万円増額しております。 

 231ページの款7.繰越金につきましては、前年度と同額としております。 

 232ページの款8.諸収入につきましては、消費税還付金を140万円増額しております。 

 233ページの款9.町債につきましては、先ほど御説明したとおり、１億8,350万円とし

ております。 

 続きまして、歳出の概要について御説明をいたしますので、235ページをごらんくだ

さい。 

 款1.公共下水道費の特定環境保全公共下水道建設費につきましては、工事請負費を前

年度と比較いたしまして1,000万円増額し、３億3,000万円を計上しております。なお、

平成28年度の国の第２次補正予算で採択されました事業につきましても、平成29年度に

１億5,600万円繰り越し、事業実施を行ってまいります。 

 236ページの浄化センター管理費につきましては、維持管理業務の委託料が主なもの

でございまして、637万円を増額して計上しております。 

 237ページの特定環境保全公共下水道事業整備基金費では、基金の利子分を積み立て

ることとしております。 

 238ページの款2.公債費につきましては、起債の償還金と一時借入金の利子を計上し

ております。 

 239ページの款3.予備費につきましては、340万円の計上としております。 

 続きまして、議第13号 平成29年度輪之内町水道事業会計予算について御説明をいた

しますので、予算書の245ページをごらんください。 

 議第13号 平成29年度輪之内町水道事業会計予算。 

 総則、第１条、平成29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。 

 事業の予定量、第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。第１号、給水戸数

2,901戸。第２号、年間総給水量121万7,184立米。第３号、１日平均給水量3,335立米。

第４号、主要な建設改良事業としまして、配水管改良事業として１億4,070万円。 

 収益的収入及び支出、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。

収入として、第１款水道事業収益としては１億3,361万5,000円、内訳として第１項営業

収益１億1,398万円、第２項営業外収益1,963万5,000円。支出として、第１款水道事業
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費１億905万1,000円、第１項営業費用9,910万7,000円、第２項営業外費用895万4,000円、

第３項予備費99万円でございます。 

 246ページでございますが、資本的収入及び支出、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１億3,766

万4,000円は過度分損益勘定留保資金１億3,766万4,000円で補填するものとする。）。

収入、第１款ですが、資本的収入として2,328万5,000円、第１項工事負担金328万5,000

円、第２項補償金2,000万円。支出、第１款資本的支出１億6,094万9,000円、第１項建

設改良費１億4,080万9,000円、第２項企業債償還金2,014万円。 

 予定支出の各項の経費の金額の流用、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。第１号、第３条予算内での各項間での流

用、第２号、第４条予算内での各項間での流用。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費、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。第１号、職員給与費

466万9,000円。 

 棚卸資産購入限度額、第７条、棚卸資産の購入限度額は、30万円と定める。平成29年

３月６日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 それでは、266ページの収支予算明細書によりまして収益的収入から御説明をいたし

ます。 

 款1.水道事業収益、項1.営業収益の給水収益につきましては、一般用の給水戸数が平

成28年度と比較いたしまして41戸増加する見込みとしております。487万1,000円の増収

を見込んでおります。 

 その他営業収益につきましては、前年度並みを見込んでおります。 

 267ページの項2.営業外収益につきましては、消費税及び地方消費税の還付金が生じ

る見込みであり、181万7,000円を計上いたしました。 

 続きまして、支出につきまして御説明いたします。 

 268ページの款1.水道事業費、項1.営業費用の原水及び浄水費につきましては、水源

地の維持管理費用を計上しておりますけれども、電気代を86万1,000円減額しておりま

す。 

 配水及び給水費につきましては、量水器は８年に１度取りかえる必要があります。平

成29年度は大藪地区の各家庭の量水器を取りかえるため、修繕費に550万円を計上して

おります。 

 269ページの総係費につきましては、水道会計システムの変更が平成28年度に完了し

たことなどにより106万円の減額としております。 

 270ページの減価償却費につきましては、構築物の減価償却費を174万6,000円増額し、
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平成28年度に導入した企業会計システムのソフトウエアの減価償却費を新たに51万

9,000円計上しております。 

 271ページの項２の営業外費用につきましては、前年度並みとしております。 

 予備費につきましては、99万円を計上いたしました。 

 続きまして、資本的収入及び支出につきまして御説明をいたします。 

 272ページの款1.資本的収入の項1.工事負担金につきましては、新規加入負担金を21

万1,000円増額し、項２の補償金につきましては、前年度と同額としております。 

 続きまして、支出でございますが、273ページの款1.資本的支出の項1.建設改良費に

つきましては、29年度におきまして下水道工事の事業量が平成28年度からの繰越事業を

含めて増加いたしますので、それに伴い、配水管の取りかえも実施するため、配水施設

拡張費を１億4,070万円計上しております。 

 なお、企業会計システムの導入は平成28年度に完了しましたので、平成29年度の固定

資産購入費はございません。 

 項2.企業債償還金につきましては、償還表に基づき返還すべき額を計上しております。 

 以上で御説明を終わります。御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小寺 強君） 

 これから一括質疑を行います。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今年度から繰り越しを行って、来年度はちょっと多いわけですけれども、全体の工事

計画で下水道事業の完了は、結局いつになる予定なのか、来年度はどこまで進むのかと

いうことを教えていただきたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 全体の工事の計画といたしましては、今年度、変更の認可を今受けておるところです

が、平成34年までという延長期間で行っております。 

 それで、管路の整備等でございますが、今、80％以上整備を終えてございますので、

おおむね三、四年で面整備については終わるのかなあというところでございます。以上

です。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 
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○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第12号 平成29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29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。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第19、議第14号 輪之内町個人情報保護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。 

○参事兼総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、説明をさせていただきます。議案書の24ページ、それから新旧対照表は１

ページでございますので、よろしくお願いいたします。 

 議第14号 輪之内町個人情報保護条例の一部を改正する条例について。輪之内町個人

情報保護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29年３月６日

提出、輪之内町長でございます。 

 個人情報の保護に関する法律及び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一部を改正する法律、こちらの法律は平成27年法律第65号とし

て既に公布されておりますけれども、それによりまして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、通常番号法と言われておるものでございま

すが、その一部が改正をされまして、特定個人情報の提供の制限に関する第19条に新し

く第８号が追加をされました。特定個人情報が提供できる場合として、地方公共団体が

条例で定める独自利用事務についても、情報提供ネットワークを用いた情報連携を行う

ということがこの改正によって可能になるということでございます。 

 また、番号法に第26条が新しく追加をされまして、これによりまして第19条第８号の

規定による特定個人情報、地方公共団体が条例で定める独自利用による情報連携される

ものでございますけれども、その８号の規定による特定個人情報の提供については、番

号法の第21条から第25条までの規定が準用されるということになったところでございま
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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のでお願いいたします。 

 今回の条例改正の部分につきましては、先ほどの番号法の改正によりまして、条例の

第２条第４項のところですけれども、ここに情報提供等記録の定義が掲げてございます

が、先ほど申し上げました番号法の第26条において準用するという規定ができましたの

で、こちらの条例のほうにも括弧書きとして、「これらの規定を番号法第26条において

準用する場合を含む。」というふうに改めるものでございます。したがって、条例で定

めた独自利用事務についても、この情報提供記録の中に含まれるということになるわけ

でございます。 

 それから、番号法に先ほど申し上げました第26条が新しく追加をされるということで

ございますので、それに伴いまして条ずれが生ずるということでございますので、条例

第21条の２の第１号でございますが、番号法「第28条」というふうに条例では規定され

ておりますけれども、法律のほうに26条が加わりまして、その下、順次繰り下げが行わ

れますので、「第29条」に改めるということでございます。 

 それから、条例の第26条の２につきましては新しく追加するものでございますけれど

も、現行の条例では行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第35条に相当する

規定、すなわち個人情報の訂正請求により訂正決定した場合に、個人情報の提供先等へ

の通知に関する規定がございません。しかしながら、個人情報の訂正ということを鑑み

ますと、個人情報の提供先へも当然通知をし、もと情報の訂正が必要になるというふう

に考えられますので、この第26条の２を追加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。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 なかなかこれを読んでおっても難しくてわからんのですけれども、今、19条８号によ

る独自利用事務をこの番号法を適用するためにはこの条例改正が必要だということなん

ですか。ちょっとよくわかりませんが、その独自利用事務というのはどういうものなの

か。 

 それから、仮に今回の条例改正をやらなかった場合にどういう弊害があるのかという

ことをちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 
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 総務課長 兒玉隆君。 

○参事兼総務課長（兒玉 隆君） 

 独自利用事務につきましては、既に条例案を出させていただいて、議会で可決をして

いただいたところでございます。 

 基本的にマイナンバーの利用というのは法律に定めがある事務について利用ができる

ということになっておりますが、法律の中で地方公共団体がその法律に定める事務と類

似したものについて各市町村の条例で定めた場合についてはマイナンバーが利用できる

というふうになっておりますので、輪之内町の場合は、既に条例を可決していただきま

して、福祉医療の事務についてマイナンバーを利用することができるというふうになっ

ております。 

 それで、国のほうの法律では、これまで国のほうが定めております事務について情報

連携ができるということにしておりましたが、番号法を改正することによりまして、そ

の法律に定める以外の市町村が独自にマイナンバーを使いたい事務についても情報連携

ができる。すなわち、税等の情報を中間サーバーを通してやりとりができるというふう

に法律のほうで改正をされました。それがこの19条の８号の追加ということになります。 

 それで、情報連携をしたときにはその記録を残しておかなくてはいけないという決ま

りがございまして、それが情報提供等記録でございます。現行条例では括弧書きがござ

いませんので、あくまでも国が法律で定めた事務について情報連携をした場合にその記

録を残すということになるわけですが、市町村の独自利用事務についても情報連携がで

きるということになるのであれば、情報提供等記録の中に市町村の独自利用事務につい

ても含みますよというような改正が必要であるということから、第２条の改正をしたと

いうことでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今の話で独自利用事務というのを具体的に例を挙げて言っていただけるとわかりやす

かったかもしれませんけれども、要はいろんな事務に利用して、それを提供先へどんど

ん個人情報を通知するということになるわけだと思いますが、要は個人情報の拡散にな

るということじゃないですか、これは。簡単に言えば個人情報の拡散を認めるというこ

とを思うんですが、そうでないなら、そうでないというふうにちょっと説明していただ

きたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○参事兼総務課長（兒玉 隆君） 
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 独自利用事務につきましては、先ほど御説明をさせていただきましたとおり、輪之内

町におきましては、福祉医療事務について独自利用するということで既に条例案を可決

していただいたところでございます。 

 福祉医療でなぜマイナンバーを使う必要があるかというところまでちょっと説明をさ

せていただきますと、福祉医療はいろんな項目がございますが、その中に所得制限等が

ある項目がございます。そういったときに、これまで所得証明書なりを持ってきていた

だいて、それで事務を行うということでございますが、マイナンバーを利用しまして、

その人の税情報を情報連携することによって、その人に所得証明を一々持ってきていた

だかなくても事務がスムーズに行えるようになるということから、福祉医療事務につい

てはマイナンバーを利用するということにしたところでございます。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 ちょっとマイナンバーの関係で、施行されてから余りなじみがないもんでちょっとお

尋ねしたいと思うんですが、このマイナンバーを利用されて、番号を届けよとかという

届け出が各事業所からあった場合に出すわけなんですが、その場合、その因果関係が切

れたときには、もう終了だよという、そのマイナンバーを使いませんよとかという、そ

ういったセキュリティーに関したものが出されるのかどうか。 

 その事業所にそういう出す義務が、そういうものが終わったときには、そういうもの

を通知しないかんよという決まりがあるのかどうか。ということは、いつまでたっても

それがそこに残ってしまって、先ほど森島さんがおっしゃったみたいに、情報があちこ

ちにばらまきになってしまって、情報がセキュリティーも決まったものじゃないと。要

するに、必要なところが必要なところだけ取り出して、それが必要でなくなったら、提

出を求めたんですが、もう必要なくなったのでその部分については記録は消去しますよ

とか、番号はうちには残しませんよとかという、そういうのは取り決めの中であるんで

すかね。 

○議長（小寺 強君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○参事兼総務課長（兒玉 隆君） 

 マイナンバーの取り扱いにつきましては、非常に厳しく国からも言われておるところ

でございまして、最初何かの事務でマイナンバーが必要ということで、その番号を収集

させていただきまして、申請書等々に記録をするわけでございますけれども、その事務
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が終了した後につきましては、その書類の保存年限までは保存しまして、その保存年限

が切れたときには、確実な方法でその書類は廃棄するという決めがございます。 

 なお、廃棄したということについて個人の方に通知するというような義務までは、指

導を今のところ受けておりません。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 その終了したときには、確実に提出を求めた人に対して終了しましたよと言う義務は

ないとか、今、総務課長がおっしゃっておみえですが、提出を求めた限りは、必要なく

なったら、当然、あなたが提出されたマイナンバーについては私のところでは、もう不

要になったので全部なくしましたよというふうにきちっと、出した限りは、必要なくな

ったら、当然それについても通知するのが、これ信用せよというよりも信用の、出しま

したよ、出しませんよではだめじゃないでしょうか。そこまでのセキュリティーはきち

っとしっかりしているとおっしゃるのであれば、当然求めた限りは、もう要りませんよ

というのもあって当たり前じゃないですか、それで完結でしょう、どうですか。 

○議長（小寺 強君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○参事兼総務課長（兒玉 隆君） 

 本人に通知するというところまでは言われておりませんので、確実に町のほうで責任

を持って廃棄をするということでございます。 

 例えば、今、申告中でございますけれども、申告におきましてはマイナンバーの提出

をお願いしますということでお願いしておりますが、それを全ての方に通知をするとい

うことになると、これまた大変でございますので、そういった点については、各公共団

体、あるいは国が責任を持って廃棄をするということでございます。当然、その間、マ

イナンバーのついた書類を各官公庁で保管するわけでございますので、その保管につい

ても厳重に保管をし、廃棄年度が過ぎたら確実に廃棄をするということでございます。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第14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） 
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○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 結局、個人情報の中に、特に所得情報を共有するというようなことでしたけれども、

全く特定の人の所得がマイナンバーによって容易につかむことができるというようにな

るわけであって、まさにプライベートな問題、これがどんどん拡散されていくというよ

うなことだと思います。 

 独自利用事務と言われて福祉医療にと言われますけれども、別にその都度、所得状況

を確認しても、そんなに時間的なロスというのが大きくなるものではない。個人がその

所得、自分は把握しているわけですから、それを持っていけば済むことであって、それ

で福祉医療を十分に対応できるんではないかというふうに思うわけですけれども、した

がって、どんどん行政のあらゆる機関において必要のないところにまで情報が拡散する

危険性があるというふうに思うわけです。 

 これがなくても、独自利用事務、それほど大きな支障はないというふうに私は思いま

すので、この改正は必要ないというふうに私は思い、反対であります。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに討論はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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。 

 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（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 日程第20、議第15号 輪之内町税条例等の一部を改正する条例についてを議題としま

す。 

 税務課長から議案説明を求めます。 

 田中実君。 

○会計管理者兼税務課長（田中 実君） 

 それでは、議案書の26ページのほうをお開きください。 
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 議第15号 輪之内町税条例等の一部を改正する条例について。輪之内町税条例等の一

部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成29年３月６日提出、輪之内町長。 

 では、本議案をまず説明させていただきますと、今回の輪之内町税条例等の一部を改

正する条例につきましては、地方税法が改正されたことにより、輪之内町の税条例の所

要の改正を行うものでございます。 

 改正の主なものは、昨年５月に専決処分で御承認いただきました法人税の引き下げと

軽自動車税の環境性能割の創設の条項等が平成29年４月１日に予定していました消費税

10％の引き上げ時期を平成31年10月１日に変更したことに伴い、その改正を２年半延期

したことであります。そのほかは、住宅ローン控除など、既存の制度の期間の延長であ

ります。 

 それでは、新旧対照表で主な改正部分について御説明をさせていただきます。 

 お手元の新旧対照表の３ページをお願いしたいと思います。 

 今回の改正の趣旨と背景を先に申し上げますと、消費税は2017年４月、税率10％実施

がほぼ確定しておりまして、政府は、その間、リーマンショック、あるいは大震災のよ

うな事態が発生しない限り、2017年４月に当初の予定どおり消費税を引き上げていくと

いう考えに変わりはないということを表明しておりました。 

 そうした中、昨年（2016年）３月に政府は、ノーベル賞経済学を受賞した著名な学者

を日本へ招聘しまして、国際金融分析会議を開催して意見を聞いたところ、消費税アッ

プは今やるべきではないなどの意見が出されたということがあります。 

 また、４月には熊本地震が発生しまして、熊本、大分を初めとして九州の広い範囲で

経済や暮らしに大打撃を受けました。 

 そして、５月に開催されました伊勢志摩サミットにおいて、世界経済は2008年のリー

マンショックと同程度のリスクがあるという認識で３カ国が一致をしました。 

 それらを総合的に勘案しまして、政府は総理会見を開きまして、今回の消費税の延期

となりました。この判断につきましては、最初に言いました延期がないということが変

わったわけでありまして、政府としましては新しい判断をしたということであります。 

 Ｇ７伊勢志摩サミットによる合意、共通のリスクの認識のもとに、日本としては構造

改革の加速や財政出動など、あらゆる政策を総動員していく中で内需を腰折れさせかね

ない消費税の引き上げは延期すべきと判断したと総理が表明したわけです。これによっ

て消費税導入が延期をされました。 

 それに伴いまして、今回、昨年５月に専決処分で承認いただきました法人税の引き下

げと軽自動車の環境性能割の創設等の条項が延期となったわけであります。 

 それで、３ページを今開いていただいておると思いますが、第６条の３の２は個人の

町民税の住宅借入金等特別税額控除でございまして、こちらに書いてございますのは、

いわゆる住宅ローン減税でありまして、現行の住宅ローン減税の対象期間が「平成41年



－５９－ 

度」まででしたのを、２年間延長して「平成43年度」まで延長されました。背景として

は、世界経済が不透明な中、新たなる危機を回避するための施策ということでありまし

て、住宅というのは内需拡大の柱でありまして、地域経済の波及効果が大きいというこ

とで今回の延長になったということでございます。 

 ４ページをお開きください。 

 ４ページからざあっとめくっていっていただきまして、18ページまでめくっていただ

きますと、これは平成28年５月、臨時議会で専決処分で御承認いただいたものを４月の

改正前に、もとに戻す作業をここまででやっております。 

 それから、18ページから32ページ、最後まで行きますと、こちらのほうは消費税10％

引き上げ時期の変更に伴う改正を再度行っております。一旦取り消して、また戻すとい

う作業をしております。 

 それで、21ページのほうをごらんください。 

 上から２段目、第26条の５、こちらが法人税率でありまして書いてございます。昨年

５月に説明いたしました法人税の改正で、「100分の9.7」の税率を「100分の６」に変

更する予定という条項を再度ここに改正として上げまして、前回と内容は変わらず、平

成31年10月１日に延期がされましたということが書いてあります。 

 その下の64条は、軽自動車税の納税義務者等から最後までずうっと、昨年御説明申し

上げました軽自動車税に環境性能割を設けるということが、消費税の延期によりまして

再度こちらに上げて、内容は変わらず、全て平成31年10月１日から開始をするというこ

とが書いてございます。 

 そして議案に戻っていただきまして、34ページであります。 

 附則としまして、この条例は、公布の日から施行する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。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 これはちょっと見ておってもわかりにくくてしようがないんだけれども、今、説明の

ように、昨年の５月でしたか、専決処分が行われたのは、専決処分をやったけれども、

まだこれは施行されていなかったということなんですか。施行されていなかったものを

一旦もとに戻して、新たにまたそういう税率を決めるということなんでしょうか。ちょ

っと意味がよくわかりませんが、そういうことでよろしいでしょうか。 
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○議長（小寺 強君） 

 税務課長 田中実君。 

○会計管理者兼税務課長（田中 実君） 

 そのとおりでございます。施行前でしたので、一旦戻して、また２年半後に同じ条例

を有効にできるように改正をしたということです。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 そうすると、これは前回、専決処分をした意味が全くないんじゃなかったんじゃない

ですか。何のためにこれは専決処分をやったんですか。そんなことなら、何も専決でや

らずに、十分議論してじっくりとやるべきではなかったですか。その辺の反省はどのよ

うに感じておられますか。 

○議長（小寺 強君） 

 税務課長 田中実君。 

○会計管理者兼税務課長（田中 実君） 

 今の森島議員の御質問は、５月にやった専決が無駄だったと、反省しておるかという

御質問だと思います。５月の時点では、地方税法が３月31日で改正されて４月１日から

施行ですので、５月に専決したことは法的整備としては正しい。そして、今回は政府が

途中で判断を変えられたので改正をしたと、これも正しい。ただ、法全体を俯瞰してみ

ると、森島議員が言われるように、５月に出したり、引っ込めたりと、そして今回、ま

た出すということは、法全体を俯瞰すれば、確かにおかしいかもわかりませんが、この

原因は、地方税法は国が主体的に行われて、町条例は、町が従属的に、その地方税法が

改正されたことを何とかして町民の皆さんに法的空白をつくらないということで一生懸

命やった結果でございますので、何とぞ御理解をいただきたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第15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（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 
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○９番（森島正司君） 

 全く町民をばかにしているというふうに思います。これは輪之内だけの問題じゃない

かもしれない、国の問題もそうであるかもしれない。消費税を上げるなんてことを考え

ること自身が、まず間違っているわけであって、今、町民の生活、あるいは日本の経済

の立て直しというときに、消費税増税がどんな影響になるかということはわかり切った

こと、それをあえて増税する。そして、それに伴って、必要ない地方税法の改正まで各

自治体にやらせる。それに何の異論も挟まずに盲目的に追従している輪之内町の徴税執

行体制、これも批判されるべきだと私は思います。全くこれは消費税増税が間違ってい

るということが明々白々になっていると。それに伴って、この輪之内町税条例を専決処

分をしてやろうとしている、全くこれは町民をばかにしている、そういう税制だという

ふうに言わざるを得ないと思って、私はこれは断固反対であります。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに討論はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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。 

 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（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 日程第21、議第16号 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

の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 産業課長から議案説明を求めます。 

 中島智君。 

○産業課長（中島 智君） 

 議第16号について説明をさせていただきます。議案書は35ページをお開きください。

新旧対照表は33ページでございます。 

 議第16号 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を改

正する条例について。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

一部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成29年３月６日提出、輪之内町
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長でございます。 

 今回、条例の一部を改正しようとする理由でございますが、平成28年４月に改正され

た農業委員会法に基づき、平成28年12月議会において輪之内町農業委員会の委員等の定

数を定める条例を御承認いただきましたので、その農業委員に対する報酬の改正と農地

利用最適化推進委員に対する報酬を新設するものです。 

 別表中の農業委員会会長を年額から月額に改め、月額7,500円に予算の範囲内で町長

が定める額を加算した額、その他の農業委員において年額から月額に改め、月額7,000

円に予算の範囲内で町長が定める額を加算した額と改正し、新たに農地利用最適化推進

委員に対し、月額3,500円に予算の範囲内で町長が定める額を加算した額とする。農業

委員会委員候補者等選考委員会委員は、日額5,000円を支給するものです。 

 報酬のうち、予算の範囲内で町長が定める額を加算した額とは、国から交付される農

地利用最適化交付金を支給するもので、この交付金は年度末に町へ交付されます。交付

額は実績等により変動があるため、予算の範囲内としております。 

 附則の第２項では、任期満了の日までの間に限るとし、その任期は平成29年４月19日

で、旧の農業委員は改正前の報酬が適用され、７月20日以降の委員は、今回の改正後が

適用されます。選考委員の日額5,000円の報酬は、次の議案で説明する委員の報酬を定

めるものでございます。 

 以上でございます。審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 今、産業課長が説明されたんですが、予算の範囲内で町長が定める額を加算した額と

