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令和２年３月５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 町長施政方針、提案説明 

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 令和元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 令和元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 令和元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 令和元年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第11 議第６号 令和元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１号） 

日程第12 議第７号 令和元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 令和２年度輪之内町一般会計予算 

日程第14 議第９号 令和２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 令和２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 令和２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 令和２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 令和２年度輪之内町水道事業会計予算 

日程第19 議第14号 輪之内町監査委員条例の一部を改正する条例について 

日程第20 議第15号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第21 議第16号 職員の服務の宣誓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 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部を改正する条例について 

日程第23 議第18号 輪之内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について 

日程第24 議第19号 輪之内町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第25 議第20号 町道路線の認定について 
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○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第25までの各事件 

 

○出席議員（９名） 

   １番    大 橋 慶 裕       ２番    林   日出雄 

   ３番    土井田 崇 夫       ４番    浅 野 重 行 

   ５番    浅 野   進       ６番    上 野 賢 二 

   ７番    髙 橋 愛 子       ８番    小 寺   強 

   ９番    田 中 政 治 

 

○欠席議員（なし） 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  木 野 隆 之     教 育 長  箕 浦 靖 男 

 参 事 兼              会計管理者兼 
 経営戦略課長  荒 川   浩     総務課長兼  田 中 久 晴 
                     危機管理課長 

 教 育 課 長  中 島 良 重     住 民 課 長  野 村 みどり 

 税務課長兼 
 会 計 室 長  伊 藤 早 苗     土地改良課長  田 内 満 昭 

 福 祉 課 長  菱 田 靖 雄     建 設 課 長  大 橋 勝 弘 

 産 業 課 長  松 井 和 明 

 

○本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長  中 島 広 美     議会事務局  西 脇 愛 美 
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（午前９時02分 開会）  

○議長（小寺 強君） 

 おはようございます。 

 ただいまから令和２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数は８名です。 

 議員定足数に達していますので、令和２年第１回定例輪之内町議会第１日目は成立い

たしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

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

○議長（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条の規定によって、議長

において、１番 大橋慶裕君、５番 浅野進君を指名します。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から３月17日までの13日間としたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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17日までの13日間と決定いたしました。 

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

○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、監査委員から令和元年度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。 

 また、地方自治法の一部を改正する法律が令和２年４月１日から施行されることに伴

い、輪之内町監査基準を定めた旨の報告がありました。監査基準については、お手元に

配付のとおりです。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

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

○議長（小寺 強君） 
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 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） 

 日程第５、町長施政方針、提案説明。 

 町長から、施政方針並びに本日の上程議案について議案説明を求めます。 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 おはようございます。 

 日ごとに暖かくなり、梅の花も鮮やかな色に咲き誇り、春の本格的到来ということに

なりました。議員各位におかれましては、ますます御健勝のこととお喜びを申し上げま

す。 

 さて、本日、ここに令和２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、

御多用の中、御出席を賜り、御苦労さまでございます。 

 それでは、本年最初の議会開会に当たり、新年度に向けての私の施政方針の一端を述

べさせていただきます。 

 御案内のように、現在、我が国では新型コロナウイルスの感染が全国規模で蔓延して

おり、３月２日現在、その感染者数は、クルーズ船の乗船者を含めて全国で980人、最

新では1,000人を超えているとも言われておりますが、そんな状況になっておりまして、

県内でも２名の感染者が確認をされておるところであります。 

 いつ終息に向かうのか全く分からない先行きの不透明さ、それから準備、対応への時

間的な余裕がない状況において、関係者はその対応に苦慮しつつも必死に進めていると

ころでございます。 

 中でも、２月27日の夕方に安倍首相から全国の小・中学校等に一斉の臨時休校の要請

がなされました。 

 私をはじめ教育関係者も一様に驚きを隠せませんでしたけれども、その要請を受け、

当町でも教育機関関係者協議の上、３月２日から春休み期間中までを臨時休校の措置を

取ったほか、実施を予定しております卒業式等の各種行事の進行方法については、感染

防止をすべく対応をしたところであります。 

 今のところ顕在化する大きな混乱はありませんが、準備期間もほとんどなかったこと

から、保護者の中には感染防止の趣旨は理解できるが、期間中、子供だけにしておくわ

けにはいかない状況がある、だから仕事を休まざるを得ない状況にあると、そんな状況

に追い込まれている保護者も多く、総じて首相の要請に唐突感は否めないなと感じてお

ります。 

 その後、３月２日には厚生労働省が保護者の休業に関する助成措置等を打ち出したと
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ころであります。 

 また、金融市場では、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、同じく３月２日午前の

日経平均株価は２万1,000円を割り込み、約半年ぶりの安値を記録し、海外の外国為替

市場では、約５か月ぶりの円高ドル安水準となる１ドル107円ちょうどまで急伸してお

ります。最近のＯＥＣＤによる各国の成長率予測では、日本経済の成長は、ほぼゼロ％

とされており、新型コロナウイルスによる経済への影響は想像を超えるものになるんで

はないかと懸念をしておるところです。 

 これを受け、日銀総裁は、混乱する金融市場の安定化に向け、潤沢な資金供給と市場

の安定確保に努めるとの緊急談話を発表したところでございます。 

 これらを考えると、この新型コロナウイルスの感染拡大という事象は、日本にとって

はもっと早期から深刻に捉えて警鐘を鳴らすべきであったのかなと、そんなふうにも思

っておるところでございます。 

 いずれにしても、輪之内町としても、この感染拡大を受け、目の前の諸課題を一つ一

つ確実・丁寧に対応していくことが必要だと思料しておるところであります。もう少し

先を見越し、あるべき方向性を見定めた町政運営を行っていくことが我々が果たすべき

役目であろうと受け止めておるところでございます。 

 現在はこういった国難的な事象に直面している状況でありますが、御案内のように、

本年７月24日から８月９日までの期間においてオリンピックが、また８月25日から９月

６日までの期間でパラリンピックが東京をメイン会場として開催をされます。 

 また、今回のオリンピック・パラリンピックは、復興五輪とも言われております。 

 来る３月26日、聖火が走り出します。そのスタート地点は、福島のＪヴィレッジであ

ります。かつて原発事故対応の拠点となったその場所は、それは今や我が国最大のサッ

カーの聖地としてよみがえり、子供たちの笑顔であふれています。 

 また、当町では、パラリンピックに向けて、８月13日にプラネットプラザ内のオリン

ポスの山で太陽光から採火し、町民の皆様の思いを聖火に合火することとしております。 

 1964年（昭和39年）の東京オリンピックでは、国民が一丸となり成功裏に終わりまし

た。 

 未来への躍動感あふれる日本の姿に、世界の目はくぎづけとなりました。半世紀ぶり

にあの感動が再び我が国にやってきます。 

 本年のオリンピック・パラリンピックも、また日本全体が力を合わせて世界中に感動

を与える最高の大会にし、国民一丸となって新しい時代へと踏み出す一歩となるように

願うばかりであります。 

 それでは、順次当町における令和２年度に向けての施政方針を申し述べさせていただ

きます。 

 まず、町政全般についてでございます。 
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 税収については、一般会計当初予算ベースの比較ですけれども、平成19年度に私がこ

の輪之内町にお世話になって以来、過去最高の15億9,308万3,000円を計上させていただ

きました。 

 この主な要因は、固定資産税の堅調な伸びと個人町民税の微増によるものであります。 

 固定資産税の伸びについては、町内に誘致した企業の積極的な設備投資等により償却

資産部門が、また個人町民税の伸びにおける主な要因、これは個人所得の増によるもの

で、日本経済における企業部門の改善がようやく家計部門にも広がり、好循環が進展し

始めたことによるものと、そんな認識をしております。 

 また、理論値でありますけれども、財政力指数もここ３年間では堅調に伸びており、

平成30年度決算では、対前年0.1ポイント増の0.61を示しております。 

 しかしながら、この自主財源である税収は、歳入全体の35.5％にすぎず、残りの自主

財源を合わせても50.28％でございます。言い換えれば、残りの46.72％は、地方交付税

をはじめとする国からの各種交付金や国庫・県支出金及び町債等、外部資金に頼らざる

を得ない依存型の歳入構造となっております。 

 御案内のように、国の財政については、今なお国債発行に頼らざるを得ない状況であ

ります。地方の財政需要の全てを賄う余力に乏しいことから、地方財政は決して予断を

許す状況ではありません。我が町として、この依存型構造からの早期脱却を目指さなけ

ればならないことは論をまちません。 

 今後は、国の政策等に左右されない町独自で使える真水の財源確保に向けて知恵を絞

り、汗をかいて、その財源確保に努めてまいります。 

 さて、こうした財源をどう再配分し、施策に生かすか、いわゆる経営の戦略性が問わ

れるところであります。 

 まず、社会保障・福祉関係でございます。 

 当町における子育て支援はじめ現役世代への負担軽減策としては、国が展開する施策

はもちろんのこと、町独自には、25年度から実施しています高校生世代までの医療費無

料化をはじめ、小・中学生英検受験料助成事業、高校生の通学用バス定期券購入支援事

業を進めてまいりました。 

 ２年度には、新たに妊娠中や子育て中の保護者に対し、健康データ管理や予防接種ス

ケジュール管理、こども園からの情報等を発信する母子手帳・子育て支援アプリ導入事

業など、子育て真っ最中の現役世代への支援を充実させてまいります。 

 次に、高齢者への対応であります。 

 高齢者御自身はもちろんのこと、支える現役世代の負担を軽減するため、国の施策を

展開するのはもちろんのこと、国では網羅されていない隙間の福祉施策を充実させるべ

く、これまでも町社会福祉協議会や安八郡広域連合などの関係機関と連携を図りながら

進めてまいりましたし、これからもその考え方は変わりません。 
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 そして、予防的観点からも地域包括支援センターでのフレイル事業の充実や、平成28

年度から始めているオレンジカフェ、カフェ「ふくろう」など、住民の方々が中心とな

って展開している、こうした地域ぐるみの活動を大切にしながら進めてまいります。 

 次に、住民の安全・安心な暮らしに資する防災関係であります。 

 昨年も、集中豪雨、台風等、異次元の災害が相次ぎました。幸いにも当町においては

さほど被害はありませんでしたが、これは、ただ単に運がよかっただけとも思われます。

今後想定される大災害への対応策として、私をはじめとする全職員、そして関係機関と

の連絡を密にしながら、万全の準備体制を講じなければならないことは論をまちません。 

 今後も、二百余名の防災士との連携を図りながら、地域密着型の防災訓練等の反復実

施、総合防災訓練の実施、さらには輪之内中学校及び保護者の御理解を得ながらの中学

生防災士養成講座を継続して実施してまいります。 

 また、今年度には避難所となる小・中学校屋内運動場への特設公衆電話の設置や、避

難所に指定している町内施設に災害時のネットワーク通信手段として有効とされている

Ｗｉ－Ｆｉの設置が完了いたしました。 

 令和２年度においては、継続事業となりますが、防災行政無線同報系デジタル化事業、

そして昨今話題となっております高齢者の自動車のペダル踏み間違えによる交通事故を

抑制すべく、後づけペダル踏み間違い時加速抑制装置の購入における支援事業を実施し

てまいります。 

 次に、教育関連でございます。 

 国が推進しようとしている英語教育、道徳教育については、既に前倒しで進めており

ますし、情報教育におけるプログラミング教育等について、タブレット端末の導入につ

いては今年度から開始し、計画的に整備を進めてまいります。 

 さらに、令和２年度はＩＣＴ指導員を導入し、ハード・ソフト両面から取り組むこと

によってSociety5.0時代に対応できる人材育成を進めてまいります。 

 また、その他、町内に在住されている外国籍の児童・生徒を対象にした日本語指導教

室の開催、夏休み寺子屋教室の開催など、きめ細かい教育環境の整備を進めてまいりま

す。 

 次に、社会資本基盤整備関連についてでございます。 

 当町でも財政状況を見据えながら、順次公共施設等の長寿命化施策を進めているとこ

ろであります。 

 そのような状況下ではありますが、当町の中・長期的かつ広域的なまちづくりビジョ

ンを描こうとするとき、道路インフラ整備については、まだまだ十分な環境とは言えな

いと考えております。 

 かねてから申し上げているとおり、揖斐川への新架橋推進事業をはじめとする道路網

整備については、当町の将来において必要不可欠と考えておりますので、引き続き関係
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機関と協力の下、実現に向けて着実に進めてまいります。 

 また、現在進めております楡俣北部地区の県営ほ場整備事業についても、着実な事業

推進をすることにより良好な農業経営ができる環境を整えるとともに、併せて創設非農

用地の設定による企業誘致事業を推進することにより雇用の創出、税収の確保、ひいて

は地域振興の実現を目指してまいります。 

 次に、地方創生についてであります。 

 御案内のように、急速に進む少子高齢化や人口減少に警鐘を鳴らす意味で国は、平成

27年度に各自治体に「人口ビジョン」並びに「地方版総合戦略」の策定を要請いたしま

した。これを受けて、全国約1,700の自治体がその計画を策定し、現在までその事業を

推進してきたところです。 

 さらに、５年が経過した今年度、その見直しを進めているところであります。 

 当町では、人口増を狙い若者を呼び込むべく、三世代同居・近居助成事業、就職・転

職フェア開催事業をはじめ、創業・第二創業支援事業等々を展開してまいりました。 

 その他、先ほどの社会資本基盤整備でも述べましたが、雇用の創出、税収の確保、ひ

いては地域振興に資するべく企業誘致事業等を進めてまいりました。 

 計画策定当初は、各種支援事業がなかなか周知、浸透せずに推移してまいりましたが、

昨年度より各種支援事業について申請が相次いでおり、地方創生の一翼を担っていると

ころであります。 

 令和２年度については、定住人口の拡大を図るため、町内において引き続き居住をし

てもらうべく、町内在住者においても「町外へ逃がさない」をコンセプトとして、住宅

建設支援助成事業を新たに加えて進めてまいります。 

 以上、６つの分野での今後の施政の方針を述べてまいりました。 

 最後に、1964年（昭和39年）に開催されました東京オリンピックの記録映画を見てお

りますと、「人類は４年ごとに夢を見る」という言葉で締めくくられております。 

 新しい時代をどのような時代としていくのか、その夢の実現は、今を生きる私たちに

かかっています。 

 未来に向かってどのような町を目指すのか、その案を示すのは私どもの責任です。令

和という新たな時代を迎えた今こそ未来を見詰め、住民の皆様から負託されている使命

を果たすため、夢を夢のままで終わらせないため、知恵を絞り、汗をかいて、輪之内町

の明日を切り開いていく所存でございます。議会議員の皆様方の深い御理解を賜ります

ようお願いを申し上げ、施政方針とさせていただきます。 

 それでは、本日提出させていただいております議案について御説明申し上げます。 

 提出議案の内訳は、人事案件１件、令和元年度補正予算６件、令和２年度予算６件、

条例改正６件、その他１件の合計20件でございます。 

 まず、令和２年度一般会計及び特別会計の当初予算について御説明をし、その後、順
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次議事日程に沿う形で御説明をいたします。 

 予算の各施策の概要については、後ほど参事のほうから説明させますので、私からは

そのコンセプトを中心にお話しして説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、議第８号 令和２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。 

 まず、当町の財政状況についてでありますが、先ほどの施政方針でも述べましたとお

り、新たな自主財源を確保し、国・県の施策に左右されない財政構造へシフトしていか

ねばなりません。 

 一方、歳出では、少子高齢化が加速度的に進む中、社会保障関連経費等、経常的経費

が年々増嵩傾向にあります。また、各種公共施設については、令和元年度で町内３小学

校の大規模改修も完了いたしましたが、道路や橋梁などのインフラ資産の整備・維持管

理費に加えて大型事業として防災拠点整備事業も予定しており、それに対応できる財源

を確保することが喫緊の課題となっております。 

 現下の厳しい財政状況が常態化する中で、全職員がその厳しい状況を認識した上で危

機感を持ちながら、持続可能な財政運営を目指してまいりたいと思います。 

 さて、令和２年度の一般会計の予算規模でありますが、44億8,800万円を計上してお

ります。 

 御案内のとおり、令和元年度の当初予算は、経常経費を中心とした骨格予算とし、選

挙後の６月補正予算で肉づけをし、48億6,400万円規模で今年度を執行しているところ

でございます。 

 令和２年度当初予算と令和元年度６月補正後予算の比較では、３億7,600万円ほどの

減額になっております。 

 大きく減となった要因は、福束福束小学校大規模改修工事及び同校太陽光発電設備設

置工事が皆減したことによるものでございます。 

 次に、令和２年度における新規主要事業を順次説明いたします。 

 説明については第五次総合計画に掲げる分類上で説明をいたします。 

 まず、環境部門の「環境にもっとやさしいまちづくり」では、地域協働水質改善事業

で599万1,000円を計上しております。 

 この事業は継続事業で、町内河川の水質改善を図るための啓発活動を実施するととも

に、特定外来生物の駆除を前提に生態調査を実施してまいります。 

 続いて、防災等生活安全部門である「安全・安心なまちづくり」の項目では、まず高

齢運転者交通安全対策事業として、65歳以上の運転免許保有者を対象に後づけペダル踏

み間違い時加速抑制装置購入費用の一部、これを助成しようとするものでございます。 

 続いて、防災行政無線デジタル化事業、今年度から２か年計画で進めておるところで

ありますが、この防災行政無線をデジタル式に置き換えるだけではなくて、災害情報伝

達手段を一元化して管理できるシステムの構築を実施するものでございます。 
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 次に、防止拠点整備事業ですが、今年度はインフラ整備、いわゆるアクセス道路とか

水道、下水道等、これらについての概要設計を国土交通省木曽川上流河川事務所及び揖

斐川第二出張所、地元の大吉新田区長、そして役場関係者で協議を行ってまいりました

が、それに引き続き、令和２年度は上物についての協議を進めることとしております。 

 続いて、産業・観光部門である「みんなが元気で働けるまちづくり」では、今年度も

引き続き丸毛兼利ＰＲ事業を推進してまいります。 

 過日、２月22日に「第２回丸毛サミット」を開催したところでありますが、全国44都

道府県、北は北海道、南は沖縄県からも多数御来場がありました。非常ににぎわったと

ころでございます。この事業では、県が現在進めております関ケ原での各種イベント等

とコラボレーションすることで輪之内町への誘客につなげたいと考えております。 

 また、継続事業で企業誘致事業を進めてまいります。現在、楡俣北部地区で進めてい

る経営体育成基盤整備事業において創設非農用地約8.1ヘクタールを創出することにし

ており、早い時期に誘致企業を決めてまいりたいと考えております。 

 次に、福祉部門である「もっとぬくもりのあるささえあいのまちづくり」では、母子

手帳・子育て支援アプリ導入事業を進めてまいります。これは、妊娠中や子育て中の保

護者に対し、健康データ管理や予防接種スケジュールの管理、こども園からの情報等を

発信するスマホアプリを導入し、子育て世帯に必要な情報を提供しようとするものでご

ざいます。 

 次に、教育部門である「生涯いきいきと学習のできるまちづくり」では、まず情報教

育推進事業においてＩＣＴ指導員を配置しようとするものでございます。 

 御案内のように、令和２年度から小学校においてプログラミング教育が必修化されま

す。まだなじみがたい言葉であるんですが、プログラミング教育は、順序立てて考え、

試行錯誤し、物事を解決する力を醸成するもの、児童がプログラミングを体験しながら、

コンピューターに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身につけるため

の学習活動ということとされております。そうしたことに対応するため、機器の導入計

画や指導計画の立案、学校教員の指導を含めた指導員を設置することとしております。 

 次に、地域学校協働活動事業では、学校・家庭・地域が連携し、各小・中学校と地域

をつなぐ役割を担うべく、総括的推進員、学校推進員、協働活動支援員、協働活動サポ

ーター、学習支援員を各校に配置するものでございます。 

 次に、町内に住所を有する外国籍の小・中学生に対し日本語教育を行い、スムーズな

学校生活を送ってもらいたいと考えておりますので、日本語指導教室を開催してまいり

たいと思います。 

 次に、行財政部門である「豊かで安定した経営ができるまちづくり」の項目でありま

すが、定住化促進を図るべく、住宅建設支援助成事業を実施してまいります。 

 今までは人を呼び込む施策として三世代同居・近居助成金などを展開してまいりまし
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たが、併せて町内に在住している人を町外に出さないというか、そういうコンセプトで

展開をしようとしているものでございます。 

 また、第六次総合計画策定業務として、これは令和４年度からの10年間を予定してい

る第六次総合計画でありますが、それらの総合計画に向けて、これまで展開しておる第

五次総合計画の実施の検証、それから住民ニーズや社会経済環境など、時代の潮流を反

映させるべく調査・研究を進めてまいることとしております。 

 以上で、議第８号、一般会計予算の説明を終わります。 

 次に、議第９号 令和２年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算を御説明いたし

ます。 

 国保の運営は、平成30年度以降、岐阜県が財政運営の主体を担い、市町村とともに国

保の運営主体、いわゆる保険者となっております。 

 制度改正から３年目を迎えることになりますが、やはり各市町村において過去からの

保険税、これは保険料のところもありますが、押しなべてこれらに対する考え方の違い

があって、こうした激変を緩和すべく、岐阜県も各市町村間の保険料水準を調整しなが

らの財政運営となっておりますので、県下同一の保険料を実施するには、もう少し時間

がかかるのかなと考えております。 

 次に、予算の概要について説明いたします。 

 令和２年度の予算規模は、対前年300万円減の歳入歳出９億5,000万円で予算編成をし

ております。 

 次に、被保険者の加入状況でございますが、直近数値の令和２年１月で1,898人と減

少傾向が続いております。 

 次に、医療費の状況でございますが、医療費は、いわゆる水物と言われておりますし、

いろんな疾病の状況によってかなり変動するわけですが、26年度から30年度までの過去

の実績値による平均伸び率は上昇傾向にあります。 

 こういう状況、これらの背景を踏まえながらも300万円減となった原因でありますが、

基本的には、やはり被保険者数が減少して歳入歳出ともに微減したことによるものでご

ざいます。 

 最後に、令和元年度末の国保会計基金の残高の見込みは、１億6,754万1,000円を見込

んでおります。国保会計運営において負担増を迫られる状況等が生ずる事態には、基金

を有効に活用しながら運営をしてまいりたいと考えております。 

 次に、議第10号 令和２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

健診やぎふ・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
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たしております。 

 令和２年度の予算総額は、対前年1,000万円増の歳入歳出9,900万円で予算編成をして

おります。 

 続いて、議第11号 令和２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、心身の発達に支援が必要な就学前の児童を対象に、輪之内町発達支

援教室そらがサービスを展開するための経費を計上しております。 

 開所12年目となる令和２年度の予算総額は、対前年80万円増の歳入歳出1,580万円を

計上しております。 

 続いて、議第12号 令和２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。 

 管渠工事の進捗状況については、令和元年度末見込みでの整備面積は361ヘクタール

で、計画面積が371ヘクタールでありますので、約97.3％の実施率となっております。

管渠の延長は10万6,260メーター、計画延長11万メーターの96.6％が完了する見込みと

なっております。 

 また、下水道への接続率は44.8％で、微増の傾向にあります。 

 令和２年度の下水道特別会計の予算総額は、１億5,900万円減の５億円で予算編成を

いたしました。 

 減となった主な要因は、管渠布設工事が終盤を迎えることで工事ボリュームが減った

ことが主な要因でございます。 

 今後において施設の維持修繕等の費用が発生してくること、また起債償還がピークに

向かっていくこと等を視野に入れながら、下水道への接続率向上等に適切な特別会計の

運営に努めてまいりたいと、そんなふうに思っております。 

 次に、議第13号 令和２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。 

 令和２年度の水道会計予算は、1,200万円増の２億2,000万円を計上しております。 

 増となった主な要因は、配水施設拡張費の増によるものでございます。 

 今後も、清廉な水の供給に向けて適切に管理・運営をしてまいります。 

 以上で、令和２年度の各会計の当初予算の説明を終わります。 

 ここからは議事日程に沿う形で御説明いたします。 

 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は、人権擁護

委員４名のうち１名が令和２年６月30日で任期満了となるために委員候補者の推薦につ

いて意見を求めるものでございます。 

 次に、議第２号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）については、令和

元年度の事業がほぼ完了に近づいてまいりましたので、主に不用額を計上しております。 

 予算現額から２億7,108万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ



－１３－ 

46億3,557万3,000円としたものでございます。 

 次に、議第３号 令和元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）

についても主に不用額を計上するもので、予算現額から285万7,000円を減額し、９億

5,789万5,000円とするものでございます。 

 次に、議第４号 令和元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

ついても主に不用額を計上するもので、予算現額から31万2,000円を減額し、8,868万

8,000円とするものでございます。 

 次に、議第５号 令和元年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第２号）

についても主に不用額を計上するもので、126万6,000円減の1,415万9,000円とするもの

でございます。 

 次に、議第６号 令和元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１号）についても主に不用額を計上するもので、4,092万1,000円減の６億1,807万

9,000円とするものでございます。 

 次に、議第７号 令和元年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）についても主

に不用額を計上するもので、1,601万1,000円減の１億9,198万9,000円とするものでござ

います。 

 次に、議第14号 輪之内町監査委員条例の一部を改正する条例につきましては、地方

自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の条文中、同法を引用している条ず

れを改正するものでございます。 

 次に、議第15号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例については、デ

ジタル手続法の公布に伴い、行政手続オンライン化法が改正されたため、この条例の条

文中で同法を引用している題名改称、条号の追加等による条号ずれを改正するものでご

ざいます。 

 次に、議第16号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例については、

会計年度任用職員の導入に伴い、同任用職員も地方公務員法上の服務等に関する各規定

が適用されますので、同法第31条の規定による服務の宣誓を行う必要があるので、これ

までの任用の形態や手続等に応じた方法で行えるように所要の改正を行うものでありま

す。 

 次に、議第17号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を改正する条例につきましては、給料を支給される職員に係る具体的な補償

基礎額の算定方法について、地方公務員災害補償法に規定する平均給与額の例により実

施機関が町長と協議して定める額とする旨の改正を行うものであります。 

 次に、議第18号 輪之内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定については、内閣府令で定める特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正が公布・施行されたことに伴い、それに
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合わせる形で所要の改正を行うものであります。 

 次に、議第19号 輪之内町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例につき

ましては、地方自治法の一部改正による適用条文のずれを改正するものでございます。 

 次に、最後になりますが、議第20号 町道路線の認定については、道路新設に伴う路

線の追加を行うものでございます。 

 議案の説明につきましては以上でございます。御審議の上、適切なる御議決を賜りま

すようお願いを申し上げます。 

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

○議長（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。 

 野村みどり君。 

○住民課長（野村みどり君） 

 それでは、議案書の１ページを御覧ください。 

 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ので、議会の意見を求める。令和２年３月５日提出、輪之内町

長でございます。 

 輪之内町人権擁護委員の４名のうち１名が令和２年６月30日で任期満了となるため、

委員候補者の推薦について議会の意見を求めるものでございます。 

 推薦をする方は、住所、輪之内町四郷1825番地、お名前、片野敏行様、生年月日、昭

和30年９月18日でございます。 

 現在、人権擁護委員、１期目を務めていただいております。任期につきましては、令

和２年７月１日から令和５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、市町村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、教育者等とあり、議会の意見

を聞いて法務大臣に推薦すると定められております。推薦いたします方は、この要件を

満たしており、小・中学校の教諭として長年勤められました。現在、各地区の小・中学

校で人権擁護について関わってこられ、その知識も十分にあることから推薦させていた

だくものでございます。 

 以上で説明を終わります。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。 

 質疑ありませんか。 
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（「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しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第７、議第２号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）を議題としま

す。 

 経営戦略課長から議案説明を求めます。 

 荒川浩君。 

○参事兼経営戦略課長（荒川 浩君） 

 それでは、議第２号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）について御説

明を申し上げます。 

 お手元に配付の議案書２ページを御覧ください。 

 議第２号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）。令和元年度輪之内町の

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

7,108万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46億3,557万3,000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。 
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 地方債の補正、第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。令和２年

３月５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。 

 ８ページの第２表 地方債補正につきましては、緊急防災・減災事業債に係る補正で

ございます。具体的な充当事業につきましては、防災行政無線同報系デジタル化工事で

ございます。令和元年度の事業費の確定によりまして、１億6,410万円を１億1,870万円

に減額補正するものでございます。 

 それでは、今回の補正内容について事項別明細書で説明をいたします。 

 別添の事項別明細書をお願いいたします。 

 今回の補正につきましては、令和元年度の事業がほぼ完了に近づいてまいりましたの

で、各課それぞれ事業の進捗状況と予算の執行状況との精査を行い、主に不用額を計上

するものでございます。 

 精査の結果、歳入は48億2,836万3,000円に対して歳出は44億8,256万1,000円となり、

３億4,580万2,000円、歳入予算額が超過する見込みとなりました。 

 今後の財政運営も思慮し、歳入では基金からの組入れを一部取りやめるべく、19ペー

ジ、目1.財政調整基金繰入金１億806万5,000円、目2.その他特定目的基金繰入金のうち、

節2.公共施設等整備基金繰入金8,400万円、節3.ふるさと応援基金繰入金72万5,000円、

計１億9,279万円を減額し、一方、歳出では、歳入歳出の全体額を調整するために、28

ページでございますが、目10.基金費の1.財政調整基金積立金１億5,301万2,000円を増

額いたしまして、歳入歳出総額をそれぞれ46億3,557万3,000円に調整したものでござい

ます。 

 最初に、歳出の予算補正は、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。 

 26ページをお願いいたします。 

 目1.一般管理費の節14の使用料の通行料８万7,000円は、県外出張等の高速道路の高

速料金の不足額を計上するものでございます。 

 次に、29ページを御覧ください。目11.企画費の節19.負担金、補助及び交付金の2.補

助金の102.輪之内町光ケーブルテレビ加入促進補助金104万1,000円は、光ケーブル加入

補助金において集合住宅３棟分が１月末で接続工事を完了しておりますので、その分の

不足する補助金を計上するものでございます。 

 次に、31ページを御覧ください。目1.戸籍住民基本台帳費の節19.負担金、補助及び

交付金の101.個人番号カード関連事務交付金の174万9,000円は、マイナンバー制度に係

る事務費交付金が示されたことにより不足額を計上するものでございます。 

 次に、35ページをお願いいたします。目2.障がい者福祉費の節20.扶助費のうち、101.
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障害者自立支援給付費546万4,000円は、障がい者福祉サービス利用者及び利用日数の増

加により不足額を計上するものでございます。 

 同じく目3.福祉医療費の節20.扶助費のうち、101.重度心身障害者医療費扶助費の300

万円は、障がい者福祉サービス利用者及び利用日数の増加により不足額を計上するもの

でございます。 

 次に、38ページをお願いします。目1.高齢者福祉総務費の節28.繰出金のうち、102.