いうことについて、交付金があって、それが実績に応じてもらえるとかといって、ちょ

っとそこら辺の意味がよくわからないんですが、どういったときのどういったもんです

かね。この月額7,500円以外のものの加算した額というのをもう少しわかりやすく言っ

ていただきたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 産業課長 中島智君。 

○産業課長（中島 智君） 

 まず、交付金の算定方法でございますが、活動実績、成果実績というのがございまし

て、こちらの金額を一応算定して国のほうへ交付金申請をいたします。 

 今年度の予算において上がった一般会計の予算委員会のときに説明するつもりでござ
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いましたが、一応最大の交付金の金額を上げてございます。例えば、会長ですと、月額

に直しますと7,500円プラス6,000円、それが活動実績でございまして、成果実績は

9,272円と、月額に直しますと、合計しますと２万円ちょっとでございます。以上でご

ざいます。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 新しいこの考え方なので、活動実績とか成果実績とかおっしゃってみえますが、それ

は何を意味して、何をやると活動で、どういう成果を生む、それを対価に置き直すとい

うことは、国が何か言うてきたことに対する考えに対してうまくやったら成果になって、

それに伴って活動も満額をもらえるとか、そういう意味ですか。 

 農業委員会、本来の仕事が今度変わるかと思うんですが、今までとは、そこら辺はど

ういうふうに御説明いただけるんでしょうか。 

○議長（小寺 強君） 

 暫時休憩いたします。 

（午後１時55分 休憩）  

（午後２時05分 再開）  

○議長（小寺 強君） 

 会議を再開いたします。 

 産業課長 中島智君。 

○産業課長（中島 智君） 

 先ほどのお答えでございますが、担い手への農地集積面積、遊休農地の解消面積等が

実績として評価されます。以上でございます。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 いろいろな多分あろうかと思うんですが、なかなかすっと理解できませんので動議を

出させていただいて、今、議題となっています議第16号については総務産業建設常任委

員会に付託して審査をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 ただいま田中政治君から議第16号について総務産業建設常任委員会に付託して審査を

することの動議が提出されました。この動議に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立７名） 
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○議長（小寺 強君） 

 この動議は２人以上の賛成者がありますので成立いたしました。 

 田中政治君の動議を議題とし、採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 この動議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（小寺 強君） 

 起立全員です。 

 したがって、本案については総務産業建設常任委員会に付託して審査をすることとし

ます。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第22、議第17号 輪之内町農業委員会委員候補者等選考委員会設置条例の制定に

ついてを議題とします。 

 産業課長から議案説明を求めます。 

 産業課長 中島智君。 

○産業課長（中島 智君） 

 議第17号 輪之内町農業委員会委員候補者等選考委員会設置条例の制定について。輪

之内町農業委員会委員候補者等選考委員会設置条例を次のように定めるものとする。平

成29年３月６日提出、輪之内町長でございます。 

 37ページから40ページが条例案でございます。 

 今回、この条例を制定しようとする原因は、農業委員、農地利用最適化推進委員とし

て推薦や募集に応じた者が定数を超えた場合に、町長の求めや農業委員会の要請により、

その候補者の中から選考を行い、その結果を町長や農業委員会に報告するものです。 

 第２条を見ていただきますと、第１項では町長の求めにより、第２項では農業委員会

の要請によりとしており、さきに申し上げたとおり、求めや要請がなければ組織はされ

ません。 

 第４条におきましては、選考委員会は５人以内で組織するということにしておりまし

て、第５条においては任期は３年、７条においては会長及び副会長は委員の互選による

ということと、第13条で、この選考委員会の庶務は、産業課において処理するというこ

とになっております。 

 条例の施行日は、公布の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。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 
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（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 12月の農業委員の定数条例のときには、この条例の施行に必要な事項は規則で定める

となっていましたけれども、その規則というのは、この選考委員会のほかにも、まだい

ろんな幾つか規則があるということなんでしょうか、その辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 産業課長 中島智君。 

○産業課長（中島 智君） 

 輪之内町農業委員会の委員選任に関する規則というのがございまして、こちらのほう

では推薦及び応募の方法と推薦手続と、それから募集手続等の規則の要領が定められて

おります。あと、届け出用紙等の様式も定められております。以上でございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 これは委員会付託になる予定ですので、そういった関連規則も委員会のほうに提出し

てもらって、そしてじっくりと議論したいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第17号 輪之内町農業委員会委員候補者等選考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（小寺 強君） 

 日程第23、議第18号 町道路線の廃止についてを議題とします。 

 建設課長から議案説明を求めます。 
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 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 それでは、議案書の41ページをお願いしたいと思います。 

 議第18号 町道路線の廃止について。道路法第10条第１項の規定に基づき、町道路線

を次のように廃止する。平成29年３月６日提出、輪之内町長でございます。 

 42ページは、路線の名称及び起・終点の地番をまとめた表でございます。 

 今回、廃止いたします７路線の内訳につきましては、松内地内の堤防工事に関連しま

して廃止をする１路線と、それから四郷、福束新田地内での民間造成に関連しまして廃

止します２路線及び楡俣北部地内での路線の見直しによる廃止、認定もまた後に行いま

すが、を行う４路線でございます。 

 お手元に配付させていただいております道路台帳内訳につきまして、その後部には拡

大図等、添付資料をつけさせていただいておりますので、よろしく御承認のほどお願い

いたします。 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、揖斐川の堤防を国交省のほうで改修をやっているようですけれども、それに伴っ

て33642が廃止になるということだと思いますけれども、あそこは以前、学生が自転車

で通学しておったと思うんですが、これは残してもらうことはできなかったのかどうか。

結局、下に道路があるからいいということでなっているかもしれませんけれども、やは

りあそこで一旦下へ下がって自動車道へ出て、それからまた上へ上がってという格好に

なるわけですけれども、従来ですと自転車専用道路でしたので安心して通れたんではな

いかと。かなりでこぼこになってきましたので補修する必要があったかもしれませんけ

れども、そういった意味からいうと、これがなくなるのは寂しいような気がするんです

けれども、廃止しなきゃならない理由があったのかどうかということをお伺いしたいと

思います。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 この道路につきましては、先ほど議員からおっしゃられたとおりでございます。今回、

木曽川上流河川事務所のほうで堤防の拡幅工事を行っておりまして、この堤防の中段に
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歩道が設置されていたわけなんですが、この工事に支障になるということもあり、先ほ

ど申し上げられたように、下には広い道路がございますので、安全に通行できるという

ことで廃止をいたしているところでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、どのくらいの方が利用してみえたか知りませんけれども、そういうなくなるとい

うことは、そういう父兄の方と相談はされたのかどうかということをお伺いしたいと思

います。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 済みません、その関連につきましては、どなたが対象者の父兄とか、そういった把握

も十分しておりませんでしたこともあり、特に重立った相談はしていないところでござ

います。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 ちょっと１つだけお尋ねしたいのは、よくわかりませんけど、福束新田の廃止が６番

で、これが７番、８番で認定がなされるんですが、この間何メーターあるか知りません

けれども、これはこの間へ企業が来たから払い下げになったかと思うんですが、それで

何メーター、何平米あるんですか、ちょっと教えていただけませんか。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 この廃止路線の６番につきましては、今、福束新田地内で造成工事を行っておるのに

関連いたすものでございますが、敷地の真ん中を道路が占めておりまして、ちょっと面

積までは把握してございませんが、廃止の延長につきましては115.1メートルというこ

とになっております。よろしくお願いします。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 
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 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 真ん中にこういう状況であるというところはほかにもあると思うんですが、なぜここ

だけがこういう特典を受けられて、私設に多分こういう形で、工場の真ん中に町道があ

るにもかかわらず、そいつはそのまんまにしてあるところがあると私は思うんですが、

これはどういう関係上こういうことが、例えばこの間に道路、水路、もしも挟んだ場合

も、何らの地域の理解が得られたら、それは簡単に外せるものですか、ちょっとお考え

をお聞きしたいと思います。 

 例えば、水路でしたら、上にふたをするなり何なりの形で、利用するということはど

うかわかりませんけれども、あくまでも払い下げの対象になるにはどうやったらいいん

だとか、そういうことがあるんでしたら教えていただきたいと思います。 

 私設で多分工場の中に道路がある、町道がある部分も御存じであれば、それについて

も、なぜそれはならないのか、しない理由があったら教えていただきたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 お尋ねのように道路の廃止等に関しましては、道路そのものが公共の用に、公の交通

に寄与するという観点で町道等の認定をしております。 

 今回、この廃止いたしました町道につきましては、当然、地元のほうの合意も得てい

るところでございますが、東と西に道路が飛んじゃうわけなんですが、廃止が無理なよ

うな道路の場合は、ふちに迂回路をつくって道路を存続させるとか、いろんな手法が考

えられると思いますが、この東については、利用者がこの東の家沿いの北側に面したと

ころの利用者で、その西への通行についてはさほどされていないという状況と、それか

ら西の部分につきましては、敷地のすぐ西側に南北の道路がございますので、その道路

を利用していただければいいのかなというようなことで廃止の承諾を進めているところ

でございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 まだ全部答えてもらっておらんと思うんですが、なら、そういうところはほかにあり

ませんか、工場の真ん中に道路があるとか。残っているところは全部こうやって払い下

げてきちっと、道路としての機能をしていないところは、皆払い下げできれいにしてあ

りますか、それを聞いておるんですが。 

 それから、その迂回路、もしくはそういった云々ということも、今、課長から聞いた
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んですが、どういう場合に迂回路をつくらないかんのであって、どういう場合は要らん

とか、それは地域が決めることなのか。行政のほうできちっとした将来図を描きながら、

その地域周辺に、例えばたまたま今のこの場合は、多分その隣近辺はまだ農地でこれか

らのところかもしれませんが、東側においては住宅が多分あるかもしれませんが、その

ほかについては、これから開発もされていく地域であるならば、それは道路としてあっ

たほうがないよりはいいということであれば、企業の責任において周辺に道路を、そう

やって迂回なり何なりをつくってもらい、また雨水等の問題も当然かかってきますので、

それに対する対策も当然あってしかるべきと私は思うんですが、そういうことについて

どこまで課長さんは御判断いただいてこういうふうに廃止とか、そういうことはいいん

ですよ。廃止したほうがその企業に対しても町にとっても大いに、いい企業であれば、

町税とか、いろんな大きな観点からいったら来ていただくのは大いに結構なんですが、

そこにあるものに対する考え方、将来に対する考え方について一貫したお考えが多分あ

ろうかと思うんですが、それをお聞きしておるんです。 

 で、先ほどから言っておる、もう一つは、現在、そういう企業はございませんか。企

業の中に道路がある企業はございませんかということを聞いておるんです、私は知って

おりますが。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 済みません、具体的に企業地の中にある道路について、ちょっと十分把握し切れてい

ないところがございます。 

 再度おっしゃられたような、いろんな状況、水路とかは占有とかの許可をとっていた

だいて利用していただいておる事例はあるにはありますが、道路については申しわけご

ざいません。 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第18号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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18号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第18号 町道路線の廃止については、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第24、議第19号 町道路線の認定についてを議題とします。 

 建設課長から議案説明を求めます。 

 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 それでは、議案書44ページをお願いいたします。 

 議第19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29年３月６日提出、輪之内町長でございます。 

 町道の認定につきましては、次の45ページの路線の名称及び起・終点の地先地番をま

とめました一覧表のとおりでございます。 

 今回、認定いたします９路線の内訳につきましては、先ほどの四郷、福束新田地内で

の民間造成に関連しました認定のし直し３路線と、本戸地内の輪中堤沿いの安八町への

連絡する道路の新規認定の関係で３路線、それから松内堤防工事で影響がなかったとこ

ろの存続する部分の１路線及び楡俣北部地内での路線の見直しによる認定２路線を行う

わけでございます。この認定に関しましても、廃止路線と同様、詳細図等を添付させて

いただいておりますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 認定ですが、廃止のほうでも少し言いましたけれども、今言っているのは７、８のと

ころですが、このちぎれている部分で、この図で見ると、ただ町道のみが記載してある

ので、どのようにここが開発されたのか、ちょっとわからないんですが、例えばこの８

番のほうですと、既存の道路が切れたので、そこにその分、切れた残りを認定していた

だくということだと思うんですが、これですと、この周りの、要するに企業が立地され

たときで、やっぱり端的に物事というのは考えられたほうが、よりこの地域に効果的な

運用になるんじゃないかなと私は思うんで、そういう廃止をするならば、それにかわっ
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たものを、やっぱりもっとそこの地域がよくなるような方策を立てられた上での廃止で

あり認定でないと、ただ単にちぎっただけでは何ら公共の道路としての意味がないので、

欲を言えば８番も認定せずに、地域のところで利用できたらやったほうが、道路として

のこれは意味がありますかね。どん突きが企業で、そこに迂回する道もなしで、ただ行

くだけでは何の意味もないと私は思うんですが、そこに東側に迂回するような道路でも

あれば、くるくるっとこの地域で回ったり、要するに道路としての一定の価値が出てく

ると僕は思うんですが、こんなちぎってひっつけたような認定では、全く先がないよう

な認定は余り、今後についても、今回はこれ以上のことは言いませんが、余り無意味な

ことはよろしくないと私は思うんですが。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 お尋ねの福束新田地内での東の短い路線の関係でございますが、この路線沿いには、

先ほども申しましたように、住宅が北側に１軒建っております。それから、その住宅の

西と南側につきましては鶏舎の跡地というようなことになっておりますが、住宅等を建

設、改築するような場合に、道路の接道要件等、なくなっちゃうことはできませんので、

そのまんま町道として残しておくものでございますので、よろしく御理解いただきたい

と思います。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 接道要件といっても、行きどまりみたいなもんが何も接道もくそもあったもんではな

いですよ。道路として使えるものが道路であって、家を建てるために公共のものを残し

ていくというのだったら、その道路がもっと世に出るように、その地域がもっとよくな

るように、企業のほうとも相談されて、廃止をしたり、ひっつけたり、これは大いに結

構なんですが、ただそれだけの要件でやるということですと、ちっともこの地域はよく

なりませんよ、その道路状況も、そう思われませんか、課長。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 おっしゃられるように、今回、行きどまりの道路という形になっちゃったようなわけ

でございますが、道路に関しましては、お互いが、大勢の方の通行の便利が図られるよ

うに設置していくことは望ましい形でございますが、この払い下げる道路につきまして

は、今、造成しております南側の町道の路線の部分の拡幅等工事を行って、周辺に不便
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がないように、解消に向けた工事を民間において行っておるところでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 しちくどくて申しわけないんですが、民間が努力しておる部分において道路としての

機能が保たれるという、今のどん詰まりが解消されるというお答えでいいんですかね。

そういうふうに解釈してもよろしいか。ということは、望ましいんですがというのでは

いかんですよ。望ましいでとめてもらわな。望ましいが、これこれこれによってだめだ

とか、いいとかという、望ましいがじゃないですよ、望ましいということに力点を置い

ていただきたいと。 

 それで、今、課長さんがおっしゃった、企業さんがそれに対して鶏舎のほうに道路を

つけられて利便性も上がるのではないかというふうにおっしゃられておるなら、それで

私は十分きちっとした考えになっておるなというふうに思うんですが、そういうふうで

よろしいですか。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 ちょっと曖昧な表現が出ましたようですので、望ましいという表現に改めさせていた

だきます。お願いいたします。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 関連で恐縮ですけれども、廃止前の図面の33606という道路は、ずうっと延長してお

ったわけですね。それが工場用地になって道路がなくなったと、このつけかえ部分はど

こかにできなかったのかどうか。この迂回路といいますか、この工場用地を迂回して、

コの字型にして接続するということはできなかったのかどうか。 

 この道路の敷地分は、売却したのか、どういうふうになったのか、どういうふうに処

理されたのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 廃止した路線の迂回路等につきましては、先ほど来申し上げておりますように行きど

まりで、この狭い道を通って西のほうへ移動するという方は少ないんかなというような
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こともございまして、一応迂回路等は特に指導をしなかったというところでございます。 

 それから、払い下げいたします道路の敷地分につきましては、この造成地の、先ほど

も言いましたが、南側の町道沿いと３メートル幅で拡幅をして道路敷地としてつける予

定になってございます。以上でございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 そうすると、従来の道路は何メーターあったか知りませんけれども、その町の少なく

なる面積と、それから今度３メートル下がって道路敷地にするということでしたけれど

も、その面積との差というのはあるのかないのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 面積の相違については、当然、きちんとちゃんとつけかえができませんのであります。

町のほうへ道路として新たに設置していただく面積については、廃止する面積を少し上

回ったものになっております。以上でございます。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ２番 古田東一君。 

○２番（古田東一君） 

 今のこの図面で見ますと、１の路線ですけれども、起点が少し変わっておるだけです

けれども、長くなったのか、短くなったのか、説明願います。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 ①の路線の認定につきましては、短くなっております。これも民間の造成に伴うもの

でございますが、延長的には、実質42.1メートルの減でございます。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 
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 これから議第19号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第19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。 

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

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第２号から議第13号まで及び議第16号、議第17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（小寺 強君） 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 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２時42分 散会）  
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（午前９時00分 開議）  

○議長（小寺 強君） 

 ただいまの出席議員は８名で、議員定足数に達していますので、平成29年第１回定例

輪之内町議会第11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（小寺 強君） 

 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、議第13

号、議第16号及び議第17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、仁木小学校大規模改修等特別委員会委員長より報告がありました。 

 仁木小学校大規模改修等特別委員会委員長に報告を求めます。 

 仁木小学校大規模改修等特別委員会委員長 田中政治君。 

○仁木小学校大規模改修等特別委員長（田中政治君） 

 仁木小学校大規模改修等特別委員会委員長報告を行います。 

 平成28年６月８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16日を初めとし、７月14日、８月25日、９月14日、10

月21日、12月13日、３月13日の計７回の委員会を協議会室において、全委員出席のもと、

執行部側より町長及び関係課長、担当者出席のもと、審査をいたしました。そのうち、

５回は現地を視察いたしました。 

 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、仁木小学校に設置されたエアコン室外機の振動と騒音につ

いて授業に支障とならないかに対し、振動及び騒音測定の結果、問題ないとのことでし

た。 

 小・中学校屋内運動場の照度にばらつきがないようにしてもらいたいに対し、照明器

具を変更して対応するとのことでした。その後、設置後の実測照度の報告があり、いず

れも設計照度以上であり、学校体育館の照度基準を満たしていました。 

 ＬＥＤに変更して消費電力はどの程度下がるかに対し、現状の半分以下になると思う

とのことでした。 

 空調設備工事の処分費については、当然マイナスで計上される部分もあるはずだが、

そのあたりはどのように積算されているのかに対し、資材として売れるものについては
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マイナス計上し、差し引き計算して処分費を算出しているとのことでした。 

 アリーナ以外の玄関ホール等についてもＬＥＤ化してはどうかに対し、公共施設の照

明についてはＬＥＤ化していく方針でもあり、対応していくとのことでした。 

 体育館の照明器具について、ボール等が当たり落下することはないかに対し、落下防

止用のワイヤも設置してあり、問題はないとのことでした。 

 ３月13日午前９時30分より現地視察を行いました。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、仁木小学校大

規模改修等特別委員会を終結いたしました。 

 以上で、仁木小学校大規模改修等特別委員会委員長報告を終わらせていただきます。 

○議長（小寺 強君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 日程第２、一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 会議規則により質問は３回までとします。 

 １番 上野賢二君。 

○１番（上野賢二君） 

 おはようございます。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので一般質問をいたします。 

 輪中堤を生かした公園整備と観光戦略について。 

 平成24年９月議会の一般質問において、「輪中堤を活用したまちおこしについて」と

題し、輪中堤には春の桜のトンネル、初夏のあじさいロード、秋には黄金色に染まった

田園風景を見渡せ、そして絶滅危惧種のカワバタモロコが生息する良好な自然環境を有

する輪中堤は、他県、他市町から誘客できる唯一の観光資源であるとの考えから、地場

産業センター的な観光情報発信基地の整備を御提案させていただきました。 

 そのときの答弁では、今後の観光事業の展開については、設備投資額や維持管理費及

びその採算性を考えなければならない、ハード・ソフト両面からアプローチをどのよう

に積み立てていくか、町の基幹産業の一つである農業機関関係者などの産業界と行政が
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それぞれの果たすべき役割について協議を重ね、それぞれ垣根を超えた理解をしながら、

動きながら考えていきたいとのことでした。 

 その後、平成26年３月に本戸地区たいしょう池のそばに中将姫誓願桜の苗木などが植

えられ、「中将姫公園」として、駐車場（乗用車７台）、男女兼用のバイオトイレが併

設された小公園が完成し、たいしょう池付近がきれいに整備されました。また、あじさ

いまつりも本戸区民の努力により、平成21年から継続して毎年開催され、その認知度も

年々高まってきております。 

 私は今でも、洪水と闘い、その対策として先人たちが囲い堤である輪中堤防を築いて

きた歴史や数々の伝説があり、すぐれた自然景観を有する輪中堤は、観光客を誘客でき

る唯一の観光資源であり、輪之内の観光の柱となり得ると思っております。 

 しかし、町施設の老朽化等による改修費用の増大が見込まれる今、観光情報発信基地

構想は、理想ではありますが、現段階での事業整備は難しいと言わざるを得ません。 

 そこで、中将姫公園とあじさいまつりを通して、今後の輪中堤を生かした公園整備と

観光戦略について御提案申し上げ、その取り組みについて町長の御見解をお尋ねいたし

ます。 

 １．中将姫公園の整備について。 

 現在、町内にはプラネットプラザ内の千本桜公園以外、多くの住民や家族の憩いの場

となる公園がありません。輪之内の豊かな自然環境に期待して移住された新たな住人が

がっかりされております。休日に家族でのんびりと過ごすことができる憩いの場として、

この中将姫公園を輪中堤の桜やアジサイを取り込んだ輪中自然公園、また千本桜まつり

のサブ会場、あじさいまつりのイベント会場として、長期的な展望を持って発展させて

はどうでしょうか。それには、遊歩道、子供広場、展望所、休憩所などの公園施設や、

附帯設備としてイベントスペース、駐車場、トイレ等の整備が必要になってきます。営

農事業との関係上、用地確保は簡単ではありませんが、次年度には安八スマートインタ

ーへつながる本戸連絡道路の整備が予定されており、高速道路へのアクセスの向上が図

られます。ますます観光的要素が備わった場所となるのではないでしょうか。順次、先

を見据えた計画的な観光事業の展開が望まれます。 

 公園整備に必要不可欠であるトイレについては、現在、下水道事業が推進中でありま

すので、この機会に公園までの管渠布設工事を実施して、トイレ整備時にすぐ接続でき

るよう対処していくべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 ２．あじさいまつりについて。 

 あじさいまつりは本戸区の多大なる御尽力により、平成29年度には第９回を迎えます。

年々盛大に開催され、町外からも多くの人が訪れるようになってまいりました。しかし、

一年を通したアジサイの維持管理、除草作業等、あじさいまつりまでの準備や運営に本

戸区民の負担も限界に来ているのではないでしょうか。今後は、本戸区とよく相談した
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上で、官民協働の全町的なあじさいまつり実行委員会を組織して運営していくことを検

討する時期に来ていると思います。 

 また、アジサイ祭りは全国各所で開催されておりますが、アジサイは花期が長いこと

もあり、ほとんどが１カ月ぐらいの期間は開催されております。本町においても開催期

間を長くして、広くＰＲしてはどうでしょうか。 

 長期間の開催は、関係者に大きな負担がかかり、大変であると考えがちですが、期間

中の１日、もしくは２日、イベントを実施し、その他の日は何もなしではいけませんの

で、売店（輪之内町の特産品や飲食品などの販売）を設営するだけでいいと思います。

そのほかに出店業者を募ってもよいと思います。それと、駐車場を早急に確保すること

ができませんので、期間中の土曜日、日曜日には、シャトルバスを運行することも考え

ていかなければなりません。 

 この初夏のあじさいまつりを春の千本桜まつり、夏の納涼ふるさとまつり、秋のふれ

あいフェスタとあわせて輪之内の四大まつりとして内外に広くＰＲを行い、来町者の増

加、他市町からの誘客を図っていくことが輪之内の特産品の販路拡大にもつながってい

くと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 おはようございます。 

 それでは、上野議員の御質問、２項目いただいておりますが、１点目の中将姫公園の

整備についてお答えいたします。 

 まずは長期的展望に立った観光事業の展開について、いろいろな御提言をいただきま

した。ハード・ソフト両面から各種施策を展開してまいりますので、地元の御支援もよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 その中で輪中堤周辺における下水道整備の方針について、具体的にどのように実施す

るのかという御質問をいただきました。ちなみに、当町の下水道事業そのものは、本年

度末までに全体計画面積のうち82％の整備率、したがいまして、残り３年から４年で下

水道の管路の整備はおおむね完了する予定をいたしております。 

 御指摘のとおり、観光事業も含めて下水道整備も将来を見据え計画的に進める必要が

あると考えております。御質問のトイレにつきましては、中将姫公園整備のあり方の検

討にあわせ、その方向性を示してまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 

 ２点目のあじさいまつりについてお答えします。 

 あじさいまつりは、御質問にもございましたように、今年で９回目の開催となります。

本戸区を中心とした関係各位の御努力により、年々盛り上がりを見せております。 

 西濃地方全体で見ても、アジサイをテーマにしたイベントや、アジサイ観賞ができる
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ところはそんなに多くはなく、観光客を誘客できる貴重な観光資源となり得ることは間

違いがないと思います。 

 そのような状況の中であじさいまつりを持続的に発展させていくためには、多様な立

場の参加者に加わってもらい、役割分担をしながら運営を行っていくことも必要であり

ます。多様な立場の意欲ある方が集まることで、それぞれの経験を生かしたさまざまな

アイデアが生まれ、より魅力ある行事になっていくものだと考えております。 

 町としても、これまで地元で行っていたバザー出店者用のテント設営作業を来年度は

業者委託にするなどの負担軽減策や、全町的な参加意識を高めるために、出店者を町内

の各区や団体から広く募集し、より多彩な出店者に来てもらうことなどを地元を含めた

関係者と協議しながら検討をしてまいります。 

 最近は、御案内のとおり、観光の形態というのも多様化しております。かつてのよう

に、大型バスで定番の観光地に連れていってもらって、最後にお土産を買って帰るだけ

の観光の割合というのはどんどん低下しております。ＳＮＳ等の普及もあり、スマート

フォン等からさまざまな情報を自分で取得し、行きたいところだけを自分のプランで個

人的に回る観光が主流になっています。 

 輪之内町にとってこの流れはチャンスであります。売り出し方によって今まで全く注

目されていなかった資源に急に多くの人々が行くことが全国的に発生しており、輪之内

町内の資源もその可能性を秘めております。 

 あじさいまつりのみならず、その他のイベントも含めてでありますけれども、開催期

間や内容、先ほど御提案のありましたシャトルバス等々も含めて運営方法について関係

者の議論を深めていくことが必要であろうかと考えております。 

 いずれにしても、関係者の皆さんの御理解、御協力がないと成り立たない事業ばかり

でございますので、よろしく御理解、御協力をお願いいたします。 

 以上、中将姫公園の整備、あじさいまつりについての質問への回答とさせていただき

ます。 

 さて、ここで少し視点を変えてお話をさせていただきます。 

 上野議員がお考えのように、輪中堤の歴史や数々の伝説、そしてすぐれた自然環境を

有する輪中堤は、観光客を誘客できる観光資源であり、当町の観光の柱となり得るとい

う見解については、至極私も妥当なものだと考えております。 

 現在、人口減少時代を生き抜くために、各地域、関係者はもがいています。そのよう

な状況下で、私は地方自治体が取り組むべきことは、少なくとも３つあると考えており

ます。 

 まず１つ目は、地元特産品の発掘、販売により、域内経済を好循環に向けさせること。 

 ２つ目は、観光振興により流動人口、これは交流人口とも称される言葉と同義であり

ますけれども、この流動人口がふえれば地域は活気づくことから、いきなり定住人口増
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施策を打つのではなく、流動人口増の対策を打ち立てながら、それを究極的には定住人

口増につなげていくこと。 

 そして３つ目は、地域アイデンティティー（個性）の創出であろうと思います。住民

の皆さんが「私は岐阜県輪之内町の出身です」と胸を張って言えるようにすることが大

切だと考えております。 

 こういったことを考えながらやるわけですが、その中で先ほど２つ目に申し上げまし

た観光振興策を少し掘り下げてみたいと思います。何を強みにするのか、そのキーワー

ドは、「あるものを生かす」「ない物ねだりをしない」ということだと考えます。輪之

内町の魅力を突き詰め、磨いていくことが観光振興において肝要だと考えております。 

 そうしたことからも、先ほど述べました輪中堤を現存する観光資源と捉えることは、

現代的に意味のあることであることは疑いの余地はないと考えております。 

 観光庁によりますと、訪日外国人旅行消費額の製品別輸出額との比較、これは2016年、

最近の速報値でありますけれども、それによりますと、今や日本における観光産業は、

訪日外国人旅行消費額が３兆7,476億円、およそ４兆円になんなんとしております。自

動車、化学製品に次いで３位というデータが示されております。海外からの訪日客の域

内消費は、既にデータから見ても主要産業に比肩すべきレベルになってきております。

こうした背景というものを考えてみますと、もう既に観光は見過ごすことのできない主

要産業だと。そうであるとするならば、この現存する資源を磨き上げれば、産業として

輪之内町においても成立する余地というのは当然備えていると考えております。 

 先ほどの御質問の中で上野議員からは具体の例をお示しいただきました。今後は、こ

れらを全庁的に体系化し、最終的に、もちろん財源というフィルターを通す必要はござ

いますけれども、そこで取捨選択しながら、できることから着実に地道に取り組んでい

くことが必要だと考えております。どうか御協力をお願いしたいと思います。 

 以上で、上野議員に対する一般質問の答弁とさせていただきます。 

（１番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 １番 上野賢二君。 

○１番（上野賢二君） 

 総合的な観光事業ということで、観光は主要産業になってくるというような御見解の

答弁をいただきました。私もそのとおりだろうと思いますが、今までいろんな観光資源

の発掘、最近は福束城址ですか、そちらも先日、「丸毛サミット」等が行われまして、

いろんなこの手あの手で発掘をされておるということで、また特産品等につきましても、

また今年度、輪之内の特産品といいますか、お土産になるような、そういったものを開

発していきたいというような事業が出されております。 

 それから、地域イベントもふれあいフェスタを中心に年々誘客を図っているというこ
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とで、いろんなことの施策をしていただいて、ある程度こういった観光資源といいます

か、そういった材料といいますか、そういったものがかなり出てきて、確立されてきた

のではないのかなあというふうに私も考えています。 

 もちろん、これからもどんどんそういった施策、発掘をやりながら、そろそろ成果と

いいますか、結果が求められてくるのではないのかなあというふうに思っています。そ

れは何かといいますと、いかにそういったものの認知度を高めて観光客を誘客するのか、

いろいろ開発した特産品をいかに販路を拡大していくのかという２点に尽きると思うん

ですが、それには輪之内の観光なり特産品の核となるといいますか、輪之内の代名詞と

いいますか、輪之内に行くとこんなところがあるよとか、輪之内に行くとこんなものを

売っているよとか、そういったものが必要になってくるんじゃないかなと。いわゆる、

それで輪之内へ人が呼び込めるというくらいの、そういった名所、名物をつくっていく

ということが必要ではないのかなというふうに思います。そういった核づくりに対し、

どういうお考えがあるのか、再度御見解をお尋ねしたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 御提案の中で、非常に方向性についての示唆に富んだ御質問をいただきました。当然

のことながら、今まで点的に幾つかの事業をやっておりますので、それをどうやってつ

ないでいって、最終的に、やっぱりここの地域にプラスになるものをどう組み立ててい

くかというのは非常に大事だと思っています。そういう意味では、こちらへ来る方への

魅力の提供というものと、その魅力に引かれて来た皆さんがここで落とす消費というも

のが地域にとっても必要なものになるような、そういう状況をつくり出していくことが

大切なんだろうと、そんなふうに思っています。 

 それと、最後に何でしたか。 

○１番（上野賢二君） 

 そういう核をつくるときに、そういう方向性ですとか、それに対して。 

○町長（木野隆之君） 

 もちろん、今、ぼちぼちいろんなまいた種をどんどん育てる時期に来ておりますし、

そのつないでいくということについても、今、施策の展開、当然その触媒となるべき食

材の開発とか、大きくはここへアクセスする交通網の整備等々も含めてやっていかない

かんと思っております。そういう意味では、もう少し時間がかかるのかなという気がし

ていますが、ハード・ソフト両面でいろんなことをやっていくのは当然のことですし、

先ほど来、どこかにしわ寄せをした中で何かができていくことは好ましいことではあり

ませんので、全庁的な取り組みの中でどう位置づけて、もう一つパワーアップしていく

かということは問われているんだろうと、そんな前提の理解の中でこれからも観光戦略。 



－８４－ 

 じゃあ、観光戦略には、今、岐阜県も非常に力を入れておりまして、具体的には関ケ

原の三大古戦場としての売り出し、それからリニアを見据えた中津川・恵那地域の開発

という大きな観光戦略、下絵を描きながらやっております。私たちの輪之内の観光戦略

も、近辺にあります関ケ原を中心とした観光戦略の中に乗りおくれないように、そんな

意味で先日の「丸毛サミット」等もやっておりますので、もう少し目に見える形でやっ

ていきたいなというふうに考えております。後押しをしていただきませんと何もできま

せんので、その辺からも議会の御協力もよろしくお願いしたいと、そんなふうに思って

います。 

（１番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 １番 上野賢二君。 

○１番（上野賢二君） 

 ありがとうございます。 

 いずれにしましても、輪之内はこれだというものを一つ絞って、それを私は輪中堤だ

と御提案しているわけですが、これを大きく輪之内の本当に核となる名所づくりという

ことで狙いを、いろんなお考えがありますから、必ずしもそれとは言いませんが、一つ

に絞ってそれを着実に拡大していくということで、ある程度長期的に。一度に、今の財

政上からもできるということはないと思いますので、着実に計画を立てて、ここを輪之

内の拠点にするんだというぐらいの意気込みで、そろそろ方向づけをして向かっていっ

てほしいなあというふうに思っております。それを期待しまして、私の質問を終わりま

す。よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 御要望なのか御質問なのかは、要望としておりましたのであれですが、再度というこ

とであれば、先ほどいろんな御提案をいただく中で、輪中堤について、その位置づけを

どう考えてやっていくんだということだと思うんです。だとするならば、やはり本戸の

輪中堤について、町として売り出していくときの立ち位置をどうやってやっていくかと

いうことについては、やはり納得いただいて、ここをメーンに売っていくんだよという

下地づくりが大事だと思うんです。だんだん今までの状況の中でそういう素地は育って

きていると思いますけれども、なお、ここをメーンに売っていくんだよということにつ

いて、これからも地道な努力、我々も含めてですけれども、地元にも地道な努力をして

いただいて、そうすることが皆さんの理解を得ているという後ろ盾があれば、もっと売

りやすくなるのかなということでございます。 

 いずれにしても、皆さんの合意の中で、どこを主にしてやっていくんかということが
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およそ明らかになってくるだろうと。その前提がないとなかなか、いろんな御意見が出

てきてしまうということになりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 ２番 古田東一君。 

○２番（古田東一君） 

 ５点について質問いたします。 

 頑張る人は報われる。 

 現代は何をするにも、就職に、事業に、資格があると有利なことは言うまでもありま

せん。今議会に英検３級受験助成案が出ておりますが、的を射た施策だと思います。 

 役場職員は、資格がなくてもそれなりに仕事はこなせるものと思いますが、資質向上

を図るため、積極的に仕事に役立つ資格を取得してもらうべきだと考えます。 

 職員の資格所持状況は把握されているものと思いますが、新規の資格取得者に対して

助成措置を取り入れられてはどうか。公平を期すためにも種類を特定して、一般の人に

も資格取得後に申請により受験料の助成制度を設けてはどうか。 

 次に、小さなことから、できることから。 

 昨年３月の議会で「輪中街道づくり」について私の考えている一端を述べ、堤防沿い、

街道沿い、道路沿い等に記念碑、看板等を設置したらどうかと、小さなことから、でき

ることから始める提案をしましたが、答弁は却下でした。 

 先般、「丸毛サミット」が開かれ、講演会としては久方ぶりに盛況でありました。そ

れだけ住民は、ふるさとのこと、郷土のことになると関心が高いのであります。 

 盛会であったのは、担当課職員だけでなく、関係機関全職員の努力のたまものだと思

います。交通整理が要るほどの盛況で、寒い中、上司が表示板を持って駐車場案内係を

していましたので、部下にやらせたらどうかと、受付に行き告げると、上司の割り振り

で指示に従って仕事をしているとの返事でした。自身は一歩引いての采配で、なるほど

と感心しました。それでこそ部下が気持ちよく働いてくれるのだと思います。これはひ

とえに、トップ、町長の日ごろの指導のたまものだと感じました。それに引きかえ、自

身は人の気持ちを察知しているのかと振り返るものであります。 

 小和田講師の講演から、改めて輪中の魅力が発信されたのであります。福束城を再建

したらとまでは申しません。記念碑、道案内、看板等の設置ぐらいのことはすぐにでも

できることではありませんか。 

 県のほうに行き、私なりに調べてきましたが、今回、内示が出ていると伺いました。 

 再度提案いたします。輪之内が全国的に売り出せる財産は、薩摩義士の精神と地域に

連動した輪中しか思い起こせません。 

 再度お聞きいたします。「輪中街道」を名称商標登録してはどうか。物品食品販売所

の名称、お菓子、果物、野菜等のほか、何にでも活用できます。よその人に登録される
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前に一考を。 

 次に、ふれあいセンター建てかえの検討を。 

 最近は高齢者の施策が多く取り入れられ、ふれあいセンター周辺でのイベントも多く

組まれており、皆さん楽しんでおられます。雨天の場合は中止になることがあるので、

なかなか気づきにくいものですが、町長のキャッチフレーズ（公約）は、「もっと、も

っと」何々であります。 

 住民の要望には切りがありません。浴場があった箇所は、「そら」に衣がえ、改修整

備されましたが、会館は、雨が降ると、天井はだら漏り、バケツ、プラの敷物等での水

受けでてんてこ舞いであります。トイレは和式、利用者は高齢者ばかりですので洋式に

改修できないでしょうか。離れて１カ所ありますが、昭和60年ごろの竣工どきからのも

ので、座ると、おう冷たいと悲鳴が聞こえてきそうです。一度雨降りに視察に行き、一

服して座ってきてください。 

 今回、趣味の家の修繕が予算化されておりますが、一緒に改修できないか。天井が漏

り出すのは、建物自体が耐久期限が近いのではないか。 

 デマンドバスの受け付けについて。 

 デマンドバスの利用については、過去にも他議員から種々質問がありましたが、患者

さんが病院から帰りの連絡をお昼どきに入れたところ、休み時間で受け付けられません

との返事だったそうです。一般的には、役場が受け付け業務もしているものと思ってい

ます。一旦電話をとったのだから、それなりに対応してもよいのではないか。見えない

ところの行政サービス徹底を期待するものであります。 

 次に、保管現金について。 

 会計管理者手持ち保管現金についてお尋ねいたします。 

 監査報告資料をいただきましたところ、ここ半年分の手持ち現金は、常に60万円前後

でありました。私の知り得る限り、以前の手持ち金は、常に五、六万円だったと聞いて

おります。最近の世情は、何があるかわかりません。手元に置く現金は、必要最低限、

少ない金額のほうがよいと思います。 

 現会計管理者は長らく勤め上げられて、このたび、再任用は受けないそうです。家族

の介護に当たられるそうでありますので、お顔が見られなくなり、寂しくなります。誠

に御苦労さまでした。 

 以前なら収入役待遇で、役場のナンバーツーかナンバースリーであります。幾人かの

いろんな性格の長に仕えて、気苦労の多かったこととお察し申し上げます。新しい旅立

ちに対して、長年勤め上げてきて感じるところが多々あるかと思います。町長殿、挨拶、

答弁の機会を与えてあげてください。以上でございます。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 
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○町長（木野隆之君） 

 それでは、古田議員からの５点の質問に順次お答えをしたいと思います。 

 まず、１点目の頑張る人は報われるについてお答えをいたします。 

 現代社会においてさまざまな分野において資格が求められることは、議員のおっしゃ

っておられるとおりでございます。当町においても、採用時に保育士や幼稚園教諭の資

格、保健師の資格等、採用の条件としているものがございます。また、役所の事務を進

めるにおいても資格を求められるものもございます。例えば、水道技術管理者、下水道

処理場管理者の資格、公共施設の管理においては防火管理者の資格であったり、危険物

取扱者の資格であったりします。また、一般廃棄物最終処分場技術管理者の資格等、必

要とされるものが多々ございます。このような事務の進行上、不可欠な資格の取得につ

きましては、講習会等に参加することを職員の職務として扱い、必要なテキスト代等に

ついても町費で負担をしております。 

 また、平成26年度から一般住民にも、防災士の資格のように、資格を取得することで

地域に貢献していただけると判断できるものについては助成をする制度を設けておりま

す。今後も同様の考え方で進めてまいりたいと思います。 

 ２点目の小さなこと、できることの御質問にお答えをいたします。 

 輪中の魅力を全国に発信してはと、そんなお尋ねでございますが、輪中は濃尾平野の

ごく一部の地域でしか見られないものであり、その文化、それからその魅力を全国や、

あるいは後世へ伝えていくことは大変重要なことであるということについては、私も意

見を異にするところではございません。その輪中を全国に発信するに当たり、輪中地帯

で行われた関ケ原合戦の前哨戦ということで、福束城や北塚などの関連史跡を中心とし

て、その魅力の発信に努めているところでございます。 

 道案内、道路沿いの看板等の設置につきましては、先ほど議員の御指摘のとおり、県

の関ケ原古戦場広域観光環境整備事業費補助金を活用して、福満寺並びに北塚の２カ所

について、専門家の監修を得た大型解説サイン板と道案内の誘導サインを設置し、完成

すれば、福束城ゆかりの福満寺や北塚のわかりやすい解説と誘導が可能になります。

「輪中のまち・輪之内」を全国的に売り出す一つの有効なツールになると考えておりま

す。 

 さらに、「輪中街道」を商標登録してはという御提案をいただきました。これまでに

輪之内町としては、平成24年３月に「輪之内スイーツ」を図案とともに第30類、輪之内

町産の菓子及びパンという区分で、平成26年３月には「大輪」「鵜舟」の２つを第33類、

日本酒、洋酒、中国酒等という区分で、平成29年９月には「徳川将軍家御膳米」を図案

とともに第30類、輪之内町産のハツシモとその加工品という区分で、それぞれ商標登録

をいたしました。そして、徳川将軍家御膳米を原料としたポン菓子を「輪中パッカン」

として販売を始めて、およそ２年になります。イベント会場、お千代保稲荷、ホッとス
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テーション等での販売実績があり、これについても商標登録も考えております。 

 議員も御承知のとおり、輪之内町のアイデンティティーとして、「輪中」という言葉

は非常に大きな意味を持っております。社会科の教科書に出てくるような輪中が現存し

ている光景を見ることができるのは、全国でも輪之内町初め、この一帯だけであろうと

考えております。 

 その輪中を輪之内町の財産として売り出すには、単に名前だけではなく、歴史や風習、

産業など、あらゆる角度から考える必要があります。また、それを持続的に成功させて

いこうとすれば、行政機関だけではなく、観光産業の関係者や、これから観光産業の担

い手になり得る方、それらも含めた関係者が一体となって取り組む必要があります。そ

の過程において輪中をアピールするにふさわしい名称等があれば、独占的に使用できる

商標登録をしていくのも一つの手段と考えます。輪之内ブランドの発信のために、今後

の展開に応じて関係者を交えて検討していく必要があるんだろうと、そんなふうに思っ

ております。 

 ３点目のふれあいセンターの建てかえの検討をということについてでありますが、ふ

れあいセンターは、昭和60年４月に開所以来、高齢者の生きがいと健康づくりの拠点施

設として、多くの高齢者の皆様に御利用いただいてまいりました。 

 また、センターに隣接して、平成14年にふれあい広場、15年にゲートボール場を設置

する等、高齢者の健康増進やレクリエーション活動の拠点となるべく、その整備を進め

てきたところであります。 

 現在では、老人クラブの健康・友愛・奉仕の諸活動の拠点であるとともに、働く意欲

がある高齢者の方へその場を提供するシルバー人材センター、また高齢者の介護予防に

関する各事業の開催等、地域包括支援センターの活動拠点の一つとして充実に努めてお

ります。 

 これらの取り組みは、高齢期を迎えても、それぞれの方が豊富な経験や知識等を地域

に生かすことができる環境づくり、それをすることにより、生き生きと自分らしく暮ら

し続けていただくことがますます重要になっているからであります。 

 高齢になっても支えられるだけでなく、それぞれの方の持つ力を発揮して、支える側

として活躍していただくことが地域の支え手の確保のために必要であるとともに、地域

社会に貢献しているという実感を持っていただく、そのような自主・自立を促すことに

もなっております。さらには、高齢者御自身の介護予防のためにもつながっていくんだ

ろうというふうに考えております。 

 今後も、ふれあいセンターの存在が地域の活動拠点として高齢者が気軽に通える身近

な場所であり、多くの方々が参加したいと思う活動の居場所であることが大切だと思っ

ております。 

 現在、当該センターを含めた町全体の公共施設の中・長期的なあり方について、公共
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施設等総合管理計画を検討・策定することとしております。 

 したがいまして、当該施設は、適切な維持補修を行いながら有効活用し、先ほど申し

上げました公共施設等総合管理計画の中で、この施設を今後どのように位置づけていく

のかの結論を得たいと考えております。 

 ４点目のデマンドバスの受け付けについてであります。 

 デマンドバスは、平成27年１月から運行を開始し、予約受け付けを含めた運行業務全

般については、名阪近鉄バス株式会社に業務の委託をしております。 

 予約の受け付けに関しましては、保健福祉センターの事務所内に名阪近鉄バスの担当

者が駐在して予約の受け付け業務を行っております。 

 予約受け付けにつきましては、１名で対応しており、昼の休憩である12時から13時の

間は受け付け業務を行っておらず、留守番電話の対応になっております。 

 予約の受け付け時間については、公共交通ガイドブックや利用ガイドにも記載し、周

知に努めているところではございますけれども、予約の受け付けに空白時間があること

は、利用者の方にとって不便さを感じさせることも否めないことであろうと思っており

ます。この点も含めて改善できることは改善するように名阪近鉄バスとその協議をして

まいりたいと、そんなふうに考えております。 

 ５点目の保管現金についてのお尋ねにつきましては、会計管理者のほうから答弁をさ

せていただきますので、よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 会計管理者 田中実君。 

○会計管理者兼税務課長（田中 実君） 

 それでは、保管現金につきまして古田議員の御質問にお答えをしたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 保管現金とは、通常の口座振替になじまない現金での支払いのために会計室で保管し

ている現金のことであります。 

 現在、会計の窓口は、指定金融機関が午前９時から午後４時30分までの間、町関連の

手数料や税金、公共料金等の収納業務を行っております。したがいまして、役場始業時

刻の午前８時30分から午前９時までと閉庁間際の午後４時30分から午後５時15分までの

間は、指定金融機関の業務外のため、会計室のほうで対応しておりますので、来庁者の

方の窓口支払いに対するおつりが必要となり、現金を準備しております。また、住民サ

ービスのため、毎日午後７時まで実施している窓口延長の際も、同様におつりを準備保

管しております。合わせて計７万円の現金を常に用意しております。 

 そのほか、町長、議長、教育長、消防団長の交際費支出のためや、職員の出張の際の

旅費の資金前渡し、また現金立てかえ払い等のため必要な金額を会計のほうで保管をし

ております。 
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 以前は多額の手持ち現金を持たなかったのではないかという御指摘であります。参考