保険基盤安定繰出金10万8,000円は、町の後期高齢者医療特別会計、歳入の保険基盤安

定繰入金と同額を計上するものでございます。 

 次に、39ページをお願いします。目1.児童福祉総務費の節23の償還金の児童発達支援

事業給付費負担金精算還付金77万4,000円は、平成29年度、平成30年度の実績により返

還金が生じましたので、その不足分を計上するものでございます。 

 次に、42ページをお願いいたします。目4.耕種農業費の節19.負担金、補助及び交付

金の101.麦・大豆作振興対策事業補助金51万6,000円は、大豆作振興補助金の交付対象

が見込みより多かったため、不足額を計上するものでございます。 

 次に、43ページをお願いいたします。目9.農地整備費の節19.負担金、補助及び交付

金の104.経営体育成基盤整備事業楡俣北部負担金1,170万1,000円は、今年度の事業費が

確定いたしましたので、県営事業負担金の不足額を計上するものでございます。 

 次に、58ページをお願いいたします。少額でございますが、目1.社会教育総務費の節

25.積立金の加納良造学術文化振興基金積立金１万8,000円は、当基金の運用益の増額に

伴いまして、基金に積み立てるべく増額をするものでございます。なお、当該基金の積

立金の金額につきましては、当基金条例の第３条の運用により生じた益金のうち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り行うものでござい

ます。 

 次に、59ページをお願いいたします。目3.学校給食費の節11.需用費の修繕料54万

6,000円は、給食センターの食缶洗浄機の厨房処理システムの故障により修繕のため、

不足額を計上するものでございます。 

 次に、歳入の補正については、町税の税収見込みのほか、県税等を原資とする交付金

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等を補正す

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ページを御覧ください。 

 目1.固定資産税の1.現年課税分1,000万円は、主に工場及び事務所の増築２件、償却

資産の増加により増額するものでございます。 

 次に、20ページを御覧ください。目1.繰越金の1,722万円は、補正予算時にその財源

として充当してまいりましたが、今回は収入済額に合わせるため、残りの剰余金を計上
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するものでございます。 

 続きまして、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ページをお願いします。目1.民生費国庫負担金のうち、

節3.児童手当費負担金は、手当の支給見込みにより、1.被用者児童手当交付金（ゼロか

ら３歳未満）を288万6,000円、2.被用者児童手当交付金（３歳以上中学校修了前）を

820万3,000円、3.非被用者児童手当交付金174万3,000円を減額することが主な要因で、

合計1,313万6,000円を減額するものでございます。 

 次に、19ページを御覧ください。基金繰入金関係でございます。冒頭でも申し上げま

したが、目1.財政調整基金繰入金１億806万5,000円、目2.その他特定目的基金繰入金の

うち、2.公共施設等整備基金繰入金8,400万円の減額は、先ほども申し上げましたが、

歳入予算額が超過する見込みのため、繰入れを取りやめても財源のめどが立ったことか

ら繰入れを中止するために計上するものでございます。 

 次に、23ページを御覧ください。目5.雑入の節6.福祉雑入のうち、18.プレミアム付

商品券事業負担金2,600万円は、実績見込みにより減額するものでございます。 

 最後に、24ページをお願いいたします。目3.消防費債の1.緊急防災・減災事業債

4,540万円の減額は、防災行政無線同報系デジタル化工事の今年度の事業費の変更によ

り減額するものでございます。 

 以上で、令和元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。 

 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審査付託表のとお

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 令和元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 令和元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。 

 野村みどり君。 

○住民課長（野村みどり君） 

 令和元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）について御説明を

申し上げます。 

 議案書の９ページを御覧ください。 

 議第３号 令和元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）。令和

元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285

万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億5,789万5,000円と定

める。 

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

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。令和２年３月５日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 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。 

 詳細につきましては、事項別明細書にて御説明申し上げます。事項別明細書の歳出の

部、８ページを御覧ください。 

 款1.項1.目1.一般管理費、節13の委託料７万円の増額につきましては、国民健康保険

システム改修の委託料でございます。現在も行っておりますマイナンバーを活用した情

報連携において高額介護合算などの項目を追加するため、国民健康保険システム改修を

行い、その委託料を増額補正するものでございます。 

 続きまして、10ページをお願いいたします。款2.項4.目1.出産育児一時金の294万円

の減額につきましては、当初15名分を計上しておりましたが、１月末時点で３件の申請

でございますので、５件分を残し、７件分を減額しております。 

 続きまして、11ページをお願いいたします。款6.項2.目1.財政調整基金費の１万

3,000円の増額につきましては、国民健康保険基金の定期を３月31日に解約した場合の

利息を増額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ページへお戻りください。 

 款1.項1.目１の一般被保険者国民健康保険税499万9,000円の減額につきましては、現

在の収入率及び被保険者数の減少等を精査いたしましたところ、500万円が歳入不足に
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なる可能性があるため、その分を一般分の医療給付費、介護、後期高齢者支援にそれぞ

れ案分して税を減額する補正でございます。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。款3.項1.目１の国庫負担金減額措置対策

費補助金34万9,000円の減額につきましては、国庫負担金減額措置対策費補助金が交付

決定したことによる減額補正でございます。 

 同じく目2.保険給付費等交付金491万7,000円の減額につきましては、保険者努力支援

制度分、特定健診等の特別給付分の実績額が確定したことによる減額補正でございます。 

 ５ページをお願いいたします。款5.項1.目1.一般会計繰入金949万6,000円の減額につ

きましては、保険基盤安定繰入金の確定による減額、出産育児一時金の法定繰入分の減

額、財政安定化支援事業繰入金の確定による減額を補正するものでございます。 

 同じく目1.国民健康保険基金繰入金499万9,000円の増額につきましては、国保税収入

不足による増額補正をするものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。款6.項1.目1.繰越金1,185万9,000円につきましては、

平成30年度からの繰越金留保額から当初予算９月補正を差し引いた補正額でございます。 

 ７ページをお願いいたします。款8.項2.目2.システム開発費等補助金４万6,000円に

つきましては、令和元年分社会保障・税番号制度システム整備費補助金の決定見込みに

よる増額補正でございます。 

 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。 

 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。 

 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審査付託表のとお

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 令和元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、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） 
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 日程第９、議第４号 令和元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 令和元年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算

（第２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。 

 菱田靖雄君。 

○福祉課長（菱田靖雄君） 

 それでは、議第４号と第５号について御説明をさせていただきます。 

 議案書の12ページを御覧ください。 

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

年度輪之内町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ31万

2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,868万8,000円と定める。 

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

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。令和２年３月５日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 次の13ページと14ページは、第１表 歳入歳出予算補正ということで、補正額を款項

別に集計をし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御説明をさせていただきます。別冊の後期

高齢者医療特別会計補正予算の事項別明細書の８ページを御覧ください。 

 歳出から御説明をさせていただきます。 

 款2.項1.目１の後期高齢者医療広域連合納付金は、５万8,000円の減額でございます。

広域連合に納付すべき保険料の見込額と保険基盤安定負担金、保険料軽減額のことをい

いますけれども、その確定額との合計額に合わせる減額でございます。 

 ９ページを御覧ください。款3.項1.目１の保健事業費は、25万4,000円の減額でござ

います。ぎふ・すこやか健診とぎふ・さわやか口腔健診について国保連合会へ支払う健

診費用の不用額を計上したものでございます。受診件数につきましては、ぎふ・すこや

か健診が511件、ぎふ・さわやか口腔健診が27件でございます。 

 次に、歳入の御説明をさせていただきます。戻って３ページを御覧ください。 

 款1.項1.目１の特別徴収保険料と、その下、目２の普通徴収保険料は、それぞれ787

万7,000円の減額と767万9,000円の増額でございます。令和元年度の保険料の現年度分

と滞納繰越分について、それぞれ収入見込額に合わせるものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。款3.項1.目１の保健事業費委託金につきましては、９

万8,000円の減額です。ぎふ・すこやか健診とぎふ・さわやか口腔健診の今年度の受診

実績から収入見込額を算出いたしまして、それに合わせるものでございます。受診件数
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につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。 

 ５ページを御覧ください。款4.項1.目１の一般会計繰入金は、34万円の減額でござい

ます。後期高齢者医療特別会計の歳出と歳入を合わせる、バランスを取るための事務費

繰入金の減額と保険料の軽減確定による保険基盤安定繰入金の減額でございます。 

 ６ページをお願いします。款5.項1.目１の繰越金は、８万円の増額です。30年度の決

算数値による繰越金の留保分を計上するものでございます。 

 ７ページを御覧ください。款6.項4.目１の雑入については、24万4,000円の増額でご

ざいます。30年度中に後期高齢者医療広域連合へ支払いました保健事業費負担金の精算

により、過払い分の返還を受けたものでございます。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の御説明を終わります。 

 引き続き、児童発達支援事業特別会計補正予算の御説明をさせていただきます。 

 議案書の15ページを御覧ください。 

 議第５号 令和元年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第２号）。令和

元年度輪之内町の児童発達支援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から歳入歳出それぞれ126

万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,415万9,000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。令和２年３月５日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 次の16ページと17ページは第１表 歳入歳出予算補正ということで、補正額を款項別

に集計をし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御説明をさせていただきます。別冊の事項

別明細書の５ページを御覧ください。 

 歳出から御説明をさせていただきます。 

 款1.項1.目１の一般管理費につきましては、５万円の減額です。いずれも事務費の精

査をしまして、その不用額を計上したものでございます。 

 ６ページをお願いします。款2.項1.目１の児童発達支援事業費は、121万6,000円の減

額でございます。減額の主なものとしては、節4.共済費と節７の賃金で正規職員と臨時

職員の人件費の減額でございます。 

 次に、歳入の御説明をさせていただきますので、戻りまして３ページをお願いします。 

 款1.項1.目１の児童発達支援費は、194万8,000円の減額です。発達支援教室そらでは、

心身の発達に支援が必要な就学前の児童を対象といたしまして、日常生活の基本的な動

作訓練、集団生活への適応訓練を提供しております。その提供しました訓練についての

サービス報酬を国保連合会から受け取るもので、収入見込額に合わせるものでございま
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す。 

 ４ページをお願いいたします。款5.項1.目１の繰越金につきましては、68万2,000円

の増額でございます。30年度の決算数値による繰越金の留保分を計上したものでござい

ます。 

 以上で、児童発達支援事業特別会計補正予算（第２号）の御説明を終わります。御審

議賜りますようお願いいたします。 

○議長（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。 

（「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。 

 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審査

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 令和元年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）及び議第５号 令和元年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第２号）

については、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第11、議第６号 令和元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１号）及び日程第12、議第７号 令和元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。 

 大橋勝弘君。 

○建設課長（大橋勝弘君） 

 それでは、議案書の18ページをお願いいたします。 

 議第６号 令和元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１

号）。令和元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１号）

は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ
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4,092万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億1,807万9,000円

と定める。 

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

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

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

３月５日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 21ページをお開きください。 

 第２表 地方債補正につきましては、工事費の減額により起債限度額を3,280万円減

額し、１億6,120万円に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。 

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

補正をいたしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、歳出の８ページから説明をさせていただきます。 

 款1.公共下水道費、項1.特定環境保全公共下水道費、目1.特定環境保全公共下水道建

設費、節13.委託料の1,749万5,000円の減額につきましては、工事に伴う実施設計業務

委託料の請負差金による減額でございます。節15.工事請負費の1,500万円の減額につき

ましては、下水道管渠工事の施工箇所が減ったことに伴う減額でございます。節22.補

償、補填及び賠償金の600万円の減額につきましては、工事に伴う水道補償費等の不用

額を減額するものでございます。 

 目2.浄化センター管理費、節13.委託料200万円の減額につきましては、維持管理業務

の実績見込みによる減額と水質検査委託料の請負差金による減額分でございます。 

 款2.公債費、項1.公債費、目1.元金、節23.償還金、利子及び割引料42万6,000円の減

額につきましては、令和元年度の額の確定による減額でございます。 

 続きまして、歳入でございますが、３ページをお開きください。 

 款2.使用料及び手数料、項2.使用料、目1.下水道使用料590万円の減額につきまして

は、使用料の実績見込みによる減額でございます。 

 ４ページをお開きください。款5.繰入金、項1.基金繰入金は、1,500万円の減額でご

ざいます。工事費の減額に伴う繰入れの不用による減額でございます。 

 款6.繰越金は、前年度繰越額の確定による1,605万5,000円の増額でございます。 

 ６ページをお開きください。款7.諸収入、項2.雑入につきましては、下水道事業消費

税額の確定に伴う還付金327万6,000円の減額でございます。 

 款8.町債、項1.町債、目1.特定環境保全公共下水道事業債3,280万円の減額につきま

しては、工事費の減額に伴うものでございます。 

 続きまして、水道事業会計の補正でございます。 

 議案書の22ページをお願いいたします。 
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 議第７号 令和元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、令和元年度輪之内町の水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第２条、収益的支出の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、

退職給付費、賞与引当金繰入額を46万9,000円増額し、第２項の営業外費用は、令和元

年度決算見込額に対する消費税の増額、350万円でございます。 

 第３条、資本的支出の補正につきましては、第１款資本的支出、第１項建設改良費

1,998万円の減額につきましては、下水道工事に伴う水道管布設替えの工事費の不用額

を減額するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○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審査

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

については、総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

 暫時休憩いたします。 

（午前10時25分 休憩）  

（午前10時40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13、議第８号 令和２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。 
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 荒川浩君。 

○参事兼経営戦略課長（荒川 浩君） 

 それでは、令和２年度当初予算について御説明を申し上げます。 

 お手元の予算書にて説明させていただきますのでお願いいたします。 

 当初における各会計の予算総額につきましては、目次の裏面にありますとおり、一般

会計44億8,800万円、各特別会計を合わせて15億6,480万円、企業会計２億2,000万円の

総額62億7,280万円でございます。 

 それでは、一般会計より順次議案説明をさせていただきます。 

 予算書、１ページをお開きください。 

 議第８号 令和２年度輪之内町一般会計予算。令和２年度輪之内町の一般会計の予算

は、次に定めるところによる。 

 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44億8,800万円と

定める。 

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

予算」による。 

 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入

れの最高額は、２億円と定める。 

 歳出予算の流用、第５条、地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算

の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)各項に

計上した給料、職員手当等及び共済費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。令和２年３月５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８ページまでは、先ほど第１条にありましたように、款項別にまとめた

ものでございます。 

 ９ページは、第２条にありましたように、令和２年度債務負担行為を一覧表にまとめ

たものでございます。 

 また、10ページは、第３条にありましたように、令和２年度発行予定の地方債３億

3,350万円を一覧表にまとめたものでございます。 

 令和元年度予算は選挙の年でございましたので、当初予算は骨格予算でスタートさせ

ていただきまして、６月補正予算で肉づけした予算という経緯がございます。例年です
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と、対前年の主な増減を中心に説明させていただいておりますが、本予算書はシステム

の関係上、対前年当初予算額との比較でしか表示できませんので、あしからず御了承を

お願いいたします。 

 したがいまして、対前年当初との主な増減と令和２年度における特徴的な事項を申し

上げ、説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和２年度の予算計上について、一般会計から順次説明いたします。 

 まず、歳入でございます。15ページを御覧ください。 

 町民税でございますが、個人については課税客体の微増を見込んでおりますが、法人

については、消費税10％の引上げに伴い、税率を9.7％から6.0％に引き下げられたこと

により減収が見込まれることから、総額で５億6,996万3,000円を計上しております。 

 個人については、平成30年、１年分の民間給与総額が3.6％増となっているデータが

示すとおり、総じて日本経済における企業部門の改善が家計部門に広がりまして好循環

が進展し始めていることによるものと認識しております。 

 また、固定資産税についても、家屋部門、償却資産部門が伸びたことにより、９億

2,942万2,000円を計上いたしました。家屋については、令和元年度中に大規模な工場、

倉庫の新築があったこと、償却資産につきましては、リース会社の機械器具等のリース

が伸びたことによるものでございます。 

 次に、16ページを御覧ください。軽自動車税については、目1.環境性能割は、令和元

年10月から導入されたもので、そのスキームの概要を申し上げますと、税額の根拠とな

る課税標準額は、自動車の取得価額とし、免税点は50万円としております。新車、中古

車は問わず対象となります。 

 また、税率は、燃費基準達成度に応じて決定され、非課税、１％、２％、３％の４段

階になりますが、軽自動車の税率は、当分の間、２％を上限とし、令和元年10月から令

和２年９月までの間に取得した場合は、特例措置として１％を減ずる措置をするという

ふうにしています。 

 また、種別割につきましては、課税客体である車両台数は前年並みで推移しておりま

すが、税額の高い新課税率、これは言い換えれば軽減措置のない車両でございますが、

その台数が増加しておるため、目１と２を合わせて3,306万3,000円を計上しております。 

 次に、17ページをお願いいたします。譲与税関係でございます。目1.地方揮発油譲与

税、目2.自動車重量譲与税については、ともに国が示す地財計画では3.8％の減、また

県が示した普通交付税算定の予算見積りに係る参考資料でも減となっておりますので、

合わせる形で減とし、地方揮発油譲与税は1,800万円、自動車重量譲与税は4,600万円を

それぞれ計上しております。 

 少し飛んで21ページをお願いいたします。株式等譲渡所得割交付金につきましては、

同じく県が示した普通交付税算定の予算見積りに係る参考資料でも45％の減となってい
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ることから、大幅減の180万円を計上したものでございます。 

 続いて、22ページをお願いいたします。法人事業税交付金につきましては、30年12月

に公表された税制改正大綱により創設されたもので、地域間の財政力格差の拡大、経済

社会構造の変化等を踏まえ、大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地

方が共に持続可能な形で発展させるという趣旨のものでございます。令和２年度より、

過去３年間において法人事業税として収入された金額の平均値の7.7％相当額を市町村

の従業員数で案分して交付されるスキームとなっております。当町では、県から1,400

万円の提示がありましたので、そのまま計上するものでございます。 

 続いて、23ページの地方消費税交付金につきましては、２億4,800万円を計上してお

ります。算出根拠といたしましては、御案内のように、昨年10月、消費税が引き上げら

れたことによりまして30年度実績額が１億9,378万6,000円で、これも同じく県が示した

普通交付税算定の予算見積りに係る参考資料で前年度との伸び率が31％であることを勘

案し、２億4,800万円を計上いたしたところでございます。 

 続いて、25ページの下段を御覧ください。子ども・子育て支援臨時交付金につきまし

ては、御案内のように昨年10月から実施された幼児教育の無償化に係る経費について、

国は地方負担分を措置する臨時交付金を創設し、対応するということでございましたが、

２年度からは普通交付税で措置されるスキームになったことにより皆減となっておりま

す。 

 続いて、26ページの地方交付税でございます。地方交付税については対前年同額の９

億1,000万円を計上しております。内訳は、普通交付税が８億3,000万円、特別交付税は

8,000万円を計上しております。地方交付税については、国の出口ベースで対前年4,073

億円増の16兆5,882億円で2.5％となっておりますが、算定方法の改正内容を見ても当町

において影響を及ぼす該当項目が少ないため、実績額等を勘案して９億1,000万円の計

上としております。 

 続いて、28ページをお願いいたします。目2.教育費負担金、節3.学校給食費負担金

4,984万7,000円については皆増でございます。御案内のように、これまで学校給食費に

ついては私会計で運営をしておりましたが、令和２年度からは一般会計に組み入れ、公

会計化することで皆増したものでございます。内容的には、約1,000食分の給食におけ

る保護者の負担分でございます。 

 続いて、30ページを御覧ください。目2.民生使用料、節2.児童福祉使用料の1.こども

園利用料については大幅な減となっておりますが、御案内のとおり、昨年10月からこど

も園の費用を無償化、またゼロ歳から２歳児は、当面非課税世帯を対象に無償化された

ことによるもので、昨年度は半年分を計上しておりましたが、令和２年度は丸々１年分

でございますので、214万円減の1,440万円を計上しております。 

 続いて、32ページをお願いいたします。目1.民生費国庫負担金が982万1,000円増とな
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っておりますが、この主な要因は、節4.児童福祉費負担金の1.児童発達支援事業給付費

負担金が1,103万円増の2,718万円となっております。これは歳出の78ページ、目１の児

童福祉総務費の節19.扶助費の102.児童発達支援事業給付費が対前年2,206万円増の

5,436万円を計上したことに連動するものでございます。これは児童の発達において支

援を要する児童が児童発達支援施設や放課後児童デイ施設を利用する人数が対前年16名

ほど増加している状況に鑑み、給付費が増となっておりますが、２分の１相当額は国庫

補助金・負担金で賄われることにより増となっているものでございます。 

 戻って恐縮でございますが、35ページをお願いいたします。目2.民生費県負担金、節

５の1.児童発達支援事業給付費負担金1,359万円についても、先ほどの民生費国庫負担

金と同様の理由により551万5,000円の増となっております。なお、県の負担割合は、４

分の１相当額でございます。 

 次に、36ページを御覧ください。目４の農林水産業費県補助金については、2,461万

9,000円増の１億1,068万6,000円を計上しております。主な要因としては、予算書の90

ページ、一番上の節18の補助金の106.元気な農業産地構造改革支援事業補助金が2,161

万1,000円増の3,089万円になったことに連動するもので、財源である37ページの一番上

の7.元気な農業産地構造改革支援事業補助金においても1,890万3,000円増の2,674万

4,000円、増額になったものでございます。なお、この理由としては、御案内のように、

この補助対象となるのは農業用機械や農業施設の建設等が対象となりますが、令和２年

度においては新たにイチゴハウスを建設する就農予定者がお見えになることから、その

建設事業費が皆増になっておりますので連動して増となったものでございます。なお、

県の補助割合は、３分の１相当額でございます。 

 次に、少し飛んで42ページを御覧ください。基金繰入金ですが、御案内のように歳出

総額に対して財源が不足する相当分の一部として繰り入れ、財源とする性格のもので、

一般家庭で例えると、定期預金を取り崩す的な性格のものでございます。 

 その他特定目的基金繰入金として土地基盤整備については土木事業の財源の一部とし

て、また公共施設等については公共施設の各種工事の財源の一部として、それぞれ繰り

入れようとするものでございます。 

 また、少し飛んで48ページを御覧ください。町債ですが、これも基金繰入金と同様に、

歳出総額に対して財源が不足する相当分の一部として借り入れ、財源とする性格のもの

で、一般家庭でいうと借金でございます。目1.総務費債の節1.臨時財政対策債は１億

4,300万円を計上しておりますが、この臨時財政対策債の性質は普通交付税の代替措置

でございまして、この発行した町債分は、後年度、普通交付税として、100％国から交

付される性質のものでございます。 

 また、目2.消防費債１億9,050万円は、継続事業であります防災行政無線デジタル化

工事の財源に充てるもので、説明欄にございます緊急防災・減災事業債は、充当率
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100％、交付税算入率70％で、言い換えれば１億9,050万円のうち70％相当分、１億

3,335万円が後年度において交付税として国から交付される性質のものでございます。 

 続いて、歳出について御説明をいたします。51ページを御覧ください。 

 議会費につきましては、対前年23万1,000円減の4,495万円を計上しております。微減

となった主な要因として、節4.共済費の1.議員共済会負担金の負担率が100分の36.9か

ら100分の35.4に引き下げられたことにより、34万円減となったことによるものでござ

います。 

 続いて、52ページを御覧ください。目1.一般管理費については、対前年787万6,000円

増の4,740万2,000円を計上しております。主な要因としては、地方公務員法の改正によ

り、この４月から全国一斉に会計年度任用職員制度が導入されます。これまで臨時職員

として雇用しておりました職員について賃金であったものが報酬に、また期末手当が支

払われること、また通勤手当として費用弁償が支払われることになります。この目に掲

げる会計年度任用職員は９人分で、制度が変わることによって総じて534万2,000円増と

なったことによるものでございます。 

 次に、54ページを御覧ください。目3.広報費については、節12.委託料の102.ホーム

ページ運用保守委託料において692万8,000円増の725万5,000円を計上しております。こ

のうち679万8,000円は、現サーバーのＯＳサポートが11月末で完了することからサーバ

ーを更新するもの、併せてホームページウェブサイト画面等のリニューアルをする経費

が皆増することによるものでございます。 

 続いて、57ページを御覧ください。目8.生活安全対策費については、18.負担金、補

助及び交付金の2.補助金、102.高齢運転者交通安全対策事業補助金80万円が皆増となっ

ております。具体的には、65歳以上の運転免許保有者を対象に後づけペダル踏み間違い

時加速抑制装置購入費用の一部を助成しようとするもので、１人当たり２万円を上限に

40台分を計上しております。 

 続いて、58ページをお願いいたします。目11.企画費については、１億405万9,000円

減の5,096万7,000円を計上しております。主な要因は、節12.委託料において元年度は

避難所Ｗｉ－Ｆｉ環境設備設計委託料、避難所Ｗｉ－Ｆｉ環境設備委託料、合わせて

1,884万5,000円を計上しておりましたが、事業完了により皆減したこと、また59ページ

の節18.負担金、補助及び交付金の一番下の３の交付金の企業立地促進奨励金交付事業

交付金が8,928万5,000円減の709万2,000円となっております。交付対象となる企業は、

東大藪地内のすぎやま工業様と福束新田地内の大成工業様、２社分でございます。一方、

この目で増となった分については、59ページの一番上の12.委託料の105.総合計画策定

業務委託料1,040万6,000円が皆増となっております。令和４年度から第六次総合計画策

定に向けて、これまでの計画の検証、町民ニーズや社会経済環境など、時代の潮流を反

映させるべく調査・研究を進めてまいります。次に、18.負担金、補助及び交付金の2.
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補助金の107.住宅建設支援助成金の200万円は、新規事業で皆増でございます。これは

人口減少に歯止めをかける施策の一翼を担うべく実施するもので、今までは人を呼び込

む施策として三世代同居・近居助成金などを展開してまいりましたが、併せて町内に在

住している人を町外に逃がさないというコンセプトで展開しようとするものでございま

す。具体的には、町内に住宅を建築、または取得した方に係る固定資産税については面

積に応じて軽減措置がなされますが、その軽減額と同額を住宅建設支援助成金として交

付しようとするものでございます。最近の例を見てみますと、１棟当たり軽減額は５万

7,000円ぐらいで、年間35棟程度は建設されておりますので、相当分を予算額としたも

のでございます。 

 続いて、61ページを御覧ください。目16.公共交通対策費については、216万6,000円

増の4,015万8,000円を計上しております。主な要因は、節18.負担金、補助及び交付金、

補助金の101.市町村自主運行バス運行費補助金が350万円増の3,350万円を計上しており

ます。具体的には、名阪近鉄バスの輪之内・羽島線、南北線における補助金が200万円

増となったこと、またデマンドバスの運行時間を18時まで延長すべく、その経費として

150万円増として計上したものによるものでございます。なお、このデマンドバスの運

行時間延長につきましては、試験的に半年間実施するものでございます。その試験期間

中の利用状況を見て、本格導入するかどうかを検討してまいります。 

 続いて、少し飛んで70ページをお願いいたします。目2.障がい者福祉費については、

984万6,000円増の１億4,941万8,000円を計上しております。主な要因は、71ページの節

19.扶助費の101.障害者自立支援給付費が840万円増の１億2,840万円となっております。

これについては、昨年12月から就労Ａの利用者が１名、４月から就労継続支援Ｂ型を１

名、また生活介護利用者１名がそれぞれ利用する方が増えることから増となりまして、

都合56名がこの給付金を受けるものでございます。 

 次に、78ページをお願いいたします。目1.児童福祉総務費については、1,878万4,000

円増の6,629万8,000円を計上しております。増となった主な要因は、節12.委託料の103.