までに申し上げますと、記録が確認できた古いもので平成10年度の収入役の手持ち現金

は、月平均27万4,586円でございました。 

 古田議員のおっしゃいますとおり、多額の現金保管は、公金など紛失のリスクがあり

ますので、できるだけ少額を保管するよう心がけていきたいと思います。 

 また、保管金の管理についてお話ししますと、現金支払いの都度、現金出納簿に記帳

し、毎月、町監査委員に例月出納検査の際、現金出納簿など証拠書類を提出し、監査を

受けておりますので、適切に支出しておりますので、御理解をお願いいたしたいと思い

ます。 

 また、古田議員から感じるところがあるのかというお話でしたので、この場でお話を

させていただきますと、新しい旅立ちについてどう思うのかということでございました。

私、３月31日をもちまして、長年お世話になりました輪之内町役場を定年退職すること

となりました。議員の皆様方には、公私にわたりまして御指導、御支援をいただきまし

て、厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 38年の長きにわたりまして、私、微力ではございますが、輪之内町の職員としてまち

づくりに携わることができました。振り返りますと、苦しかったこと、また楽しかった

こと、いろんなことが今思い出として頭をよぎります。その間、多くの先輩や後輩の

方々に支えられ、大過なく職務を全うできまして、人生の大きな折れ目であります退職

の日を間もなく無事に迎えることができまして感無量でございます。本当にお世話にな

りました皆さん方に感謝の気持ちでいっぱいでございます。 

 これからは皆さん方からアドバイスをいただいたことを糧としまして、健康に留意し、

残された人生は、私を大切に育てていただいた両親の面倒を見ていきたいと、そして晴

耕雨読の日々を過ごしていきたいというふうに思っております。 

 今後、なお一層の御指導、御鞭撻をよろしくお願いして、新しい旅立ちの感想とさせ

ていただきます。どうもありがとうございました。 

（２番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ２番 古田東一君。 

○２番（古田東一君） 

 ありがとうございました。 

 ２点目の質問について再質問いたします。 

 先般、講演をされた小和田講師がこのほど岐阜の歴史博物館の名誉館長に就任された、

されているかはわかりませんが、内定しているそうです。県史跡の洗堰付近に立ちどま

って、住民は嘆いています。今までの歴代町長が守ってきた、開発できなかった聖地を

何たることかと、輪之内町の心の宝があるのに町長は心が痛まないのかと。繰り返しま
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す。県史跡の洗堰付近に立ちどまって嘆いていたと思います。今までの歴代町長が守っ

てきた聖地を何たることかと。せっかく輪之内町の心の宝があるのに、木野町長は心が

痛まないのか、心が痛まないのか。以上でございます。 

○議長（小寺 強君） 

 暫時休憩します。 

（午前９時57分 休憩）  

（午前９時57分 再開）  

○議長（小寺 強君） 

 会議を再開いたします。 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、再度の御質問でございますので、現在の考え方についてお知らせをしてお

けば十分だと思いますので。 

 洗堰を決して過小評価しているものでもないし、当然、その歴史的評価というものは

あると思っています。でも、当該地の、具体的には進出された某企業に提供された用地

のことを指しておられるかと思いますけれども、その土地の最適利用を考えた結果、現

状ではそうするのが適切であろうと。今後とも未利用のまま放置することは決して好ま

しくはないと、そういう判断のもとで事業を進めておるということだけ御理解をいただ

きたいと思います。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 引き続き、質問させていただきます。 

 ３月も中旬になり、各地で梅祭りが盛大に開かれています。日に日に春らしい陽気に

なり、外出したくなる季節になってきました。 

 今回は、2011年３月11日２時46分に発生した東日本大震災が６年を迎え、その後も熊

本での大震災、議会も現地へ赴き、余りの被害の大きさに言葉を失いました。 

 北と南の地域において大地震が発生し、今度は私たちの地域で東南海大地震がいつ発

生してもおかしくないと言われております。十分な備えが必要だと思います。 

 このテーマは数回にわたって質問させていただいておりますが、その後の取り組み、

様子について御答弁をいただきたいと思います。 

 まず、危機管理について。 

 水害、地震と分けてハザードマップが作成され、各戸に配布されている。今度新しい

ハザードマップがつくられるようです。 

 地震のときは第１次避難所、第２次避難所、水害のときは水害避難マップによると、
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揖斐川、長良川、各学校、各保育園であり、数カ所の神社である。不思議と庁舎とその

周辺の大型施設は、地震時も、水害時の避難場所にも入っていない。 

 水害の発生しやすい時期でいえば、７月から10月ごろまでが多いと思われますが、そ

の避難所に町が指定しているところ、例えば堤防などは雑草が繁茂しており、隣接して

いる区のほうで金を出し合い、整備をしている現状です。国交省とも相談して、避難箇

所の打ち合わせと管理について相談し、有事にいつも備えてほしいものと思います。 

 次に、情報の取得の方法として平成３年に導入された戸別受信機、平成27年９月にお

いては3,166世帯で貸与が2,202台、69.6％で、平成29年３月１日においては戸数3,262

戸で、当時より100戸ほどふえましたので、普及は相当増加したと思われます。 

 防災行政無線屋外拡声子局と戸別受信機を組み合わせ、さらにＪアラート（全国瞬時

警報システム）による緊急地震速報とか、輪之内チャンネルによる緊急災害情報として

Ｌ字放送が放映できるシステムも構築されているとか、本当に幾重にも災害情報が提供

できるシステムを準備し、住民に確実な情報、パニックに陥ることがないようにしなく

てはいけないと思います。 

 また、避難所への道路もマップに示したほうがよいのではないか。緊急輸送道路も、

県道羽島・養老線、県道安八・平田線、羽島・養老線から輪之内の庁舎に向けて南進す

る県道、安八・海津線の一部が第１次緊急輸送道路としてあるが、一般の通行の制限が

あるのか。また、地域の緊急輸送を担う主要な防災拠点をつなぐ第２次緊急輸送道路の

指定はどこにされているのか。 

 以上のことにより、１．指定された避難場所の確保について、２．情報提供の進捗状

況（受信機、輪之内チャンネル）、３番目、緊急輸送道路、避難道の確保について。 

 以上、よろしくお願いします。 

 次に、職員の再任用について。 

 数年前から退職者の再任職員の方が多くなってきました。本年も４人の方が退職され、

そのうち３人の方が再任用されると聞いております。来年も数名の方が退職されますが、

町職員として長年尽くされ、知恵の宝庫です。ぜひ健康で町の発展に貢献していただき

たいと思います。新規採用、再雇用についての考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 お答えをいたしたいと思います。 

 田中議員からは２項目の質問をいただきました。 

 まず、そのうち危機管理について、具体的に３点のお尋ねがございました。 

 まず、指定された避難所の避難場所の確保についてでありますが、第１次避難所は地
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区指定避難所で、緊急時において避難者の安全が確保されるよう、その災害のおそれの

ない場所に位置した安全性に配慮された地区の場所、施設などであり、第２次避難所は

町指定避難場所で、被災者が避難生活を送るために、災害が比較的少なく、災害救援物

資の輸送が比較的容易な場所にある町の施設であり、災害ごとに指定をしております。

御承知のとおり、当町の災害時の避難場所は、２階建て以上の小・中学校、各こども園、

町民センター等の施設と標高の高いところに位置する堤防、神社でございます。 

 御質問のありました庁舎等につきましては、災害対策本部等に使用するため、避難場

所等には指定してございません。 

 町の指定している揖斐川、長良川、牧田川堤防につきましては、管理者である国土交

通省が年２回、除草を実施しております。出水期の７月から10月までの間、絶えず草の

ない状態に管理されているわけではございません。地域の避難場所という意識を持った

地域住民の方が自主的に除草されているところもございます。 

 地区の避難所であるので管理をしているし、避難訓練も行っているが、のり面でもあ

り、速やかに避難ができないので階段をつくってほしいという要望がございました。揖

斐川第二出張所に設置要望をしておりましたところ、この２月に階段も整備されたとこ

ろでございます。 

 自分たちの避難所となるところは常に意識し、自分たちで管理するという気持ちを持

っていただければと、そんなように考えております。また、階段などの整備におきまし

ては、地元住民の方の御意見を聞きながら、国土交通省と協議、打ち合わせを行って、

有事に備えてまいりたいと考えております。 

 次に、情報提供の進捗状況についてお答えをいたします。 

 戸別受信機の普及状況は、平成27年９月において貸与台数が2,202台、世帯数3,166世

帯、普及率は69.6％でございました。平成29年３月１日現在においては貸与台数2,228

台、世帯数3,262世帯、普及率68.3％でございます。貸与台数そのものは26台増加して

おりますが、区長さん等と連携をとって、輪之内町のホームページにも掲載をし、普及

率の向上に努めているものの、その率の向上には至っていないというのが現実でありま

す。 

 前回もお答えしましたが、輪之内町に転入される際には、転入者の方に対して窓口で

希望の有無を聞いております。希望の有無ではなく、あるのが当たり前、全員に配れば

いいと言われるかと思いますけれども、窓口の現実を見ておりますと、希望しないとい

う方がかなりお見えになるようです。 

 防災行政無線は、基本的には災害時の情報は屋外拡声子局から流し、平時の行政情報

の伝達手段として戸別受信機を組み合わせたシステムとして構築したものでございます

ので、今後においても区長さんと連携をとりながら、普及率の向上、受信障害のないよ

うに努めてまいりたいと考えております。 
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 また、御承知のとおり、輪之内スマイルチャンネルは、株式会社アミックスコムが運

営しておりますケーブルテレビの12チャンネルを当町がコミュニティチャンネルとして

利用し、当町のさまざまなイベントや行政情報をお知らせする情報提供媒体の一つとし

て活用しております。 

 災害時には、緊急災害情報として通常の番組放送に割り込む形でＬ型にスペースをと

り、災害の規模や被害の状況、また避難情報を随時発信する、いわゆるＬ字放送を放映

するシステムを構築しております。 

 もちろん、その情報を発信するのは災害対策本部から発信することになりますが、Ｎ

ＨＫでありますとか各民放会社のように、災害が発生した当初からリアルタイムで情報

を発信するということは、災害対策本部の体制からしてもいささか無理があるだろうと

思いますし、そういう意味においては、災害発生時において情報発信体制が整うまでに

はそれなりの時間がかかるんだろうと、そんなふうに考えられます。 

 しかしながら、いざそういった状況になれば、町民の方々は、一刻も早く情報を取得

したいと、そんな衝動に駆られるのは今までの各種災害の状況からも明白な事実であり

ます。災害発生等により住民の方々が避難所等へ避難した場合や、通信設備が影響を受

けて通話が不能となった場合に備え、あらかじめ重要な避難所に電話回線と電話機等の

設備を用意しておくことで、災害が発生した際には、電話機をモジュラージャックに接

続するだけで通話が確保できるといった特設公衆電話というのがございます。ただ、こ

れは発信専用であって、着信用としては利用できないと聞いておりますが、災害用伝言

ダイヤル（171）の利用や、知人への連絡を無料でできるものであります。避難所にこ

の特設公衆電話設置について、現在、ＮＴＴ西日本岐阜支店との協議を進めており、情

報提供体制の整備を進めているところであります。 

 先ほどの同報系防災無線の利用やケーブルテレビでの緊急災害情報の提供など、幾重

にも災害情報提供媒体を準備しながら、この状況であればどの情報提供媒体を使うのが

最も有効であるか、そういったことを適時、的確に判断して、町民の方々がさまざまな

情報に惑わされず、パニックに陥ることのないよう的確な災害情報提供を考えてまいり

ます。 

 続いて、緊急輸送道路、避難道についてお答えをします。 

 緊急輸送道路は、緊急輸送を確保するために必要な道路と定義づけされ、地震直後か

ら発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路であります。県内の道

路を地震災害発生後の緊急輸送の観点から、広域的な役割を果たすもの、地区内の災害

応援対策の輸送を果たすもの、その役割から１次、２次、３次に区分して緊急輸送道路

が指定をされているところであります。 

 岐阜県の指定するところによりますと、その指定している輪之内町内の緊急輸送道路

としまして、県庁所在地、地方中心都市などと連携し、広域の緊急輸送を担う道路とし
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て、国道258号線が第１次緊急輸送道路に、第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な

防災拠点、ここでいう主要な防災拠点というのは行政機関、公共機関、広域の防災拠点、

ヘリポート、災害医療の拠点、自衛隊等でございますけれども、それらを連絡し、地域

内の緊急輸送を担う道路として、主要地方道羽島・養老線と県道安八・平田線並びに主

要地方道羽島・養老線から輪之内の庁舎に向けて南下する安八・海津線の一部及び庁舎

までの町道が第２次緊急輸送道路として指定をされております。 

 災害時に救急車などの緊急車両や災害対策基本法に基づく標章掲示をしておる車両が

通行するための道路を緊急交通路と申しますけれども、公安委員会が緊急輸送道路の一

部の路線と区間について緊急交通路として指定した場合は、一般車両の通行が禁止され、

またその通行が一部制限されることとなります。 

 輪之内町道路基本計画というのがございます。これは平成25年５月において策定され

ておりますが、水害時の緊急輸送を担う道路として、主要地方道北方・多度線、それか

ら大吉の防災拠点への物流を担う道路として、県道今尾・大垣線を位置づけしておりま

す。 

 町が管理する幹線道路を町独自で緊急輸送道路として位置づけてはとの御意見かと思

いますが、その道路改良には多額の費用が必要となることも、また事実でございます。

したがいまして、現時点においては、県が指定している緊急輸送道路や堤防道路につな

がる幹線道路の復旧を被災後の早期の段階において最優先に行うことが肝要だと、そん

なふうに考えております。 

 ただ、漫然と手をこまねいているわけではございません。国土交通省、ＮＥＸＣＯ中

日本の協力により、揖斐川左岸堤防と名神高速道路をつなぐ緊急開口部が平成28年３月

に完成したのは御案内のとおりでございます。また、大吉新田に造成中の防災拠点と名

神高速道路がこの緊急開口部により直結することになりますので、支援物資や人的資源

の集積も、より迅速化が可能になると思っております。 

 この場所については、昨年８月に災害時に備えて国土交通省、ＮＥＸＣＯ中日本と高

速道路の一時使用訓練を実施いたしまして、その機能の確認をしたところでございます。 

 町道におきましては、平成27年から橋梁の長寿命化を実施しておりますし、平成29年

度には、第２次緊急輸送路として指定されておりますアポロンスタジアム西側の県道安

八・海津線から中江川の山中橋までの間の調査設計を実施いたします。全てを直ちには

できないわけですけれども、今後も計画を立てて実施してまいります。 

 続きまして、第２点目の職員の再任用についてお答えをいたします。 

 まず、職員の採用につきましては、町の定員適正化計画に従って実施しております。

現在の定員適正化計画は、平成27年度から平成31年度までの５年間の計画となっており

ますが、平成32年４月１日現在の正規職員数を条例定数の104人と定めており、毎年、

計画的な採用に努めております。 
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 御質問は、新規採用、再任用についてのお尋ねであります。再任用職員については、

定年退職前の職員と同様の勤務形態で１週間当たり38時間45分勤務するフルタイムの再

任用職員、それから１週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で勤務する短時間

勤務の再任用職員の２種類がございます。このうち、フルタイムの再任用職員について

は、条例定数の定数内、要するに条例定数の範囲に含まれますので、フルタイムの再任

用職員の数を考慮しながら、条例定数を超えないように新規採用職員の数を調整する作

業を伴うことを御理解いただきたいと思います。 

 御承知のとおり、輪之内町職員の再任用制度の運用については、平成12年に輪之内町

職員の再任用に関する条例及び輪之内町職員の再任用に関する規則をそれぞれ定め、平

成13年４月１日から施行しております。根拠となっておりますのは、地方公務員法、関

連法であります。 

 退職に継続して年金の受給が可能であった年代については、再任用の実績は、実はご

ざいませんでしたが、平成25年度に60歳定年となる職員から退職共済年金の報酬比例部

分の支給が段階的に65歳へと引き上げられたことに伴って、60歳で定年退職した職員に

ついて無収入の期間が発生することになりました。このため、国家公務員においては、

当面、任命権者は、平成25年度以降に定年退職する職員が退職共済年金の報酬比例部分

の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する者については再任するものとする

との方針が平成25年３月26日に閣議決定をされました。これを受けて、平成25年３月29

日付で総務副大臣から、地方公共団体においても、閣議決定を踏まえ必要な措置を講ず

るようにとの要請がございました。本町においても本格的に職員の再任用制度を運用す

ることとし、現在に至っております。 

 なお、御質問の中にもございましたけれども、定年退職する職員は、その大多数が30

年を超える地方公務員としての知識、経験を有しており、それを生かして活躍すること

を期待して再任をいたしております。 

 以上、田中政治議員の一般質問に対する答弁とさせていただきます。 

（６番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 懇切丁寧な御答弁で、再質問はなかなかまとまりませんが、少し再質問させていただ

きます。 

 緊急輸送道路においては、私の質問した部分は第２次であったということだと私は今

理解しておるんですが、これは前に質問したときの議事録等もよく読み直しながら質問

させていただいておりますが、少し判断の方法に間違いがあったのかなあと思っており

ます。 
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 その中で緊急輸送道路については、県道羽島のほうから何本か用意されておるわけな

んですが、そこには電線、電柱とか、いろんなものがずうっと道路沿いに設置されてお

ると思うんですが、大規模な災害、地震とか、いろんな災害においては、幾ら指定をさ

れておっても、そういうものが邪魔になってしまうんではないかと、とにかくそういう

ことを一番懸念するわけでございます。 

 例えば、第２次の道路から避難所、これは私が言っているのは大吉新田に今建設中で

あります大規模な防災拠点でございますが、西幹線、東幹線、これは安八・平田線から

大吉新田にあるほうへ真っすぐ西へ向かう道は、ほ場整備の関係で五、六メーターの道

路になっておると思うんですが、集落に入るまでの拡幅、もしくは２車線化をしたり、

その集落に入ったら、その中を整備して一方通行とか、いろんなことをやって、早く的

確に避難できるように。大渋滞であっちもこっちも突っ込みやっこになってしまって、

結構避難ができないと、今までの災害における教訓であろうかと思うんですが、そんな

ことを考えます。そういうことについて、今度新しくつくられる予定であるマップにも

わかりやすく記していただいたらどうかと。 

 また、毎年９月に行われております総合防災訓練等に、そういうテストでそういう形

のものを指定しながら現場でやってみたらどうかなあと。訓練でできないものは有事の

ときにできるわけがないと、だから訓練は大事であると町長さんは前回おっしゃってみ

えますが、当然のことだと思うんですが、より地域に合ったものを輪之内町全体で取り

組む必要があるんではないか。訓練のための訓練は、もう既に十分なされておるんでは

ないかと。今度は地域住民が地域をどうやってみんなで守ろうかと、自分たちの命を守

ろうか、自助の部分ですね。その部分について力点を置いた防災訓練等も、当然行われ

なくてはいけないと私は思っております。 

 今の答弁では、例えば揖斐川の草刈りにおいても、国交省が２回ほど草刈りをやって

いると。そのほかは地域のほうで、自分たちでやってくださいよと、これはそうである

かもしれませんが、町は指定するだけですか。そういうことについても地域と話し合い、

行政も地域と交わって、どうでしょうか、そういった地に着いた計画をしなくてはいけ

ないと私は思っております。 

 それから防災無線ですが、これは数字的にはパーセントも若干下がったようでござい

ますが、その普及率が下がった原因は、希望される方が少ないと。戸数はふえたが、入

っておみえになった方が希望されない、だから下がったんだという答弁をいただきまし

たが、それは行政として、輪之内町は住民の安全を第一に考えておりますので、これは

絶対にやっていただかないかん、そういった強い意思を持ってやってくださいよと。こ

れは一番大事な、情報伝達の一番身近なものでしょうといって前も私は言ったことがあ

ると思うんですが、なるだけ区長さんと相談してと、同じような答弁を繰り返しておみ

えになりますが、やっぱりこれは真剣味がないのではないかなと。 



－９８－ 

 日常のときの答弁も、前向きである、区長と相談する、そういったことをいつも御答

弁の中でお聞きするわけなんですが、そういった中でやった結果が下がっている、これ

は本当にやっているのかと。 

 うちの区長も区民に対しては非常に関心を持っておみえになって、区民の安全につい

ては非常に熱心でございます。そういった地域も、輪之内の区長さんはみんなそうだと

私は思っておりますが、それをもってしても普及率が上がらないというのは、やはり行

政のほうの窓口対応に対しても、そういったチャンスのときに、もう少し的確な指導が

なされていないと、私はそういうふうに思います。 

 また、情報についてもリアルタイムには対策本部から発信できない、これは現状の設

備等ではそういうことも、専門的に言えば少し時間がかかるかもしれませんが、なるだ

け早くそういったことにも取り組んでいただくことが肝要かと思います。 

 先ほど触れております今の避難経路についても、幹線は改良するのにお金がたくさん

かかると、だから、被災した後に早く復旧をするように計画している、そういう方針だ

と。被災した後に復旧するのは当たり前ですが、復旧する前に逃げるのは、避難するの

は地域住民ですよ。そういう観点からいったら、被災後に云々というのは、当然行われ

ると思うんですが、それ以前にその避難箇所への道路、要するに足の確保をするという

ことが、やっぱり地域の住民に対する安全を確保するということではないでしょうか。

起きてからやるというよりも、一つずつでも順次それに見合ったところをやっていくん

だというお考えについて若干違和感を感じるわけですが、またそれについても御答弁を

いただきたいと思います。 

 それから、次に再任用について、年齢の構成、またバランスも大事ですが、近年は中

途採用の方が少し多いように思います。専門知識は十二分お持ちだと思うんですが、新

規でもそういう資格があったり、新しい技術とか、そういうものを知識的に詰め込んだ

若い人も、専門学校とか、大学とか、いろんなところで勉強されております。そんな方

の採用も、もっと積極的に進められたほうがいいんではないかと思う。人件費を少し抑

えるような効果もあるのではないか。そして、先の輪之内町の幹部になっていただける

十分な人材もここで確保できてくるんではないか。 

 例えばですよ、40歳過ぎて採用されても、20年でいろんな、異動がなければいいです

よ。異動があったら、それはやっぱり少しからず、経験がない方には専門的以外のこと

はわからないんではないかなあと、逆にそんなような思いがあります。 

 今回、当町の金庫番であった会計管理者の田中実氏は、先ほど古田さんの質問の中で

お話しされました。御苦労さんでございました。 

 次に、議会のスムーズな運営に陰から全力で支えてくれた足利事務局長に、これから

の輪之内に期待したいこととか、一言コメントをいただきたいと思います。 

 また、なお一人、ふれあいセンターのほうに勤務されております橋本修二係長におい
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ては、先般、そちらへ出向くことがありましたので、どんなような思いかなということ

を少し聞きました。 

 橋本さんは昭和54年に入庁されて、38年間、総務課が振り出しであったそうでござい

ます。長い間、産業課で仕事をしたということをおっしゃってみえました。特に思い出

深いことは、財務課に勤務されておったときに、当時は中郷の換地が多かったのと確定

申告が重なって大変だったが、恵まれた上司が手伝ってくれたので大変ありがたかった

と。仲間の助け合いで救われたと。当時は小見山剛課長だったそうでございますが、み

んなの助けがあって今まで来れたと、非常に感謝されておりました。 

 これから輪之内町についてどう思っておるのと聞いたら、今までの仕事を通じ、これ

からの行政については、横のつながりをもっと重要に考えて職員の皆さんで助け合って

職務を遂行されれば、いろんなことについてもっともっと時間の短縮とか、いろんなこ

とが役に立つのではないかなというふうにおっしゃってみえました。 

 そんなことから、足利事務局長と、危機管理課長はこれから答弁を少しいただくとこ

ろもあろうかと思うので、この方だけお願いしたいと思いますが、よろしくお願いしま

す。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 何点か再質問をいただきました。 

 執行者の立場として、やりたいことが全てできるという状況でない中で答弁にも限界

があるということだけはあらかじめ御理解いただかないと、私は全能の神ではありませ

んので、できることを順番にきちっとやっていくということに尽きると思っております。 

 個々の具体的な話については、後ほど危機管理課長のほうからも関係部分について答

弁をさせますけれども、しかし、そうは言いながらも、大きい防災等々のくくりとして、

国・県のやる役割、市町村が果たすべき役割、それともう一つ、非常に現場に密接した

地元の意見についてお話がございましたけれども、その部分こそが、まさしく地域とい

いますか、地域住民の方と町が連携してやるべき部分でございます。そういうふうに考

えております。 

 そういう意味では、いろんな御意見も頂戴したいし、またそれの対応についてのいろ

んなお話も具体的にさせていただく必要があるのかなあと、そんなふうに思っておりま

す。 

 そういう地元とのつなぎ役、それを表に出して言っておるわけではないんですが、現

在、防災士の養成講座は２年目になろうとしておりますけれども、そういった防災士の

方々からのお考えを具体にお聞きするということも地域に即した災害対応ということに

は意味が出てくるんだろうと、そんなふうに思っております。 
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 防災無線については、いろいろお叱りも受けました。本当はそういうことなんだろう