母子手帳・子育て支援アプリ運営業務委託料37万4,000円が皆増になっております。こ

れは、妊娠中や子育て中の保護者に対して健康データ管理や予防接種スケジュール管理、

こども園からの情報等を発信するスマホアプリを導入し、子育て世代に必要な情報を提

供しようとするものでございます。次に、歳入でも説明いたしましたが、節19.扶助費

の102.児童発達支援事業給付費が2,206万円増の5,436万円を計上したことが主な要因で

ございます。 

 次に、79ページを御覧ください。目4.児童福祉施設費につきましては、こども園に係

る経費で対前年4,249万4,000円増の２億392万7,000円を計上しております。主な要因と

しましては、今まで臨時保育教諭については４月から導入される会計年度任用職員とな

りまして、報酬のほか期末手当、社会保険料、通勤手当を支給する制度改正により、合
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わせて都合26名分で1,768万6,000円の増となります。また、80ページの節14.工事請負

費については、対前年1,740万9,000円増の1,827万3,000円を計上しております。内訳は、

仁木こども園については防護フェンスの設置、福束こども園については周囲のフェンス

貼り替え及び樹木の剪定、大藪こども園については貯水槽の取替え、エアコンの一部取

り替え、３園共通では、食材保管室のエアコン取付工事をそれぞれ予定しております。 

 次に、少し飛んで86ページをお願いいたします。目2.美化推進費については、対前年

2,123万円増の6,338万4,000円を計上しております。主な要因は、87ページ、節14.工事

請負費が1,962万4,000円、皆増となっております。具体的には、エコドームの天井貼り

替え工事を行うというものでございます。 

 次に、少し飛んで89ページをお願いいたします。目4.耕種農業費は、対前年2,251万

1,000円増の5,365万9,000円を計上しております。主な要因は、歳入でも説明いたしま

したが、90ページの一番上の106.元気な農業産地構造改革支援事業補助金が2,161万

1,000円増の3,089万円となったことによるもので、具体的には、御案内のようにこの補

助対象となるのは農業用機械や農業用施設の建設等が対象となりますが、令和２年度に

おいては新たにイチゴハウスを建設する就農予定者がお見えになることから、建設事業

費補助金が皆増となったものでございます。 

 続いて、92ページを御覧ください。目3.観光推進費についてでございます。過日、２

月22日に開催した「第２回丸毛サミット」では、全国44都道府県、北は北海道、南は沖

縄県からも多数来場者があり、にぎわったところでございます。この事業では、当町の

みの活動ではなかなか限界もあることから、県が現在進めております関ケ原での各種イ

ベント等においてコラボレーションすることで誘客につなげたいというふうに考えてお

ります。令和２年度の主な事業としては、元年度に引き続きまして丸毛兼利のアニメの

後編の制作550万円やグッズの製作等、合わせて692万7,000円を計上しております。 

 次に、少し飛んで96ページ、97ページを御覧ください。土木費でございますが、冒頭

に説明いたしましたとおり、前年は骨格予算としており、投資的経費を抑制しておりま

したので単純な前年比較はなりませんので、各目ごとに主に箇所づけした内容を説明さ

せていただきます。 

 まず、目2.道路維持費における節14.工事請負費の道路舗装工事費6,116万円につきま

しては、除草工事をはじめ道路舗装工事については、町単工事として海松新田道路舗装、

上大榑農道舗装、県単工事として松内村西農道舗装、下大榑油手農道舗装、また防災安

全社会資本整備総合交付金を活用しての西幹線道路舗装をそれぞれ予定しております。

次に、安全施設補修工事費1,025万円については、町内全域においてカラー舗装等やフ

ェンス、ガードレールの設置・補修、デリネーター等の設置・補修をそれぞれ予定して

おります。次に、道路側溝改良工事費1,780万円につきましては、東大藪道路側溝、大

藪道路側溝、塩喰川東道路側溝をそれぞれ予定しております。 
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 次に、目3.道路新設改良費、節14.工事請負費１億1,800万円については、大藪道路改

良工事、松内取付け道路改良工事、楡俣北部農道改良工事をそれぞれ予定しております。 

 次に、目4.橋りょう維持費1,000万円については、防災・安全社会資本整備総合交付

金を活用して町内の橋梁の６か所について補修工事を予定しております。 

 次に、目5.用悪水路費、節14.工事請負費2,470万円については、町単工事として松下

の水路、県単工事として本戸水路、福束水路、里水路の敷打ちをそれぞれ予定しており

ます。 

 続いて、100ページを御覧ください。目1.非常備消防費については1,462万円増の１億

7,543万4,000円を計上しています。特徴的なものとしては、101ページ、節18.負担金、

補助及び交付金の負担金、116.郡消防協会負担金（県操法大会）として1,352万円が皆

増となっております。御案内のように、岐阜県消防操法大会は会場を持ち回り制で県内

で行われており、令和２年度は安八郡消防協会が所管となって開催の予定となっており、

神戸町を会場に開催予定でございます。大会運営の総事業費は5,680万円で、従来の郡

消防協会運営経費の負担割合によりまして1,352万円を負担するものでございます。 

 次に、101ページを御覧ください。目2.消防施設費については1,912万円を計上してお

ります。主なものは、一番下の節17.備品購入費の2.備品購入費（資産）で1,186万

1,000円を計上しております。これは消防車両の更新計画により消防積載車を更新しよ

うとするもので、令和２年度は第２分団第２班の積載車を更新すべく、1,186万1,000円

を計上しております。 

 続いて、102ページを御覧ください。目3.防災費については２億2,701万8,000円を計

上しております。主なものは、今年度から２か年計画で進めております防災行政無線デ

ジタル化工事関連で節12で防災行政無線同報系デジタル化整備工事管理業務委託料715

万円と節14.工事請負費１億9,270万9,000円、合わせて１億9,985万9,000円を計上して

おります。その財源としては、歳入でも説明いたしましたが、町債の緊急防災・減災事

業債１億9,050万円を発行して対応いたします。また、節12の106の大吉新田防災拠点全

体整備計画策定業務委託料297万円につきましては、防災拠点における、いわゆる上物

の各種施設等の概要設計を実施すべく計上するものでございます。今年度は、インフラ

関係の設備、アクセス道路でありますとか、水道、下水道、電気についての概要設計を

国土交通省木曽川上流河川事務所及び揖斐川第二出張所、地元大吉新田区長、そして役

場関係者で協議を進めてまいりましたが、それに引き続き、令和２年度は上物について

協議を進めてまいります。また、些少ですが、節7.報償費の６万円については、自主防

災組織等における訓練において防災士を講師として派遣するための報償費を計上してお

ります。 

 続いて、少し飛んで105ページを御覧ください。目1.教育委員会費については789万

9,000円を計上しております。主なものは、学校・家庭・地域が連携し、各小・中学校
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と地域をつなぐ役割を担うべく地域学校協働活動推進事業を展開してまいりますが、そ

れの総括的推進員、学校推進員、協働活動支援員、協働活動サポーター、学習支援員を

各校に配置するもので、その謝礼として、節7.報償費に665万7,000円を計上しておりま

す。 

 続いて、目2.事務局費は9,071万5,000円を計上しております。特徴的なものとしては、

節1.報酬、３の会計年度任用職員報酬1,042万7,000円のうち332万1,000円は、情報教育

推進事業においてＩＣＴ指導員を導入、配置しようとするものでございます。御案内の

ように、令和２年度から小学校においてプログラミング教育が必修化されます。プログ

ラミング教育の内容につきましては、町長の提案説明にあったとおりでございますが、

そうしたことに対応するために機器の導入計画や指導計画の立案、学校教員の指導を含

めた指導員を導入して情報教育の水準向上を図るものでございます。同じく節1.報酬の

3.会計年度任用職員報酬1,042万7,000円のうちには、町内に住所を有する外国籍の小・

中学生に対して日本語教育を行い、スムーズな学校生活を送ってもらいたいことから日

本語教室を開催すべく、講師謝礼代として14万4,000円を計上しております。 

 次に、少し飛んで110ページを御覧ください。目1.小学校管理費については、対前年

４億2,073万7,000円減の4,898万2,000円を計上しております。大幅な減となった主な理

由は、福束小学校大規模改修工事、太陽光発電電気設備設置工事が今年度で終了しよう

としているものでございます。 

 最後に、少し飛んで120ページを御覧ください。目3.学校給食費については、5,560万

円増の１億470万6,000円を計上しております。増となった主な理由は、歳入でも説明い

たしましたが、これまで学校給食費については私会計で運営をしておりましたが、令和

２年度からは一般会計に組み入れ、公会計とすることとしました。その関係で節10.需

用費の7.賄材料費5,109万円が皆増となっております。 

 以上で、令和２年度輪之内町一般会計予算の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） 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 参事にお願いしておきます。先ほど道路工事関係をいろいろお話しされましたけれど

も、今度の付託された委員会に、どこの場所なのか、具体的に地図で印をつけていただ

いて教えていただくということはできますか。 
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○議長（小寺 強君） 

 参事 荒川浩君。 

○参事兼経営戦略課長（荒川 浩君） 

 さようのようにさせていただきます。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 教育長にお尋ねをいたします。 

 今、学校が休みになっております。それで、学校の職員の中で正規職員はいいんです

けれども、臨時で採用されている職員は、恐らく休みになると思います。そうすると、

県から給料といいますか、報酬といいますか、そういうものが今まで支給されておった

のが、学校が休みになった場合だと臨時に採用されている人は無給になるんだろうと私

は思っておるんです。それに対して、安八町もそういう心配があるもんですから、町費

でもって補填するというような工夫をされているように聞いておるんですけれども、一

遍その辺は、教育長、考えていただけないでしょうか。 

○議長（小寺 強君） 

 教育長 箕浦靖男君。 

○教育長（箕浦靖男君） 

 今のところは予定しておりませんけれども、一応また検討したいと思っております。

よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○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審査付託表のとお

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 令和２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。 

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

 日程第14、議第９号 令和２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 令和２年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算及び日程第16、議第11号 

令和２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。 

 荒川浩君。 

○参事兼経営戦略課長（荒川 浩君） 

 続いて、国保会計について御説明を申し上げます。 

 予算書、135ページをお開きください。 

 議第９号 令和２年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算。令和２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９億5,000万円と

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。 

 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項ただし書の規定により歳出予算

の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1)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。令和２年３月５日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 137ページから139ページまで、先ほど第１条にありましたように、款項別にまとめた

ものでございます。 

 まず、概要の説明をいたします。 

 令和２年度の予算規模は、対前年300万円減の歳入歳出９億5,000万円で予算編成をし

ております。 

 次に、被保険者の加入状況でございますが、平成31年４月が1,958人でございました

が、直近の数値の令和２年１月では1,898人と、60人減少しております。その内訳は、

一般被保険者が51人減の1,897人、退職被保険者が９人減の１人となっております。 

 次に、被保険者１人当たりの医療費の状況でございますが、26年度から30年度までの

過去の実績値による平均伸び率は、一般被保険者療養給付費がプラス5.2％、退職被保

険者療養給付費についてはプラス16.4％、一般被保険者療養費はプラス5.8％、退職被

保険者療養費はプラス37.5％、また高額療養費では、一般被保険者高額療養費はプラス

6.3％、退職被保険者高額療養費はプラス74.3％となっており、医療費はいわゆる水物

と言われますが、傾向としては上昇傾向にあります。これらの背景を踏まえながら、
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300万円減となった主な理由を御説明申し上げます。 

 まず、歳出ベースで御説明申し上げます。142ページを御覧ください。 

 この中で一番減額幅が大きいのは、款３の国民健康保険事業費納付金で584万4,000円

減の２億3,809万6,000円を計上しております。この項目は県に支払う納付金で、内容と

いたしましては、159ページから161ページを御覧ください。159ページでは、医療給付

費分として合計１億6,123万7,000円、160ページでは、後期高齢者支援金等分として合

計5,680万5,000円、そして161ページでは介護納付金分として2,005万1,000円を計上し

ておりますが、各金額ともに県から示された金額を計上しているものでございます。 

 戻って142ページを御覧ください。次に増額幅が大きいものを説明してまいります。

増額幅が大きいのは、款６の諸支出金で110万7,000円増の188万1,000円を計上しており

ます。この内容といたしましては、165ページ、166ページを御覧ください。増の主な要

因は、165ページの目1.一般被保険者保険税還付金が110万円増の180万円を見込んでお

ります。還付金が発生する現象としては、国保加入者が社保に加入された場合、国保か

ら脱退する手続を行ってもらうことになっておりますが、その手続を失念されていた場

合、遡って還付することになりますが、過去２年間においてそういったケースが散見さ

れるため、早急に対応できるように増額をしておくものでものでございます。 

 戻って142ページでございますが、次に増額幅が大きいのは款2.保険給付費でござい

ます。対前年96万1,000円増の６億6,973万4,000円を計上しております。内容といたし

ましては、154ページから158ページを御覧ください。それぞれのその合計額の欄を見て

いただくと、微増、もしくは対前年同額となっております。冒頭でも説明いたしました

が、国保加入者は減少傾向にある中で全体のパイが縮小していくんであれば、国保給付

費の絶対額も連動して縮小傾向に向かわなければなりませんが、微増しているというこ

とは、医療費のトレンドは上昇傾向にあることがうかがえます。 

 戻って142ページを御覧ください。次に増額幅が大きいのは、款４の保健事業費で92

万3,000円増の961万8,000円を計上しております。内容としましては、162ページ、163

ページを御覧ください。増の主な要因は、162ページ、目1.特定健康診査等事業費のう

ち、節18の特定健康診査等負担金が67万3,000円増の719万円となっております。これに

ついては、健診の該当者数はほぼ変わらないものの、健診単価の増が主な要因でござい

ます。なお、目標受診率は、昨年度同様の45％を設定しております。 

 このように歳出ベースで300万円の減となっておりますが、総額９億5,000万円の財源

をどうするかということで、続いて歳入ベースの説明に入ります。 

 戻って恐縮ですが、141ページを御覧ください。 

 この中で一番大きな財源となるのが款３の県支出金で、124万5,000円減の６億7,453

万3,000円を計上しております。内容としては145ページを御覧ください。目２の保険給

付費等交付金が104万7,000円減の６億7,241万円を計上しております。御覧のとおり、
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節で普通交付金、特別交付金となっております。普通交付金は96万1,000円増の６億

6,243万円となっておりますが、先ほど説明いたしました、歳出、154ページの項1.療養

諸費から156ページの項3.移送費までの合計額６億6,243万円と同額となっております。

つまり、歳出の保険給付費の財源は、この県支出金、目２の保険給付費等交付金の節１、

普通交付金で手当てされております。次に、特別交付金は200万8,000円減の998万円と

なっております。この特別交付金の性質は、国の特別調整交付金、県繰入金、保険者努

力支援制度分、特定健診費用を県が市町村に交付するものとなっております。その内訳

は、国が特別調整交付金が320万2,000円、県繰入金が126万7,000円、保険者努力支援制

度分が354万7,000円、特定健診費用分が196万4,000円となっており、いずれも県から示

された金額を計上しております。 

 戻って141ページを御覧ください。次に額が大きいのは款1.国民健康保険税でござい

ます。対前年1,578万2,000円減の１億7,920万2,000円を計上しております。これに関し

ても県が示した金額及び実績値を勘案して計上しております。内容としましては143ペ

ージのとおりでございますが、これについては歳出の保険給付費でも説明いたしました

が、被保険者数が減少して全体のパイが縮小して絶対値が下がったことが主な要因でご

ざいますが、保険税についても連動して絶対額が下がったことに起因しております。 

 加入者数が減少傾向にあり、全体のパイが縮小している中、減少分をどう賄うかとい

うことでございます。不足する額を税で賄うとなれば、加入者が減少している状況では、

お１人当たりの負担は増えることになります。そこで、加入者の御負担を考慮すれば繰

入金ということになります。 

 戻って141ページを御覧ください。款５の繰入金でございますが、1,403万円増の

9,566万9,000円を計上しております。内容としては、147ページを御覧ください。まず、

一般会計繰入金についてはルールどおりに適用しております。次に、基金繰入金でござ

いましたが、先ほど説明しましたとおり、不足する額を税で賄うとなれば加入者が減少

している状況ではお１人当たりの負担は増えることを鑑みまして、国民健康保険基金か

ら1,500万円を繰り入れることといたしました。 

 最後に、令和元年度の国保会計基金の残高の見込みは１億6,754万1,000円を見込んで

おりますが、被保険者数が減少傾向にある中、医療費が上昇したときに直接負担を求め

ることは、相互扶助とはいえ負担増につながることは間違いございません。つきまして

は、国保会計の上においては、そうした状況等になったときのために基金を有効に活用

していくことを視野に入れながら運営してまいります。 

 続きまして、後期高齢者医療特別会計について御説明を申し上げます。 

 予算書173ページをお開きください。 

 議第10号 令和２年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算。令和２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。 



－３９－ 

 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9,900万円と定め

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。令和２年３月５日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 175ページ、176ページは、先ほど第１条にありましたように、款項別にまとめたもの

でございます。 

 まず、概要の説明をいたします。 

 令和２年度の予算総額は、対前年1,000万円増の歳入歳出9,900万円で予算編成をして

おります。 

 次に、被保険者数の推移でございますが、平成31年度の予算積算時では1,065人に対

して令和２年度予算積算時では1,115人と、50人、4.7％の増となっております。これも

高齢化が進んでいることの表れというふうに考えております。また、被保険者数が増加

することで全体のパイが大きくなったことが予算額の増につながっていると考えており

ます。 

 それでは、順次増減の多いものを中心に説明をさせていただきます。 

 歳入から説明させていただきます。179ページを御覧ください。 

 項1.後期高齢者医療保険料でございますが、全体で638万5,000円増の6,543万7,000円

を計上しております。特別徴収、普通徴収別は、それぞれ記載のとおりでございます。

この保険料の現年度分については、広域連合で積算され、通知のあった金額を計上して

いるものでございます。 

 次に、182ページをお願いいたします。目1.一般会計繰入金は、212万7,000円増の

2,631万8,000円を計上しております。主な増減は、節1.事務費繰入金のうち、2.町特別

会計事務費繰入金が８万1,000円減の211万3,000円、節2.保険基盤安定繰入金は、216万

9,000円増の1,681万3,000円でございます。いずれも広域連合で積算され、通知があっ

た金額を計上しているものでございます。 

 続いて、歳出の説明をいたします。188ページを御覧ください。 

 目1.後期高齢者医療広域連合納付金は、857万5,000円増の8,961万2,000円を計上して

おります。これも広域連合で積算され、通知があった金額を計上しているものでござい

ます。 

 次に、189ページを御覧ください。目1.保健事業費については、149万9,000円増の767

万6,000円を計上しております。主な内容は、ぎふ・すこやか健診とぎふ・さわやか口

腔健診の関連経費でございまして、節12.委託料の健診費用委託料は127万5,000円増の

691万1,000円ですが、これは健診単価の見直しによる増でございます。また、受診者数

については、すこやか健診は624人、さわやか口腔健診は120人を見込んでおります。 

 続きまして、児童発達支援事業特別会計について御説明を申し上げます。 



－４０－ 

 予算書、193ページをお開きください。 

 議第11号 令和２年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算。令和２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1,580万円と定め

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。令和２年３月５日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 195ページ、196ページは、先ほど第１条にありましたように、款項別にまとめたもの

でございます。 

 まず、概要を説明いたします。 

 令和２年度の予算総額は、対前年80万円増の歳入歳出それぞれ1,580万円で予算編成

をしております。 

 現在の発達支援教室そらの運営については、利用者数や１人当たりの利用回数が急増、

もしくは急減することなく推移しておりまして安定した運営ができております。 

 それでは、順次主なものを説明させていただきます。 

 歳入から説明させていただきます。199ページをお願いいたします。 

 目1.児童発達支援費については、43万4,000円減の1,363万5,000円を計上しておりま

す。この支援費の性質としては、発達の遅れ等が見られる児童の支援や訓練、相談対応

や指導をサービス報酬として国保連合会から受け取るものでございます。 

 次に、200ページを御覧ください。目１の児童発達支援使用料は、11万3,000円減の15

万1,000円を計上しております。この使用料は、発達支援教室そらの利用に当たり、そ

の利用者の保護者から頂く自己負担金でございます。 

 次に、201ページを御覧ください。目1.一般会計繰入金は170万8,000円を計上してお

ります。ここでは後ほど説明しますが、歳出増額において不足する相当分を調整すべく、

一般会計から170万8,000円を繰り入れるものでございます。 

 次に、歳出の予算に入ります。206ページを御覧ください。 

 目1.児童発達支援事業費は、103万9,000円増の1,558万3,000円を計上しております。

主な要因は、正規職員の昇給に伴う人件費の増及び臨時職員２人の会計年度任用職員制

度導入に伴う人件費が増となったことが主な要因でございます。 

 以上で、３特別会計の予算の説明を終わります。御審議賜りますようお願いいたしま

す。 

○議長（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。 

（「ありません」の声あり） 
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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９号から議第11号までは、お手元に配りました議案

審査付託表のとおり、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 令和２年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算、議第10

号 令和２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 令和２年度輪之内

町児童発達支援事業特別会計予算については、文教厚生常任委員会に付託することに決

定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第17、議第12号 令和２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 令和２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。 

 荒川浩君。 

○参事兼経営戦略課長（荒川 浩君） 

 それでは、続いて下水道事業特別会計について御説明を申し上げます。 

 予算書、213ページをお開きください。 

 議第12号 令和２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。令和２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５億円と定める。 

 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。 

 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入

れの最高額は、５億円と定める。令和２年３月５日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でご

ざいます。 

 215ページから217ページは、先ほど第１条にありました款項区分別にまとめたもので

ございます。 

 218ページは、第２条にありましたように、令和２年度発行予定の地方債7,500万円を
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表にまとめたものでございます。 

 まず、概要の説明をいたします。 

 平成10年度から始まった下水道管渠布設工事は、本町の南から北に向け並行に進める

形で整備を進めてまいりました。令和元年度末見込みでの整備面積は360ヘクタールで、

計画面積の97.3％となり、管渠の延長は10万6,260メートルで、計画延長の96.6％が完

了する見込みでございます。また、下水道への接続率は、44.8％で微増傾向にあります。 

 令和２年度の公共下水道事業特別会計の予算総額は、１億5,900万円減の５億円で予

算編成をいたしました。 

 それでは、順次増減の多いものを中心に御説明をいたします。 

 歳入から説明いたします。221ページを御覧ください。 

 目1.下水道事業受益者負担金でございますが、1,538万9,000円減の1,297万円を計上

しております。減となった主な理由は、賦課予定件数が令和元年度は177件に対して２

年度は104件と、73件減となったことによるものでございます。 

 続いて、222ページ、下段の目1.下水道使用料でございますが、167万8,000円増の

9,521万6,000円を計上しております。増となった主な要因は、接続件数が61件増となっ

たことによるものでございます。 

 次に、223ページを御覧ください。目1.特定環境保全公共下水道費国庫補助金は、

5,250万円減の4,750万円を計上しております。減となった主な理由は、国庫補助対象事

業費が1,500万円減となったことによるもので、この後、歳出で説明いたしますが、工

事請負費が減となったことに連動するものでございます。 

 次に、225ページを御覧ください。下段の目1.一般会計繰入金は、1,800万円増の２億

3,600万円を計上しております。一般会計からの繰入金は、歳出の公債費償還金のニア

リーイコールの金額を考えております。 

 次に、228ページを御覧ください。目1.特定環境保全公共下水道事業債でございます

が、１億1,900万円減の7,500万円を計上しております。減となった主な要因は、事業費

ボリュームが減となったことにより連動して減となったものでございます。 

 続いて、歳出の説明に入ります。229ページを御覧ください。 

 目1.特定環境保全公共下水道建設費でございますが、１億8,329万8,000円減の１億

7,073万8,000円を計上しております。減となった主な要因としては、節14.工事請負費

が１億8,100万円減の8,900万円となったことによるものでございます。 

 続いて、230ページをお願いします。目2.浄化センター管理費は、1,615万円増の

8,981万3,000円を計上しております。増となった主な要因は、節10.需用費における修

繕費が1,231万円増の1,863万円を計上しております。具体的には、曝気装置のオーバー

ホールに650万円、全窒素・全リン器取替えに913万円、その他不良修繕で300万円を計

上しております。 
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 続いて、232ページを御覧ください。公債費については、元利合わせて692万円増の２

億3,672万4,000円を計上しております。この償還金相当額をニアリーイコールの額で一

般会計より繰り入れておりますが、今後もしばらくはこの手法を取っていく予定でござ

います。 

 続きまして、水道会計について御説明を申し上げます。 

 予算書、239ページを御覧ください。 

 議第13号 令和２年度輪之内町水道事業会計予算。 

 総則、第１条、令和２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。(1)給水戸数3,026戸。

(2)年間総給水量121万7,976立方メートル。(3)１日平均給水量3,336立方メートル。(4)

主要な建設改良事業、イ、配水管改良事業8,846万円。 

 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、第１款水道事業収益１億3,533万9,000円、第１項営業収益１億1,643万6,000円、

第２項営業外収益1,890万3,000円。支出、第１款水道事業費１億1,005万9,000円、第１

項営業費用9,993万9,000円、第２項営業外費用909万2,000円、第３項予備費102万8,000

円。 

 240ページを御覧ください。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9,628万円

は過度分損益勘定留保資金9,628万円で補填するものとする。）。収入、第１款資本的

収入1,366万1,000円、第１項工事負担金366万1,000円、第２項補償金1,000万円。支出、

第１款資本的支出１億994万1,000円、第１項建設改良費8,858万7,000円、第２項企業債

償還金2,135万4,000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。(1)第３条予算内での各項間での流用、