と私も思いつつ、現状だけお話しさせていただきましたので、その辺は地道に積み重ね

ていく以外にないと思っております。きれいな言葉で言いたくありませんので、これ以

上は申しませんけれども、状況を御理解いただきたいということでございます。 

 それと、中途採用が多いのではと、これは非常に人事管理上は難しい問題です。今、

見ておりましても、ここ数年ぐらいの間は、いわゆる管理職該当年齢の方が非常に少な

い状況、言ってみれば年齢のアンバランスというのがかなりございます。そういう意味

では、足りないところ、それから現在の地域に要請される能力ということについては、

中途採用に頼るのが即戦力として整理するということかなということで、中途採用が多

いのかどうかは受ける印象によっても変わると思いますが、これからも中途採用そのも

のを中止するつもりはなくて続けるつもりですけれども、それと同時に、御指摘にあり

ました将来の幹部要員はどうするんだと。今、足りないところを即戦力で賄うのはいい

けれども、将来の者についても、やっぱり考えるべきである、当然そうだと思います。

その部分も含めて採用のあり方について、最も適切だと思える状況を今模索しながら進

んでいるということですので、いろんな御意見があろうと思いますけれども、やってい

ることの御理解を頂戴できれば幸いでございます。 

 私のほうからは以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 危機管理課長 森島秀彦君。 

○危機管理課長（森島秀彦君） 

 田中議員さんには熱く語っていただきまして、ありがとうございます。いつも御支援、

御指導をいただきまして、本当に感謝しております。 

 以前も戸別受信機について、いろいろ御指導いただきました。各地区に設置してある

屋外拡声子局を利用し、その子局のみの放送とすることも可能であるが、できたら区長

さんが知っているのか、知っていないんじゃないか、今の区長さんは知らないのでお知

らせしたらどうかと。また、普及率向上に当たっては、区長さんにお願いして、向上に

向けて進めるべきだということで御意見を伺いました。区長会におきまして、各地区の

世帯数、貸与台数等の数字をお示ししまして、戸別受信機の普及率向上に協力をお願い

しますということでお願いしておりますし、屋外拡声子局におきましても、区長さんに

このように使用できるんだということでマニュアル等もお渡ししてあります。 

 100％が本当は理想なんですが、今現在、六十何％ということが現実でございます。

ただ、手をこまねいているわけじゃなくてやっておりますが、受信故障とか、そういう

のにも対応してやっておりますが、ちょっといまだ向上には至っていない状況でござい

ます。 

 窓口のあり方も検討するのと、今現在の防災無線自体がアナログ放送になっておりま
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すので、近い将来、デジタル放送にかわる方向になってくると思います。そのときにも

戸別受信機とのタイアップが必要になってきますので、そのはざまをうまく埋めながら、

新しい方向の戸別受信機、あと防災無線の構築に向けて頑張っていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 また、それのほかに、以前は町道においても舗装するとか、側溝を入れるとか、そう

いう改良工事のみならず、少し高度な工事を一気にできないか、徐々にやってみてはど

うかとか、あと、情報網がふくそうして情報収集に行くには、やっぱり足で稼ぐ方法し

かないと、それには一番は消防団であろう。消防団員を災害要員、消防車は二駆である

と、四駆にかえてはどうかという御意見をいただきました。今、徐々にやっていく方向

で、アポロンスタジアムから山中橋までの道路改良等もやっていきますし、消防車の四

駆ですが、29年度、３月にもうじき来ますが、四駆のほうに更新しております。御指導、

御支援、ありがとうございました。 

 あと、最後にということで言われていましたが、皆様方に御支援、御指導をありがと

うございました。小・中学校の屋内運動場の耐震化、また防災士養成講座等、ほかの議

員の方にもこのようなことを言っていただきまして、小・中学校は今年度、屋内体育館

ですが耐震化をできましたし、また防災士養成講座も100名の方を誕生させたというこ

とでございます。 

 私は63年に入りまして、29年間、30年には満たないんですが、一番長かったのが建設

課、事務的には下水道工事でございました。12年からやりましたが、その当時は国の補

助金も多く、処理場、あと面整備等は順調に行えたと思っておりますが、16年４月１日

から供用開始になったと。そのときの接続率は低く、今も接続率が低い状態になってお

ります。これは、私がうまくＰＲして接続率向上につなげられなかったということだと

思っております。そこの点は反省しております。 

 また、田中議員から「町職員として長年尽くされ、知恵の宝庫です。ぜひ御健康で町

の発展に貢献していただきたい」と、ありがたい言葉をいただきました。今後も、田中

議員の言葉をいただいたとおり、町の発展に貢献していきたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 議会事務局長 足利恵信君。 

○議会事務局長（足利恵信君） 

 ただいま田中議員から一言伝えたいことということでございましたので、議長の発言

の許可を得ましたので、誠に高い席でございますけれども、一言紹介させていただきた

いと思います。 

 発言の機会をいただきました田中議員を初め議会議員の皆様には、大変感謝をしてお

ります。私は平成23年４月から議会事務局の職員として仕事をさせてもらったわけでご

ざいますけれども、とりわけ、その間の議長を務められました北島議員、髙橋議員、そ
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れから故浅野議員、それから現の小寺議長に重ねてお礼を申し上げます。 

 この間、微力ではありますが、円滑な議会運営の執行の一助を担えたのではないかな

というふうに考えております。 

 今、この３月31日をもって退職となりますが、皆様とは議会事務局の職員としてはこ

れが最後かと思います。どこかでお会いしたときには、お声をかけていただきたいと思

います。 

 さて、一言ということでございます。 

 昭和の有名な放送作家で永六輔さん、作詞家でもございます。この方がこういうこと

を言っています。「誰かに借りたら誰かに返そう」、私はこの間、お世話になった人に

いろいろお借りをしたと思っております。今後もそれをお返ししたいなと思っておりま

す。 

（６番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 今回退任される方には大変いろんな思いを熱く語っていただきまして、今後とも、輪

之内の発展に御協力をいただけたらありがたいと思っております。 

 さて、３回目の質問ですが、町長も答弁の限界があると、これは財政的にもいろんな

ことがみんなつながっているので、やりたいやりたいでおまえらは騒いでおりゃあいい

けれども、やるほうはいろんなお金の工面から入るんじゃということだと思うんですが、

今回、この議案にも提案されておった今の新しい道路も、要するに防災緊急道路という

ことですが、この道路はどの程度の災害に耐え得る設計でつくられているのかなあと。 

 それからもう一つ、２回目に御質問させていただいた部分で、そういう緊急道路から

村中に入って大規模拠点のほうへ向かう道についても、これを町としてどのような整備

をしていくんだという方向性についても一切お答えがございません。 

 県のほうにおいても緊急輸送道路で新規、要するに障害になる電柱とか、そういうこ

とですが、電柱設置禁止区間の指定ということも踏まえて、いろんな状況、また事業者

の意見も踏まえて取り組んでいくというのを県議会の一般質問で、これは高木という県

土整備部長さんが答弁されておりますが、当町においてもこれから整備していこうとい

うものであるならば、それが住民が避難するのにしやすいような環境の道路であること

が望ましい。今ではそういった道路は、恐らく指定はできないと思いますし、そこまで

の御答弁をいただいた覚えもございませんが、それについても町は町としてのお考えも

あろうかと思うんで、そこら辺のこともありましたら御答弁をいただきたいと思います。 

 いろいろ言いたいことは簡単ですが、やるということは非常に難しいことでございま

す。それは重々わかっております。わかっておりますが、そういった問題点を一つずつ
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やれることからということで御提案、また嫌みみたいなことも言いますけれども、一緒

につくり上げていけたらと思っております。御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 再度の御質問でございます。県は県、町は町としてやるべきことがあるというのは当

然のことでございます。ただ、その役割分担において明確さを欠く部分については空白

を生ずるわけにはいけないんで、相手のやらない部分は、どちらにしても地元自治体と

して、基礎的自治体としての責務を果たす必要があるということだけ申し上げて、それ

に付随するものについては一つ一つ、私ども先ほど来申し上げておりますように、手を

こまねいておるわけではなくて、一つずつ一つずつやっているということだけは御理解

を頂戴したいと思っております。熱い思いは重々受けとめてやっておるつもりでござい

ますので、よろしくお願いします。 

 あと、緊急輸送路のグレードといいますか、道路の災害体制等々については技術的な

側面がございますので、担当のほうからお答えをさせていただきます。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 まず、全体的に道路の整備の関係でございますが、道路の整備につきましては、地元

要望等も踏まえまして、拡幅、新設等を少しずつではございますが進めております。こ

の整備に関しましては、災害にも役に立つものと思っておるところでございます。 

 先ほどの輸送道路の関係でございますが、現在予定しております構造等につきまして

は、県道の改良基準等によります構成を考えておりまして、通常、泥の入れかえを五、

六十センチで町道、農道等は行っておりますが、これを１メートルの土地を入れかえを

して、舗装のほうといたしましては、少しでも強度が増すように表層５センチに安定処

理10センチ、それから路盤等の構成として、今、計画を進めているところでございます。 

 ちなみに、防災拠点等への揖斐川の堤防の坂路でもございますが、今、国土交通省で

揖斐川の腹づけ等が今年度で終わろうとしております。来年度につきましては、現在２

車線化になっていないところ等も整備を早急にしていただくように要望し、実施してい

ただくように調整、今、お話を進めさせていただいておりますところでございますので、

どうかよろしく御理解を賜りたいと思います。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 暫時休憩いたします。 

（午前10時50分 休憩）  

（午前11時05分 再開）  
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○議長（小寺 強君） 

 休憩前に引き続き再開します。 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 

 それでは、引き続いて２項目について質問いたします。 

 初めに、水路改良について。 

 大榑川に排水している水田の水路において、以前、下大榑新田と海松新田の境で幅

600ミリの水路の中に制水柱を入れ、300ミリの板で水をとめる工事を町が施工されまし

た。 

 この地区の水田受益面積は５ヘクタール以上、宅地も含めれば６ヘクタールあります。

その中に細長く水路が１本あり、以前、先人はこの水路の流末に幅1,200ミリの板を当

て、水の調整をしていましたが、町はこれよりも20メートルも上流へ移設し、しかも、

300ミリの幅にされました。管理をする方は大変不便を感じてみえます。これが行政の

行う工事でしょうか。素人でもこんな工事は行いません。 

 この件についても建設課へもとに戻すように何度も要望してきましたが、改善されま

せん。道路脇で作業をすればどんなに楽で安全か、こんなわずかなことがなぜできない

のでしょうか。行政が一度行ったことにやり直しはできないのでしょうか、見解をお伺

いいたします。 

 次に、大榑川環境整備について。 

 大榑川は輪之内町にとって歴史のある川であるとともに、町内の農業用水の排水や雨

水を揖斐川に流下している重要な河川であることは御承知のとおりであります。河川改

修を期待し、平成７年、下流部で１級河川に昇格されましたが、いまだに何も手がつけ

られておりません。 

 この件については何度も質問をしてきました。以前、一部で木ぐいを打ち、土盛りで

応急手当てをされましたが、それも崩落し、右岸堤は危険な箇所が多くあり、その役目

を果たせなくなるのではと心配されます。改修についてはどのように考えてみえるのか、

お伺いします。 

 昨年６月、川の水が右岸堤を越えて堤外へ流れ出ました。今年もその被害が心配され

ます。川の水位が高ければ、堤は水で洗われます。大榑川の水位調整ゲートの操作はど

のようにされているのか。 

 過去の質問において、１級河川は水面だけ、この右岸堤は地番がないから個人で管理

せよと答えられました。管理し切れません。堤がなくなったら水面は保たれるのでしょ

うか。 

 また、県に要望する、海津市と協議をすると言われましたが、どのような協議や働き

かけをされたのか、お伺いいたします。 
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 昨年夏ごろ、下流部で県が測量調査を行うと聞きましたが、何の測量をされたのか、

その結果についてもお伺いいたします。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、森島光明議員の質問にお答えをいたします。 

 １点目の水路改良についてでございます。 

 町が施工した制水の移設についての御質問をいただきました。移設先及び移設方法に

ついて、管理を行う方に御不便をおかけしているため改善できないかと、そんな内容だ

と受けとめをさせていただきました。 

 問題の制水は、福束輪中土地改良区において平成14年度に移設が行われました。この

制水は、地元の要請に応える形で設置位置を上流部に移したと聞いております。 

 やり直しや改善についての考え方でございますけれども、一度施工したものはやり直

しができない、そこまで硬直した考えは持ち合わせておりません。内容について、より

よい改善策があれば、検討した上で順次改善を行っていくべきものと考えております。 

 詳細については、後ほど担当課長のほうからお話をさせていただきます。 

 ２点目の大榑川環境整備についてでございますが、議員も既に御承知のように、大榑

川は平成６年７月に１級河川の指定がされ、県管理の河川となっております。 

 御質問いただきました河川改修への考え方についてでございますけれども、町民の皆

さんや地域産業にとっても安全できれいな川を維持する上においても河川の改修は必要

不可欠なことであろうと、そんなふうに思っております。 

 大榑川に関する県への要望及び海津市への協議でございますが、これまでに県に対し

まして護岸の整備や、民家周辺の護岸が侵食された危険箇所への対応を要望してまいり

ました。このことに対し県では、ほかの県管理河川においても整備を要するものの、残

念ながら依然として手を加えられていない河川が多くあると、そんな状況を聞いており

ます。 

 当町では、引き続き県に対し、松内地内の危険箇所への対策を鋭意要望しているとこ

ろであることを御理解いただきたいと思います。 

 また、海津市への働きかけについてでございますが、河川の所在が海津市内であると

ころの懸案事項に対し、相互に連携をとりながら県への協議を持ちかけております。 

 昨年は下大榑新田地内での堤の陥没箇所の手当てを県に要請することに当たり、市へ

の理解を得た上で県への申し出をしたところでございます。 

 最後に、県が実施した大榑川の測量調査についてでありますが、これは現況を把握す

るための測量で、要望等に対する検討資料として官民境界の目安を把握しておくとのこ

とでございました。 
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 なお、水路改良についての御質問と同様に、詳細及び技術的な問題については担当課

長のほうから答えさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 先ほどの水路改良等の施工に当たりましてということでございますが、先ほどの町長

の答弁の補足説明となりますが、よろしくお願いいたします。 

 御質問の制水につきましては、地元の要望にお応えするための移設で、地元からは道

路際ではあるが、板の幅も大きく、水と水路の高低差がかなりあり、設置取り外しに苦

労しておりますということで、また道路際の位置では家庭雑排水も水田に流入してくる

ため改善してほしいということを伺って、それに応じて設置を変えたということでござ

います。 

 やり直しができないかということですが、制水等の管理につきましては、福束輪中土

地改良区の用水施設として管理をしており、維持、操作につきましては、地元の集落で

管理を行っております。 

 このような事情の中、地元の意見として地区のほうから要望等がありましたら、より

よい改善策を検討してまいりたいということですので、御理解を賜りたいと思います。 

 ２点目の大榑川の環境整備、堤の侵食についてお答えいたします。 

 大榑川は県の管理河川となり、許可や同意がなく形状の変更は認められません。これ

までに町では、護岸の整備が実施されていない現状において、耕作者や住民の方の御協

力により保全を行ってまいりました。 

 その中で大規模な侵食箇所等は修復等を行ってまいりましたが、引き続き関係者の

方々の御協力を得ながら保全に努めてまいりたいと思っています。 

 また、大榑川の堤ゲートの調査についてでございますが、ゲートは海松新田地内の乙

姫さんの南に設置されておるものでございます。ゲートの操作につきましては、地元の

下大榑新田地内の方にお願いをしておりますが、ゲートの構造といたしましては、半分

が締め切り方式で、半分が水位調整用の転倒方式となっております。これにつきまして

は、水位につきましては、水田の高さを目安に水位調整を行っておるところでございま

すが、急激な大雨のときには一時的に水位が上昇することもございます。その場合は締

め切りゲートの開口により水位をなるべく早く低下させるようにしておりますので、こ

れにつきましても御理解を賜りたいというふうにお願いします。 

 また、県が実施をいたしました大榑川の測量調査につきましては、現状を把握するた

めの現況測量及び横断測量を100メートル刻みで調査されたというところでございます。

現在のところはそこまでの状況ですが、今後、この調査結果をどのようにというような

ことで、県の対応といたしましては、現在、侵食が発生している部分が民地であれば県
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として前に進めない状況もありますが、河川内の土地権利者の整備を行うことと全体的

な計画を策定し、整備計画を検討していく資料とするというようなことをお聞きしてお

ります。 

 以上、簡単でございますが、追加説明とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

（８番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 

 今、お伺いしておりますと、土地改良区が行った、それは事実かもしれませんが、い

ずれにしましても、建設課の職員が行ってやっておるんですよ。土地改良区でしたとい

うことじゃなくて、土地改良区のことも建設課も、これは一心同体であると思うんです

ね。そんなことで早く、以前も土地改良区の役員さん、あるいは区長さんにお願いして

おります。これがどの程度届いておるのかわかりませんが、再度要望しますが、ここの

水路は全長で600メートルぐらいあります。一般的に水路改良というのは500ミリでやら

れるのが普通なんですけど、この下流部において距離が長いし、水量が多いから600ミ

リでやろうということで、その地区の地権者六、七人が出て、200メートル弱、自分た

ちで工事をやったんです。それは水を落とすのにそれだけは必要だろうということでや

った工事なんです。だから、皆さん、その思いが強いんです。それを半分にされたとい

うことで、早く直していただきたいと思うわけでございます。 

 それと、全国的に、今、水路に落ちて死亡される方がふえております。草の土手なら

いいですけど、私もここを管理しておって水路に落ちました。私の後の人も落ちられた。

それは水路幅が狭いもんで、大雨の注意報とか警報が出ますと、夜中にでも水を落とし

に行かなければならんです。しかも、ここは20メートル先まで行く道路がない、そんな

危険な箇所で作業をしなければいけない。ここの20メートル先まで両面コンクリート、

しかも、３枚か４枚当たっております。そこで頭を打たれたらどうなるかということも

お考えいただきたい。 

 申請をして、さきへ戻していただければ幸いですが、これは家庭雑排水が入ることは

ないです。水は下から入れていくし、上から入れて下へ落とすんですから、上から水が

入るということは考えられないです。どういう申請をされたのかわかりませんが、また

こちらかも申請をいろいろと出して手を打っていきます。 

 それと、大榑川の改修でございますが、写真をつけておきました。現地を見られたか

どうかわかりませんが、年々崩れ落ちております。来年も、まだ今年も崩れてしまう。

以前申し上げましたが、その道路を私もトラクターのモアで草を刈っておった。今、全

然入れません。 
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 地図の３番ですね。ここはトラクターで通れたんですよ。今、全然通れない、１メー

トルもないです。そんなことで、本来なら４番の写真にあるように、１メーター50か２

メーターあるのが普通なんです。だから、草刈りもできない。手で刈ればできますけど、

非常に皆さん困ってみえる。 

 そんなことで、海津市、県になかなか声は届かないかもしれませんが、根気よく要望

していただきたいと思うんです。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 近藤豊和君。 

○建設課長（近藤豊和君） 

 先ほど福束輪中の土地改良区が整備したものでございますので、町建設課としては知

らないよという話ではございません。私どもも土地改良区の事務局として皆さんの意見

は賜りまして、随時対応しておるところでございます。 

 この改善策につきましては、地元の中の調整も図りながら進めてまいりたいというと

ころでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、大榑川の整備につきましては、先ほど申しましたように、今、要望はいた

しておるところでございますが、なかなか先へ進んでいないのが実情でございます。こ

れに諦めることなく、引き続き要望を積極的に行ってまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

（８番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 

 大榑川の調整ゲートについて関係ないかもしれませんが、昨年、油圧ホースがパンク

して使えなくなった、そういうことがありますが、なぜあれが起きたか、それは必要以

上に上げるから油圧ホースがパンクするんです。しかも、壊れたら、今度は下まで下が

って水が保たれない、その辺もよく指導していただきたいなと思います。 

 それと、先般、委員会で課長が言われた言葉で、水路改修は水田の面積に対して排水

能力等を考えて水路工事をしていくと言われました。それだけの知識があるわけですか

ら、これからこのような工事がないように、岐阜県中を見てもこんな工事はないですよ。 

 行政のほうは大きな仕事もありますけれども、常に住民の立場に立って、小さなこと

に耳を傾けて行動していただくようお願いしまして、質問を終わります。 

○議長（小寺 強君） 

 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、よろしくお願いいたします。 
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 まず、給食費の無償化についてお尋ねいたします。 

 1954年に学校給食法が制定され、2005年には食育基本法が制定され、食育を「生きる

上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づける」と明記

されました。 

 給食が教育の一環であるならば、憲法26条に保障されている教育を受ける権利と、

「義務教育は、これは無償とする」との精神に照らして、本来、無料であるべきものと

思います。 

 既に自治体の努力で学校給食を無料にしている市町村や、給食費の保護者負担を軽減

する市町村がふえているということであります。 

 ある報告書によりますと、山口県和木町では、戦後の開始時期から給食費は無料、現

在でも、幼稚園、小・中学校で無料化を継続しています。兵庫県相生市は、2011年から

市立の幼稚園、小・中学校の無料化に踏み切っております。群馬県南牧村の公立小・中

学校、北海道三笠市の小学校なども無料、茨城県大子町や千葉県神崎町など、半額を補

助している自治体もあります。 

 そのほか、北海道、千葉、山梨、兵庫、沖縄県など、全国で342市町村中、その47％

に当たる163市町村が独自に補助を行っていることがわかりました。 

 このように、学校給食費の保護者負担を全額助成して無償にし、また保護者の負担を

軽減するように行っている自治体が広がっております。 

 当町においても保護者負担の解消、または軽減を図っていただきたいと思います。町

長の見解をお聞かせください。 

 続きまして、農業経営基盤強化の促進に関する基本構想についてお伺いします。 

 今年度４月以降の農業委員会で５件の農業経営改善計画認定申請が出され、これに対

し、農業経営基盤強化促進基本構想に合致しているとして農業委員会で承認されました。 

 これらの農業経営改善計画には、現状に対し５年後の経営改善形態が示されておりま

う。 

 ある農事組合法人の農業経営改善計画では、現状の作付面積が24.5ヘクタールから27

ヘクタールに拡大し、年間農業所得目標は、現状の300万円から500万円に設定されてお

ります。そして、生産方式の合理化に関する目標では、トラクターは53馬力と65馬力の

各１台から60馬力と85馬力に、田植え機は６条植えから８条植えに、コンバインは６条

刈りから８条刈りにするとなっております。年間所得500万円でこのような大型機械の

導入ができるのでしょうか。 

 また、別の家族経営の改善計画では、現状の作付面積1.6ヘクタールを４ヘクタール

に拡大し、年間農業所得目標は、現状の150万円から250万円に設定しています。それで

も、トラクターは33馬力から54馬力にすることになっているのであります。年間所得

250万円では生活費にも満たないくらいで、どのように資金繰りするのでしょうか。こ
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れで農業経営が続けられるのか疑問であります。 

 これ以外の49ヘクタール、57ヘクタールと比較的大規模な農事組合法人の計画でも、

５年後の年間農業所得は1,200万円、2,000万円となっており、仮に役員５人だけで分配

しても１人当たり240万円から400万円程度の所得にしかなりません。農地提供者等役員

以外の関係者への配当はあるのでしょうか。これで農事組合法人として農業経営が続け

られるのでしょうか。 

 このような農業機械の更新には莫大な資金が必要であります。農産物の売上高だけで

は農業経営は成り立ちません。国や県からどのような補助があるのか。これらの補助が

受けられない場合は、町独自の補助も必要ではないでしょうか。町長の見解をお聞かせ

ください。 

 過去、当町においても、養豚、養鶏、酪農など大規模化したけれども、結局、衰退し

てしまったことを考えますと、やはり大きな不安が残ります。同じ過ちを繰り返しては

なりません。町長はどのように考えておられるのか、見解をお聞かせください。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 森島正司議員からは２項目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点目の給食費の無償化についてであります。 

 成長期にある児童・生徒への食育・徳育、これは健やかに生きるための基礎を養うと

いうことを目的としておりますし、大事なことだと思っております。また、地域を理解

することや、食文化の継承、自然の恵みや勤労の大切さを理解する上で食は重要な教材

になります。学校における食育の中心は給食で、学校給食は生きた教材と言えると思い

ます。 

 先ほどの御質問の中でも触れられましたように、学校給食の無償化や保護者負担の軽

減を図る自治体がふえてきております。非常に話題にもなっております。県内において

も、岐南町に続いて揖斐川町も無償化を実施すると聞いています。 

 現在、輪之内町における状況は、町内小・中学校へ約1,050食の給食を提供し、昨年

度の年間経費は、センター運営費、人件費、施設・設備の維持管理費等が、これは年度

間で多少の変動はあるんですが、平成27年度に関しましては、そういう維持管理費等の

経費が約4,000万円ほど、そして保護者負担になっております原材料費が約4,700万円ほ

どとなっており、この4,700万について保護者に御負担をいただいているということで

ございます。ちなみに、負担額は、小学生月額4,100円、中学生月額4,750円となってお

ります。 

 なお、学校給食法の第11条により、給食の施設・設備に要する経費並びに学校給食の
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運営に要する人件費等の経費は設置者の負担とし、それ以外の学校給食に要する原材料

費は保護者の負担とすると明記されていることから、御指摘にありました食育そのもの

は、給食費の無償化とは関係なく常に実施されているというふうに考えております。 

 また、義務教育は、憲法第26条第２項で無償であると規定しておりますが、これは教

育基本法第５条第４項で、国または地方公共団体の設置する学校における義務教育につ

いては授業料を徴収しないと、教科書については教科書無償給与制度により無償配付さ

れているように、授業料及び教科書については無償であるという意味と理解をしており

ます。ちなみに、学用品その他学校生活に必要な物品の費用については無償とされてお

りません。 

 公立小・中学校の給食無償化は、全国で55市町村ほどであると聞いております。今、

1,700を超える自治体があるわけですが、55市町村ということで聞いております。当町

におきましては、現時点で学校給食の無償化についての実施の予定はしておりません。 

 町としては、学校施設の大規模改修等、施設整備や環境改善に努め、児童・生徒の学

びの場の提供、将来を見据えた教育の推進に力を注いでまいります。設置者である町の

責任として、アレルギーチェックへの配慮、こういったことを通じて、今後も安全で安

心な給食、栄養バランスがとれた給食の提供に努めてまいりたいと、そんなふうに考え

ておりますので、どうか御理解ください。 

 ２点目に農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想についてのお尋ねがございまし

た。このことについては、今年度、県の基本方針の変更に伴い、町の基本構想を変更し、

西美濃農業協同組合並びに農業委員会へ諮問を行い、それぞれ同意の回答を得て変更し

たところであります。 

 この基本構想は、５つの事項について、１．農業経営基盤の強化の促進に関する目標、

２．農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法等、営農の類型ごとの効率的かつ安定

的な農業経営の指標、３．効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用

の集積に関する目標、４．農業経営基盤強化促進事業に関する事項、５．農地利用集積

円滑化事業に関する事項について明記をされております。 

 その中でも農業経営基盤の強化の促進に関する目標は、輪之内町の農業構造の現状と

その見通しのもとに農業経営の発展を目指し、農業を主業とする農業者が地域における

他産業従事者並みの生涯所得に相当する、年間農業１人当たり400万から500万円程度、

年間労働時間1,600時間程度の水準を実現できる経営を目指すものであります。 

 議員から御例示のありました法人営農組織の経営についてで、継続ができないのじゃ

ないかとの疑問が示されました。個々については詳細な分析を要しますし、先ほど目標

として目指します所得水準には、なおこの計画をもってしても差があるのかもしれませ

んが、少なくとも経営改善計画書に記載する農業所得は、交付金や補助金、加工・販売

その他の関連事業の収入を合計して経費を差し引いた額が計上されております。したが
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いまして、農業所得は、純粋に手元に残った利益となると解しております。したがいま

して、経費の中には農業機械購入のための積み立ても含まれており、500万円の農業所

得があれば農業経営が成り立つ余地は十分あると考えられます。別途例示のありました

比較的大規模な営農組合法人についても同様であります。 

 また、認定農業者制度は、みずから経営改善に取り組み、やる気のある人であれば、

国も一律の年齢制限は設けておりません。経営規模が小さくても、町の基本構想で示す

目標所得等を目指して農業経営の改善を図ろうとする方であれば認定農業者になること

はできます。この農業経営改善計画における５年後の年間農業所得の目標は、これは経

営規模の大小によって異なってくると思われます。 

 御質問の中で触れられた家族営農の方は、地域で農地を預けたいが預かってくれる人

がいないなど、少しでも認定農業者となって地域の受け皿となればというお考えで手挙

げをされた方だと聞いております。 

 このように、兼業農家の方でも中間管理事業の受け手となっておるわけであります。

そういった事情を踏まえれば、年間所得が250万円でも、兼業農家であること等を考え

れば、それはそれで経営可能だと思われます。 

 農業機械の購入に関する補助については、営農組合や認定農業者への機械購入のため

の補助制度としては、融資を主体としつつ、融資残の自己負担分の30％を補助する経営

体育成支援事業費補助金、また全体事業費の30％を補助する元気な農業産地構造改革支

援事業費補助金がありますが、どちらも最近では単純な機械更新では優先順位が低い。

また、経営規模により導入できる機械の能力等に制限がありますので、必ずしも希望の

機械等の導入ができない場合が生じております。その辺は制度としての御理解をお願い

したいと思います。 

 また、先ほど御指摘のございましたとおり、大規模化しても衰退する可能性というの

を、これは100％排除できませんけれども、国内外の農業環境が激変する中で、現状で

とり得る最善の施策として、しっかりとした農業経営基盤づくりのために安定した農地

の貸し借りができるよう中間管理事業というものを進めてまいりたいと考えております。 

 なお、農業経営の将来をどう描くのか、国策に左右される状況が続いておりますけれ

ども、その施策動向を注視しつつ、関係者と議論を重ねてまいりたいと考えます。 

 多種多様な問題、課題に完全な意味での対応策が、いまだ見当たらない状況でありま

す。したがいまして、関係する者の英知を集めて、あるべき姿というものを地道に求め

ていく以外にないのかなと、そんなふうに考えております。 

 御質問のございました、農業機械導入時に町単独補助をという御質問でございます。

当然、その件についても考慮に値するものだとは思います。ただ、農業への公費の投入

という部分から考えますと、そういう直接的、局所的な視点だけではなくて、言ってみ

れば土地改良投資等、既に多大の公費が投入されている部分もございますので、農業振
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興策全般の中で今の課題の優先順位として公費導入をどう位置づけていくのか、そうい

ったこともやはり全体バランスをとる中では重要なことだと考えております。 

 今、農業施策全般についてのバランスをどう考えるかということだろうと思っており

ます。まだまだ解決すべき課題は多いなと思いながら、この質問についての回答をまと

めておりました。 

 以上で、森島正司議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

（９番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 学校給食費について、揖斐川町でも、それから岐南町でも実施されるというようなお

話もございました。やはり貧困対策というわけではないんですけれども、町民の間にも

給食費がかなり負担になっておられる家庭もあると思っております。就学援助制度によ

って所得の低い方にはそれなりの支援がされているということは理解しておりますけれ

ども、なかなか子供の間で、こういうことがあってはならないと思うんですけれども、

あの家の子は給食はただなんだ、ほかの人は金を払っているけれども、あの子はただな

んだと、あるいはそうやって差別を生んではならないというふうに思うわけであります。

そういったときに、誰もが安心して就学できるというようなためにも、このような給食

制度、年間4,000万ほどということですけれども、新たに支出していただければ可能で

はないかというふうに思うわけですので、前向きに検討していただけたらというふうに

思います。 

 それから、農業経営基盤強化に関してですけれども、これも今御説明いただきました

けれども、大規模化しても、今、国の方針、あるいは町の方針もそうですけれども、大

規模化するという方向で集約化するということになっていますけれども、過去のさまざ

まな農業形態、ほとんどが今衰退してしまっている。だから、この教訓をどのようにつ

かむかと。養豚にしろ、養鶏にしろ、酪農にしろ、規模を拡大して、国や県からの補助

金をもらいながら大規模化したけれども、結局はだめになってしまった。これは、やっ

ぱり農業の自由化というのが国際的に安い農産品が輸入されてくる。それに対抗できず

に、幾ら県の補助、国の補助をもらっても、製品が、農産品がそれよりも高くなってし

まうというようなことで売れなくなる、そういうようなところが根本原因ではないかと

いうふうに思うわけであります。そういうことを全く抜きにして幾ら対策を考えてもな

かなか難しい。 

 それで、今、日本の場合でもＴＰＰがどうなるかと。日本の政府はＴＰＰを積極的に

推進する、アメリカはそれに参加しないというような中で個別交渉になってくる。個別

交渉になってくると、二国間協定になってくると、さらに農業経営が厳しくなってくる。
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それに対応できるような輪之内町の農業が構築できるのかどうか、非常にこれは難しい

と思うんです。 

 だから、町長に以前、ＴＰＰに対する考え方をお聞きしましたけれども、それについ

てはＴＰＰの必要性というものを強調されました。そういう考え方で対応していたんで

は、輪之内町の農業は衰退の方向に行ってしまうのではないか。もちろん、輪之内町だ

けで対応できる問題ではありませんので、国政をいかに正していくかというところにな

ってくるわけですけれども、そうして国に対して物を言うという町長の姿勢も必要では

ないかというふうに思うわけですけれども、その辺の町長の基本的な考え方、こういっ

たこともお伺いしたいと思います。 

 そういうような中で個々の問題について、農業に対してはほ場整備とか、そういった

ほうで相当な公費が投入されておるというお話がありましたけれども、これは当然のこ

とで、必要なことでいいことだと思いますけれども、その上にさらに助成ということも

考えられないのかどうか。個別に近いところの話題でも、ある地域でトラクターを買っ

たけれども、補助がもらえずに困ってしまっているというようなところもあったようで

すけれども、そういうようなことがないように、何とか手当てできないものかといった

ことをお聞かせ願いたいというふうに思います。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 何点か再質問をいただきましたので、現在お答えできる範囲になるかと思いますが、

お答えをさせていただきます。 

 まず、第１点目の給食の無償化の話でございます。御質問の中では、先行している５

つの自治体ですか、342市町の中で47％の163市町村が独自の補助ということであります

が、この内容を見てみますと、完全無償化しているのは23町村にとどまっているという

ことで、全体像をもう少し把握しないといけないと思いますが、基本的には、先ほども

議員御自身のほうから御指摘があったとおり、いろんなセーフティネットがもう既に制

度としてありますので、給食費を無償化するということについては、新たな行政目的と

いうものを何らかの形で引っ張ってこないと、なかなかここへ行き着かないのではない

かなという感じを持っております。 

 ちなみに、現在の輪之内町の給食費の水準がよそと比べてどうなのという話でありま

すけれども、ずうっとこの周辺の市町の状況を見ておりますと、実は輪之内町の給食費

のレベルというのは、徴収レベルとしてはそんなに高いほうではありません。むしろ、

安価なほうに、それほどの差があるわけではありませんけれども、大体のレベルかなと

いう感じはしております。それだけ申し上げておきたいし、これは先ほども申しました

ように、大上段に振りかぶるまでもなく、地元の状況というのももう少しきちっと考え
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ながら整理していくべきものだと、そんなふうに思っております。 

 いずれにしても、給食のあり方というのは、先ほど御指摘のありましたとおり、食べ

ることは基本でございますので、そういった生活の中の基本的な事項を、本来事業とし

てどう扱うべきかということも含めて全体像を詰めていかねばいけない話だと思ってお

ります。 

 それと、農業経営基盤のほうのお話がございました。御質問の中でも触れられたよう

に、大規模化しても先行きは不安、これは先ほど第１回の答弁の中でも申し上げました

けれども、完全な解決策というものが、どこでも最適解というのが見つからない状態で、

こういう先行きの不安があるというのは当然のことだと思うし、行政自身も、やはりど

ういうふうに先行きに手を打っていったらいいのかというのは、今、模索の状態と言わ

ざるを得ません。 

 その中でＴＰＰの話もございました。ＴＰＰは、今、アメリカ大統領選挙の結果、ア

メリカを含むＴＰＰとしては、もはや先行きはほとんど見通しがつかない状況になって

おります。あと、アメリカを除いたＴＰＰ本来の共通化の目標をどういうふうにやって

いくのかという課題は残るかと思います。 

 その中で、今後の方向性としてＦＴＡ（二国間協定）という話が出ておりますが、こ

の先行きも当然出てくる話だと思いますので、それについても注目はしていかなければ

いけないと思います。 

 それから、国の話、聞いておるばっかりじゃなしにちょっとは地元の話もきちっと話

せよという趣旨だと思います。実はいろんな場で、当然のことながら発言はしておりま

すし、１万人の町民の生活水準を保ちながら食べさせていくのに今の農政でいいのかと

いう話は常にさせていただいております。それは農業以外のことも含めて、もっと総合

的に考えるべきだということだと私は理解しながら町政を進めておるつもりでございま

す。 

 それと、土地改良投資についてのお話は、第１の質問で私のほうから、個別の補助を

考えるときに、もう既に行われた土地改良投資というものも含めて全体として農業経営

の中でどういう公費の入れ方があるのかと、そういう意味でもっと話を詰めていく必要

があるんだろうということで申し上げました。そういう意味では、もっともっと議論を

深めていく必要があると思っております。 

 当然、個別の補助につきましては、国・県の補助がもう既にあるわけですから、補助

制度が全くなしでいいなんていうことはあり得ない話なんで、農業経営の現実を見たと

きに、それでもなおかつ町独自の農業投資として直接補助という形で各営農組織、認定

農業者のほうに補助をするべきか否かについて、言ってみれば農外も含めた関係者の御

理解がないと、なかなか公費の投入というのは行政だけでは進められない部分があるか

なと思いながらやっていました。ただ、必要なときには私どもも決断をしていくという
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ことだけ申し上げておきたいと思います。以上です。 

（９番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 ここで即答できることはもちろんないと思いますけれども、基本的な考え方として、

例えば農業の問題でも、農業経営のほうを実際に担い手、あるいは農事組合法人を形成

して農業を継続される方は、今言われたように、これからできるかどうかわかりません

けれども、それでも何らかの展望は開ける。けれども、従来の小規模農家で農地を提供

してしまった人の生活は、転職ができればいいけれども、職がなくなったら生活ができ

なくなる。今までは農業で十分、十分かどうか知りませんけれども、それなりの生活を

してきたけれども、その農業の収入すらなくなってしまう。地代だけで、１反当たり

3,000円とか5,000円とかというような収入では、これは固定資産税はどちらに行くのか

知りませんけれども、固定資産税が大体１反当たり2,500円から3,000円ぐらいすると思

うんですけれども、ほとんどそれで終わってしまう。そうすると、土地を提供した農家

のこれまでの生活はどうやって保障していくのか。これは自分で仕事を探しなさいとい

っても、そう簡単に見つかるものでもない。その辺の心配をしているわけですけれども、

その辺をどのように考えておられるのか。 

 それと、先ほども言いましたけれども、大規模化によってこれまでの農業経営がほと

んど破綻している。稲作も大規模化して本当に将来性があるのか。今のままでは本当に

どうなるのか、その将来性について町長はどのように感じておられるのか、この辺の見

解をお伺いしたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 大変今の段階で、それこそさっきから申し上げておりますけれども、なかなか厳しい

選択になってくるんだろうと、そんなふうに思っております。 

 先ほども申しましたけれども、今、一つの求める方向性として、少なくとも大規模化

は必要条件かもしれないけれども、それだけでは将来に不安が残る。大規模化すること

についての御意見を異にするというのであれば、その先の議論につながりませんけれど

も、大規模化をしなきゃいけないけれども、大規模化によって農業経営から、言ってみ

れば退場を迫られた人についてどうするのという話が大きな課題としてあると思います。

それについては、先ほども申しましたように、実はその農業者と農外も含めた合意とい

うか協議が要るんだろうと申し上げたのは、まさしくその部分なんでありまして、最終

的には、やっぱり農業以外での収入の道というのも当然のことながらきちんと考えない
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と、生身の人間が生きていくわけですから、もうここを離れたら、後は知らんよという

ようなつもりは全くございません。そういう意味では、やっぱり農業地域の中にも就業

の機会というものをどういう形で整備していくかということで、今、企業誘致だとか何

とか、そういったものも含めてやっておるところですが、それがどの程度マッチングし

ているのかということは今後の推移を見守る必要がありますけれども、おおむねその方

向の中でやっていくべきだろうと今は考えております。 

 そういう意味でいえば、私はいつも申し上げておりますように、農業はこの町の基幹

産業の少なくとも一つであることは間違いないと。そこの観点から外れて農業はどうで

もいいなんていうつもりは全くありませんので、その点だけははっきりとしておく中で、

この輪之内という良好な自然環境を持った、ある意味農村環境的な部分をどのように１

万人の町で維持していくかということに尽きるだろうと、そんなふうに思っております。 

 最終的に町民の安全・安心といいますか、暮らしを守るというのは基礎的自治体の当

然あるべき責務でありますので、その視点を失わないようにやっていきたいということ

を申し上げたいと思います。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 これで一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後０時01分 休憩）  

（午後１時00分 再開）  

○議長（小寺 強君） 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第３、議第２号から議第13号まで及び議第16号、議第17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 髙橋愛子君。 

○総務産業建設常任委員長（髙橋愛子君） 

 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29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日は午前９時30分より、13日は午前10時30分より、両日、協議会室において、委

員全員、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28年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）について当委員
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会分を議題とし、議会事務局所管分について議会事務局長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、委託料の議事録金額の増はページ数の増加かに対し、本会

議の審議時間の増加により委託料が増加したとのことでした。 

 交際費の減額はしないのかに対し、現予算額と執行額を考慮して減額を行わなかった

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、総務課所管分について総務課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、ガスヒートポンプ方式の空調設備は何カ所使っているのか

に対し、１階、２階、３階にガスヒートポンプ方式の空調を設置しているが、部屋ごと

に、すなわち個別にエアコンを設置したところは電気式のエアコンを設置しているとの

ことでした。 

 ガスヒートポンプ方式と電気式のどちらが効率がよいかに対し、庁舎改修に際して比

較検討し、導入費用はガスヒートポンプ方式のほうが高いが、ランニングコストはガス

ヒートポンプ方式のほうが安いのでガスヒートポンプ方式を選択したとのことでした。 

 歳入のうち、雑入のその他の内訳は何かに対し、保険の事務手数料や福束輪中土地改

良区の負担金、岐阜県町村会からの寄附金が主なものであるとのことでした。 

 町有財産使用料のうち、ＫＲＨ株式会社からの収入分は当初予算額に含めていなかっ

たのかに対し、ＫＲＨ株式会社は下大榑新田地内の町有地を使用されているので使用料

をいただいている。平成28年度当初予算には含めていないかったが、平成29年度も継続

して使用されることが見込まれるので、平成29年度当初予算には盛り込んでいるとの説

明がありました。 

 区長設置事業補助金の内容を教えてほしいに対し、この補助金は区長会研修に対する

補助金で、区長15名が参加、町職員３名が参加した。支出としては、バス代、通行料、

宿泊代、昼食代、その他雑費である。これに対して収入には、区長参加負担金と町職員

参加負担金があり、これらを差し引いて不足する金額を区長設置事業補助金として収入

しているとのことでした。 

 研修補助金については、予算の範囲内で経理するという方法と１人当たりの金額で経

理するという方法の２通りの考え方ができる。過去にもこの点について質問したことが

あるが、その後どのような検討をし、対応されたのかに対し、団体の研修事業は、区長

会だけではなく、ほかの団体も行っている。平成27年度決算説明のときにこの御質問が

ありましたが、その後、関係課が集まって予算編成や執行の方法等について検討をした。

その結果、平成28年度予算は既に従前どおり予算編成していたので、平成28年度は従前

どおり執行することとし、区切りは平成29年度からと考えた。したがって、平成29年度

予算からほかの団体についても電車やバス代などの固定経費は幾ら、参加者１人当たり

幾らというように積算基準を統一したとの説明がありました。 
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 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、危機管理課所管分について危機管理課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、防災士の地元住民の選出方法はどのように行ったのかに対

し、区長会で２名選出のお願いをしたとのことでした。 

 防災士の補助金は、全額補助するべきではないかに対し、個人の資格取得のため、２

分の１としているとのことでした。 

 防災士養成講座に中学生も参加できるようにしたらどうかに対し、子供も対象とし、

参加できるよう検討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、経営戦略課所管分について経営戦略課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、基金繰入金の取りやめや臨時財政対策債も１億3,610万円

発行を抑えることができるということは町の財政にゆとりができたということかに対し、

ゆとりができたとは言いがたい状況で、国の補正とか交付金が入ってきたなどの外部要

因ではなく、内部的なものが多く、その主な要因としては、歳入では法人税や固定資産

税の税収が伸びたことが主な要因で、歳出では、各事業を精査した結果、不用額が生じ

たのが主な要因で、歳入総額が歳出総額を大きく上回った。 

 具体的には、今回の補正予算では、調整前の純計額は、歳入が46億4,169万9,000円、

歳出は41億5,405万3,000円で、乖離額は４億8,764万6,000円であったため、歳入では基

金繰入金を３億2,926万3,000円、臨時財政対策債を１億3,610万円減額し、歳出では、

特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金を2,000万円、基金積立金を228万3,000円

増額し、歳入歳出それぞれの総額を41億7,633万6,000円に調整したものである。 

 今回の補正予算では、基金繰入金の取りやめや町債の発行を抑制することができたが、

当初予算の段階では基金繰入金や町債を計上しないと編成できない状況であり、また町

債を抑制できただけで発行しているのは事実であり、町の財政にゆとりができたという

ことは言いがたいとのことでした。 

 減額が大きいが平成28年度当初に予定した事業は実施したのかに対し、当初に予定し

た事業を実施した結果、２億8,399万4,000円の減額が生じたとのことでした。 

 予算と実績でなぜそんなに差が出るのかに対し、予算編成時は各業者等からの見積書

を徴取し、それを参酌して予算編成をしている。事業実施の段階で各課等で安価に抑え

る努力をした結果、不用額が生じたと考えているとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、税務課所管分について税務課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、法人税、固定資産税の増額については、町内企業の業績が

よかったということですが、すぎやま工業は含まれているのかに対し、土地の固定資産

税のみ含まれ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会計管理者から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、預金利子は0.025％から0.1％になったということだが、ほ

かの基金もそうなのかに対し、そのとおりとのことでした。 

 町預金利子についても0.025％から0.1％になったのかに対し、0.025％から0.14％の

間で運用できたとのことでした。 

 町預金利子は普通預金か定期預金かに対し、定期預金であるとのことでした。 

 基金より町預金の利率がよいのはなぜかに対し、そのときの運用によって利率は異な

り、現在、日銀のマイナス金利によりだんだん利率は下がっていて、当初予算の時点で

は0.025％だったのが現在は0.01％であるとのことでした。 

 次に、産業課所管分について産業課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、元気な農業の185万6,000円の補助金が減額で、楡俣北部と