(2)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。(1)職員給与費547万

8,000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。令和２年

３月５日提出、岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 241ページ、242ページは、先ほど第３条にもありましたように、収益的収入及び支出

を表にまとめたものでございます。 

 243ページ、244ページは、先ほど第４条にありましたように、資本的収入及び支出を
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表にまとめたものでございます。 

 それでは、予算概要の説明をいたします。説明は260ページ以降の収支予算明細書に

て説明いたします。 

 まず、260ページを御覧ください。目1.給水収益でございますが、177万7,000円増の

１億1,516万8,000円を計上しております。増となった主な要因は、一般用の給水戸数は、

21戸増加する見込みとしております。 

 目2.その他営業収益では５万1,000円増の126万8,000円を見込んでおりますが、手数

料の給水装置工事事業者指定手数料の増となっております。 

 次に、261ページを御覧ください。営業外収益の目1.受取利息及び配当金については、

２万9,000円減の２万円を計上しております。これは想定利率の減によるものでござい

ます。 

 次に、目3.長期前受金戻入については、48万7,000円増の1,888万1,000円を計上して

おります。主な要因については、補償金が40万9,000円増となっておりますが、これに

ついては令和元年度の下水道工事に伴う補償金分が長期前受金に積み上がったことによ

り減価償却分見合いで長期前受金戻入の補償金が増加したものでございます。 

 続いて、262ページを御覧ください。支出について御説明いたします。 

 まず、営業費用の目1.原水及び浄水費については、75万円増の1,817万5,000円を計上

しております。増となった主な要因は、動力費において55万円増となっておりますが、

電気使用料が55万円増となっているのが主な要因でございます。 

 続いて、目2.配水及び給水費については、473万5,000円減の848万2,000円を計上して

おります。減となった主な理由は、修繕費において480万円減の450万円となったことに

よります。これは、今年度、仁木地区の量水器取替えが完了したことによる減でござい

ます。 

 続いて、263ページの目3.総係費については、ほぼ前年並みを計上しております。 

 続いて、264ページの目4.減価償却費については、89万8,000円減の6,393万4,000円を

計上しております。減となった主な要因は、有形固定資産減価償却費において、主に構

築物が99万円減となったことが主な要因でございます。 

 次に、265ページを御覧ください。営業外費用の目2.公課費については、消費税及び

地方消費税が増額となっております。 

 次に、資本的収入及び支出の説明に入ります。266ページを御覧ください。 

 項1.工事負担金については、30万1,000円増の366万1,000円を計上しております。具

体的には、加入負担金において対前年５件分、30万1,000円の増を見込んでおります。 

 また、下段の項2.補償金については、下水道事業に伴う水道管布設替え補償金を

1,000万円としたことにより減となったものでございます。 

 次に、267ページを御覧ください。項1.建設改良費の目1.配水施設拡張費については、
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1,676万7,000円増の8,846万円を計上しております。増となった主な要因は、工事請負

費について1,919万4,000円増となったことによるもので、令和２年度は例年行っている

配水管の新設工事ボリュームが1,376万円増のほか、第２水源地のインバーター更新、

高調波ユニット整備工事1,100万円が皆増となっております。 

 最後に、項2.企業債償還金については、償還表に基づき償還すべき額を計上したとこ

ろでございます。 

 以上で、２会計における予算の説明を終わります。御審議賜りますようお願いいたし

ます。 

○議長（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12号及び議第13号は、お手元に配りました議案審査

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 令和２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 令和２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。 

 暫時休憩します。 

（午前11時54分 休憩）  

（午後０時56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19、議第14号 輪之内町監査委員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。 

 田中久晴君。 
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○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、議第14号について説明させていただきます。 

 お手元の議案書の25ページになります。 

 議第14号 輪之内町監査委員条例の一部を改正する条例について。輪之内町監査委員

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。令和２年３月５日提出、輪

之内町長でございます。 

 26ページが一部を改正する条例になります。 

 今回の条例改正は、町長の提案説明にもありましたとおり、地方自治法等の一部を改

正する法律の改正に伴い、地方自治法に追加された条項があり、その条文が繰り下がっ

たことにより、この条例の条文中で同法を引用している条ずれを改正するものでござい

ます。 

 改正の内容は新旧対照表にて説明させていただきますので、条例の改正に関する新旧

対照表の１ページをお開きください。 

 請求または要求による監査、第３条でございますが、下線部分で右側の現行の「第

243条の２第３項」を左側、改正案の「第243条の２の２第３項」に改正するものでござ

います。 

 議案書に戻ります。26ページでございます。 

 附則にて、この改正条例は令和２年４月１日から施行するものとしております。 

 以上で議第14号の説明を終わります。御審議を賜りますよう、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。 

 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14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14号を採決します。 

 お諮りします。 
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 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第14号 輪之内町監査委員条例の一部を改正する条例については、原

案のとおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第20、議第15号 固定資産評価審査委員会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。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、議第15号について説明をさせていただきます。 

 27ページになります。 

 議第15号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について。固定資産評

価審査委員会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。令和２年３月

５日提出、輪之内町長でございます。 

 28ページ、一部を改正する条例でございます。 

 この条例改正につきましても、町長の提案説明にありましたとおり、デジタル手続法、

正式名称、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律等の一部を改正する法律のことでございますが、そちらの公布に伴いまして、

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律が改正されたため、この条例の

文中で同法を引用しております題名の改称、それから条の追加による条ずれを改正する

ものでございます。 

 改正の内容は、こちらも新旧対照表で説明をさせていただきます。 

 ２ページになります。 

 書面審理、第６条第２項の下線部分でございます。右側が現行の「行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する法律（平成14年法律第151号）第３条第１項」の部分

が左側、改正案で「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律

第151号）第６条第１項」と改正されるものでございます。 

 また、議案書の28ページに戻りますが、この条例につきましては、公布の日から施行

するものとしております。 

 以上で議第15号の説明を終わります。御審議を賜りますよう、よろしくお願いをいた
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します。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（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15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15号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第15号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について

は、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第21、議第16号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について

を議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、議第16号を説明させていただきます。 

 29ページになりますが、議第16号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する

条例について。職員の服務の宣誓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。令和２年３月５日提出、輪之内町長でございます。 

 30ページが一部を改正する条例になります。 

 こちらにつきましても、町長の提案説明にありましたとおり、新たに会計年度任用職
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員制度の導入に伴いまして、同任用職員も地方公務員法上の服務等に関する各規定が適

用されることから、同法第31条に規定する服務の宣誓を行う必要があるので、これまで

の任用の形態や手続等に応じた方法で行えるように所要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容につきましては、新旧対照表のほうで説明をさせていただきます。 

 ３ページになります。 

 職員の服務の宣誓、第２条になります。左側の改正欄の下線部分を第２項として会計

年度任用職員に関する規定を加えるものでございます。 

 議案書、30ページに戻りますが、附則にて、この改正条例は令和２年４月１日から施

行するものとしております。 

 以上で議第16号の説明を終わります。御審議を賜りますよう、よろしくお願いをいた

します。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○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。 

 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。 

（「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16号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第16号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第22、議第17号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関
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する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼総務課長兼危機管理課長（田中久晴君） 

 それでは、議第17号について説明をさせていただきます。 

 31ページになります。 

 議第17号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例について。輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。令和２年３月５

日提出、輪之内町長でございます。 

 32ページが一部を改正する条例になります。 

 この条例改正につきましても、町長の提案説明でありましたとおり、給与を支給され

る職員に係る具体的な補償基礎額の算定方法が地方公務員災害補償法第２条第４項に規

定する平均給与の例により、実施機関が町長と協議して定める額とするものであること

から、所要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容につきましては、こちらも新旧対照表にて説明させていただきますので、

新旧対照表、４ページでございます。 

 補償基礎額、第５条でございますが、左側の改正案の下線部分、「、」をつけまして

一部を改正しますが、第５号でございます。こちらの給料を支給される職員に関するこ

とを付け加えるものでございます。 

 議案書、32ページに戻ります。 

 附則にて、この条例改正は令和２年４月１日から施行するものとしております。 

 以上で議第17号の説明を終わります。御審議を賜りますよう、よろしくお願いをいた

します。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（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17号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（挙手する者なし） 

○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17号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第17号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第23、議第18号 輪之内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

 福祉課長から議案説明を求めます。 

 菱田靖雄君。 

○福祉課長（菱田靖雄君） 

 それでは、議第18号について御説明をさせていただきます。 

 議案書の33ページを御覧ください。 

 議第18号 輪之内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について。輪之内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例を次のように定める。令和２年３月５日提出、輪之内町

長でございます。 

 この条例は、内閣府令で定める基準、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を参酌して制定をしたものでございます。 

 このたび、内閣府令で定めるこの基準の一部を改正する府令が公布・施行されたこと

に伴い、それに合わせる形で所要の改正を行うものでございます。 

 主な改正内容は３点でございます。 

 １つ目は、第２条関係になりますけれども、用語、略称の整理と追加でございます。

支給認定を教育・保育給付認定に改めることを一例として、その他、多数の用語につい

て整理と追加をしております。第２条で定めた用語は、それ以後の条文の随所で出てま

いります。 

 ２つ目は、第13条第４項関係になりますが、食事の提供に要する費用の取扱いの変更

についてになります。当町では子供全員の給食費を無償化しておりますので、この規定

についてはできる規定として条例に定めるのみでございます。 
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 ３つ目につきましては、第42条関係になりますけれども、厚生労働省令で定める家庭

的保育事業の設備及び運営に関する基準の内容とこの条例との整合を取るものでござい

ます。家庭的保育事業等の基準に加えられた特例規定、具体的に言いますと、連携施設

の確保の緩和、代替条件を特定教育・保育等の基準、この条例にも書き加えるというも

のでございます。その他としまして、字句の修正、条文の番号のずれを修正するものの

ほか、字句の説明や補足事項を括弧書きとして書き加えるなどの改正を行っております。 

 なお、この条例改正につきましては、改正箇所が広範囲にわたりますので、一部改正

ではなく全部改正という手法を取らせていただいております。 

 それでは、新旧対照表で御説明をさせていただきますので、新旧対照表の５ページを

御覧ください。 

 主な改正箇所を中心に御説明をさせていただきます。 

 まずは目次になります。第３章の見出しは、「者」を取る改正でございます。この条

例は、施設や事業の運営に関する基準を定めるものであることから、「事業者」を「事

業」に変更しております。 

 次に条文です。 

 第１条は、この条例の趣旨です。字句の修正のみでございます。 

 第２条は、この条例中の主な意義を定義したもので、御覧のとおり、29の項目、用語

いついて定義をしております。 

 主な改正内容の１つ目、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改めるものをはじ

めとする用語の整理を行っております。先ほども申し上げましたとおり、これ以後、こ

こで定義した用語が広範囲に出てまいります。 

 第３条は一般原則として、特定教育・保育施設と特定地域型保育事業の両方に共通す

る事項、原則、運営に関する事項について規定をしております。第１項では幼児教育の

無償化に当たり、経済的負担の軽減について配慮する旨の一文を追加しております。第

３項では、「本町及びその他市町村」を「市町村」に改めるほか、補足事項として括弧

書きを追加しております。また、第４項では「職員」を「従業者」に改めております。

これらは改正内容のその他に当たるもので、字句の修正、字句の説明や補足事項、括弧

書きにより追加をしているものでございます。この条文以降、このような箇所が数多く

出てまいります。 

 第５条は、特定教育・保育施設の利用申込みに関する内容、手続の説明、同意につい

てになります。第１項中、10ページになりますが、「利用者負担」については第２条中

に利用者負担という用語の定義がありませんので、「第13条の規定により支払を受ける

費用に関する事項」という表現に改めております。第２項中の第４項を第５項に改める

改正につきましては、このすぐ下にあります第２項第１号中の電子情報処理組織の後ろ

の括弧書きを削っております。これと同じ内容を新たに11ページのほうで第４項として
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追加をし、もともとあった第４項以降が１項ずつずれたことに伴う修正でございます。 

 第６条は、利用申込みに際しての正当な理由のない提供拒否の禁止等についてでござ

います。見出しについて、「利用申込みに対する」という文言を削除しております。第

３項中「法第20条第４項の規定による認定」を「教育・保育給付認定」に改める改正は、

第２条の第９号で定義した用語に改めるものでございます。 

 第７条は、利用のあっせん、調整及び要請に対する協力についてになります。第２項

中の「同法附則第73条第１項」を「同法第73条第１項」に改める改正は、参照条文の誤

りを正すものでございます。 

 第８条の受給資格等の確認から第12条の特定教育・保育の提供の記録までにつきまし

ては、用語の整理、字句の修正のほか、字句の説明や補足事項を括弧書きにより追加を

しているものが主なものでございます。 

 第13条は、利用者負担額等の受領についてになります。第１項では、施設は３歳未満

の保育認定子供について、その保護者から利用者負担額の支払いを受けること。第２項

では、施設は特定教育・保育費用基準額の支給について、法定代理受領によらないとき

は保護者からその支払いを受けること。第３項と第４項は、利用者負担額や特定教育・

保育費用基準額のほかに、施設は特定教育・保育の提供において、特に必要であると認

められる対価や便宜に要する費用について保護者から支払いを受けること。第５項と第

６項は、施設は保護者から利用者負担額やその他の費用、対価について支払いを受けた

場合の手続の詳細について規定をしております。第４項第３号は、主な改正内容の２点

目、食事の提供に要する費用の取扱いを変更する改正をしております。これにつきまし

ては、冒頭申し上げましたとおり、当町は子供全員の給食費を無償化しておりますので、

できる規定として定めるのみでございます。 

 第14条の施設型給付費等の額に係る通知等から第18条の緊急時等の対応までにつきま

しては、用語の整理等が主な内容でございます。 

 第19条は、教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知についてになります。

ここでは、「町長」を「当該施設型給付費の支給に係る市町村」に改めております。21

ページのほうになりますけれども、これは広域入所による利用形態があることを踏まえ

て、子供の住所地、すなわち費用負担をしている市町村に通報することを明確にしてい

る改正でございます。 

 第20条、運営規程から第34条の記録の整備までにつきましては、用語の整理、字句の

修正、括弧書きの追加が主な内容でございます。 

 第35条は特別利用保育の基準を定めております。第１項では、保育所が１号認定子供

に対して保育を提供する場合には、当該保育所は児童福祉施設の設備及び運営について

の基準を遵守すること。第２項では利用定員について、第３項では、第６条第３項と第

７条第２項を除く第２節の規定を適用することと併せて、その際の読替えを規定してお
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ります。 

 第36条は、特別利用教育の基準を定めております。第１項では、幼稚園が２号認定子

供に対して教育を提供する場合には、当該幼稚園は学校の設備、編制、その他に関する

設置基準を遵守すること。第２項では、利用定員について、第３項では、第６条第３項

と第７条第２項を除く第２節の規定を適用することと併せて、その際の読替えを規定し

ております。 

 第37条は、特定地域型保育事業の利用定員を規定しております。第１項では、括弧書

き、輪之内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を厚生労働省

令の基準を引用することに改めております。これは当町の基準条例に限定してしまうこ

とは適当ではないと考えられるため、厚生労働省令を引用する変更をしております。 

 第38条の内容及び手続の説明及び同意から第41条の心身の状況等の把握までにつきま

しては、用語の整理、字句の修正等が主な内容でございます。 

 第42条は、特定教育・保育施設等との連携についてになります。この第42条の改正は、

主な改正内容の３点目、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準と整合を取る改

正になります。第１項では、保育所、幼稚園、認定こども園を連携施設として確保する

ことを事業者に義務づけております。一方で、第２項から第８項までにつきましては、

今の第１項で規定する連携施設の確保についての緩和要件や代替条件について規定をし

ております。第９項では、子供に係る情報を施設や事業者に提供することや、密接に連

携することを求めております。 

 第43条の利用者負担額等の受領から第49条の記録の整備までにつきましては、用語の

整理、字句の説明、括弧書きの追加が主なものでございます。 

 第50条は準用規定で、特定地域型保育事業、特定地域型保育事業所、特定地域型保育

について準用する条文とその際の読替えを規定しております。 

 第51条は、特別利用地域型保育の基準についてになります。第１項では、特定地域型

保育事業者が１号認定子供に対して特別利用地域型保育を提供する場合には、当該事業

所は地域型保育事業の認可基準を遵守すること。第２項では、利用定員について、第３

項では、適用する条文とその際の読替えを規定しております。 

 第52条は、特定利用地域型保育の基準についてになります。第１項では、事業者が２

号認定子供に対して特定利用地域型保育を提供する場合には、当該事業所は地域型保育

事業の認可基準を遵守すること。第２項では、利用定員について、第３項では、適用す

る条文とその際の読替えを規定しております。 

 続いて、附則の説明に入らせていただきます。 

 附則第１条は、施行日です。施行期日は、公布の日からお願いをするものでございま

す。 

 第２条は、特定保育所に関する特例になります。第１項は、条文の読替えについて、
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第２項は、町村から保育の委託を受けたときは、正当な理由がない限り拒んではならな

いことを規定しております。 

 第３条は、小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置になります。第37条第１

項で規定している小規模保育事業Ｃ型の利用定員については、法の施行の日から５年間、

その利用定員を６人以上15人以下とすることを規定しております。 

 第４条は、連携施設に関する経過措置です。第42条で規定をしている連携施設の確保

の経過措置として一定の条件を満たす場合には、法の施行の日から10年間猶予されるこ

とを規定しております。 

 以上で議第18号の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18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。 

（「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 輪之内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第24、議第19号 輪之内町水道事業の設置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。 

 建設課長から議案説明を求めます。 
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 大橋勝弘君。 

○建設課長（大橋勝弘君） 

 それでは、輪之内町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例について御説

明をさせていただきます。 

 議案書の59ページを御覧ください。 

 議第19号 輪之内町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例について。輪

之内町水道事業の設置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。令和２年３月５日提出、輪之内町長でございます。 

 このたびの一部改正は、引用している法律の一部改正により条ずれが生じたことに伴

い、条例中の文言を改めるものです。 

 それでは、新旧対照表で御説明をさせていただきます。新旧対照表の49ページを御覧

ください。 

 条例第５条中の「第243条の２第４項」について、地方自治法の改正により地方公共

団体の長等の損害賠償責任の見直しについて新たに規定されたことに伴い、条文が繰り

下がり、「第243条の２の２第８項」に改めるものでございます。 

 なお、この改正は、地方自治法改正の施行期日に合わせ、令和２年４月１日から施行

するものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○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。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 お尋ねします。職員の賠償責任という場合は、例えばこういう場合はどんなようなこ

とが起きるというようなことが想定されるんでしょうか、水道事業について、お尋ねし

ます。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 大橋勝弘君。 

○建設課長（大橋勝弘君） 

 例えば、公金の支出等について、今までの現行法では、善意でかつ重大な過失がない

場合も個人の負担となる可能性があったということです。それから、この改正法により

まして条例で減免措置が規定できるようになったということになっております。 

○議長（小寺 強君） 
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 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第19号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「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19号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第19号 輪之内町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例

については、原案のとおり決定されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第25、議第20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。 

 大橋勝弘君。 

○建設課長（大橋勝弘君） 

 それでは、お手元に配付の議案書、61ページをお開きください。 

 議第20号 町道路線の認定について。道路法（昭和27年法律第180号）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。令和２年３月５日提出、輪之内町長

でございます。 

 続きまして、62ページにつきましては、今回認定の承認を頂く路線でございます。 

 その次のページにつきましては、その路線の位置図を輪之内町の管内図に落としてご

ざいます。 

 まず、62ページの整理番号１でございますが、町道23854線、起点は輪之内町福束袴

代2063番１地先から、終点は福束袴代2059番の１地先までとなっております。これは、

民間造成によります分譲地のできた敷地内に関わる道路でございます。令和元年５月に

造成者から寄附を頂き、町道として管理をしようとするものでございます。 
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 続いて、整理番号２でございますが、町道33855線、起点は輪之内町中郷新田道下

2234番の６地先から、終点は中郷新田道下2234番の８地先までとなっております。こち

らも民間造成によります分譲地のできた敷地内に関わる道路でございます。平成30年11

月に造成者から寄附を頂いて、町道として管理をしようとするものでございます。 

 以上、２路線の道路でございますが、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

○議長（小寺 強君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 田中政治君。 

○９番（田中政治君） 

 町道23854線、33856線等は、おのおの何メートルで、幅員と延長、それからその認定

するに当たって、道路に対して構造的に、一応町道としての路盤からのいろんな問題に

ついてクリアしたものに対しての認定なのか、申請があったから、何でも申請があった

ら、こうやって町道認定として認めるものか、そこら辺の見解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 大橋勝弘君。 

○建設課長（大橋勝弘君） 

 それでは、お答えします。 

 まず、幅員と延長についてでございますが、福束地内のほうの道路につきましては、

幅員が６メートル、延長が104メートルでございます。中郷新田道下のほうの道路でご

ざいますが、幅員が６メートル、延長は41.8メートルでございます。 

 こちらの道路につきましては、民間造成をされますと、住宅を建設するに当たりまし

て道路に接地していないと住宅が建てられないということで、建築基準法でそうなって

おるんですが、敷地内の道路については町道ではないということで、まず道路位置指定

の申請というのをされます。こちらについては岐阜県の道路位置指定の取扱要綱という

のが定められておりまして、その中で最低の幅員でありますとか延長等、いろいろ隅切

り等についても規定が細かく決まっております。そちらのほうの基準に基づいて造られ

ました道路について、今回、寄附を受けましたので、町のほうで管理をしようとするも

のでございます。以上です。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 田中政治君。 
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○９番（田中政治君） 

 建築の基準で４メートル以上、多分ないと駄目なんですが、６メートルで十分クリア

しておるんですが、その町道として寄附を頂いたものは、その町道を造るのに、その構

造的に輪之内町が通常やっている町道の基準を満たしているのか。調整地なので路盤が

軟らかいと、もらう、町に寄附していただいても、後の管理は町でやるということにな

りますので、水道の長さならいいというものじゃなくて、その造るなりわいの中に問題

はないかということを聞いておるだけで、別に長さ、幅については異論ありませんので、

そこら辺はどうでしょうか。 

○議長（小寺 強君） 

 建設課長 大橋勝弘君。 

○建設課長（大橋勝弘君） 

 道路の構造につきましても自費工事の承認の申請を頂いておりまして、その中で町の

道路改良、通常行います基準によって同じ状態のものを造っていただいて寄附を頂いて

おりますので問題ないと思っております。 

○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20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20号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第20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。 
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 ただいま各常任委員会に付託しました議案につきましては、輪之内町議会会議規則第

46条第１項の規定によって、３月16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号までについては、３月16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17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ございました。 

（午後１時38分 散会）  
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（午前９時01分 開議）  

○議長（小寺 強君） 

 ただいまの出席議員は９名です。全員出席でありますので、令和２年第１回定例輪之

内町議会第13日目は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

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

○議長（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号まで、議第12号及び

議第13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号まで、議第８号から議第11号

までについての審査報告がありました。 

 また、福束小学校大規模改修工事特別委員会委員長から審査報告がありました。 

 これより、福束小学校大規模改修工事特別委員会委員長に審査の報告を求めます。 

 福束小学校大規模改修工事特別委員会委員長 上野賢二君。 

○福束小学校大規模改修工事特別委員長（上野賢二君） 

 おはようございます。 

 福束小学校大規模改修工事特別委員会の委員長報告を行います。 

 令和元年６月20日開会の第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きまして、６月20日をはじめとし、８月23日、12月６日、３月６

日の計４回にわたり協議会室において、全委員出席の下、執行部側より町長、教育長、

参事、会計管理者及び関係課長、担当職員等出席の下に審査及び現地視察を行いました。 

 その経緯と結果を報告いたします。 

 各回とも、初めに教育課長から工事進捗状況の説明を受けました。 

 主な質疑は、校舎の建築年はいつか、耐震は済んでいるのかに対し、昭和58年３月完

成で、耐震構造であるとのことでした。 

 トイレは洋式にするのかに対し、全て洋式にするとのことでした。 

 児童数が減っているのにこれだけの教室数が必要か、教室を広くできないのかに対し、

各学年１クラスのほかに少人数指導教室、特別支援学級、会議室等が必要であり、教室

数及び教室の広さを変更することはできないとのことでした。 

 教室の扉が重くないかに対し、軽過ぎると危ないので少し重い構造になっている。各

教室の扉を確認しておくとのことでした。 

 その後の現地視察において、児童が開閉することに問題はないと確認をいたしました。 

 ３月６日午前10時より第４回目の現地視察を行いました。 
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 その後の質疑では、工事の出来高が100％になるのはいつかに対し、３月24日に最終

検査をして100％となるとのことでした。 

 備付けの棚で新規に設置したものと既存のものを利用している箇所があるが、その基

準は何かに対し、塗装や補修で修復できるものは、学校と相談し、そのまま利用する。

鍵が壊れたり、修復不可能なもの、また児童がよく使う棚は新しくしたとのことでした。 

 校舎の外壁の色はどのように決めているのかに対し、学校と協議し、落ち着いたホワ

イト系にしたとのことでした。 

 児童昇降口の階段の蹴上げの高さ調整はできたのかに対し、側溝を改修し、高さの調

整はできたとのことでした。 

 その他、問題も見当たらず、工期内をもって完成する見込みでありましたので、福束

小学校大規模改修工事特別委員会を終結いたしました。以上でございます。 

○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。 

（「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。 

 本日の報告によって福束小学校大規模改修工事特別委員会を終結いたします。 

 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。 

 輪之内町議会会議規則第55条の規定によって質問は３回までとします。 

 ３番 土井田崇夫君。 

○３番（土井田崇夫君） 

 皆さん、おはようございます。 

 議長からお許しを頂きましたので、通行に従い、輪之内町の公共工事の発注と施工時

期についてお伺いいたします。 

 本題に入る前に、このたびの新型コロナウイルス感染に関しましては、私からはあえ

てお話はせずに、先月22日に行われました「第２回丸毛サミット」のことですが、新潟

県や関東方面、関西方面と、本当にたくさんの方々が輪之内町を訪れてくださり、大成

功、大盛況に終わりましたことを大変よかったと思います。これも産業課長を中心に、

丸毛サミット担当者であります地域の魅力発信室長をはじめとする関係スタッフの方々



－６５－ 

のＰＲ活動など、御尽力のたまものであり、称賛したいと思います。第３回もこれに満

足することなく、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。 

 年号も令和に替わりましてから、令和２年にかけての冬もかつてない暖冬になり、先

月、少し雪が降る程度で積雪するまでには至りませんでした。我々町民にとっては暖冬

は喜ばしい出来事なんですが、しかし、この世界中の温暖化が逆に天災として、今、ま

さにいつ身近に起きてもおかしくない時期に来ていると思います。このことは一般質問

に少しは関連しておりますので、本題に入りたいと思います。 

 輪之内町の公共工事の発注と施工時期についてですが、町民目線から率直に思うこと

を言いますが、土木に関連する工事ですけれども、なぜ11、12月から年度末にかけて集

中して行うのか。車を運転している人から見ると、行くところ、行くところ、工事中、

通行止め、迂回路といった具合で、迂回しても狭く、対向車が来ても擦れ違うことがで

きず、お互い譲り合うことから接触事故がいつ起きてもおかしくない状況であると思い

ます。 

 地元の人たちは、工事をしていただき自分たちの生活がよくなる、ありがたい話なの

で文句も言えません。また、冬場の工事は、米の収穫時期が終わってからでないと農業

者のことを考えるとやれないため、入札発注業務が遅れたりすると、当然、受注業者の

工事スタートが遅れるといった諸事情があります。 

 それに工事をする受注業者にしてみれば、安全に迅速かつ生産性の向上を図るには通

行止めも致し方ないと思います。しかし、これだけ冬場の時期に集中するのはどうかと

考えます。 

 そこで、国土交通省のホームページを見たところ、新・担い手３法で公共工事の発注

者に施工時期を平準化する努力義務を課すと明記されてありました。しかしながら、国

交省の調査によると、柔軟な工期設定が可能になる債務負担行為や繰越しを積極的に活

用する市町村は、３割に満たないそうです。単年度で予算を確保する公共工事では年度

末に工期を完了する工事がほとんどで、４月から６月の施工量が急激に落ち込む閑散期

に対して、繁忙期には人材の確保、効率的な活用を阻害し、生産性を低下させ、工期に

間に合わせようと走らざるを得なくなり、丁寧な作業ができなくなるといった悪循環に

なっているのではないでしょうか。 

 また、先ほど冒頭でもお話ししましたが、これだけ温暖化が進む中で真夏の暑い時期

に作業をするのは容易なことではありませんので、暑くなる前の４月から６月の早い段

階に工事ができるように発注を済ませ、舗装工事等やれる作業は前倒しで行うか、前年

度の発注済み工事を繰り越し、４月から６月にかけて行われるような予算立てはできな

いものかと思います。そうすることにより平準化を求めている国土交通省の働き方改革

につながり、人手不足の緩和と冬場でも週休２日制を取り入れることができ、若い子た

ちに反映され、担い手不足解消につながるのではないでしょうか。やはり現場の立場に
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立って考えていただくことも必要ではないかと思います。町長の御意見をお伺いいたし