カワシマ共同の補助金分が認められなかった理由は何か、来年度、再度申請すると認め

られるのかに対し、今回の申請は機械の単純な更新とのことで、このような申請では補

助金の審査の優先順位が一番低い状況となり、採択されなかったとのことでした。来年

度の補助についても難しい状況にあるとのことでした。該当する組合には採択されない

理由と状況を伝え、それぞれ了承を得ているとのことでした。 

 この機械の購入に対する補助率はどうなっているのか、県の補助がつかない場合、町

の補助はつくかに対し、県が事業費から消費税を抜いた額の４分の１を補助し、町が

５％補助しますので、合計で30％の補助となるとのことでした。県の採択要件の結果を

町の判断基準としているため、町の補助もないとのことでした。 

 機構集積協力金8,300万円を減額した理由は、その規定を定めた国の要綱が変わった

とのこと、その変更内容はに対し、平成28年３月30日付で農地集積・集約化対策事業実

施要綱が改正され、機構集積協力金の交付対象が新規集積面積のみとなりました。平成

28年１月から平成28年12月の間で中間管理事業により権利設定された農地は、従前から

集落営農が耕作していたため、交付対象とならなかったとのことでした。国の基準が厳

しくなったとのことでした。 

 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建設課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、道路新設改良工事で本戸、十連坊の見送りした理由は何か

に対し、本戸地区においては安八スマートインターの兼ね合いもあり、安八町道との同

時施工をするためで、十連坊については、ほ場整備事業の計画もあり、道路もほ場整備

の計画に合わせるため見送ることとしたとのことでした。 

 水路工事で職員が設計を行った箇所、割合はに対し、プレハブ水路のコンクリート敷

打ちは、４カ所をまとめて職員で対応をしたとのことでした。 
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 形の決まった簡単な工事は職員で設計が行えないのか、また職員の技術向上になるの

ではに対し、簡易に設計できそうな水路でも、現地の測量や構造物の勾配等の計画が必

要になる。現在の職員数も踏まえ、人事のこともあるが難しく、技術に関しては、計画

段階で測量業者との検討をする中で職員も向上し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。 

 次に、土地改良課所管分について土地改良課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、楡俣北部地区のほ場整備に向けた今後のスケジュールはに

対し、来る３月26日に土地改良推進協議会の総会を開催する。平成29年度には県・国の

ヒアリングを経て、認可申請の法手続に入り、平成30年６月の事業採択を目指している

とのことでした。 

 四郷南部で農事組合法人が立ち上げられ、ほ場整備の要望の声を聞くが、事業採択に

向けた方針はに対し、次のところは未定だが、楡俣北部地区のめどがついたところで取

りかかる予定である。四郷南部では地元説明会は行っていないが、法人の役員の方には

ほ場整備の概要説明を行っ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、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

28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しました。 

 次に、議第６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補正予算

（第２号）についてを議題とし、建設課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、下水道工事費の追加2,300万円の工事内容はに対し、発注

済み工事の変更等もあるが、民間造成工事に関連し、工事追加によるためとのことでし

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６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補正予算（第２号）については、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議第７号 平成28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、建設課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、キャッシュ・フローの期末残高がふえている理由はに対し、

平成28年度当初については見込みで作成しており、補正予算では６月の決算に基づき作

成しているため金額の差異が生じているとのことでした。 

 水道事業経営にゆとりができたのかに対し、期末の見込み残高が期首残高と比べて減

少しており、ゆとりができたもの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。 
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 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７号 平成

28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

ものと決定しました。 

 次に、議第８号 平成29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

して、議会事務局所管分について議会事務局長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、昨年12月の議員報酬のアップにより必要となる金額の増加

は幾らか、議員定数９名で積算した場合の金額はに対し、議員報酬180万円、期末手当

74万1,750円、議員共済会負担金64万3,140円で、合計318万4,890円とのことでした。 

 備品費のＩＣレコーダー、デジタルカメラは２万円で購入できるのかに対し、業者よ

り見積書をとっている、購入できるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、総務課所管分について総務課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、時間外勤務は近年厳しい状況ではあるが、サービス残業に

ならないよう注意喚起しているのか、職員には何時までに帰るように徹底しているのか

に対し、時間外勤務は、課長が職員に勤務を命令し、承認をしてから行うのを原則とし

ている。長時間働き続けると体調が悪くなることもあるので、就業時間が終われば帰る

べきであると考えている。課長も特定の職員がいつも遅くなることがないよう配慮すべ

きであるが、今は何時までに帰りましょうというような指示は特にしていないとのこと

でした。 

 残業について、言葉の努力だけではなく、現実の努力もするべきではないかに対し、

管理職も全ての業務についてその事務量を把握するのは困難であるが、頻繁に残って仕

事をしている職員については目配りをするなどして、ほかの職員の協力体制をとるよう

指導をしていきたいとの説明がありました。 

 庁舎警備委託により宿直体制を変えるのか、導入する警備システムはどのようなもの

かに対し、現在、１名体制で宿直を行っているが、庁舎の警備を委託することにより宿

直の体制を変えるということは考えていない。導入する警備システムは、センサーによ

る自動通報システムであり、宿直者の仮眠中における侵入者への対応として万全な体制

をとるため導入したいとの説明がありました。 

 役場の電気は、中部電力ではなく新電力から電気を購入しているが、電気代は幾ら安

くなったのかに対し、平成28年度は13施設で新電力を購入しており、新電力との仲介手

数料を差し引いても約370万円安くなる見込みであるとの説明がありました。 

 平成29年４月新規採用予定の職員は何人か、採用内訳はに対し、平成29年４月は７名

を新規採用する予定をしており、経験者採用枠も含めている。その内訳は、事務職が４

名、保健師１名、保育教諭２名とのことでした。 

 事務職の４名はそれぞれ何歳かに対し、上から42歳、34歳、31歳、25歳とのことでし



－１２３－ 

た。 

 そのほか、なるべく若い人を採用してほしいとの提言がありました。 

 今後、区長手当を上げる考えはあるのかに対し、過去にも見直していきたいと答弁し

たことがあるが、今般、町長と議員の報酬を見直したところでもある。具体的にいつと

は決めていないが、見直していく必要があると考えているとの説明がありました。 

 今の予算書は、一つの科目に２以上の課の予算が混在しているところがあり、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、予算書の作成に当たり経営戦略課と協議をしたが、結果として今回は見送

ったところである。予算計上する款項目を移すことも考えながら、引き続き検討してい

きたいとの説明がありました。 

 個人情報保護制度対応支援業務委託料はどのような作業を委託するのかに対し、当町

においては輪之内町個人情報保護条例を制定し、必要の都度、所要の改正を行ってきた

ところである。本委託により、国の法改正による影響調査、規定例との影響調査、法制

執務上の観点からの精査を行い、輪之内町個人情報保護条例等を見直していくとの説明

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、危機管理課所管分について危機管理課長から説明を受けました。 

 説明の後、質疑に入り、主な質疑は、ハザードマップ更新業務は電柱に張りつけてあ

る想定浸水深の張りかえを行うものかに対し、現在のハザードマップを国交省の提示し

た新たな浸水想定区域図に倣い、更新するものとのことでした。 

 防災会議のメンバーは誰がいるのかに対し、町長、参事を初め、指定地方公共機関で

あるＮＴＴや中部電力等の職員等で構成されているとのことでした。 

 購入したホースは、地区に設置してある消火栓でも使用できるのか、また消防団で不

用となったホースが使用できるなら公平に分けてもらえるようお願いしたいに対し、購

入したホースは、消火栓での使用は可能で、区長会の席で話をしており、地元の要望を

受け配付し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。 

 次に、経営戦略課所管分について経営戦略課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、輪之内光サービスの加入世帯数はに対し、加入世帯は、平

成29年３月１日現在で1,656世帯、加入率は50.8％とのことでした。 

 企業立地奨励金の内訳はに対し、２社が該当し、現在の交付金の対象となる固定資産

税の土地及び家屋、償却資産の予測額の報告がありました。 

 企業立地奨励金は３年間同額を交付するのかに対し、平成29年度から３年間交付する

が、償却資産については資産の減価が生じるので、それに伴い、減少するとのことでし

た。 
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 地域情報化推進委員会及び総合戦略推進委員会、公共施設等総合管理計画検討委員会

のそれぞれの役割はに対し、地域情報化推進委員会については、第三次地域情報化計画

の進捗状況の管理や、輪之内スマイルチャンネルで放送する番組内容について協議して

いる。 

 総合戦略推進委員会については、輪之内町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた

事業の進捗状況の管理や、まちづくり創生アイデア募集事業で提案のあった事業につい

て実現に向けて検討している。 

 公共施設等総合管理計画検討委員会については、人口減少時代を迎え、生産年齢人口

は減少し、税収も減少することが予測される中、老朽化した公共施設等や道路や水路、

下水道、水道などのインフラ資産をどう維持していくかを協議する。具体的には、建設

最盛期に建設した公共施設が同時期に更新時期を迎え、多額の費用がかかることから、

施設の利用状況を勘案し、更新時期に統廃合するなど、施設の総量最適化などについて、

今後の方向性を定めた全体的な計画と中・長期で考えたアクションプランの２段構成で

協議していくとのことでした。 

 公共施設等総合管理計画検討委員会の委員構成及び任期はに対し、議員１名、区長会

の会長及び副会長４名、有識者３名、公募による２名の合計10名で、任期は２年とのこ

とでした。 

 その中で区長会の会長及び副会長の任期は１年であり、１年で委員が交代するのでは

なく、もう一年継続してお願いしてはどうかという意見がありました。 

 動画コンテンツ使用料はどの業者の番組を放送するのかに対し、現在交渉を進めてい

るのは、大垣ケーブルテレビが制作した番組の放送を考えているとのことでした。また、

当町が制作した番組を他市町でも放送できるよう協議しているとのことでした。 

 Ｗｅｂアンケートシステムについてアンケートの送付方法はに対し、当町でアンケー

ト対象者を無作為で抽出し、光サービス事業者である株式会社アミックスコムが対象者

が光サービス加入者かどうか確認を行い、アンケートを加入者にはメールで送信し、未

加入者には文書にて郵送するとのことでした。 

 新規誘致企業は企業連絡協議会に加入しているのかに対し、加入していない。企業連

絡協議会は企業の情報交換の場でもあることから、加入していただきたいとのことでし

た。 

 企画費の補助金の中で地方創生に関連した事業と内容はに対し、５事業該当し、最初

に就職・転職フェア開催補助金は、ＵＩＪターンを促すために就職・転職フェアを開催

し、企業が出展に係る費用の一部を助成するもので、平成28年度は今月の18日・19日の

２日間、地元の企業など16社が参加して開催する。 

 ２つ目に育児休業助成金は、女性が安心して育児休業を取得でき、職場に復帰できる

環境を整備するため、育児休業を取得しようとする女性労働者を雇用する事業者に対し、
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対象者１人当たり10万円を助成するが、平成28年度は申請がなかった。 

 ３つ目に三世代同居・近居助成金は、統計によると三世代同居率が高い県は、世帯の

所得や子供の学力は非常に高いというデータがあり、当町は岐阜県内において三世代同

居率が１位であることから、さらに同居率を伸ばし、世帯所得及び子供の学力の向上を

図るため、またあわせて親世帯に子供世帯が同居また近居することで、親世帯の老後に

おいて安心して暮らせる環境をつくり、ひいては人口減少に歯どめをかけることを目的

としている。助成の具体的な内容は、三世代同居・近居するための住宅取得またはリフ

ォーム工事を行うための費用の10分の１、30万円を上限に助成するが、平成28年度は、

問い合わせはあったが、申請までは至らなかったとのことでした。 

 ４つ目に創業・第二創業助成金は、町内で新規または第二の創業をしようとする事業

者に対し、創業に要する経費の２分の１、100万円を上限に助成するが、平成28年度は、

問い合わせはあったが、申請までは至らなかったとのことでした。 

 ５つ目にインナービューティー＆農業コラボ実行委員会補助金は、東京及び大阪など

でダイエット教室を展開するインナービューティーダイエット協会とコラボレーション

し、協会に無農薬野菜の生産者10名で結成したインナービューティーダイエット＆農業

コラボ実行委員会が野菜を提供することで、農家の増収及び当町の農業のクオリティー

の高さのＰＲを目指すもので、実行委員会に資機材、肥料を購入する費用などの一部を

補助している。平成28年度の実績としては、６月から29年２月末まででインナービュー

ティーダイエット協会ほか２社に出荷し、売り上げは約126万円であったが、無農薬野

菜は非常に栽培が難しく、商品として出荷できるのは２割程度であるとのことでした。 

 三世代同居・近居助成事業の対象要件の一つに町外から町内に居住とあるが、それが

ネックになっているのではに対し、町外から転入し、町内の集合住宅に居住している場

合は、転入してから３年間以内の申請であれば該当する措置も設けているとのことでし

た。 

 地方創生に関連した事業は、交付金を受けて実施しているのかに対し、平成27年度は

国より交付を受けたが、平成28年度からは一般財源で実施し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。 

 次に、税務課所管分について税務課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、経営戦略課の企業立地促進奨励金交付事業交付金の予算額

と固定資産税の対前年比の額に差が生じているのはに対し、予算額では収納率を加味し

ているとのことでした。 

 固定資産税の前納報奨金の計算はどのようにしているのかに対し、報奨金額は、２期

分の税額掛ける0.2％掛ける18カ月で、報奨金の上限は、3,600円とのことでした。 

 差し押さえ物件鑑定評価委託料については滞納処分したものかに対し、土地に係る鑑

定料とのことでした。 
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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会計管理者から説明を受けました。 

 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産業課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、写真コンテストは、いつ、どのようにやるのかに対し、ま

だ日程等について具体的には決まっていないが、輪之内町の地域の宝を掘り起こす目的

で開催したいとのことでした。 

 特産品開発の事業補助や地域食材活用弁当開発事業補助は関連していると思うが、過

去にやっていなかったか、弁当はどうやって販売するのかに対し、特産品開発はやって

おりましたが、さらなる特産品を開発していきたい。弁当は、地域の食材を使った農家

レストランが最近ではふえてきている。そこまではいかないが、地域の農産物を使った

弁当を開発したいとのことでした。弁当は、販売というより、ホッとステーションなど

で試食会を開いて、広く輪之内の農産物をＰＲしていきたいとのことでした。 

 物を売るということは大変だと思う、ただ、やりたいだけでやるということではなく、

積み上げが大切ではないか。いろいろな仕掛けをしていくことはよいが、過去の特産品

開発の反省を生かしているのか、継続性がないのが一番の問題ではないかに対し、今ま

での反省点ということでは、売れる商品や、継続していくというのが大切だと思う。ま

た、この弁当開発事業については、売れる農産物を探すということも目的とのことでし

た。 

 御膳米を使った黒豆御膳なども弁当事業に入るのかに対し、そうですとのことでした。 

 弁当事業はどうしていくのか、主体はどこで、毎日やるのか、提案してきた人にやら

せるのかに対し、特定の間隔で弁当販売というより、試食会を行いたい。加工するのに

厨房が要りますし、保健所の検査や届けが必要とのことでした。 

 一般個人ではそこまでの設備のある人はいないと思うが、そういった設備投資から始

めるのかに対し、設備のある人はいないので、朝市で弁当を出している方に話をしたい。 

 軽トラ朝市の補助金の内訳は、現在、何件の登録があるのか、また売り上げはどうか

に対し、今年度30万円の補助金の内訳は、イベント開催時の消耗品や食材代や新聞折り

込み代とのことでした。登録は30から40事業者ある。天候不良のときでも平均して出店

者数は120％増加しており、売り上げは700万で、前年比105％の増であるとのことでし

た。 

 地域密着型のよい事業だと思うが、参加費とかを取って自助努力をしていることはあ

るのかに対し、今現在、登録料や参加費等を取っていることはないとのことでした。参

加者の中で出店を取りやめることを考える方も多くなってきており、出店者の確保を考

えると話しづらい状況にあるとのことでした。 

 また、たとえ少額でも徴収して、みんなでこの会を大きくしようという意気込みを持
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たせることが大切なのではという意見もありました。 

 軽トラ朝市の概要は、今後の目標はに対し、朝８時30分から11時までの2.5時間で24

回あるので、年間60時間、１店舗当たりの売上額は、平均すると7,000円程度です。１

万円の売り上げを目指して、単価アップができるような取り組みとして研修会や視察も

行っているが、まだ単価アップまでに至っていないとのことでした。 

 街路灯事業は更新は全て終わったのか、新規に設置すると１基幾らかかるのかに対し、

全てを更新して終わったということではなく、更新をしてほしくないという方もいらっ

しゃるので、そういう箇所は残っております。今年度完了したのは、新規23基、更新は

原則今年度で完了の予定で、あと30基ほどあるとのことでした。新規設置は、３万

8,000円とのことでした。 

 更新しても点灯していない街路灯もあるし、昔の水銀灯と違い照射範囲が違うので、

つけかえた位置が全然効果がない場所につけているところもあるので、夜見に行っては

どうかに対し、つけかえて問題があるという箇所については、商工会に確認し、善処さ

せていただくとのことでした。 

 街路灯の負担金はいつまでもらうのかに対し、来年度からはいただかないとのことで

した。 

 ＦＣ岐阜のイベント開催の費用にバスの借り上げ料やドローン使用料は何かに対し、

ＦＣ岐阜がホームタウンデーとして、町民の方に長良川競技場に来てもらうため設定し

た。ドローンの使用料は、イベントの空撮用ですとのことでした。 

 そのほかに、サッカー少年団の関係者だけでなく、町民にも広くＰＲする必要がある

ので、輪之内チャンネルなどで呼びかけてはどうかという意見もありました。 

 青年就農給付金はゼロになったが、応募者がなかったので補正でゼロにしたが、次年

度（平成29年度）は制度がなくなったのかに対し、本年は就農の相談を受けていた方が

最終的に就農しないことになったために、新規就農者がありませんでした。次年度も制

度はあります。新規相談者があれば補正予算で対応していきたいとのことでした。 

 元気な農業の補助金が来年度予算化されていないが、補助金を受けたい場合はいつま

でに申し込まなければならないのかに対し、来年度は補助金の要望がなかったため、予

算化していません。補助金の要望は、例年12月から１月の間に県から要望調査があるの

で、要望がある場合は、早急に申し出てほしいとのことでした。 

 元気な農業の機械補助を受けられる対象者はに対し、営農組合や農業法人、認定農業

者などが受けることができるが、単純な機械更新ではなく、規模拡大や新たな作目に取

り組む方であれば優先順位が高く、補助を受けられやすいとのことでした。 

 年度途中で補助を受けたいとした場合、追加要望とかはあるのかに対し、平成29年度

ですと、事業が開始して、４月、５月、９月ごろまでに機械導入が完了して、補助残が

あれば県から町に追加希望の照会が来るとのことでした。 
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 町民センターの畳がえを行ったと思うが、ほかに悪いところはないのかに対し、今は

空調関係の調子が悪いのでだましだまし使っているが、電気にかえるとキュービクルの

交換が必要で費用は莫大になるため、今のまま使うとのことでした。 

 町民センターの管理について、公共施設の協議会等があるが、たんぽぽの作業所もあ

るが、この先、まだ使っていけるのかに対し、すぐに建てかえという議論ではなく、避

難所等に指定されていることもあり、今のままできるだけ維持していきたいとのことで

した。 

 丸毛戦記の意義は何なのか。輪之内町として歴史的価値があるとして掘り起こしてい

る。今後、戦略的にどう考えているのかに対し、丸毛氏は西軍に味方した。大阪では、

御膳米を販売したときにいろいろ話を聞くと、大阪は西軍を支持する人が多いため、西

向きは丸毛、東向きは徳川御膳米で売っていきたいとのことでした。 

 機構集積協力金に該当する法人の受託規模と対象面積、金額はに対し、該当する法人

が機構を通じて転貸しした面積は45.5ヘクタールで、そのうち新規の契約は44ヘクター

ルであり、約１ヘクタールほどは、以前ほかの農業者が耕作していたとか、営農組合に

管理を任せていたということで、平成29年度は44.4ヘクタールに５万円を掛けた2,220

万円を予算計上しておりますとのことでした。 

 機構集積協力金の該当法人の地域は再ほ場整備をしていきたいと考えているようだが、

今後の指導や方向性はに対し、ほ場整備については土地改良課が所管となるので、産業

課としても連携して地元の方に話をしていくとのことでした。 

 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建設課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、予算が少なくなっているが、要望件数に対し工事予定箇所

の予定はどうなっているかに対し、現在、146件の要望があり、そのうち６件が予定箇

所となっている。要望に対し、地区のバランスを考慮し、予定している。それ以外では、

ほ場整備完了地内の農道舗装と緊急輸送道路の整備を計画している。工事件数は、昨年

と同様とのことでした。 

 水路工事の水路深さについて、現在の２枚から３枚にすることが可能なら、将来の土

地利用を考えて、地元と調整の上、設計、工事を実施してほしいに対し、楡俣新田地区

については検討の余地があるため、地元と調整の上、進めるとのことでした。 

 本戸地区の連絡道路の３路線とはどこのことか、また買収単価は緊急輸送道路と異な

るのかに対し、本戸の道路改良は、側道があるため３路線となっている。また、買収単

価は、両路線とも農地のため、平方メートル当たり5,000円で、同じ単価となるとのこ

とでした。 

 側溝工事を計画する場合の条件があるのか、片面が農地沿いの場合は工事を実施しな

いのではなかったかに対し、今回の計画地は道路の両側が埋められており、水がたまり、
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舗装の勾配を片側にしても対応できない。農地を埋められた場合、側溝は町で実施しな

い基本方針は変わらないが、置かれた状況により対応するとのことでした。 

 安八・海津線から堤防道路へのアクセス道路の進捗はどうかに対し、設計は完了して

いるが、実施については県に要望しているが、明確なスケジュールは未定とのことでし

た。 

 耐震シェルターの値段はどれくらいか、また補助金の割合はに対し、耐震シェルター

の値段は、メーカーにもよるが、シェルターの内部の広さが4.5畳で90万円や、安価な

ものは38万円もある。補助金は、上限を30万円とし、購入価格の２分の１を補助すると

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、土地改良課所管分について土地改良課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、楡俣北部地区のほ場整備で計画されている農用地面積はど

れだけかに対し、約34ヘクタールの農用地が計画されているとのことでした。 

 そのほか、地区役員が県外研修にバスで出かける予定をしているが、目的意識を持っ

て、いろいろな観点から最もふさわしい工法を研修してきてほしいという前向きな意見

が出されました。 

 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８号 平成

29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

べきものと決定しました。 

 次に、議第12号 平成29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、建設課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、下水道推進協議会は年２回開催されていると思うが、平成

28年度のそれぞれの審議内容はに対し、年２回開催のうち、第１回は当初の下水道発注

状況と加入率、住まいる住宅助成金の状況や加入促進についてのＰＲの内容について、

第２回は平成29年度の計画と、年度末の住まいる住宅の実績や第１回開催での状況の動

向についてを審議したとのことでした。 

 下水道加入促進について委員からの意見はありましたか、加入促進についてのネック

はに対し、加入推進の意見に基づき実施している取り組みは、下水道事業のＰＲを毎月

広報で掲載しており、町のケーブルテレビでは、毎月、月末の接続率を掲載していると

のことでした。ネックは、下水道未接続の方に対する必要性や下水道料金の考え方など

意見があるとのことでした。 

 庁舎の下水道接続について、接続に対する考え方が違うのではないか、今後の見通し

はに対し、当然、早期に接続していただきたいのが本音で、関係機関との調整があると

のことでした。 
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 浄化センターでの汚泥処理運搬はどこへ処理しているのかに対し、汚泥は乾燥させて