ます。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 改めまして、おはようございます。 

 答弁に入る前に、先ほど土井田議員から私どもの事業についてお褒めの言葉を頂きま

した。そういう言葉が、やっぱり担当者にとっては非常な励みになりますので、今後と

もよろしくお願いしたいと思います。 

 さて、土井田崇夫議員から輪之内町の公共工事の発注と施工時期についての御質問が

ありましたので、お答えをしたいと思います。 

 地域の雇用と経済を支える基幹産業である建設業、これは町民の生活や経済活動の基

盤となる社会資本整備の担い手であるとともに、社会資本の維持管理、災害時の応急復

旧活動など、地域防災の担い手でもあります。 

 しかしながら、これからの日本において人口が減少し、建設業をはじめとする全ての

産業で担い手不足が懸念されている中で、地域社会の安全・安心を支える建設業が健全

な経営基盤を維持し、さらに建設業に携わる者が将来に向かって希望と誇りを持って地

域で活躍していくことが担い手の確保にもつながり、持続的な地域の発展に寄与するも

のと考えております。 

 年度内の工事量の偏りを解消する施工時期の平準化についてであります。平準化によ

る年間を通した工事量の安定化は、発注者側では、人材・資材の効率的な活用による入

札の不調・不落の減少、中・長期的な公共事業の担い手確保への対策となり得る、こう

いったことがメリットとして上げられるわけであります。また、受注者側からすれば、

企業経営の健全化、健全化という意味は、人材・資材の効率的な活用ということにつな

がると思います。それから、労働者の処遇改善、先ほど週休２日というお話もございま

したけれども、そういったことにもなるのかと。生産性の向上という意味では、稼働率

の向上による建設機械保有、そういった状況の改善等々は、いろんな効果が期待されて、

円滑な施工や建設企業の経営の安定化に資するものであろうと、そんな認識を持ってお

ります。 

 改正後の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、これは入契法と言わ

れている法律ですが、これでは公共工事の発注者に施工時期の平準化を推進する努力義

務というのが規定されております。それから、改正後の公共工事の品質確保の促進に関

する法律、いわゆる（通称）品確法と言われている法律でありますが、これにおいては

公共工事の施工時期の平準化が発注者の責務として明確に規定をされたところでありま

す。 



－６７－ 

 町の発注状況につきましては、令和元年度、250万円以上の入札案件に限って申しま

すと、輪之内町全体では47件、発注時期については、第１四半期、４月から６月に６件、

第２四半期、７月から９月で11件、第３四半期、10月から12月までで30件、第４四半期、

１月以降ではゼロ件となっております。第３四半期の発注件数が多いということは否め

ないわけでありまして、やや年度後半における発注時期が多い現状であります。 

 県内における施工時期平準化の取組といたしましては、岐阜県及び県内全市町村で構

成する岐阜県公共事業執行共同化協議会の中に、令和元年８月19日から平準化等推進部

会というのが設置されております。各市町の発注の平準化に向けた取組を推進するため

の枠組みというのができたところであります。今後、この部会において県内各市町村の

平準化に向けた取組が進められるであろうと、そんなふうに考えております。 

 町における具体的な取組状況といたしましては、年度当初に年度内入札案件の発注見

通しを公表しております。これは受注者にとって年間を通じた仕事量の確保、繁閑の差

の解消、人材・資機材の効率的な活用を行う上でとても有効な情報でありますし、工事

の平準化に資する取組となっておると思います。また、年度当初に発注する工事を一定

量定め、設計や積算などの発注準備を前年度のうちに終えておく、設計積算の前倒し等

の取組も行っているところでございます。 

 今後は、設計積算の前倒しなどのほか、早期執行のための目標設定や柔軟な工期の設

定、いわゆるフレックス工期と言われるものでありますが、こういう柔軟な工期の設定

などの取組について、その効果等も検証しながら進めてまいりたいと考えております。 

 工事の発注に関しましては、従来からできるだけ早期の発注ができるように努めてい

るところであります。しかし、輪之内町内の土地利用というのは半分が農地、その大部

分が水稲を中心とした水田が占めております。輪之内町のような低湿地帯では、水位の

上がる６月から９月の出水期には道路や水路などの工事はあまり適していないという関

係上、秋や冬に工事が集中するという地域的な特性もある程度は御理解を頂けたならば

と、そんなふうに思います。 

 町内建設企業は、公共事業を通じて社会基盤を支えるとともに、大雨や大雪、地震な

どの災害時には町民を守る重要な役割を担っております。 

 今後とも発注の平準化により町内建設企業の経営の安定化が図られるよう、国・県及

び他市町の事例も参考にしつつ、実効性のある取組を進めてまいりたいと思います。 

 以上で、土井田崇夫議員への答弁とさせていただきます。 

（３番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ３番 土井田崇夫君。 

○３番（土井田崇夫君） 

 やはり輪之内町は水稲中心ということで、当然その時期はなかなかできないというの
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も分かりますけれども、やはり先ほどの件数のあれですけれども、やっぱり新年度の前

半に少なくて10月以降が非常に多いということは、新年度になりますと、職員の間の異

動とか業務の引継ぎ等で出だしも遅れるのも、当然少しはあるかと思いますけれども、

やはり前年度にやれなかった工事というのは次年度に回そうというのはあると思います

ので、やはり先ほど町長がおっしゃられたように、積算とか、そういうものも行われて

いるのも分かると思いますけれども、なるべく新年度早々に取りかかれるように、積算

や現場測量等を早めに手がけていただけると助かるかと思います。 

 また、建築でも土木工事でもそうですけれども、やはり掘削工事を行うということは、

どんな障害物やら湧き水とか、いろいろ工事に支障を来すことが多分にあるかと思いま

すので、余裕を持った工期設定もできたらお願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） 

 ただいまの土井田議員の再度の御質問、まさしくそのとおりだろうと思っています。

ただ、今までこういう状況になってきた原因を考えてみますと、一つは、ちょっと切り

口が違いますけれども、いわゆる公共団体に予算単年度主義というのがあって、その年

度の中で全ての事業を完結するのが大原則ですよという部分があって、やっぱり基本的

には年度内の積算、施工、完了という形になってきたわけです。これは、ずうっと今ま

でそういう形でやってきたわけです。ただ、大規模な事業につきましては、前年度に設

計・積算業務を終えて発注してということになるわけですが、そういった今までの慣行

というのが一つあることは事実です。 

 ただ、おっしゃるように平準化というのが、これは2019年１月28日の第98回通常国会

で、先ほど御質問の中にもありました新・担い手３法というやつ、それは何よこれとい

う話なんですが、建設業法と先ほどの入札契約適正化に関する法律、それから公共工事

の品質確保の促進に関する法律と、この３法が一括で改正されて、やはりその公共工事

の在り方、それから最近の人材不足に対するものについて全て包括的に、やっぱりこう

いう方向でいこうというのが考え方として示されております。 

 その中で、今まで例外的に扱われてきた事業の繰り越しというものが一つの手法とし

て組み込まれてきたという事実はあるんだろうと思います。そういう意味で、小さい工

事というのを前年度と今年度に分けるというのはなかなか難しい部分はありますけれど

も、かなりの規模のものについては前年度に準備作業をやって新年度当初からやるとい

うことは、だんだんこれからそういう形の扱いが多くなってくることは事実です。それ

を法律の趣旨に従って徹底していくということだと思っています。そういう意味で、

県・市町村で構成されております、先ほど申しました協議会の中でいろんな方法という

ものを取り上げて、またその研究がされていくんだろうと、そんなふうに思っておりま
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す。方向としては土井田議員のおっしゃる方向に行くようになると思いますし、私ども

もそれに向けての努力をしてまいりたいと、そんなふうに思っております。 

○議長（小寺 強君） 

 ２番 林日出雄君。 

○２番（林 日出雄君） 

 皆さん、おはようございます。 

 議長のお許しを頂きましたので始めさせていただきます。 

 新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、３月２日から全国の小・中学校で臨時休

校が始まったことに対しまして、子供を持つ全ての保護者の皆様におかれましては、急

な対応を迫られ、困惑されておる方も多いと思います。政府の対応は、何よりも子供た

ちの健康・安全を第一に考えておりますので、御理解と御協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 また、私たちも外出をする際にはマスクの着用と、できる限り人混みを避けることを

意識して、帰宅しましたら手洗いとうがいを徹底することで家庭での感染予防に努めて

まいりたいと思います。 

 それでは、一般質問に移ります。 

 未来工業の北側の東西道路、（通称）松原道路の通学路における安全対策について。 

 （通称）松原道路は、平成21年度、22年１月５日に工事が着工され、平成22年度、23

年３月25日に舗装工事が完了し、平成23年４月１日より供用開始されております。 

 （通称）松原道路ができる以前は、県道安八・平田線（219号）の楡俣の交差点から

東側の旧県道の交差点は丁字路となり、そこから先は道がなく、南北が優先道路になっ

ていましたが、長良川堤防（北方・多度線）と開通により、交通情勢は大きく変わりま

した。旧県道の十字路においては東西が優先道路となり、安全対策として、南北にカラ

ー舗装と滑り止めを設置し、電光掲示板で「危」「注意」を交互に点滅させて注意を促

しています。その東側には小学校の通学路があり、以前までは安心して通学することが

できていましたが、開通により交通事故に対する不安が募っています。現在は、安全対

策として、道路のカラー舗装で「学童横断注意」と標示して注意を促していますが、特

に未来工業の建物がドライバーと児童双方の死角となり、保護者の方々も心配してみえ

ます。 

 そこで、（通称）松原道路における交通事故の発生件数を過去３年間見てみますと、

2017年は人身事故が１件、物損事故が２件、2018年は人身事故が２件、物損事故が２件、

2019年は人身事故がゼロ件、物損事故が４件発生しております。物損事故が増えている

のは交通量が増えていることにつながります。また、今年の秋からほ場整備事業が本格

的に稼働しますので、さらに増えることが予想されます。今後、企業誘致も進めるに当

たり、通学路の安全対策として点滅信号機の設置を要望いたします。これは地域の方々
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の要望でもあります。 

 町長は、岐阜新聞掲載コラム「素描」の結びに、私たちは国民であり、県民であり、

市町村民だと発信しておられます。私も議員である前に楡俣北部の区民として、地域の

子供は地域で守り育てなければなりません。子供を守るということは未来を守るという

ことと同じで、これは青少年育成の活動でもあります。青少年育成町民会議会長でもあ

ります町長の御見解をお伺いいたします。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、林日出雄議員からの未来工業の北側の東西道路、（通称）松原道路の通学

路における安全対策、これについてお答えをいたしたいと思います。 

 通学路の安全対策全般については、平成24年、全国的に相次いだ登下校中の児童等を

巻き込んだ痛ましい交通事故がありましたが、そういったものを受けて、関係機関が連

携して小・中学校の通学路の緊急合同点検を実施し、必要な対策内容を協議してまいり

ました。 

 さらに、継続的な通学路及び周辺道路の安全確保に向けた取組、これらを徹底するた

めに、平成27年２月に輪之内町通学路交通安全プログラムというものを策定しておりま

す。このプログラムに基づいて、地域全体で児童・生徒が安全に通学できる通学路の安

全確保を関係機関と連携して進めてまいりました。 

 小・中学校で把握している今年度の交通事故件数は、登下校以外も含み５件、昨年度

は６件、一昨年度が４件となっております。毎年同じ程度の件数が発生をしてしまって

いると、そういう意味からすると、児童・生徒の皆さんが安全に安心して通学できる対

策というものが重要な課題であることは、私も同意見でございますし、一生懸命やりた

いなと、そんなふうに思っております。 

 輪之内町の通学路安全推進会議というのがございますが、これは通学路の安全確保に

向けた取組を進める組織となっておりますが、昨年９月には通学路等で対策を要する箇

所を確認して、現況確認と合同点検を実施いたしました。 

 この現況確認と合同点検で各学校が保護者とともに把握している危険箇所を道路管理

者、交通管理者及び関係機関共々情報の共有化を図って、危険箇所の解消につなげてま

いろうと努力をしているところでございます。 

 御質問の中にありました点滅信号機の要望箇所については、平成30年５月に、これは

登下校時ではありませんけれども、児童が乗る自転車と軽自動車の接触事故が発生した

場所でもあります。幸い大事には至らない事故でありましたが、危険箇所であるとの認

識により、平成30年９月上旬にカラー舗装を実施し、注意喚起を促した場所でもありま

す。 
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 議員御要望の信号機の設置につきましては、御承知のとおり、岐阜県公安委員会が事

前に交通量、交通事故の発生状況、交差点の形状等を調査・分析するとともに、他の対

策により代替が可能か否かを考慮した上で、その設置条件に基づいて決定をしていくと

いう、そういう形になっております。 

 町としては、この道路が堤防道路と接続したことにより交通量が増加するとの見込み

から、平成23年の供用開始以来、公安委員会へ当該地への信号機設置の要望を続けてい

るところでございます。 

 また、信号機設置の条件となっております、歩行者が安全に横断待ちをするために必

要な滞留場所というのが要るわけですけれども、これにつきましては、場所の確保を現

在当地区で進められております土地改良事業の中で計画がされておると聞いております。

そういった意味で、条件整備に向けて一歩一歩かなという感じはしております。 

 今後も、通学路である当該地が危険箇所であるとの認識の上で設置要望を鋭意進めて

まいります。また、信号機以外にも回転灯を含めた必要である交通安全施設の整備に加

え、朝夕の登下校時での地域の見守り隊やスクールガードリーダー活動等々、でき得る

交通安全対策を実施して児童・生徒の安全につなげてまいりたいと考えます。 

 以上で、林議員への答弁とさせていただきます。御理解のほど、よろしくお願いした

いと思います。 

（２番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ２番 林日出雄君。 

○２番（林 日出雄君） 

 答弁ありがとうございました。 

 私は青少年育成の活動を長年携わってまいりまして、青少年の活動は箕浦教育長も一

緒にやらせていただいておるんですけど、できることからやっていくのが青少年活動だ

と私は思っております。特に堤防から下りて県道に向かうドライバーにとって未来工業

の建物は、やっぱり死角となりやすいので、さっき答弁でもありました回転灯の設置、

まずこれをぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 また、私が思うことは、子供たちの安全対策をしっかりできない地域は、幾ら企業誘

致をやっても輪之内にとってよい企業は来ないと思っておりますので、今後も交通情勢

を見据えながら継続的な発信をしていきたいと思います。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 ただいま貴重な御意見、それから地域にお住まいですので状況はよくお分かりの上で

の御質問でございます。先ほども申しましたけれども、必要な交通安全施設整備、でき
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るものからやっていくという、その姿勢の中で対応してまいりたいと思っております。 

○議長（小寺 強君） 

 １番 大橋慶裕君。 

○１番（大橋慶裕君） 

 議長の許可を頂きましたので、一般質問に入らせていただきます。 

 Society5.0時代に向けてと協働型社会への構想についてお尋ねいたします。 

 今定例会の中で町長の施政方針がございました。未来に向かってどのような町を目指

すのか、それは今を生きる私たちにかかっています。知恵を絞り、汗をかいて輪之内町

の未来を切り開いていくとのお言葉がありました。私も同じ思いであります。 

 日本の課題の一つに人口減少社会があります。2042年に高齢者人口がピークになり、

2056年に勤労世代が5,000万人を割り込み、2076年に年間出生者数が50万人を割り込む

という文献がございます。 

 2020年度（令和２年度）、2021年度は、町の第五次総合計画の後期に当たり、2022年

度からの次期総合計画へ円滑に移行できるよう準備期間の位置づけとされております。 

 この将来予想される人口減少社会に向けて、2020年度に取り組む事業の一つの

Society5.0時代に向けての事業についてお尋ねいたします。 

 当町では情報教育におけるプログラミング教育等について、タブレット端末の導入が

既に2019年度から進められています。来年度、2020年度からはＩＣＴ指導員を導入し、

機器の導入計画や指導計画の立案、学校教員の指導等の情報基盤整備を進め、

Society5.0時代に対応できる人材育成を進めていかれるわけです。 

 その中で、ＯＥＣＤの「国際教員指導環境調査2018」で日本の中学校教員のＩＣＴ活

用の割合が17.9％と、参加国48か国中、２番目に少ない、平均51.3％ということが明ら

かになり、日本のＩＣＴ活用状況は、世界から大きく後塵を拝しており、危機的な状況

だと指摘しています。来年度から指導員の導入を始めるわけですが、何名の採用予定な

のでしょうか。 

 また、ＩＣＴ支援員認定試験が年２回、６月、11月に実施されています。20歳以上で

教育現場でのＩＣＴ支援員を志す者、またその総合的能力の習得を目指す企業及び教育

関係者が対象でありますが、資格取得を目指す町内在住の方への資格取得の助成、支援

等のお考えはお持ちでしょうか。 

 次に、協働型社会を築いていく事業として、地域学校協働活動事業が令和元年度から

取り組まれています。学校・家庭・地域が連携し、各小・中学校と地域をつなぐ取組の

一環として、町内在住の方や、町内の会社に勤務されている方や、輪之内中学校の卒業

生の方々が御自身の職業、現職業に就くまでの道のりや、仕事内容、苦楽等についての

講話をしていただきました。消防士、保育士、職人、会社員、看護師、バスガイド、自

営業、多くの業種の方が快く講師を引き受けてくださいました。生徒たちにとっても勤
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労観、職業観を養い、社会で活躍している身近な人と直接触れ合うことは大きな学びに

なります。 

 人と人とのつながりを広げていくことは、協働型社会を築いていく上でとても大切な

ことだと思います。平成27年10月に総合計画の中間見直しに向けて、まちづくりや施策、

町政運営等に対する評価、意向を把握するために、町内在住の18歳以上の住民2,702名

の方に無作為抽出による郵送のアンケートを実施しております。回収率は38.8％の

1,049票でした。また、先月、２月に20日間、町のホームページにてパブリックコメン

トの募集を実施されていましたが、ゼロ件ということでした。 

 将来に向けたまちづくりに、より多くの町民の皆様が興味・関心を持っていただき、

いろいろなアイデアを提供していただくために、これからどのようにして取り組んでい

かれるのか、町長の所見をお伺いいたします。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 大橋慶裕議員からSociety5.0時代に向けて協働型社会の構想についての御質問があり

ましたので、お答えをさせていただきます。 

 いきなりSociety5.0という話、これは何なのという話を最初に少しだけお話をしてお

きたいと思いますが、Society5.0、定義に寄りますと、サイバー空間とフィジカル空間

を高度に整合させたシステムにより、経済発展と社会課題の解決が両立する人間中心の

社会を目指すということで、何で5.0なのという、１が狩猟社会、２が農耕社会、３が

工業社会、４が情報社会、で、５番目がこのSociety5.0という形、そういうことだと解

説がされております。ということで、次代を担う子供たちが生きていく2030年以降の社

会、ここでは少子高齢化やグローバル競争の激化、技術革新の一層の進展、ＩｏＴ

（Internet of Things）、これで全ての人と物がつながって、様々な知識や情報が共

有され、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といった

様々な違いを乗り越えて、生き生きと快適に暮らすことのできる超スマート社会の到来

ということです。ある意味では、急激な社会・産業構造の変化というものが予測されて

いる時代でもあります。 

 また、人工知能（ＡＩ）の発展により、近い将来、多くの職種がコンピューターに代

替されるとの指摘もあります。このように、日々刻々と変化していく時代に、子供たち

一人一人の能力を最大限に高め、主体的に社会や地域に関わる人材として活躍できるよ

うに教育の充実を図っていく必要があります。 

 町としては、これまでも全国に先駆けてコンピューターを導入し、現在に至るまで、

児童・生徒のスキルアップ、教職員のリテラシー能力のアップ、情報機器環境整備を

小・中学校ともに積極的に進めてまいりました。 
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 先ほど日本の中学校教員のＩＣＴ活用の割合が低いとの御発言がありましたが、少な

くとも当町においては、７割以上の授業でデジタル教科書、ＩＣＴ機器等を活用して、

主体的・対話的で深い学びに必要な情報活用能力を育成しているものと考えております。 

 また、教育用ＩＣＴ機器及びネットワーク環境の整備率も県内、全国と比較しても非

常に高く、現在、国が進めております児童・生徒１人１台のタブレット端末と高速大容

量の通信ネットワークを一体的に整備するＧＩＧＡスクール構想も計画的に進めている

ところであります。 

 令和２年度からＩＣＴ教育指導員を１名配置し、各学校への指導、研修の実施、情報

教育の企画、計画、管理等、ＧＩＧＡスクール構想をはじめ情報教育全般の推進及び運

営を担ってもらうことといたしました。 

 ＩＣＴを活用した授業は、ＩＣＴが主役になるのではなく、子供たちが主役になる授

業を考えていくことがとても大切です。そのツールとしてタブレット端末を有効に用い

た授業展開というものを検討していく必要があると、そんなことを考えております。そ

ういった意味から、支援というよりも指導的な人材を配置することとしております。 

 今後も、当町の子供たちが自ら学ぶ力を身につけ、仲間と議論したり、説明したり、

教え合ったりという学習を通じて身につく力、プログラミング的思考能力の育成に力を

注いでまいりたいと思っております。 

 御質問の中にありました町民のＩＣＴ支援員認定試験への助成については、これから

の検討課題としてまいりたいと思います。 

 次に、地域学校協働活動推進事業の今後の展開についてお答えをいたします。 

 地域社会のつながりや支え合いの希薄化等によって地域の教育力というのは低下して

おり、それらへの的確な対応と家庭教育の充実の必要性がつとに指摘されているところ

であります。そして、学校が抱える課題は、複雑化・困難化している状況にあります。

これからの変化が激しく予測困難な社会を生き抜く力の育成、地域から信頼される学校

づくり、社会的な教育基盤の構築等の観点から、学校と地域はパートナーとして相互に

連携・協働していく必要があり、そのことを通じて地域社会総がかりでの教育の実現を

図っていく必要があると考えております。 

 当町では、平成30年に大藪小学校、令和元年度には町内小・中学校全てに学校運営協

議会が設置され、コミュニティ・スクールとなりました。令和元年10月からは学校運営

協議会を母体として、地域学校協働活動を推進していく輪之内町地域学校協働本部を設

置し、併せて地域学校協働活動推進員（総括的推進員）を配置いたしました。 

 各学校では、学校推進員、協働活動支援員やスクールサポーター、こういった皆さん

の活動として、授業の支援、校内環境の整備、登下校時の見守り、学校行事等にも御尽

力を頂いて、社会に開かれた教育が展開をされておるところであります。 

 今年度は、各校下における見守り隊の活動を課題として、現状の把握、今後の活動に
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ついて協議を行い、これまでの老人クラブの方々の活動とともに、広く地域住民の皆様

への参加、協力を呼びかけることといたしております。 

 学校を核として学校と地域が連携・協働した取組や、地域資源を生かした教育活動を

進めることにより、地域を担う人材育成につながるキャリア教育、地域に誇りを持つ教

育を推進することができ、ひいては地域づくりにも大きな効果が出てくるのであろうと

考えております。 

 また、地域行事に児童・生徒が関わってくることで多様な人との協働、社会参画、課

題解決、合意形成といった地域づくりに必要不可欠というか、欠かせない能力の育成に

もつながってまいります。そういう意味では、まちづくりにいろんな立場の人が主体的

に関わりを持つことがとても大事であろうと思っております。そういったものは地域活

動について皆さんの参加が必要だという認識については、大橋議員と意見を異にするも

のではございません。 

 議員が御指摘の中でも言及されておるとおり、第五次総合計画の見直しのときにアン

ケート調査を実施しておりますし、今までも各種計画を構築する際にも、ニーズ調査と

してアンケート調査を実施してまいりました。 

 また、今年２月に実施したパブリックコメントは、まちづくり基本条例の見直し時期

が到来しておりましたので、現条例の内容についてパブリックコメントを実施いたしま

したが、結果は先ほど議員がおっしゃったとおりとなっております。 

 議員が述べられているとおり、将来に向けたまちづくりにおいて多くの町民の皆様の

意見や提言を取り入れ、それを施策に反映していくこと、これは民主主義の根幹でもあ

り、当然というか必然であるべきだと、そんなふうに考えております。 

 ところで、一方で町が何をやろうとしているのか、どこを目指しているのか等の情報

発信、共通理解を得るためには非常に重要でありますし、住民ニーズに応える情報発信

手段の多様化も必要だと、そんなふうに考えております。 

 知りたい情報をリアルタイムに取りたいというのが今の時代の要請だと感じておりま

す。 

 私どもとしては、情報発信の在り方をいま一度調査・研究し、町民の皆様各世代にお

いて、日々のライフサイクルの中でどのような情報を求めていらっしゃるかを正確に把

握していく必要があると考えております。 

 そうしたことからも、広報紙、町のホームページ、12チャンネルはもとより、ＳＮＳ

（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の活用とか、そういったことも視野に入

れながら意見や提言を取り入れていくべきだと考えております。 

 我々が一番恐れるのは無関心であります。そうならないために、気軽に、そして幅広

く意見や提言を頂ける環境を整備しなければならないと考えております。 

 令和２年度は、第六次総合計画の策定業務を予定しております。その中においても、
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各世代間においてニーズや意見を聴取する手段として、従来のアンケート調査を実施し

ていくことはもちろんでありますが、その他にも多様な情報発信手段により住民ニーズ

の把握等にも努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解をお願いします。 

 以上で、大橋議員へ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 大橋慶裕君。 

○１番（大橋慶裕君） 

 輪之内町は、国が推進しています、目指していますけれども、Society5.0時代と言わ

れるイノベーション革新から新たな価値が創造されることにより、快適で活力に満ちた

安全・安心な生活を送ることができる社会の実現を目指しているということで、輪之内

町も進んでといいますか、タブレットの端末も導入しておりますし、ＩＣＴ支援の指導

員も来年度からですけれども、導入したいということで、今後も引き続き、国の情報を

人を配置しながら取り組んでいっていただきたいと思っております。私も情報提供等、

尽力してまいりたいと考えています。 

 また、町の職員の皆様に、これからの新しい時代に向けて、実際、各職場の方、最新

テクノロジーの発達によりまして事務の軽減化等、もしくは地域からの要望に対してど

のように応えていけるのかということを全職員の皆様、そういうことを意識しながら働

いていただきたいと思います。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 再質問というよりも今後の展開に向けての考え方をお示しいただいたと思っておりま

すけれども、Society5.0、先ほども申しましたように、今までとかなり不連続なほどの

社会状況の変化が出てくるだろうと思っております。それに対応するスキルをどうやっ

て育成していくかということはもちろんですけれども、その前に、我々は機械に左右さ

れる人間ではなくて、機械を使いながら、より効率的な社会を目指していくという中で、

今、いろんな必要なＩＣＴ関連の施策も展開しております。ですから、それを有効に使

っていただくことによって現実の社会においてどんなベネフィットが出てくるのか、そ

ういったことを常々皆さんと一緒に考えていく機会にしたいと思っております。よろし

くお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 一般質問を行います。 
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 昨年の12月議会から今日までたくさんの要望が寄せられました。行政はどのように考

え、どのように解決されようとしているのか、ぜひ知りたいという内容です。質問には

担当課と協議すればと思われる項目があるかと思いますが、以下質問をします。簡潔に

質問します。 

 １点目、アポロンスタジアム遊歩道の安全対策について質問をいたします。 

 昨年の12月議会でアポロンスタジアム遊歩道の安全対策について質問しました。野球

の硬球が歩道をジョギングしているときに人身事故が起き、その具体的な安全対策につ

いて質問をいたしました。関係団体と協議して決めたいということでした。その後、関

係者との協議を踏まえ、現時点での具体的な安全対策を示してください。 

 現状の安全対策では、練習を含め安全が確保されていません。次の対策を早急に実施

すべきであると思います。遊歩道の内側と上部の防護ネットが完成するまでは硬式野球

の練習を含む試合を全て禁止し、できるだけ早い時期に防護ネットを設置し、常時遊歩

道の利用を可能にすることが必要と考えます。教育長の答弁を、対策をお願いいたしま

す。 

 ２点目として、特定健康診査についてお尋ねをいたします。 

 これは国民健康保険に入っておられる方、40歳から74歳までの診査であります。 

 診査結果報告書は、受診者全員に送付されたいという質問です。 

 現在は、結果報告書が保健センターでの預かりとなっており、保健センターでの特定

保健指導時に手渡されています。なぜ受診された人全員に送付されないのですか。健診

結果を送付されれば、かかりつけの医師ともその結果を相談し、また指導を仰ぐことが

できるのにと希望されています。ぜひ改善してほしいと思います。 

 さらに、受診率は50％を切っている状況です。自己負担を無償にして、少しでも健診

率を上げ、病気の早期発見につながるのではないかと期待されます。町長に答弁を求め

ます。 

 ３点目として、国民健康保険税の滞納について質問をいたします。 

 昨年の国民健康保険税の決算議会でも指摘をいたしましたが、大変大きな滞納額にな

っています。滞納者に対する具体的な対策をお尋ねいたします。 

 また、外国人の研修生は、一定期間過ぎると帰国されますけれども、もし滞納があっ

た場合、どのように対応されるのでしょうか。未払いが発生した場合は、研修生を受け

入れた企業が納税する方策などがあるのでしょうか。町長にお尋ねいたします。 

 ４点目として、町道の点検と補修工事についてお尋ねをいたします。 

 町道が傷んでいるところが多々あります。定期的に点検を実施してください。 

 特に住民から指摘されている箇所があります。１か所は、楡俣新田の西濃エキスプレ

スの南、町道です。県道から西に中郷五差路までの区間と県道から100メーター東まで

の区間です。特に介護用の四輪車や自転車等、荒れた路面を通行するのに非常に危険と
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の指摘があります。 

 もう一か所は、福束地内にある株式会社トミタ、さらには西側に株式会社セイコーハ

イテック、そして西側に大垣精工株式会社、これの南側の町道です。10年ぐらい前に補

修されたままであると聞いております。アスファルトの砕石が表面に浮き出ている状態

です。介護用の四輪車や自転車が買物に通行するとき、非常に危険との指摘がされてい

ます。現地を検分していただき、補修工事をしていただきたい。町長に答弁を求めます。 

 ５点目として、中学校の学級実態について教育長にお尋ねをいたします。 

 昨年の12月19日、アーリオンホールで福祉きらきら講座がありました。中学生も教育

の一環として参加されていたということです。ところが、会場内は落ち着きのない状態

だったとのことです。その実態を見て、学校の生活実態はどうなっているのかと心配に

なったというのです。 

 そこで、中学生の親から学校生活を聞いたところ、学級が荒れているんではないかと

いうことです。教育長は、今の中学校の生活実態をどのように捉えられていますか。さ

らに、小学校の生活状況は心配するほどではないのか、お尋ねをいたします。 

 ６点目として、害獣駆除は産業課主体で実施していただくということであります。 

 最近特に害獣が目につくようになりました。車で走行していると、ヌートリアやアラ

イグマが車にはねられているのを見ることが多くなりました。それだけではありません。

タヌキやキツネなども見ることがあります。以前では考えられない状況です。現状では、

営農組合や地区で駆除を実施しているように聞いております。しかし、農作物への被害

が抑えられていないのが現状のようです。年１回、産業課主導で町内全域で大がかりな

駆除を実施してほしいという声が聞かれます。町長はどのようにお考えでしょうか、お

尋ねをいたします。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 浅野進議員から６点の御質問を頂きました。そのうち、１点目と５点目につきまして

は、後ほど教育長のほうから答弁をいたさせます。 

 私からは、２点目の特定健康診査、国民健康保険の40歳から74歳対象の健康診査につ

いてから順次お答えをいたします。 

 平成20年４月から高齢者の医療の確保に関する法律によりまして、保険者に対して、

内臓脂肪の蓄積に起因した生活習慣病に関する特定健診及び健診の結果により、健康の

保持に努める必要がある者に対する特定保健指導の実施が義務づけられたところであり

ます。 

 健診や保健指導は、主として内臓脂肪の蓄積に着目をして、健診によって保健指導対

象者を抽出して、対象者の持つリスクの数に応じた個別の保健指導を行うことで、その



－７９－ 

要因となっている生活習慣を改善し、生活習慣病予防を行うということを目的にしてお

ります。 

 具体的には、腹囲等を第１基準として、血圧、脂質、血糖、喫煙のリスクの重複して

いる者を保健指導の対象とし、生活習慣病の発症リスクに応じて、動機づけの支援、積

極的支援ということに分けてやっておるところでございます。 

 保健指導の対象者には、健康相談日の御案内を郵送させていただいて、来所された際

に、保健師、管理栄養士により健診結果について丁寧に説明をし、自己管理につなげら

れるように保健指導の場を設けさせていただいております。 

 健診結果に異常のない方は、郵送しております。保健指導の実施率向上の目標という

のもありますので、指導が必要な方については、結果返却の際に保健指導を実施させて

いただいております。 

 保健指導を希望されない方の理由というのが幾つか上げられるんですが、かかりつけ

医に相談するとか、それは先ほどあったとおりですが、あとは仕事が忙しいとか、いろ

んな理由があるんですけれども、その方には結果は郵送で返却をさせていただいており

ます。最終的には健康というのは御自身ということですので、私どもとしてはできる機

会を通じながら、指導する機会という意味で、チェックで引っかかった方には、取りあ

えずおいで頂けたらうれしいなということでやっておりますし、そうでなければ、その

内容をお聞きして返していると、通知しているという、そういうことです。 

 平成30年度に特定健診を受診された方は607名、受診率は43％、ちなみに岐阜県の平

均は40.1％、そのうち保健指導の対象者は84名、動機づけの支援が67名、積極的支援が

17名、全体で13.8％が対象になっているということでございました。 

 それから、自己負担を無償にという御質問でございます。 

 県内で特定健診の無償化をされているのは、１町のみであります。ちなみに、あまり

比較するのもどうかと思いますが、その１町の過去３年間の受診率につきましては、平

成28年度が32.4％、平成29年度は38.4％、平成30年度、これも38.4％です。自己負担を

頂いている輪之内町よりも低いデータになってしまっている、これをどう評価するかは

またちょっと別の問題かと思いますが、実態はそういうことです。 

 特定健診につきましては、安八郡医師会に委託をしておりまして、自己負担を無償化

にするということについては、安八郡医師会等との事前の調整も必要だと思われます。

そういう意味から言えば、調整も当然しなきゃいけないんですけれども、健診以外の、

その調整以外のやられた人ですね、今、輪之内のわくわく輪之内マイレージ事業という

のをやっておりまして、その中に健（検）診を受けていただくとポイントがたまるとい

う事業もやっております。そういったものも加えて啓発の在り方について、今後、検討

してまいりたいと思っております。 

 続いて、３点目の国民健康保険税の滞納についての御質問でございます。 
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 国は、昨年10月に実施した消費税引上げに伴う軽減税率対策等、経済政策を行って、

雇用・所得環境の改善にも取り組んでおり、当町の令和２年度の町民税も僅かながら増

収を見込んでおるところであります。 

 しかし、今年に入り、コロナウイルス感染症の拡大等、先行きは不透明感を増してい

るということは、皆さん、御承知のとおりでございます。 

 こうした中で自主財源である町税の歳入確保に向けて滞納整理等、徴収率の向上に取

り組んでいるところでございます。 

 御質問のございました国民健康保険税の滞納状況についてでございますけれども、徴

収率は、平成29年度は、現年分が92.63％、滞納金額は1,772万7,800円、過年度分の徴

収率は14.07％、滞納金額は6,276万8,255円。平成30年度の徴収率は、現年分93.12％、

滞納金額1,533万5,100円、過年度分の徴収率は17.29％、滞納金額、これは累計ですの

でたくさんになっておりますが6,103万4,978円で、徴収率は、それぞれ前年度を上回る

状況にはなってきております。 

 滞納者数は、平成29年度、178名、平成30年度、170名となっており、前年対比で８名

の減少となっております。 

 町税の滞納者に対する徴収対策は、督促状送付後、定期的に催告・警告書等を送付し、

電話催告、財産・預金の調査や給与調査、企業訪問等、町で定めた滞納整理計画及び滞

納者に対する整理事務方針に基づいて納税相談や調査を踏まえ、差押え等も実施をして

いるところでございます。国民健康保険についても同様の取扱いとなっております。 

 また、専門的な徴収事務の知識を習得するために、徴収研修等への積極的な参加、県

税事務所への研修派遣等を隔年で行って、滞納整理の強化を図っているところでござい

ます。 

 国民健康保険証の交付につきましては、通常１年更新の保険証を送付しておりまして、

更新のタイミングで未納のあります世帯は、窓口での納付を促しているところでありま

す。納税相談の上、生活状況を伺い、納付が難しい状況である場合は、分納誓約を結ぶ

等の手順を踏んでおりまして、その状況に応じて短期保険証の交付ということも実施し

ております。 

 また、その中には外国の方もおられ、滞納整理は同様に行っております。これは当町

だけではなくて、全国的にも外国の方への理解が得にくいということが非常に課題とな

ってきておるようであります。 

 当町の３月９日現在、国保税滞納額に占める外国人の人数は、184名中48名、約26％、

滞納額は362万9,626円で、割合そのものは5.6％ということでございます。 

 納付には言葉の壁や税に対する理解の相違もありますので、企業や雇用主さんの協力

を得ながら進めておりますが、帰国後、再入国の見込みの場合には、租税債権の即時消

滅の要件の一つであります徴収金を徴収することができないことが明らかであるときと
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いう条項がございますけれども、これに該当して、地方税法第15条の７第５項に基づい

て不納欠損処分を行っているところであります。 

 先ほど雇用主との関係の話もございましたけれども、研修生の納税につきましては、

あくまで納税義務者は個人でありますので、研修生を受け入れた企業に対しても、納税

についての納税義務者への指導を雇用者からもしていただけるようにというお願いをし

てまいりたいと思っております。 

 今後も、いろいろ税の問題というのはありますけれども、その税負担の公平性と安定

した財源の確保のため、両方の意味を含めて一層取組を行い、徴収率の向上に努めてま

いりたいと、そんなふうに考えております。 

 続いて、４点目の質問、町道の点検と補修工事についてお答えいたします。 

 町道における舗装修繕につきましては、町内路面補修工事、これは年２回、約2,000

万円ほどで実施しており、町内全域の舗装の損傷箇所の修繕を行っております。 

 舗装修繕等の箇所の選定は、区長及び近隣住民の皆様からの情報、役場職員からの情

報、建設課職員によるパトロール等による情報等から状況を把握し、必要箇所について

相応の修繕を行ってまいりました。今後とも、町内全域隅々までの把握に努めてまいり

たいと考えております。 

 御指摘のありました楡俣新田地内の東西道路、福束地内の東西道路につきましては、

穴埋め補修や段差解消の擦り付け舗装など、部分的な補修は今まで何度も実施しており

ますが、舗装の打ち替えやオーバーレイ等、全面的な補修については、最近は実施して

いない状況であります。 

 現地の状況については、楡俣新田地内、福束地内、どちらの町道も舗装表面の亀裂が

目立ってきており、度々穴が空くこともあります。その都度、職員が常温合材等により

穴埋め補修等をしている状況であります。したがって、今後、適切な時期に相応の修繕

が必要になるのではと考えております。 

 町内全域を見渡しますと、同様の状態の町道がほかにもありますので、早急に対応が

必要な箇所から順次舗装修繕等を行っていきたいと考えております。 

 今後とも、舗装修繕の必要な箇所についての現状把握を進めて、住民の皆さんの生活

環境の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 最後に、６点目の害獣駆除を産業課主体で実施することについてお答えをいたします。 

 近年の生態系の変化によって生息域の拡大が急速に進み、タヌキやキツネが当町内で

も確認をされております。 

 有害鳥獣の捕獲は、農林水産物の被害、生活環境の悪化、人身への危害、もしくは植

生の衰退等の自然生態系の攪乱が現に生じているときに、その防止及び軽減を図るため

に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律というのがございますけれど

も、これに基づいて実施するものであります。 
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 有害鳥獣の捕獲を行うには、原則として狩猟免許の所持が義務づけられております。

当町では、狩猟免許を所持している方で構成されております輪之内町猟友会に委託をし

ておるところであります。 

 主にドバトやカラス、ヌートリアの捕獲等をお願いしておりましたが、近年はアライ

グマ、ハクビシンも出没し、農林水産物に被害が及ぶという状況になっておりますので、

それらもお願いをしておるところであります。 

 ただ、ヌートリアとアライグマ、ハクビシンは、県で加害獣に指定をされております

ので捕獲等をお願いできるわけですが、タヌキとキツネは加害獣に実は指定されており

ませんので捕獲ができないという状況があります。 

 今までにも誤ってタヌキをわなで捕獲した例が過去にはあったようでございますが、

そのときは山里に帰したと聞いております。 

 今後は、営農組合等に被害状況を確認し、重点的に猟友会に駆除をお願いいたします

が、今後も誤ってキツネやタヌキを捕獲した場合は、過去の例と同様の取扱いになると

思われます。 

 いずれにしましても、県に現在の状況というものをきちっと伝えて、これらの適切な

加害獣への指定等、まずそこからやってまいりたいと、そんなふうに思っております。 

 以上で、浅野議員に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（小寺 強君） 

 教育長 箕浦靖男君。 

○教育長（箕浦靖男君） 

 浅野進議員からアポロンスタジアム遊歩道の安全対策についての御質問を頂きました

ので、お答えさせていただきます。 

 御質問の中にありますように、12月議会でアポロンスタジアム遊歩道の安全対策につ

いて早急にできる安全対策を示しましたが、安全確保としてはまだ不十分との御意見を

頂きました。 

 現在も試合中の遊歩道の使用禁止、芝生観客席付近に観察員を配置、注意看板を設置

しています。新年度予算では、メインスタンド裏への進入防止柵の設置、注意喚起の看

板設置を考えております。また、将来的には遊歩道の付け替えも検討します。 

 関係者と協議し、新年度の予約受付時には、使用団体に再度施設使用中の飛球対策を

徹底させ、観察員用にホイッスルとメガホンを準備し、飛球を知らせるように決めまし

た。そもそもがアポロンスタジアムは、野球をするための施設であります。視点を野球

場に置くか遊歩道に置くかで考え方、見方も変わってくると思います。 

 飛球がどこの位置に、どの高さでどこまで飛んでくるかは予想がつかず、万全の対応

策を示すことは困難であります。御提言がありました遊歩道内側全体に防球ネットを設

置する方法も、費用対効果がどこまであるか明言できません。試合中に野球関係者以外
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で大勢の方が遊歩道を歩かれることは非常に少なく、現状を考えると、試合中は野球関

係者以外の方の遊歩道の利用を禁止することが妥当な策と考えます。 

 プラネットプラザは、野球場、公園、パターゴルフ場、文化会館、図書館など、幅広

い年代層がそれぞれの目的や楽しみを持って訪れる施設です。お互いに注意し合い、譲

り合う気持ちで施設を利用していただけるとよいのではないでしょうか。施設の安全管

理については、今後とも注意を図ってまいります。 

 次に、中学校の学級実態についての御質問を頂きましたので、お答えさせていただき

ます。 

 昨年の12月19日にアーリオンホールで福祉きらきら講座が開催されました。この講座

は社会福祉協議会主催で、毎年、町内の一般の方と中学生を対象として開催されており

ます。今年度も全校生徒が参加しました。 

 講師は、プリズンドクター（刑務所医師）、おおたわ史絵氏で、作家で下町の専門医

を経て、法務省の非常勤講師として刑務所の受刑者たちの診療などで活躍してみえる方

です。午後２時半頃から１時間ほどお話をされました。 

 浅野議員の質問の中にありますように、会場内で話を聞いている途中にざわつき、私

語をする生徒がいたので学校が荒れているのではないかと心配されたようです。私もこ

のきらきら講座に初めから参加しておりましたので、この状況はよく分かっております。 

 おおたわ氏はテレビにも出演されている先生で、各地で講演されています。興味ある

事例とかジェスチャーなどを交え、面白く話されるため、生徒もその話に聞き入ってい

ました。講演中、おおたわ先生が話の中で「手を挙げて楽に聞いてね」と、「面白かっ

たらわっと言っていいよ」「寝てもいいよ」と話されました。これを聞いた一部の１年

生がそのままの言葉を素直に捉え、小声でしゃべったり、体を動かす生徒が出てきまし

た。多分この様子を見られ、荒れているのではないかと心配されたのではないかと思い

ます。 

 ２学期末の頃に研究発表会、輪之内中学校のほうで行われました。県下とか西濃地域

からもたくさんの先生たちが参加されました。このとき、また学校行事もありました。

ということで、生徒の中に落ち着いて授業に取り組まない生徒が出てきたことはありま

す。担任や学年主任等が本人と保護者と面談し、指導したこともあります。３学期に入

りますと、学級も落ち着き、静かに学習に取り組めるようになりました。御心配してい

ただくような、現在、そのような状況ではございません。 

 ２月14日ですが、アーリオンホールで「わのうち未来塾」を開催しました。このとき

に大垣工業の生徒による太鼓演奏を聞いた後に「高校生と中学生の語らい」がありまし

た。会場で聞いていた生徒の誰一人も私語をすることもなく、静かに聞くことができま

した。 

 私は常に校長先生方に、規律と活力ある学級・学校づくりと、落ち着いた環境の中で
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一人一人の児童・生徒が主体的に学習に取り組む学校にするように常に指示しておりま

す。 

 どの学校でも、大なり小なり児童・生徒のいじめやトラブルは発生します。教職員に

常に危機意識を持ち、問題が発生した場合は早急に対応するように指導しております。 

 現在、小学校では、特に問題行動も発生しておりません。落ち着いて、毎日学習に取

り組んでおります。 

 以上で、浅野進議員の質問の答弁とさせていただきます。 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 上野賢二君。 

○６番（上野賢二君） 

 引き続き一般質問を行います。 

 １．空き家対策について。 

 近年、少子高齢化、人口減少、団塊世代の相続が進み、空き家数の増加が大きな社会

問題となっています。 

 総務省が平成31年４月に公表した「平成30年住宅・土地統計調査」によりますと、全

国の空き家数は過去10年で89万戸増え、846万戸、空き家率は13.6％、岐阜県では空き

家数14万戸、空き家率15.6％、参考までに全国順位は15位でございますが、過去最高水

準となっております。さらに、このままだとよりハイペースで空き家が増えると危惧さ

れており、野村総研が2018年６月に発表したレポートによりますと、2033年には全国の

空き家数は1,955万戸、空き家率も現在の２倍の27.5％になると予測しています。一般

住宅の４戸に１戸が空き家となり、自宅付近が空き家だらけという状況が現実のものと

なるかもしれないのです。 

 管理されずに放置された住まいは、地域社会にとって迷惑で危険な存在ともなる空き

家問題に国も対策に乗り出し、平成27年２月に空家等対策の推進に関する特別措置法が

成立いたしました。この空家法は、自治体による空き家の実態調査や空き家の所有者へ

の指導、空き家の柔軟な転用や活用ができ、周囲への危険や景観を損ねる空き家を自治

体が特定空家と定めることが可能になり、問題となっている空き家の立木伐採や住宅の

解体撤去などの助言・指導・勧告・命令をしたり、行政代執行（強制執行）も可能とな

り、住み手も所有者も不明な空き家の処分を行政でできるようになりました。 

 また、市町村は、国の基本指針に即した空き家等対策計画を策定し、協議会を設置す

る。都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等、必要な援

助を行うよう定められました。 

 岐阜県では、空き家の増加により生じる諸問題について、県民の生活環境の保全の観

点から、必要な施策を総合的に推進することを目的として、県・市町村・関係団体によ

って構成される岐阜県空家等対策協議会が設立され、空家等対策に係る対応指針、危険
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空家等対応マニュアル、空家等対策モデル計画、空家等利活用事例集などを示し、市町

村に対する支援制度や空き家対策に係る啓発事業（啓発ポスターの作成）、空き家対策

セミナーの開催、空き家相談窓口の開設、空き家等総合相談員登録制度などの施策を推

進しております。 

 県下市町村の対応状況は、平成31年３月末時点の空き家等対策計画を策定済みの市町

村は27市町村、空き家バンク制度の設置は、33市町村となっております。 

 先日も「東白川村が空き家販売」という見出しで、村が田畑・山林を合わせた土地付

の空き家の寄附を受け付け、売主となって移住希望者に安価で販売するリユース事業に

乗り出し、物件情報を空き家バンクで紹介しているとの記事が岐阜新聞に掲載されまし

た。このように空き家数の増加が特に顕著な自治体は、空き家対策を移住・定住策の柱

に据え、将来の人口増加を目指して取り組んでおります。 

 当町においては、まだまだ空き家率も低く、危機的な状況にはなっていないと思いま

すが、空き家予備軍世帯（高齢者の単身世帯及び高齢者を含む夫婦のみの世帯）が７割

から８割を占めている地区もあると聞いております。確実に高齢化は進んでおり、空き

家数が増加することは間違いのない事実であり、早めの対応が望まれます。 

 空家法の制定後の平成27年６月議会において一般質問をいたしましたが、そのときの

答弁では、空き家数は平成26年度区長会調査による44戸で、今後は県の市町村向けマニ

ュアル内容と私有財産制度との整合性を図りながら、当町における条例制定の必要性も

含めて検討していくとのことでした。 

 そこで、今回、改めて質問をいたします。 

 最新の町内の空き家数及び空き家率はどのくらいなのか。それと、当町における空き

家等対策計画の策定、地域住民、議員、そして法務や不動産等に関する学識経験者等で

構成する協議会の設置、空き家バンク制度の設置等の空き家対策について、町の考え方

及び進捗状況をお尋ねいたします。 

 ２．町のＰＲについて。 

 人口減少が進む中、各地方自治体では、まちの存続をかけ、地域の特性を生かした

様々な人口減少対策を実施するとともに、住みたいまち・住んでみたいまちづくりを目

指し、知名度とイメージを向上させるための魅力発信、ＰＲ戦略に全力で取り組んでい

ます。 

 先日も神戸町の次年度事業として、公用車の側面に町マスコットキャラクター「ばら

菜」をあしらったラッピングをする公用車ラッピング事業が紹介されていました。 

 当町におきましては、千本桜まつり、あじさいまつり、納涼ふるさとまつり、ふれあ

いフェスタの４大イベントの定着化、無農薬野菜等を提供する軽トラ朝市、徳川将軍家

御膳米・御膳米黒豆ごはん・御膳酒などの町特産品のブランド化、福束城主・丸毛兼利

の丸毛サミットの開催、ウオーキングマップの作成など歴史的観光資源の発掘、ホッと
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ステーション、町のキャラクター「かわばたくんファミリー」によるＰＲ活動など、町

行政の努力により当町の知名度は徐々に上がってきていると思っておりますが、まだま

だ十分とは言えません。これからは、立ち上げたこれらのＰＲ事業を一過性、マンネリ

化させることなく、さらなる知名度の向上、特産品販売の拡大を求めていかなければな

りません。それには各事業の見える化を図る必要があると考えます。 

 先日開催されました「第２回丸毛サミット」は、町外、県外から多くの人が来場し、

アニメ「丸毛戦記（前編）」も上映され、大変盛会でありました。来年度、後編が制作

される予定となっております。このアニメ丸毛戦記の常設上映館及び歴史資料館として、

取りあえずはホッとステーションを活用し、今後は、お城までとは申し上げませんが、

とりでのような城郭の建物を輪中堤付近に建築して、町の情報発信基地並びに町の歴史

観光拠点として整備をする。すなわち、福束城主・丸毛兼利と、輪之内町の観光の核と

なり得るとかねてより提唱しております輪中堤をマッチングさせた観光戦略を考えてみ

てはいかがでしょうか。 

 それから、平成30年６月議会にて提案いたしました、安八スマートインターから当町

へのアクセスルートとなる県道219号安八・平田線と県道220号安八・海津線の安八町と

の町境に当町への歓迎とＰＲを兼ねた巨大看板の設置を、町の存在アピールと知名度の

向上策として再度御提案をいたします。 

 そのほか、昨年秋に町の特産品・観光地の写真やイラストを裏面に印刷した名刺を町

職員用として作成し、町のＰＲを兼ねて名刺交換等に活用していただいております。町

をＰＲする大変よいアイデアだと思いますので、この名刺図案を町内企業の社員の方や

町外の人と多く接する方々にも無償提供し、利用していただけるよう働きかけてはどう

でしょうか。 

 また、さとふるに委託したふるさと納税返礼品としての徳川将軍家御膳米など町特産

品の価値観、ランキング上昇施策や新たな返礼品の開発も考えていかなければならない

と思います。 

 今後、さらなる町の知名度、認知度を高めるため、いかにして町のＰＲ施策を推進し

ていくのか、どこまで踏み込んでいけるのか、また財政投入を含めた行政の本気度が問

われていくと思います。町のこれからのＰＲ戦略について、町長の御見解をお伺いいた

します。 

 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） 

 上野議員から２点の御質問を頂きました。順次お答えをさせていただきます。 

 まず、空き家対策について、町内の空き家数及び空き家率はどれくらいなのかという



－８７－ 

お尋ねでございます。 

 全国の空き家の総数は約849万戸、空き家率は13.6％、岐阜県全体の空き家の総数は

約14万戸、空き家率は15.6％となっております。これは平成30年に実施された住宅・土

地統計調査によるものでございますが、この調査自体が抽出の推計を含んでいるため、

市町村別の数値は推計はされておりません。 

 よって、平成30年度に実施した空き家実態調査の結果をお示ししたいと思います。調

査は、区長から報告を頂いた空き家を現地調査並びに所有者または管理人を調査し、管

理状況の確認を行うという手法を取っております。 

 当町の空き家総数は53戸、空き家率は1.4％、うち29戸は適正な管理がなされており

ますが、残りの24戸は、適正な管理とは言い難い状況となっております。これまでにも

隣地の方から、木の枝が敷地内まで伸びているというような苦情等もありまして、所有

者に定期的な剪定をお願いしたり、通学路沿いの空き家が老朽化により危険との通報に

よって、所有者に依頼して撤去をしたりしていただきました。 

 しかしながら、全てにおいて対応していただけるとは限らない。議員の御指摘のとお

り、当町の空き家は、平成26年度調査時と比較として９戸増加しており、高齢者の単身

世帯等も多く、今後、空き家戸数が増加するであろうことは疑いもなく事実と考えてお

ります。 

 このような状況を踏まえ、空き家等の活用促進によるまちづくり活動の活性化を図る

ことを目的に、現在、（仮称）輪之内町空家等対策計画の策定を行っているところであ

ります。空き家等に関する問題解決のためには、地域の特性や課題に通じている住民の

方の意見、各方面の専門家の知見も必要となることが予想されるため、庁外の専門家も

含め構成予定の（仮称）輪之内町空家等対策協議会を令和２年度中に設置することとし

ております。その協議会の中で具体的な対策等について協議をし、利活用の可能な空き

家の有効利用の促進、老朽度、危険度が高い空き家の所有者への撤去指導、要請等を行

ってまいりたいと思います。 

 ２点目、町のＰＲについての御質問についてお答えをさせていただきます。 

 観光関連のイベントについては、これまでも次につながるように、一過性のイベント

だけで終わらないようにするため、工夫を凝らしながら実施してまいりました。 

 具体的には、福束城主・丸毛兼利関連では、過日、２月22日に第２回の丸毛サミット

を開催したところであります。併せて開催した城めぐりアプリイベントと、合わせて44

都道府県から約1,200名の方に御来場いただいたところであります。 

 関ケ原合戦やその前哨戦と、丸毛兼利や福束城との関連についての講演会等の実施に

より、新たに丸毛兼利へ興味を持ってもらえる方が増えたことを実感しております。輪

之内町にお越しいただくことで、飲食や買物を通じて町内で消費してもらえるきっかけ

づくりができたものと考えております。 
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 今後は、さきの第２回丸毛サミットでも来場者の関心が高かったアニメーション「丸