セメントの原材料として行っている。処理場は、上石津町にある「りゅういき」で、処

理に必要な金額は、１トン当たり２万4,000円と消費税とのことでした。 

 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12号 平成

29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しました。 

 次に、議第13号 平成29年度輪之内町水道事業会計予算についてを議題とし、建設課

長から説明を受けました。 

 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13号 平成

29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16号 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

部を改正する条例についてを議題として、産業課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、農業委員会委員の報酬が年額から月額に変わる、今後の最

低額は幾らかに対し、固定額と加算額で、加算額については実績に応じて変動があり、

未定とのことでした。 

 ほかの市町はどのような状況かに対し、ほかの市町は、月額１万3,000円から１万

5,000円の間で、そのほかに市（町）長の定める額を追加しているとのことでした。 

 輪之内町の農業委員の報酬は低いのではないかに対し、現在が８万8,000円で、月額

に直すと7,333円で、7,500円だと９万円になり、確実に交付される活動実績交付金と合

わせて１万3,500円となるので、ほかの市町と比べても変わら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、農業委員会委員の報酬は、県下でも低い。近隣町に比しても低い。最低

でも県下の平均レベルにまで引き上げるべきと考え、反対との反対討論がありました。

異議があるので、挙手によって採決を行いました結果、賛成多数で、議第16号 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しました。 

 次に、議第17号 輪之内町農業委員会委員候補者等選考委員会設置条例の制定につい

てを議題として、産業課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、農業委員の任期は何年かに対し、３年で、今年の７月19日

で現在の委員の任期が終了するとのことでした。 

 12月の農業委員の定数条例では、施行に必要な事項は規則で定めるとしてあるが、今

回は規則ではなく条例なのかに対し、当初、農業委員会で示したときは規則であったが、
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選考委員に対して報酬を支払うことになるため、条例として提案したとのことでした。 

 条文の中の第３条の選考方法で適当と認める方法とは何か、また必要と認める場合は

どういうときかに対し、推薦された者、面接を行うとのことでした。必要と認める場合

とは、申込者が定数を超えた場合に町長が選考委員会に要請するとのことでした。 

 募集に満たない場合はどうするのかに対し、そのときの状況で農業委員会や団体に推

薦を依頼するとのことでした。 

 平成29年の農業委員の募集は、またどうやって選ぶのかに対し、４月の広報で一般公

募する。その上で、６月に議会承認を得て決定していくとのことでした。 

 事務的に農業委員の候補となることの要件はあるのかに対し、農業委員会の過半数は

認定農業者または認定農業者に準ずる者ということで、法人の営農組合の構成員も対象

になる。また、そのほかの方については、全く農業に関係ない方も応募できる。青年層、

女性層も多く採用するよう指導がある。利害関係のない者も、必ず一人は採用する必要

がある。また、他市町からの応募も可能で、選考委員会では、そういった方々を総合し

て判断するとのことでした。 

 そのほかに、農業の知識のない者が定数どおりで採用された場合がとても心配である

が、何でもありということはとんでもない話であり、しっかり対応してほしいとの意見

もありました。 

 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17号 輪之

内町農業委員会委員候補者等選考委員会設置条例の制定については、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

 以上で、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、総務産業建設常任委員会委員長報告を終わります。 

○議長（小寺 強君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 私のメモとは若干違っているところもあったんですけれども、この内容というのは執

行部が全部認識しておられるのかどうか、執行部の確認は得ているのかどうかというこ

とを確認したいと思います。 

○総務産業建設常任委員長（髙橋愛子君） 

 知りません、私は、何のこと。 
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（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 そうすると、この委員長報告というのは当てにならんということですか。 

 私のメモとそう大きな差はないんですけれども、若干違っているところがあるもんで、

私のメモの記載ミスということも十分考えられるもんで、これが正解なのか、私のメモ

が正解なのかというところをあれですので、執行部のほうではっきりとこれを認めてい

ただいて、このとおりであるということを執行部からのお墨つきをいただかないと、こ

れ、議事録にならへんもんでね。そこのところをちょっと確認しておいていただきたい

と思いますけれども。 

○総務産業建設常任委員長（髙橋愛子君） 

 どのことかしら。 

（「暫時休憩して確認せよ」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 暫時休憩します。 

（午後２時12分 休憩）  

（午後２時13分 再開）  

○議長（小寺 強君） 

 会議を再開いたします。 

 総務産業建設常任委員長 髙橋愛子君。 

○総務産業建設常任委員長（髙橋愛子君） 

 今、森島議員さんからどうなっているかという意見がございましたので、「当初予算

の時点では0.025％だったのが、現在は0.01％であるとのこと」で間違いございません

ので、お願いいたします。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 個別の件は了解しました。 

 だから、全体的にこの委員長報告は、完成したものを執行部は承知していないという

ことでよろしいですか。 

○総務産業建設常任委員長（髙橋愛子君） 

 一応私は確認しております、これに対して。 

○９番（森島正司君） 
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 なら、最初から言えばいい。 

○総務産業建設常任委員長（髙橋愛子君） 

 ちょっとわからんところは、執行部に対してきちんと聞いてやっています。このとお

りでございます。 

（「質問ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 次に、文教厚生常任委員長 田中政治君。 

○文教厚生常任委員長（田中政治君） 

 文教厚生常任委員会委員長報告をいたします。 

 平成29年第１回定例輪之内町議会において本委員会に審査付託されました案件につい

て、３月８日と９日の２日間、ともに午前９時30分より、協議会室において全委員出席

のもと、執行部側より町長初め関係者出席のもと、審査をいたしました。 

 その経過と結果を御報告いたします。 

 最初に、議第２号 平成28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、国庫負担金の保険基盤安定負担金がかなり多くなっている

が、ふえる要因は何かに対し、国民健康保険税の低所得者対策強化のため、国から自治

体への財政支援である1,700億円投入の意味でふえたこともあるが、保険基盤は支援分

と軽減分から成る７割・５割・２割の軽減額に対し、国と県からの補助がある。軽減者

がふえれば補助金もふえるとのことでした。 

 平成27年、平成28年と国から自治体への財政支援である1,700億円が入っている。平

成29年は倍になる。その補助金の決定はいつか、予算の当初では見込めないのかに対し、

10月に交付申請をして、交付決定は12月である。12月の補正には間に合わないとのこと

でした。 

 収入があれば国保税を下げることができる。国は自治体への財政支援である1,700億

円の予算があるので、もっと早く申請してほしい。補助金が入るのはいつかに対し、決

定された補助金は、年明けと年度末の２回に分けて交付される。交付申請は、５月に前

年の所得が確定し、被保険者数や１人当たりの平均保険料、軽減額がわかってからしか

申請することができないので、この時期になるとのことでした。 

 予算は全てが見込みであり、７割・５割・２割の軽減者を想定して予算を立てるべき

である。想定に基づいて申請をし、年度末に微調整をするべきであって、その申請その

ものが遅いし、３月の補正では遅いのではに対し、輪之内町だけが遅いのではなく、全

国的に申請時期が決められている。全国からの申請が集まってから補助金が配分される

ので、当初から交付額は決められていないとのことでした。 



－１３４－ 

 環境衛生費の太陽光発電補助事業の太陽サンサン補助金の実績は何件か、同じく水質

浄化対策事業の浄化槽設置補助金の実績は何件かに対し、太陽サンサン補助金は８件、

浄化槽設置補助金はゼロ件であるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 次に、福祉課終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、扶助費の減額は給付見込みによるということだが、利用者

の状況を把握しているのかに対し、扶助費の予算は、過去の実績に基づき計上しており、

年度で給付額に差があるが、窓口で利用できるサービスの相談に応じている。また、民

生委員や福祉委員からも相談や情報の提供を受けているとのことでした。 

 第３子以後出産祝い金の見込み数はに対し、当初予定者の20人から８名減少して12名

であるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 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、小藪小学校大規模改修工事の設計委託の業者と金額はに対

し、業者は株式会社大幸建築設計事務所で、金額は793万8,000円とのことでした。 

 選奨生の内訳はに対し、当初予算では新規５名、継続５名の予算を組んだが、実績で

は新規ゼロ名、継続者が４名であり、内訳は、専門学校生が１名と大学生３名とのこと

でした。 

 小・中学校の電気代が減額となった理由はに対して、空調設備設置に伴い、電気代が

ふえる見込みの予算を組みましたが、設置時期が遅かったこともあり、想定を下回った

ためとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議がなく、議第２号 平

成28年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）のうち、当委員会所管分については、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議第３号 平成28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、退職者の被保険者数の減少の理由は何かに対し、退職者医

療制度は平成26年で新規の被保険者がなくなり、その方が65歳になるまでの５年間の経

過措置として平成31年度まで制度が続くとのことでした。 

 退職者医療制度について説明してほしいに対し、退職者医療制度とは、退職被保険者

に係る医療費、医療費から保険税等を差し引いて支払基金から交付される療養給付費交

付金、またそれを賄う保険税については、国保特別会計上、一般被保険者と区分けして

いるが、被保険者として受けられる全ての給付サービスは、一般被保険者と何も変わり

はないとのことでした。 
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 被保険者にとっては一般保険者であろうが退職被保険者であろうが何も変わらず、行

政の出どころが違うだけである。平成31年に支払基金からの交付がなくなれば、その補

填はどこでもらえるのか。財源がなくなった分、一般会計から繰り入れられるのかに対

し、補填は今のところ何もなく、退職被保険者制度がなくなれば、60歳から一般被保険

者として加入することになるとのことでした。 

 支払基金からの交付金がなくなれば、国保会計の財政が圧迫されないのかに対し、退

職者医療に対する交付金は減ってきているが、その分、一般被保険者数に応じた療養給

付費等負担金や調整交付金の額がふえてきているとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議がなく、議第３号 平

成28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いたしました。 

 次に、議第４号 平成28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、保険料の特別徴収が減額になり、普通徴収が増額している

のはに対し、後期高齢医療の被保険者になると普通徴収から始まるので、対象者が多か

ったことが要因であるとのことでした。 

 特別徴収と普通徴収の選択はできるのかに対し、切りかえることはできるとのことで

した。 

 すこやか健診の受診者数はに対し、受診率は45.3％で、対象者1,017名中、467名であ

るとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議がなく、議第４号 平

成28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いたしました。 

 次に、議第５号 平成28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、公共施設等整備基金の積立金は、児童発達支援事業に充て

るものかに対し、児童発達支援事業に充てるものとして管理しているとのことでした。 

 発達支援教室には、現在、何名通園しているのかに対し、登録しているのは27名であ

るとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結しました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議がなく、議第５号 平

成28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

おり可決すべきものと決定をいたしました。 



－１３６－ 

 次に、議第８号 平成29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、住民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、新リサイクルポイント事業について、古紙は重量制なのか、

生ごみのポイント対象はどういう扱いか、ポイントがたまったら何がもらえるのかに対

し、古紙は重量制であるが、生ごみは重量に関係なく、１日１回のポイントである。ポ

イントの商品は、食品ラップ、トイレットペーパー、軽トラ朝市の100円券であるとの

ことでした。 

 消費生活相談員の賃金は１日5,000円か、その人は町内にいるのか、どんな人かに対

し、勤務は午前10時から午後３時までで5,000円、時給は1,250円である。消費生活相談

員の資格がある方は、町内にはおらず、県の相談センターからの紹介で、大垣在住の方

と垂井町在住の方を予定しているとのことでした。 

 地域協働水質改善協議会はいつまで続くのか。中江川はきれいになってきているが、

大榑川の特に海松の上流のほうはほとんど改善されていない。大榑川は協議会のテーマ

ではないのかに対し、川がきれいになる方法を検討していただくため、今後も協議会は

継続していく。大榑川は、長良川から寸断されて以来、水源がない。大榑川水質改善の

具体的な対策はまだ見つかっていないが、継続して検討していきたいとのことでした。 

 協議会で大榑川の現地視察をしたことはあるか。大榑川は水源が小さいのに川が大き

い。水の入れかわりがなく、汚濁の原因となっている、協議会でも十分してほしいに対

し、大榑川の現地視察は、協議会として出向いたことはないが、協議会は地元の委員で

あり、地域性で大榑川の話は出る。今年度で５年間の森林環境税の補助は終了するが、

平成29年度は新たな事業を申請中である。今後も水質改善を何らかの対策で継続してい

きたいとのことでした。 

 親水ひろばの消耗品とは何か、工事費には含まれていないのかに対し、Ｌ型擁壁で川

側に直角なコンクリート面がむき出しになるので、その面に絵を施すか、またはタイル

を使用するかを検討中である。見ばえのいいものをつくるための材料代である。工事費

には含まれていないとのことでした。 

 舟着き場は年中やるのか、安全対策についてはどうかに対し、舟着き場はイベントの

みである。ふだんは開放したままで、安全対策としては、階段に手すり、足元には滑り

にくい対策を施しており、万が一、川に落ちた場合もはしごを使用できるように計画を

しているとのことでした。 

 中江川浄化用井戸の94万8,000円の電気代は、何時間運転するものかに対し、10月か

ら３月の間で自然排水ができる日で、月に10日程度の稼働に対する電気代であるとのこ

とでした。 

 保険基盤安定繰出金はどうやって積算したのかに対し、過去６年間の平均であるとの

ことでした。 
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 国から自治体への財政支援である1,700億円が平成29年は3,400億円で倍となる、国の

指図で当初予算に計上していないのか。歳入の見込みがあるものは当然計上すべきでは

ないかに対し、国保への国の投資でも途中で変更となる場合もあり、不透明なものは安

全を考えて入れていない。見込んだ収入が少なかった場合に医療費が払えなくなるため、

歳入はなるべく少なく見込むとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 次に、福祉課所管分について福祉課長から説明を受け、質疑に入り、主な質疑は、ピ

ロリ菌除菌の助成額はに対し、保険適用の場合、除菌費が6,000円ほどであるので、そ

の半額の3,000円を助成する。また、保険適用にならない場合は、２万5,000円ほどの費

用になるので、その上限を２万円とし、自己負担額3,000円を差し引いた額を助成する

とのことでした。 

 ピロリ菌の検査は血液検査かに対し、ＡＢＣ検診として血液検査を集団検診で実施す

るもので、自己負担額は600円であるとのことでした。 

 ピロリ菌除菌の予算の積算根拠はに対し、ＡＢＣ検診の受診者を120名と見込み、そ

の半数ほどがピロリ菌に感染しており、その中の９割が胃炎等の症状があり、保険適用

になるとして計上しているとのことでした。 

 福祉医療費助成事業の母子家庭、父子家庭の世帯数はに対し、母子家庭は52世帯、父

子家庭は３世帯であるとのことでした。 

 健診等委託料が減少しているが、対象者は減少しているのかに対し、予防接種では１

歳までに13回行い、接種率は９割程度である。今年度は出生数が減少しているとのこと

でした。 

 障害福祉計画を安八郡で策定する理由とその内容はに対し、安八郡で自立支援協議会

を設けており、広域で検討することで地域格差の解消や支援体制の強化が期待できるの

で、３町で策定している。また、この計画は、３年間のサービス見込み量とその確保の

方策を定めるものであるとのことでした。 

 こども園の入園予定者はに対し、仁木113名、福束80名、大藪180名で、そのうち、新

入園児は、仁木18名、福束13名、大藪43名であるとのことでした。 

 こども園での英語教育は義務なのかに対し、義務ではないが、町として小学校、中学

校につながるものとして実施している。平成28年度より、こども園専任のＡＬＴを配置

しているとのことでした。 

 カリキュラムの内容はに対し、こども園になり、教育の部として午前中は学ぶ、午後

では触れるという内容で実施しているとのことでした。 

 こども園の改修計画はあるかに対し、昭和56年ごろの建設であり、築35年ほどになる。

大規模改修は、中学校、小学校と実施しているが、今後、必要な時期に改修等を計画し

ていきたいとのことでした。 



－１３８－ 

 ささえあいプランの策定委員はどのように選出されるのかに対し、設置要綱に基づき、

選出するとのことでした。 

 認知症カフェはどのような人が参加しているのか、今後も続けていくのかに対し、認

知症の方やその家族の方が気楽に参加でき、相談等ができるような居場所となるように

している。施設等にも呼びかけ、参加を募っている。平成29年度も継続していく予定で

あるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 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、英語検定受験料補助金について、英検３級とは合格率はど

れくらいかに対し、基本的な日常会話ができる程度の英語力であり、３級の合格率は、

50から55％とのことでした。 

 鹿児島派遣交流事業について派遣先の学校はどこか、派遣児童の人数、選出方法はど

のようにするのか、自己負担金額はに対し、鹿児島市立南方小学校を予定しているとの

ことでした。派遣する児童は、各校４名、計12名で、引率者が４名、合計16名の予定で、

派遣児童の選出は、希望者に作文の提出と面接を行い、決定していくとのことでした。

また、自己負担分については、派遣費用の４分の１、１人当たり２万円程度と考えてい

るとのことでした。 

 Ｑ－Ｕ検査とはどのようなものかに対し、学校生活の様子についてのアンケート調査

であり、アンケートの集計結果をもとに、児童・生徒の学級での立場や様子がわかるも

のとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議がなく、議第８号 平

成29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９号 平成29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

民から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、特定健診の受診率は、特定健診の検査項目は、第３期の特

定健診実施計画についてどのように改善されるのかに対し、特定健診の受診率は40から

50％で、この５年間推移をしている。特定健診の検査項目は、選択できず、血圧、血液

検査などメニューは決まっている。第３期の計画については、特定健診の受診率60％を

最終目標としているが、達成が難しいため、健診方法や実施時期を検討するほか、保健

指導としてメタボの人を改善していき、目標を達成するよう計画をするとのことでした。 

 高額医療制度で還付される金額は所得によって違うのかに対し、高額医療制度は、70

歳未満、70歳以上で分かれ、さらにそれぞれ所得に応じ、70歳未満については５段階の

区分に、70歳以上は４段階に分かれているとのことでした。 



－１３９－ 

 その他一般会計の繰入金は、どんな根拠があるのか。18歳まで医療費は無料である。

医療費がふえるからその補填なのか、福祉医療費はどれくらいかに対し、平成29年度保

険給付費の福祉医療分を対象として計上している。また、福祉医療分の医療費は、国保

臨時特別助成事業補助金額に法定負担割合分と国庫負担金減額割合分を割り戻した、お

およそ２倍であるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結しました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議はなく、議第９号 平

成29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29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、保険基盤安定繰入金はどういう内容のものかに対し、保険

料の軽減に対するものであり、県が４分の３、町が４分の１を負担するものとして、一

般会計より繰り入れるとのことでした。 

 保険料の滞納状況はに対し、平成27年度の滞納繰越分は完納済みであり、それ以前で

は１件あるが、計画的に分納されているとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議がなく、議第10号 平

成29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定

いたしました。 

 次に、議第11号 平成29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。 

 質疑に入り、主な質疑は、発達支援教室職員の勤務時間はに対し、町職員と同じく、

平日の午前８時30分から午後５時15分である。１日の時間割りにより、各児童を指導し

ているとのことでした。 

 １日に何名を支援するのかに対し、１日10人以内であるとのことでした。 

 利用料は幾らかに対し、自己負担額は、課税世帯で１カ月4,600円が上限であり、町

から2,500円を補助するので2,100円であるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結いたしました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議がなく、議第11号 平

成29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

定いたしました。 

 以上で、文教厚生常任委員会に審査付託されました案件について経過の概要と結果報

告を申し上げ、文教厚生常任委員長報告を終わらせていただきます。 

○議長（小寺 強君） 



－１４０－ 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第２号 平成28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。 

 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（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第３号 平成28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。 



－１４１－ 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第４号 平成28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（小寺 強君） 

 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。 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第５号 平成28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（小寺 強君） 

 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、委員長の報告のとおり決定すること



－１４２－ 

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第６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（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第７号 平成28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。 

 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（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 委員会ではちょっとまとまりませんでしたので、ちょっと見合わせておった結果、異

議なくということで可決されてしまいました。けど、よく考えまして、やはりまずい点

があるんではないかというようなことで討論をしたいと思います。 

 まず、12月議会で決定された町長と議員報酬の引き上げに対しては、私は反対であり

ました。それが当然のことながら、当年度予算に含まれているということであります。 

 その一方で、農業委員会の委員報酬、あるいは教育長については、農業委員について

は後で出てきますけれども、他町と比べて安い金額になっているということです。本当

にこれは他町との比較ということを言うんであれば、議員や町長だけでなく、農業委員

さん、あるいはほかの役職についても同様にすべきであるということで、この面におい
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ては町長と議員だけが特別扱いになっているというのはちょっと納得できないというこ

とであります。 

 それから、国保会計への保険基盤安定の国からの助成金ですけれども、これは3,400

億円が29年度から全国で交付されるということになっているにもかかわらず、これが一

切当初予算に考慮されていない。これが入る見込み、当然、年間のうちのどこかには入

ってくるはずであるのに、それを見込まないというのは、ちょっとこれは納得できない

ということであります。 

 それから、道路工事なんかで安八町との連絡道路、本戸の道路でしたかね、こういう

ものに対しては行うけれども、全体の町民の道路改良等に関する要望が146件でしたか、

あるにもかかわらず、それがほとんど進行していない。特に緊急性のないものにまで出

しているにもかかわらず、町民のための予算が組まれていないということで、これもち

ょっと批判されるべきだろうというふうに思います。 

 それからもう一つ、小学生の鹿児島派遣ですけれども、これも３小学校合わせて12名

ということで、それを選抜するということで、要するに小学生に選別を教えるというよ

うなことで、こういったやり方はいかがなものかなというようなことを思うわけであり

ます。 

 そのほか、ピロリ菌について今回導入されたということ、これは評価したい。ぜひこ

れは進めていただきたいと思うわけですけれども、そういう面はあるけれども、そうい

った改善すべき点が幾つか見受けられるということで、総合的には反対していきたいと

思います。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに討論はありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 

 29年度の一般会計予算につきましては、指摘事項、あるいは意見がいろいろありまし

た。過去の実績にもたれ、また新規事業も含めて、それぞれ計画のもとに予算が立てら

れているものと、本案に賛成をいたします。 

○議長（小寺 強君） 

 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。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６名） 

○議長（小寺 強君） 



－１４４－ 

 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。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 これにつきましても、これは多くの町民の国保税にかかわってくる問題で、当初予算

で国からの補助金というものを見込めば税金が安くなるはずです。それを見込まないで

積算するとなると、これは町民に負担を押しつけることになるということで、適切な予

算とは言えないというふうに思って、私は反対であります。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 

 国保会計につきましては、低所得者に対する軽減措置は国や県の財源も多く投入され

ております。独立採算制が基本でございますので、国保会計の歳出がふえれば保険税や

予算がふえてくるのは制度上やむを得ないと思うわけでございます。 

 国保会計の予算でこうした現行の制度に基づいて積算された予算であるものと理解し

て、本案に賛成します。 

○議長（小寺 強君） 

 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。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６名） 

○議長（小寺 強君） 

 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10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（小寺 強君） 
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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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第10号 平成29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（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第11号 平成29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（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 



－１４６－ 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第12号 平成29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（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第13号 平成29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16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（小寺 強君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 これは委員会でも申し上げましたが、農業委員の報酬が県下でも低い、近隣の市町に

比べても低いということであります。最低でも県下の平均レベルに引き上げるべきとい

うふうに思って、私は反対であります。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに討論はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（小寺 強君） 

 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。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（小寺 強君） 



－１４７－ 

 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17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（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第17号 輪之内町農業委員会委員候補者等選考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。 

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

○議長（小寺 強君） 

 お諮りします。 

 次期議会（定例会までの間に開かれる臨時会を含む）の会期日程等の議会運営に関す

る事項及び議長の諮問に関する事項については、議会運営委員会に付託し、閉会中の継

続調査にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 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（小寺 強君） 

 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、公私ともに大変お忙しいところ御出席を賜り、熱心な審

議を賜り、議長として厚くお礼を申し上げます。また、議会を通し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、重ねてお礼を申し上げます。 

 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に、より一層の御努力をいただきますようお願いを申し上げ、簡単

ではございますが、お礼の御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



－１４８－ 

した。 

 これをもちまして、平成29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２時59分 閉会）  



－１４９－ 

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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