毛戦記（後編）」の作成や、完成時のお披露目を兼ねた関ケ原合戦との関わりをより深

く知ることができるような行事にも取り組んでまいります。 

 その他にも議員が言及されております各種観光事業を展開してきたところであります。

議員が言及された各種観光推進事業を継続することで地域活性化につなげたいと思って

おりますが、単独自治体で事業を推進するには財源等の制約があります。 

 今年の７月、岐阜関ケ原古戦場記念館が関ケ原町にオープンいたします。丸毛兼利が

戦った前哨戦「福束城の戦い」での敗戦は、勝利を目指す石田三成を中心とした西軍の

戦略を大きく狂わせ、関ケ原本戦の勝敗に大きく影響を与えたと言われております。関

ケ原合戦とは密接な関連がございます。したがいまして、それを大きなチャンスと捉え、

岐阜県、関ケ原町と一体となって、日本を二分した史上最大の合戦、関ケ原合戦に大き

な影響を与えた丸毛兼利を資料の展示、期間限定でのアニメの上映、商業棟での物販な

どを通じてＰＲすることが輪之内へ誘客する大きな手段になり得ると考えております。 

 また、受入れ体制を構築するため、町の歴史民俗資料館の展示スペースのリニューア

ルに伴い、一角に丸毛コーナーを設置し、年表や関ケ原合戦の前哨戦図、甲冑などの展

示、アニメの放映を計画しており、実施に向けて協議を進めているところであります。 

 議員から御提案のありました城郭風建物を建築し、丸毛兼利と輪中堤をマッチングさ

せた観光戦略は、ある意味有効な施策だとは考えられますが、当面は岐阜関ケ原古戦場

記念館並びに現行施設の町の歴史民俗資料館を活用してＰＲをし、観光誘客につなげて

まいりたいと考えております。 

 また、平成30年６月議会で御提案いただきました巨大看板についてでございます。 

 これは県道の町境というお話もございましたけれども、県道のみでなく、名神高速道

路下り線のほうからも見えるほうが望ましいという考え方もございました。ちなみに、

上り線からは南波地内の民間企業の壁面に「ようこそ輪之内町へ」という大きな文字が

躍っておりまして、宣伝効果がかなり高いものとして認識をされております。 

 下り線は宣伝看板がありませんので、実際に走り確認をいたしました。なかなか目線

に入りにくいため、他の方法として、輪中堤ののり面を使用して何かできないか、検討

いたしました。しかし、輪中堤は桜並木やアジサイが植わっており、困難であり、適切

な設置場所がないか、継続して模索はしておりましたけれども、再度御提案いただきま

したので、県道からよく見える場所への設置も含めて検討していまいりたいと思ってお

ります。 

 また、町のＰＲ名刺の無償提供につきましては、輪之内町企業連絡協議会等で提案し

て、企業等に利用していただけるように働きかけてまいりたいと思います。 

 そして、ふるさと応援寄附金の返礼品についてでございます。丸毛兼利関連でお酒、

キーホルダーセット、漫画等、５品をラインナップいたしましたので、順次登録をして
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まいります。併せて、ＤＶＤアニメ全編や煎餅も完成次第、同様の措置を取らせていた

だき、ＰＲグッズとして考えてまいりたいと、そんなふうに考えております。 

 どこでどのように効果を図るか、なかなか難しい部分はありますが、ある程度、やっ

ぱり長期戦略の中でその効果を検証できるような状態に持っていくことが大事だと思っ

ております。不断の努力を怠らないようにしてまいりたいと思っております。どうかよ

ろしくお願いいたします。 

 以上で、上野議員に対する答弁とさせていただきます。 

（６番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 上野賢二君。 

○６番（上野賢二君） 

 前向きに答弁を頂いたと思っております。 

 まず、空き家対策につきましては数字を頂きましたが、輪之内町ではそんなに進んで

いない。しかし、最初の質問にも書きましたが、予備軍世帯が、まず我々、今の戦後生

まれの団塊世代が80を超える10年後、15年後、ここら辺りにかなりの数字が出てくるん

ではないかなというふうに不安に思っておりますので早めの対策を、来年度、協議会等

も設置するというお話でしたので進めていただきたいというふうに思います。 

 あと、２番目の町のＰＲでございますが、私も質問の中にいろいろ思い浮かぶものを

書いたんですが、本当にいろんな方面から事業を展開していただいております。これは

野球に例えると、ヒットは物すごく多いんですね。ただ、大ホームランがない。いわゆ

る町の顔といいますか、核がないといいますか、あと冠がないというか。 

 で、冠的なことを言いますと、防災拠点を今進めていただいておりますので、それは

上物が立派に完成すれば防災のまち輪之内と、一つの大きな冠ができますね。あとは、

昔から私が言っております、輪之内をＰＲするには輪中堤しかないと。ですから、輪中

の町という冠もぜひともつくような整備を進めていただきたい。 

 あとは見える化ということを書きましたが、いろいろな事業展開をして、これをオー

プンにしているわけですから、見える化はできておるということだろうと思いますが、

あとは先ほどの中の看板の話とか、もう見たくなくても目に入ってくると、本当に人間

の目に飛び込んでくるというような状況をつくり出さないと、ＰＲはなかなか進まない

んじゃないかなというふうに思っています。要するに、ですから見える化じゃなくて、

こちらからの見せる化ですね。そういう方向性にぜひとも進めていただきたい。 

 で、最後のほうにも言いましたが、これから町がどれだけ本気で、どれだけ財政を投

入できるのか、これによって今の町の顔、核ができるのではないのかなあというふうに

考えております。 

 くどいようですが、ぜひとも輪中堤を最大限生かした観光戦略を考えていただきたい
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というふうに思います。我々も一緒に頑張っていきたいと思います。 

 例えば、もうすぐやるよという返事はなかなか出ないと思いますので、そういった勉

強会といいますか、研究会といいますか、ぜひともそういう組織をつくって進めていく

ような、前向きに考えていくようなことを考えてはどうですか。再度御質問いたします。

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） 

 再度の御質問を頂きました。前提として、議員の考えておられること、方向性が異な

っているわけではありませんので、それを前提に、今、これからどこまで何ができるか

ということになろうかと思います。 

 観光戦略という部分に限れば、観光資源としての輪中堤の存在意味というのは大きい

だろうと。それと、歴史的な条件、これは創作したものでも何でもなく、事実としてあ

るストーリーをどのように現代に生かしながら観光資源化していくかと。これは輪之内

町単独だけではなく、周辺地域との関連性の中で浮かび上がってくる存在をいかに見え

る化していくか、一つの典型例が丸毛兼利という人物をクローズアップすることにつな

がっている、そんなふうに思っております。言い得て妙だろうと思います。いわゆる見

える化から見せる化、まさしくそのとおりだろうと思うし、見せる化が現実になること

によって努力の程度が、逆に判断しやすくなるという部分もありますので、その辺はし

っかりとやっていきたいなと思っております。 

 いろんな組織が今までできておりますけれども、それらを再度、立ち位置というか位

置づけをもう一回整理させていただくことも必要なのかなあということは思っておりま

す。 

 以前、この輪之内町の施策の中では観光関連というのはあまりメインの柱としては位

置づけられておりませんでしたけれども、現状を考えておりますと、やはりこれも大き

な、いわゆるすぐ効果の出てくる経済施策の一つであることは間違いないと思っており

ますので、その辺についても意を払いながら観光施策の推進もしてまいりたいと思って

おります。逆に、いろんな御意見を頂戴できたら幸いでございます。どうかよろしくお

願いいたします。 

（６番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 上野賢二君。 

○６番（上野賢二君） 

 ありがとうございます。 

 知名度、この認知度というのは非常に人口減少対策としても重要なことでありますの
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で、まず輪之内を知っていただく。輪之内はこんなにいいところですよということがス

タートだと思いますので、我々も一生懸命頑張っていきたいと思っておりますので、一

緒に輪之内町の認知度を上げるために頑張ってまいりたいと思います。 

 これで質問を終わります。 

○議長（小寺 強君） 

 暫時休憩いたします。 

（午前11時00分 休憩）  

（午前11時14分 再開）  

○議長（小寺 強君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ９番 田中政治君。 

○９番（田中政治君） 

 議長の許可を頂きましたので、ただいまから一般質問をさせていただきます。 

 今年の冬は記録的な暖冬で桜の開花も早くなりそうで、春本番を間近に感じます。今

や、朝から夜まで新型コロナウイルス騒動で世界中の人々や経済が異常になっています。

早い終息が望まれます。 

 町長が議会初日の施政方針で新型コロナウイルスについて述べられたように、国難的

事象に直面しているが、町としても確実・丁寧に対応していくことが必要と述べられて

います。 

 現在、外出時はマスクの着用をできる限りすること、手洗いをすること等、いろいろ

注意を喚起していますが、肝腎の物がない、マスクがない、消毒薬も売っていない。町

民の方は大変困っています。 

 町長にお尋ねします。 

 町で備蓄しているマスクを町民の方に分けてあげることはできないのでしょうか。備

蓄マスクにしても数に限りがありますので、年齢制限、72歳以上、敬老会に出席される

方々の年齢にして、お医者さんへ行くとき、デイサービスを受けるときなどに活用して

もらったらどうかと思います。お考えをお聞かせください。 

 次に、人口減少と高齢化について。 

 輪之内町も人口減少や高齢化により、地域の取組も大きく影響を受けています。 

 以下、町長にお尋ねをします。 

 １．消防団員、女性防火クラブ員の維持について。 

 ２．教育、特に学校行事と地域の関わりについて。 

 次に、空き家対策と移住・定住について。 

 全国各地で空き家対策と移住・定住を組み合わせて安価で提供したり、賃貸をして移

住から定住に発展するように助成金等を駆使して施策を推進しています。議会も各地へ
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出かけ、何かよいヒントになることはないかと視察研修をしています。 

 当町も今までの三世代同居・近居助成事業等を展開して事業促進を進めてきたことは

分かりますが、非常に使い難い。一度町外に住んでからでないと助成対象にならない等、

ハードルが高過ぎたと思います。 

 来年度から町内在住者が町外で家を建築、または購入しないように、町外へ逃がさな

いように住宅建設支援助成事業が始まるそうです。少し遅い感はしますが、大きく期待

するものです。 

 以下、町長にお尋ねします。 

 １．輪之内町内においてどのくらい空き家があるのか。 

 ２．家主さんと協議されて、賃貸、売却を含めどれくらいの要望件数があるのか。 

 ３．中古住宅取得でも住宅建設支援制度を受けられるのか。 

 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） 

 田中議員からは３点の御質問を頂きました。順次お答えいたします。 

 まず、１点目の御質問ですが、御質問の趣旨としては、新型コロナウイルス感染者の

流行とその予防対策で使用するマスクが入手困難な状況を憂慮し、町が備蓄しているマ

スクを対象者を限定するなどして町民に配布してはどうかということだと思います。そ

のことについてお答えをいたします。 

 新型コロナウイルス感染症予防については、毎年この時期に流行するインフルエンザ

と感染力には差があるものの、同じ対応、うがい、手洗い、せきエチケット等でかなり

の部分を防ぐことができると言われております。 

 議員の御質問のとおり、せきエチケットで使用するマスクにつきましては、地域の店

頭で購入することがなかなか難しいという現象が起きていることは承知をしております。 

 ちなみに、３月10日現在の当町の備蓄枚数でありますが、大人用が約２万6,000枚、

子供用は約5,100枚、単純計算では住民１人当たり3.2枚という状況であり、多くの備蓄

があるわけではないということであります。 

 残念なことに、２月26日に岐阜県大垣市で１人目の感染者が確認されました。翌日に

は、その配偶者が２人目として感染確認がされました。近いところですので、非常にな

かなか心配な部分はございます。 

 輪之内町においてもそういう緊急事態が発生した場合、ハイリスク者になり得る高齢

者、妊婦を対象に配布していくということは十分考えられます。ただ、今、ここで発生

しているわけでもありませんので、事は備蓄の趣旨からいっても、これは備蓄は感染症

だけではなくて、災害時におけるじんあい、ばいじんの防止という意味合いもありまし
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て、全部が全部それに充てられるわけではありませんけれども、でもでも、やっぱりハ

イリスクの高齢者、妊婦等に配布するということは、遅滞なくその時期を見ながら実施

してまいることは可能だと思っています。 

 適時的確な備蓄マスクの活用ということは当然でありますが、今後、状況の変化とい

うものが、言ってみれば小・中学校、新年度からどうするのかとか、そういった部分が

ありまして、マスクの需要というものがちょっとまだつかみかねる部分がありますので、

そういった環境変化を捉えながら的確に対応してまいりたいと、そんなふうに考えてお

ります。 

 次に、人口減少と高齢化についての観点から２項目の御質問を頂きました。 

 まず、消防団員、女性防火クラブ員の維持についてお答えをいたしたいと思います。 

 現在、消防団員数は107名、地元関係者の多大な協力によりまして輪之内町消防団条

例に規定する団員定数は充足しております。 

 一方、女性防火クラブ員、これは火災予防関係の法令が整備される中で、昭和37年の

消防庁通知を契機に組織化された団体であります。現在のところはクラブ員数は93名、

これは当初に各地区に要請しました、106名という数字がございますけれども、それに

比べるとちょっと充足ができていないという状況であります。 

 消防団の存在というのは、まさしく地域防災の要であり、重要かつ必要不可欠なもの

でありますが、少子高齢化に加えて、被用者である団員の割合も増えてきております。

社会構造や情勢の変化によって、現実問題として団員確保に地元関係者を中心に大変御

苦労されている状況というものは私も認識をしております。 

 そのため、平成27年度から消防職、団員ＯＢを中心とした機能別消防団員制度であり

ますとか、企業の協力を得るべく、消防団員協力事業所表示制度等の導入により、これ

はある意味、国・県・市町村も含めて消防団の対応に当たっておる、言ってみれば負担

軽減だとか支援ということに至っておるわけであります。 

 ただ、消防団員になると大変だというイメージが強いせいか、なかなか難しくなるわ

けです。それを払拭するためには消防団の運営自体を見直すことも、当然ながら必要に

なってくるんだろうと思っております。消防団幹部もこうした時代的な背景を十分に承

知して、団員の声に耳を傾け、現状の訓練方法、その頻度等々について、毎年の反省を

踏まえながら団の運営の改善に努めていると思っております。なお、これは時代の要請

に合うようにきちっと変更していくことも大事なのかなと、そんなふうに思っておりま

す。 

 女性防火クラブのほうは、結成された目的が各家庭での火災予防を推進しようという

ことであったわけです。近年では、火災や地震等の災害発生時における支援活動等で地

域に密着した存在である女性の活躍の必要性と重要度が高まりました。その意味では期

待される役割も、家庭の防火から地域の防火防災に広がっておるように受け止めており
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ます。そういう意味では、その活動が地域コミュニティーの活性化につながるという部

分はありますので、より多くの方に女性防火クラブの活動を知っていただくということ

も大切なんだろうと考えております。 

 現状では、両組織とも団員、クラブ員の皆さん、そして各地区の区長さん、役員の

方々等の御尽力により組織を維持しております。しかし、先ほど申しました要因のほか

にも、消防団の必要性が十分に理解されていない、地域での連帯意識の希薄化が見受け

られるとか、そういう意味で今後の成り手不足というものがますます深刻になってくる

ことが予想されますので、両組織の具体的な在り方、そういったものをもう少し踏み込

んで検討すべき時期が来ていると感じております。 

 そういう意味におきまして、両組織の関係者のみならず、区長会等の代表者さんとと

もに地域の実情や意見を踏まえて協議する場を設けて、地域防災力に欠かすことができ

ない両組織を将来にわたり維持しながらも、団員、クラブ員が活動しやすい体制づくり

と、両組織のさらなる強化を目指さなくてはならないと考えております。 

 申すまでもなく、この課題は一朝一夕に解決できるものでもありません。次の御質問

の項目にあります地域との関わりとも関連してまいりますけれども、地域住民、関係組

織とともに地域全体で同じ認識を持って目的と目標を共有しながら、そのあるべき方向

性を見定めていきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、近年の局地的な豪雨、頻発する台風等の自然災害の中で、

改めて消防団等の重要性が高まってきております。社会環境の変化に対応できる組織を

どのように維持、発展させていくのか。消防団並びに女性防火クラブの維持というのは、

地域住民の安全・安心な生活を守る上で極めて重要であるとの認識の下で、行政と消防

組織、地域住民の皆さんが大いに知恵を出し合い、あるべき姿について合意形成をして

まいりたいと、そんなふうに考えております。 

 次に教育、特に学校行事と地域の関わりについてをお答えいたします。 

 未来を担う子供たちを健やかに育むために、学校・家庭・地域が連携・協働し、地域

全体の教育力の向上に向けた取組として、現在、地域学校協働活動事業を推進しており

ます。人口減少や少子高齢化、グローバル化等の進展に伴い、社会環境が大きく変化す

る中で、地域では、人々の支え合いの希薄化、孤立化、教育力の低下が進んでいると言

われております。 

 これからの教育が多様化・複雑化する社会へ対応できるよう、教員だけではなく、多

様な経験を積んだ多くの大人との関わりが必要、保護者のみならず地域住民、行政、企

業などが地域総ぐるみで協力、支援していかなければならないと考えております。 

 この活動を通して地域の絆づくり、つながり、多様な人と人との関わりを築き、学校

と地域が活動の方向性と課題を確認し合い、目的・目標を共有するとともに、協働する

ことによって創出されるメリットというのをお互いに実感できることが重要であります。 
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 また、地域の課題を子供が大人と一緒に発見し、話合い、課題解決策を検討したり、

学校行事、学習に地域住民の方に関わってもらうことで地域の人たちの関心が学校に向

き、支援を行った地域の人、特に高齢者は学校や子供たちから必要とされることを生き

がいと感じ、その結果は元気で健康な地域づくりにつながってくるんだろうと、そんな

ふうに受け止めております。 

 地方創生の観点からも学校教育において地域素材を教材化し、地域住民を講師として

地域学習をすることによって生まれ育った町に愛着を持ち、この町に定着する人を増や

し、地域社会の担い手を育成することにつながってまいります。一方的な支援の関係で

はなくて双方向の働きかけが地域を一つにする鍵になるんだろうと、そんなふうに思っ

ております。 

 地域学校協働活動による地域と学校のつながりは、子供たちだけではなく、大人、地

域、町全体を変えていく大切な取組であろうと認識をしております。 

 次に３点目、空き家対策と移住・定住についてお答えをいたしたいと思います。 

 空き家対策につきましては、先ほども上野議員の御質問に回答した部分がございます

けれども、平成30年度に区長会を通じて実施した空き家実態調査の結果は、空き家戸数

は53戸、空き家率は1.4％、うち29戸は適正な管理がなされておりましたが、残りの24

戸は、適正な管理とはちょっと言い難い状況でありました。 

 次に、空き家の売却及び賃貸の要望件数についてでございますが、売却希望者は、平

成30年度調査で１名把握しておったところです。現在では不動産業者に売却され、その

不動産業者が建物を改修し、売出し中でございます。その他の利活用が可能な建物につ

いては、売却希望があれば相談してくださいとお伝えをしておるところですが、相談は

ありませんでした。 

 賃貸については、該当空き家の近隣の事業者から従業員が居住したいので借りられな

いかという相談が１件、事業を実施するため、近隣の畑とセットで借りられないかとい

う相談が１件ありましたけれども、いずれも家主に確認いたしましたが、実現には至っ

ておりません。 

 次に、中古住宅取得でも住宅建設支援補助金の交付を受けることができるかについて

でありますが、この制度は新築住宅に対して地方税法の規定によって固定資産税の軽減

措置対象額というのがあるんですが、それと同額を助成するというものでございますの

で、したがって、中古住宅はこの固定資産税の軽減措置には該当しませんので、そうい

う意味では制度から外れてしまうということになります。 

 先ほど御質問の中でございました三世代同居・近居助成事業、これは転入者のいずれ

かがもともと輪之内町に居住していた等の要件はございますけれども、中古住宅購入も

対象となります。 

 以上で、田中議員に対する答弁とさせていただきます。 
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（９番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 田中政治君。 

○９番（田中政治君） 

 コロナ対策に関してですけど、町の備蓄が２万6,000、大人用、子供さん用が5,100と

いうふうですが、これは時期を見ながらとか、町長はおっしゃっておるんですが、時期

をどういうふうに見ておみえになるのか。今が緊急時だと町長はおっしゃっておるのに、

国も緊急事態だと、世界は、ＷＨＯにしてみたら、もうパンデミックだと。世界中が騒

いでおって、防災、要するに予防を十分やらないかんという認識はみんな共通だと思う

んですよ。その中で、予防しようにもしようがない。要するに、物がない。そこで、町

で持っておみえになるこの備蓄を、この際、いろんな方法、限定をかけながら少しでも、

要するにかかりやすい高齢の方を中心にして事業展開を考えられたらどうかと再三言う

ておるわけで、その様子を見るというアバウトな言い方は、今はそんなことを言うてお

る段階かなというふうに私は認識をしております。 

 で、私の子供も、実は先週、今週、３回ほど朝の４時半に起きて並びに行きました。

けれども、結果においては何も買えません。ということは何だったかというと、入荷が

なかった。入荷がない、方法がないんですよ。入荷がないということは、もう買えない

ということなんですよ、基本。 

 やはり外へ行っておると、私の家も高齢者がおりますのでうつしたらいかんというこ

とで、なるだけマスクをということで躍起になっておりますが、そんな中で手だてがな

いのでどうしたらいいかなあと。 

 ゆうべですが、子供とちょっと話をしておりましたら、神戸町のほうでは、もう既に

限定をかけてマスクを配布されておるそうでございます。それで、一部他の自治体にお

いてもやられておると。要するに、輪之内町は発生していないからいいんだと、発生し

たらいかんのでしょう。周りでは発生しておるんですよ。町外へ働きに行っておるんで

すよ、みんな。名古屋のほうにも子供も行っております。そんな中で通勤しながら家へ

戻ってきたときに、ややもすればそれは保菌者であるかもしれませんが、そのうちの一

番弱いところで発症する可能性がある。 

 うちの祖母はデイサービスに行っておりますけれども、車に五、六人で乗っていきま

す。そうすると、クラスターというんですかね、そういう形の中で危険性が非常に高い。

で、私はそこの通信欄に書きました。おたくのデイサービスは、マスクをしておらんの

でも何もそういうことに対して対応しないんですか、書いておきました。みんなぴりぴ

りしております。 

 そんな中で、唯一現在あるということが分かっておる町の備蓄に町長が消極的とも思

えるようなお考えは、今の時期にちょっと合っていないのではないかと。これはもっと
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早くきちっと、数に限りがありますので、それは町長のおっしゃることも分かりますが、

安倍総理が３月には６億枚ほど増産するとかしないとかということを前に言っておみえ

になったというような記憶があると思うんですが、今、何とかこらえれば、後から増産

で、補充は後から少しでもついてくるんではないかと。 

 せんだって町長さんは、県知事とのお話合いに臨まれました。国も県も、市町村が抱

えているそういうような問題について、やはり優先的にその配布ができるような態勢を

多分つくれというようなお話があったのではないかなと、私、勝手に想像しておるんで

すが、店へ並べますと、欲しいのは分かっておるんですが、それを商売の目的にいろん

な買う人を雇ってそれを集めて、それをまたどこかへ売るという、それをテレビでもや

っておりました。本当に必要な人の手に届かなくて、そうでない人に、今度商売の法律

ができて規制はかかりましたけれども、規制は規制として、うそぶいた発言も、やって

おる人からの裏業がこんなふうにあるよというようなものも、いろんな知恵を出します

ので。 

 やはり行政のほうできちっと一定の量を県も国も市町村も確保するということをやっ

ていただいて、それを弱者に、なるだけなら本当に必要な人に行き渡るようなことをも

っともっと強力に進めていただけたらありがたいなということであえて、今、こんなこ

とをあまりくどくど言うと、町長、また嫌なことと無視されますか分かりませんが、や

はりこれは町民がみんな本当に思っておることなんで、理解しておるという程度では、

町長、分かりませんよ、それは。並んでもらわないとと４時に並んで、７時か７時半に

なったら「今日はありません」、一言で解散ですわ。それを繰り返しておるんです。そ

れね、身近にそういう者がおると、もっともっとシビアに物事が捉えられるということ

をあえて質問の中で説かせていただきました。 

 次に、消防の関係ですね。 

 これは人口減少と消防の関係、それから教育の関係については、消防団、今、この３

月が来ますと入退団で各地区が大変、入団者が少ないと。入団者が少ないんじゃない、

該当者が少ない、それで非常に困っている。 

 それで、うちの区でも隣の区のほうで少しお借りはできんかと、人員をお世話になれ

ませんかというようなことで、そこまでして何とかやらないかんなあということで取り

組んでおるんですが、その後がまた続きません。 

 で、私が言いたいのは、私が消防団員をやったときは、早くやらんと年が来てしまう

よと、だから若いうちにやれよということで、３年、５年というスパンの中で消防団に

入らせていただきましたが、今は全くその人がいないんですわ、はっきり言って。その

中をどうやりくりするかということを一生懸命やっておみえになるので、消防団の組織

の再編成も含めて、たくさんそういう該当者がおるときと今とは全く状況が違うという

ことも、消防団、危機管理課の人も中心になって、本当に何が起きておるかということ
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をもっと真剣に考えていただかんと、ますますこの維持が難しくなるのではないかなあ

と思います。 

 また、女性防火クラブの方にしても、今まで45歳定年という形でよかったんですが、

最近では50歳を超えた方にお願いをしておると、また２回目ですよね。私の家内は３回

やりました。 

 そんなことで、要するに正面の大会訓練にはあんまり出られませんけれども、やはり

クラブ員であるということは、やっぱり何かあったときには当然働かないかん、そんな

もん当たり前のことです。ですから、責任を感じながらやっていると。だから、50歳過

ぎてからの消防は、女性防火クラブの後方支援といえどもなかなか厳しいものがあるん

ではないかということを言っておりまして、それもそうやなと私は感じたわけでござい

ます。 

 だから、その女性防火クラブにしてもどういう形でこれは運営されておるか、私はよ

く分かりませんが、何が言いたいかというと、このクラブ員の勧誘についても、区が関

係するわけでもございませんし、昔でいうたら婦人会、女性会議ですかね、そういう組

織があるところは、まだ比較的横のつながりもありますのである程度のことはできると

思うんですが、ないところは全くそういう女性の横の連絡はございません。その中で女

性防火クラブ員を選んでこいと、頼んでこい、要するに個々にかかっているんですね。

あんたは辞めたいんだったら、次の人を探してこないかんよと、それを基本原則でいろ

んなことが、苦しくなってくると悪口半分をまた言うようなこともちらほら聞こえてき

ます。そういった中でも運営していかないかんという一つの意識の中で、ならもう一年

やろうかとかということでやっておみえになるという現状を踏まえたときに、やはりこ

れも再編成の一つのタイミングが来ているのではないかなあと。 

 私は、この消防の大変さ、それからいいということも重々承知しております。消防隊

員の方に文句があることは一切ありません。ありませんが、それを運営していこうとい

う立場のほうの考え方に少し柔軟性がないのではないかと、そういうふうに思って質問

をさせていただいております。 

 それから教育関係、これは教育長にも後で答弁を頂きますが、私が特に言いたいのは、

地域と学校行事の関わりは大変重要なもんです。昔で言うたら三世代でやっておったの

で、じいちゃん、ばあちゃん、お父さん、お母さんと、いろんな人の、一つの家庭の中

でも昔はなあとか、こんなことはなあということがたくさんありました。でも、今では

本当にそういう関係が少なくなりました。子供さんも、当然のごとく少ないです。私の

ほうでは小学校低学年の方が２名とか３名とかいう、そんな状況が起きております。 

 そんな中で一つ例を取ってみますと、最近ではふれあい運動会という形で、町民運動

会と小学校の運動会を交ぜ込んだような事業が展開されております。これは私は前から

不思議に思っておったんですが、町民運動会がそもそも始まったのは、お祭り後の休み
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に祭りのごちそうを持ってみんなで楽しみながら健康を維持しながらやろうまいという

ようなところで始まったのがそもそもの始まりで、それがずうっと来ましたら、先ほど

と同じように子供さんがいない、学校のほうも、それから大人のほうも若い人がだんだ

んおらんようになってしまった。運動会を維持するのも、町民運動会を維持するのも大

変になってきたと。なら、この際やでふれあい運動会という形にして、地域と子供と一

緒になった運動会をやったらどうかというようなふうで始まったのだろうと私は理解し

ておるんですが、そもそも小学校の運動会は、要するに小学生の皆さんが日頃の成果を、

やっぱりじいちゃん、ばあちゃん、みんなにこんなことを頑張っているよという発表の

場である。大人が交ぜ込んで景品つきの運動を展開するのと、その純粋に子供たちが取

り組んでいるのとどこかで交ざってしまって大人の都合でやるというようなことは、私

は教育長が教育基本法でそれは守られておるとおっしゃればそうかもしれませんけど、

私は大人の都合でやっておるのじゃないかと。そんなふうで、私はいつもこのことにつ

いては、不満とは言いませんが疑問を持っております。子供の本来あるべき姿をみんな

で見せていただいて、よかったねえ、応援してあげる。それが一日プログラムとして続

かなくても、半日でもいいので、そういうことをきちっとやっていただいたほうが私は、

お互いにもたれっこもいいんですが、やっぱり個々の主張の中できちっとしたものを構

築していただけたらいいんではないかと。だから、あえて小言っぽいことを言っており

ますけれども、何でかなということをお尋ねしたいと思います。 

 それから、次の空き家対策ですが、空き家対策は、全国で非常にこれも大きな問題に

なっております。上野議員が先ほど質問されました。それで、一定の軒数とか云々は分

かりますが、議会でもいろんなところへ空き家対策で勉強に行っておりますが、やはり

これは今のクリーンヒットになるようなものはなかなか見当たらないなあというのが現

状だと思うんです。ですが、町長がおっしゃったみたいに、やはり輪之内も少なからず

とも空き家が増加しているということは家屋数が減っている。入ってくる人もお見えに

なるとは思うんですが、人口減少が示すように、これは基本的には空き家が増えるとい

うことは人口減少に、やっぱり結びついていると。 

 それで、先ほど新制度の取得するための制度も新規の方のみの制度である。三世代同

居・近居は使えますよとおっしゃっておる。これは本来の目的が町外で家を建てたり買

ったりする人を、町外へ流出する人を何とかなくそうやないかということの大きな目玉

事業だと私は理解しておって、あえてここで聞いたのは、中古住宅というのは悪い住宅

ではございません。その人の経済に合ったものであり、その地域で住みたい、２つかな

った本当にいいものだと私は思っています。そんな中で、新しく建てられん人には上げ

られんよと、それだったら、結局、旧来の三世代同居・近居とあんまり大したことない

じゃないですか。それが町外へ流出しないということのクリーンヒットになりますか。

だから、三世代同居であろうが、近居であろうが、住宅取得の今回の新設事業であろう
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が、一緒になっていいところ取りの制度に生まれ変えて、やっぱり毎日、本当に住みた

くても住めない、なぜか、金がない。そうしたら、こういう中古住宅、手頃なやつがあ

るよと、でもこれは補助にはなりません。そうじゃなくて、やっぱりそういう人も一緒

になって町内に住んでいただく。なら、そういう人が外で中古住宅を買って流出してし

まったら、結局一緒じゃないですか。だから、言っておることとやろうとしていること

が少しアンバランスやと僕は思うんです。それが国の固定資産税とか、いろんな関係の

法律に抵触するのであれば、輪之内独自の助成制度で運用しやあいいんじゃないですか、

そんな何百軒も建つわけじゃないでしょう。 

 空き家住宅が50軒あったって、50軒のうち住める住めないの話がそこまであるわけや

ないので、これからはいろんな形で、上野議員が言ったみたいに、私たちも80、90にな

ったら空き家になるかもしれません。そういうときに違った方に入っていただいて、や

っぱり輪之内がいつまでたっても衰退しないいい町であるということを望むものである

ということの観点から、それはちょっと私が思っている趣旨とは若干異なるので、本当

に町外へ流出しないようにという観点であるならば、そこら辺の考え方も少し見直しを

していただいて、それはそれとして残していただいても結構ですが、そういうものをあ

えて組み込めるようなものができないかなということを思うので、あえて質問させてい

ただきます。よろしくお願いします。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 いろいろ再質問を頂きました。 

 今、いろいろ御意見を頂いておりますので、ここで即答できる部分もございませんけ

れども、まず最初のマスクの関係ですが、これは誰も配らないなんて言っていませんの

で、その時期に応じてということですが、その時期の見解の差だと思っていますが、た

だもう一つ、一番心配するのは、地域地域のパンデミックの状況というものをいつ捉え

るのかと。全体的には、もうまさしくＷＨＯが言っておるとおりです。しかも、どうい

うわけか発生地の中国ではなくて、ヨーロッパがパンデミックの中心地などと言われて

おります。そういう意味では、どこでどう変異していくのかというやつは正直つかみ切

れていませんが、一つ状況としてあり得るのは、先ほど申しましたように、マスクを使

う使わないという中に小・中学校の開校時期というのが、先ほどもちょっと申しました

けれども、そういった大きな社会の行動体系の変化が予想の射程距離の中に入っていま

す。どうなるか分かりません。そういったものにもある部分は備えておきたいというこ

とで、本当に必要があるものについて配らないなんて言っていませんので。当然、先ほ

ど申しましたように、ハイリスク者になり得る者については、当然、その状況に応じて

配布していくということは申し上げておきたいと思います。 



－１０１－ 

 それから、消防団員の関係でございます。 

 本当に地域も含めて大変ですし、私も消防団員をずうっと見ておりまして、大変やな

というのが一言で言えば感想でございまして、大変でありますけれども、やはりその時

期において役割を果たすということも必要だということを申し上げておるわけでありま

す。当然、なりわいを犠牲にして何かやるという話には私はならないと思いますが、も

し仮にそういう状況が、ちまたで聞きますと、漏れ聞いているところでは、なかなか仕

事との調整は大変だという話は、確かにお聞きします。そういう意味では、抜本的に消

防団の在り方というものを見直す時期に来ておるということは先ほど申し上げたとおり

です。 

 それから、あといろんな意味で地域の関わり、そういったものについてどうなのとい

う話がございました。特に空き家に関して言うなら、これは皆さん御案内のとおりで、

多分皆様方の周囲を見渡していただいても、ああ、あそこはそのうちにおらんようにな

るわというようなところが結構あるんじゃないかと、そんなふうに思います。そういう

意味では、今、目に見える形で空き家対策をしなきゃならない時期に、もう既に入って

いると思います。なかなか最適な解というのか、最終的なその解決方法というのは幾つ

かの選択肢があると思いますので何とも言えませんけれども、でもでも、やはり状況を

きちっとアナウンスする中でどうあるべきかということも考えられていかないと、あれ

っ知らん間にという話になっても困りますので、そこら辺のところは頑張ってやってい

きたい、そのための情報収集を怠らないようにしておきたいと、そんなふうに思ってお

ります。 

 それから、地域との関わりについてお尋ねがございました。総論的に議員と方向性が

ずれているようなことはないとは思っておりますけれども、やはり手段、もしくはそれ

ぞれの対応ステージによって考え方に多少差があるのかなあと、そんなふうに思ってお

ります。また、御意見を頂戴しながら、その部分を埋めていきながら、よりよい姿を見

いだしていけたらと、そんなふうに思っております。 

 私からは以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 教育長 箕浦靖男君。 

○教育長（箕浦靖男君） 

 じゃあ、今の質問につきましてお答えをしたいと思います。 

 今、学校のほうですが地域学校協働活動を、先ほど来、説明をしておりますけれども、

今、その事業に取り組んでおります。これは地域とともにある学校を造るということな

んですが、例えば今日の先ほどの質問にもございました、学校行事と地域との関わりと

いうようなことで先ほどお話がありましたが、今、例えば町民運動会、今年度はちょっ

と中止になりましたけれども、町民運動会を一日、地域の方と学校とが一緒になって取
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り組むということで来年度も進める方向でおりますけれども、これの目的ですけれども、

行事等につきましては、それぞれの目的がありますが、まず運動会というのは地域の方

に学校の教育活動を知っていただくという大きな目標があります。それは小学生の学習

の発表の場であると先ほどもございましたが、こういう目的もありますし、また特に運

動会というのは子供たちが前面に出て、競技等の課外活動を自分たちで自主的に計画的

に行うという目標もあります。そういう姿を見ていただくということもありますし、そ

れとまた、種目によっては地域の方と一緒になって活動するという場面もあります。こ

れは一緒になって活動して触れ合いを深めるとともに、これは全て地域づくりの一環と

してつながっていくものでございます。そういう意味で現在進めておりますが、また来

年度も地域学校協働活動のほうをますます推進していくつもりでおります。 

 以上ですが、よろしくお願いします。 

（９番議員挙手） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 田中政治君。 

○９番（田中政治君） 

 最後の質問になりますが、町長、マスクの件については配らんとは言っておらんと、

２遍ほどおっしゃいましたので配っていただくんでしょうが、地域のパンデミック、大

流行をどう捉えるかと。地域のパンデミックというのは流行したときに言う言葉であっ

て、しない前にはパンデミックじゃないですよね、基本的に。ということになると、患

者が急増、輪之内でしたと、そのときに配る配らんの判断をするんだと、そういうふう

に私は解釈してみえるのかなと思うんですが、なってからで、高齢者がもしも最悪は亡

くなると、早めの対応、対策をなぜ見いだせていただけないのかなと。神戸町は、もう

始めておると聞いていますよ。 

 で、県は備蓄枚数がえらい少ないようなことを、ちょっと数字が違っておれへんかし

らんと思いましたけど、4,000たら、4,000万とは言わなかったと思うんですが、輪之内

は２万6,000、これは多いとか少ないとかという問題でなくて、今を乗り切るための一

つの手段として現在あるものを生かさなくていつ生かすんだと、パンデミックだと。そ

れも言葉の応酬で、パンデミックの解釈に、やっぱり私は地域が、周りがこれだけ動い

ている中で、輪之内は発生していないからという理由において、それはちょっともう少

し先に延ばすんやと、誰か出たらやりましょうとか、そういうことでは、これはあまり

いい話やないなあと思っております。 

 それであるならば、ならマスクを作れと、自分たちで。ガーゼを使ってマスクを作る

ということを、近くの縫製をやっておみえになったおばあちゃんが皆さんに教えてみえ

ました。そういうことを12チャンネルで取材に行ってもらって、12チャンネルを見てお

ると、マスクをつけましょう、手洗いをしましょう、気をつけましょう、抽象的な言い
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方のみに終始しておりますので、今、ないという現状を踏まえて、なら次の手は何やと、

作れ。作れるものは自分たちで少しでも作りゃあと、そしてそれを予防に役立てて、町

長がパンデミックになりそうやでやろうとおっしゃるまで自分たちでもできる努力をし

ましょう。買いに行くんだと、朝早く買いに行きましょうよ、自分たちでも努力しまし

ょう。それが地域と行政が自助・共助・公助、私はそう感じてきました。 

 まず、３日は持ちこたえよというのが一般的な考え方です。ですが、今は３日や４日

ではどうにもなりません。もう２週間を経過して、そこで陰性、陽性の判断があるんだ

というぐらい潜伏期間が長いので、その間に自分たちでマスクを作ったり、そういうこ

とを、手洗いについても、何たらというアルコールか、何か言っておりましたけれども、

そういうものを自分たちで作ると一定の効果があるということを言っておりますので、

そういった知恵を町民の皆さんにいろんな形で教えてあげる。その間、町は様子を見な

がら、マスクをどうしてもというときには、もうやりますよというふうな言い方である

と町民も安心できるのではないかなと、私はそういうふうに思っております。そのこと

について戦略課長さんにも少し、その12チャンネルの活用の仕方についても、やっぱり

今の12チャンネルについて少し工夫をしていただけもんかなと私は思っております。 

 それから、小学校の地域との関わり、これは教育長がああいうふうにおっしゃってお

るんですが、なら小学校の運動会は何のためにやる、何のために発表が今まであったん

やと。社会人、要するに大人たちの運動会は何のためにあったか、それは先ほど言いま

した。もう十数年、20年、もっと前、私が若い時分やでもっと二、三十年前ですわ、そ

の時分から始まった町民運動会は、そもそもみんながあそこの中で和気あいあいに地域

の関わりを持ちながら運動をやって、秋の一日を楽しもうと。小学校は小学校できちっ

と運動会を開いた。それは保護者と、それから孫の運動会は年寄りが本当に楽しみにし

ておりますので、それで前のほうへ行って、「おーい」と言って孫を応援したり、そう

いう本当にシンプルな応援が町民運動会と交ざるとなかなかできない、なかなか。今の

80、90近いおばあちゃんが小学校のふれあい運動会に行って、何か場違いなところへ来

てしまったで、私はもう行けへんと、うちのおばあちゃんも言っておりましたけれども、

やっぱり楽しみは人それぞれであります。主催する側は、一つで大きな目的を達成した

いということをお考えだと思うんですが、学校の先生も負担が若干でも減ればというこ

とがあるかとは思うんですが、やはり子供は子供の運動会を、やっぱり少ないメニュー

で結構です。本当に楽しんで一生懸命やる、キャーキャー言って走ってあるいておる姿

を、やっぱり私たちみたいに、もうすぐ老人ですが、そういう者たちに見せることによ

って子供から活力を頂いて、あとは一緒になって、また社会人の運動会のときにも、小

学校の子、中学校の子、みんな交ざって一緒になって、本当にそれが地域触れ合いで、

何も制約を受けなくて、小学校の子供にはお菓子をあげたり、それでそれを食べたり、

みんなと一緒になって一日楽しくやれば、それはまた違った意味の触れ合いが、もっと
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進んだ触れ合いができるのではないかなあと私は思っております。ぜひともそういうこ

ともお考えいただいて、何でも今度の新しい地域学校協働活動の一環という位置づけの

中で、そうやってふれあい運動会をどんどん推進するというのは、片方で言っても片方

であまりいい結果を生まないのではないかなあと私は思っております。 

 で、そんなようことも踏まえて教育長にも、これは要するに少子高齢化の中の一つの

苦肉の策であるのか、これは社会教育の一つのそういうテーマに、やっぱり参加者が少

なくなったというテーマの２つをドッキングさせたものかということについても、そこ

ら辺の見解を頂きたいと思います。 

 それから、空き家対策の関係ですが、先ほど私が言った分については、将来的にはそ

ういう可能性はあるであろうということだと思うんですが、今ではそれなりのまだ利用

がないとおっしゃっておるんですが、中古住宅も立派な一軒としての機能を持っており

ます。それを新築じゃないと駄目やという、先ほど言いましたハードルの高いやつばか

りをたくさんつくっても、使えないものを、使えないと言いません、使いにくいものを

たくさんつくっても、それは使えないのと同じではないか。もっと使いやすくハードル

を下げて、輪之内に住んでほしい、どういうふうでもいい、住んでくれというような気

持ちの中の施策が私はもっともっと望まれるんではないかと、そんな意味で私は質問さ

せていただいております。 

 ちょっと前後しましたが、消防団の関係も、大変だということを認識しておる。で、

仕事とか、いろんなことが犠牲にならないようにやってほしいと町長はおっしゃってお

るんですが、現場は優先ですわ、消防団が優先、何とか休んで、休めとは言いません、

遅くても来い。夜勤だったら、早く帰ってきたら、これから行かんならんと思っておっ

ても、少しでも顔を出せとか、要するに大会になったらましてのことですわ。とにかく

休みにやる大会は最優先だと。それを犠牲という言葉は使いたくないんですが、優先順

位があまりにも消防団幹部の方はきつ過ぎる。それを本当に町長が認識しておっしゃっ

ていただいて、生活が犠牲になってはいかんとおっしゃるのであれば、これは私は意見

としてすばらしいと思いますので、このことについては、今までのちょっとつらかった

言葉も撤回したいと思うんですが、そこら辺のことをそのままお受け取りしていいかど

うか、再度お聞きしたいと思います。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） 

 再度の御質問といいますか、御意見を頂戴しました。 

 幾つかありますが、総じて方向は同じ方向を向いておるはずなんですが、何か手段と

してはかなりいろいろ方向性も幾つか、登山道が幾つもあるなあという感じはしており

ます。いずれにしても、意見交換をしながら遺漏のないように進めていく必要があるん
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だろうと思っております。 

 マスクについては、情報収集を徹底しながらやっていきたいと思っております。 

 それから、消防団につきましては、これは実は私の家族も今消防団員をやっておりま

すので、その中身については十分承知しております。かなりきつい状況であることは分

かっております。でも、先ほど申しましたように、やっぱり地域に貢献という意味をど

う捉えてやっていくかということであります。でも、再度申し上げておきたいのは、生

業に及ぼすようなことは、私はしてはいけないと思っています。だから、そういうこと

の中で、それは消防団幹部にも十分お伝えしていきたいと、それはやっていきたいと思

っています。 

 それから、あと空き家の中で非常にいろんな施策を打っているけど使いにくいんじゃ

ないのと、一言で言えばそういうことだと思うんですけれども、まず使いやすくする努

力を怠るつもりはありませんので、いろんな御意見を頂戴しながら、基本的にはワンス

トップで、ここで住んだときにどんなあれがあるのということがすぐ分かりやすくなる

ような制度というものは望ましいと私自身も思っております。御意見を頂戴しながら進

めてまいりたいと、そんなふうに思っております。 

 いずれにしても、全ての施策についてそうなんですけれども、切り口をつけて最初か

ら完成形のものができるなんて私は思っておりません。それは十分その状況を踏まえな

がら少しずつ変化させて、最終的にお互いが納得できるというか、ここに住みたい人が

どうあってほしいという願いに近づけていけるような制度というものを一生懸命つくっ

ていきたいなと、そんなふうに思っております。 

 私からは以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○参事兼経営戦略課長（荒川 浩君） 

 先ほど田中議員から12チャンネルの活用、マスク等関連ですね、12チャンネルの活用

をという御質問でございましたが、今現在は注意喚起の放送をさせていただいておるわ

けでございますが、先ほど頂いたアイデアについては、本当に私個人としては思いもつ

かない発想で、ああ、なるほどというふうに感じたところでございます。 

 で、そういったマスクを作る教室的なことについて放映するということについては、

技術的には何ら問題はありません。ただ、今、この状況を鑑みますと、流暢なことは言

っておれない、時間的制約が非常にきつうございます。そんな中で放映に至れる、教え

ていただけるようなその講師の方とか、その材料となるガーゼの入荷状況ですね、そう

いった課題等を早急に調査して、もし可能であれば、そういった方々の協力を得て番組

を作っていくということはできるというふうに思っております。ただ、先ほど申し上げ

ました、そういった関係者の方と早急に連絡を詰めて、この部分が障害になるというこ
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とでひょっとしたらできないかもしれませんけど、その辺の努力は怠りのないようにし

てまいりたいというふうに思っております。 

○議長（小寺 強君） 

 教育長 箕浦靖男君。 

○教育長（箕浦靖男君） 

 今の質問について答えたいと思います。 

 何遍も同じことを申しますけれども、地域協働活動は地域と学校が協働しながら地域

全体で子供の成長を支え、地域のつながりと絆を強化し、地域の活性化を図ると、こう

いう大きな目標で現在進めております。 

 昨年度ですが、町民運動会は同一日に行いましたということで、このときの実際の様

子を見られて、いろいろと先ほどの御意見が出たのかなと思います。また、来年度、町

民運動会を実施しますけれども、学校の運動会と一緒に。 

 まず、じゃあ学校はどういう運動会であるべきかという辺りと、それから地域はどう

いうふうに、その役割をどうしていくかとか、そういういろんなことにつきまして、こ

れからひとつ昨年度実施しましたことを基にしまして、いろいろと課題等があったかと

思いますので、もう一度見直して、広範囲に整備して、またこれから進めていきたいと

思っております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○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15分 休憩）  

（午後１時15分 再開）  

○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３、議第２号から議第13号までを一括議題といたします。 

 ただいま議題としました議案は、今定例会の第１日目に町長から提案説明、各担当課

長から議案説明を受けた後、各常任委員会に審査が付託してあります。したがって、こ

れから各常任委員会委員長に審査の経緯並びに結果の報告を求めます。 

 総務産業建設常任委員長 田中政治君。 

○総務産業建設常任委員長（田中政治君） 

 総務産業建設常任委員会委員長報告をいたします。 

 令和２年第１回定例輪之内町議会の初日において当委員会に審査を付託されました案
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件について、３月11日と12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

員出席の下、執行部側より町長、教育長、参事、会計管理者及び各関係課長、関係職員

出席の下に審査をいたしました。 

 その経緯と主な結果を報告いたします。 

 最初に、議第２号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）について当委員

会所管分を議題とし、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、現在、議員年金を受給している方は何名いるのかに対し、

退職年金を８名、遺族年金を10名が受給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、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、５名の退職の理由は何か、待遇が悪いのではないかに対し、

退職の理由は自己都合であり、待遇面ではなく、ほかにやりたいことがある等の理由で

あるとのことでした。 

 一般会計予算で職員全体の平均月額が下がっているのに平均年齢は上がっているのは

なぜかに対し、経験者採用をしているため平均年齢が高くなり、平均給与は下がったと

考えられる。なお、経験者採用者の給与は前歴換算を行っており、そのほかに昇給や昇

格も影響しているとのことでした。 

 来年度の採用者は何名で、年齢は何歳かに対し、５名の採用で、内訳は、大卒１名、

短大卒１名、ほか３名は30歳前後であるとのことでした。 

 採用試験で不採用は何名いたのかに対し、事務職は21名の応募があり、４名内定した

が、２名辞退し、２名の採用、保育教諭は１名の応募があり、１名の採用、管理栄養士

は９名の応募があり、１名の採用、児童発達支援職員は３名の応募があり、１名の採用

とのことでした。 

 区長会補助金の減額は、参加者が少なかったためかに対し、区長会研修を11月に実施

し、参加者は13名であったとのことでした。 

 町有地財産使用料の歳入は、町有地を貸しているということか、また条例はあるのか

に対し、工事現場事務所等に貸しており、徴収条例にのっとり貸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、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、質疑はなく、質疑を終了いたしました。 

 次に、経営戦略課所管分について経営戦略課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、公債費について利率は毎年変わるのかに対し、長期債につ

いては、10年で利率見直しの契約で借入れしている長期債が多いとのことでした。 

 ふるさと応援寄附金が少ないが、返礼品の内容がよくないのかに対し、昨年度、総務
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省の指導により返礼品を見直したところである。昨年度と比較して寄附金の額が減って

いることを考えると、返礼品として魅力に欠けることは否めないのが実情であろうとの

ことでした。 

 さとふるへの業務委託料はどのような形式であるのかに対し、事務手数料として12％

の出来高払いであるとのことでした。 

 ふるさと応援寄附金の返礼品として体験型のものをセットにして出してはどうかとの

提言があり、関係者と協議しながら、みそ造り、けんがい菊造り、サツマイモのスイー

ツ造りなどをさとふるに追加していきたいとのことでした。 

 町内企業在勤者定住促進アンケートの結果はどのような内容であったかに対し、町内

企業48社、従業員2,601人に対しアンケートを実施し、41.8％の回収率で、1,087人に回

答を頂いた。調査内容の結果として、住み替えについては、35.4％の方がよい物件があ

れば住み替えたい。その際に重視する点はについては、54.3％の方が手頃な価格で適切

な住宅があること、そしてそのために必要な住宅施策として、34.8％の方が住宅購入補

助金などの制度の創設と回答があったとのことでした。 

 アンケートの委託内容は何かに対し、アンケートの内容作成については町にて行い、

発送、集計、分析については委託を行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、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、土地建物の所有者が死亡したときに相続登記が行われない

事例や相続放棄をされる事例はあるのかに対し、死亡者の親族に相続登記や相続人代表

者の選任を依頼している。その後、相続登記が行われないこともあるが、相続放棄につ

いて、実際に相談を受けている事例はないとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、会計室所管分について会計室長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、会計のシステムはどこへ委託しているのかについて、会計

のシステムは、一般財団法人岐阜県市町村行政情報センターへ委託し、収納処理等は会

計室で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。 

 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、東京圏からの移住支援事業についてどのようにしてＰＲし

ているかに対し、岐阜県内の登録された企業に就職することが条件なので、岐阜県とと

もにチラシやホームページで事業のＰＲ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。 

 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、質疑はなく、質疑を終了しました。 
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 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、耐震化促進事業の町民への周知はどのようにしているかに

対し、広報わのうちやスマイルチャンネル、また防災訓練時に各地区避難所において周

知をしているとのことでした。 

 電柱の占用料は１本当たり幾らかに対し、種類によるが、１本当たり1,100円、1,700

円、2,300円となっているとのことでした。 

 都市計画審議会は開催されなかったのかに対し、審議対象となる案件が今年はなく、

開催されなかったとのことでした。 

 松内道路の土地購入費の減額理由はに対し、堤防取付け部の計画変更による減額と、

県道交差点については協議中のため、次年度の事業としたことによる減額とのことでし

た。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 議第２号についての質疑を終結し、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 令和元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をいたしました。 

 次に、議第６号 令和元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、大藪・仁木地区の整備は終わっているが、福束地区はどう

かに対し、輪之内町全体の90％以上の面整備が終わっており、残りは福束北部と里地区

であるとのことでした。 

 接続率はどれくらいかに対し、接続率は44.3％であるとのことでした。 

 接続率が低い理由は何かに対し、接続工事費に対する負担が大きいことが要因ではな

いかとのことでした。 

 単独及び合併浄化槽から直接下水道管に接続できるのかに対し、直接接続することは

できないとのことでした。 

 一般会計からの繰入金はどれだけかに対し、２億1,800万円とのことでした。 

 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、全委員異議なく、議第６号 令和

元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７号 令和元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、分譲地の井戸水利用世帯に水道本管を布設することはでき

ないのかに対し、水道事業は公営企業会計で運営しており、費用的な面があるため対応

は難しいとのことでした。 
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 未収金の状況はどの程度かに対し、令和２年３月４日時点で未収金は1,467万3,770円、

対象人数は514名とのことでした。 

 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、全委員異議なく、議第７号 令和

元年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。 

 次に、議第８号 令和２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、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、地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見

書を採択したと思うが、議決しただけではなく、地元選出の国会議員に対し陳情する必

要があるのではないかに対し、国への陳情については、県の町村議会議長会で取りまと

めて行っているとのことでした。 

 安八郡町村議会議長会の負担金が減額になっているのはなぜかに対し、議長会の会計

が潤沢であるということから、議長会の中で事業内容を精査し、減額することとなった

ものであるとのことでした。 

 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、会計年度任用職員に給与として支払うフルタイム職員はい

ないのかに対し、フルタイム職員はいないとのことでした。 

 予算に浄化槽の清掃、保守点検があるが、下水道に接続されていないところがあるの

かに対し、下水道に接続されていない施設もあり、順次接続していく予定であるとのこ

とでした。 

 県知事選挙費の経費は、全額県補助ではないのかに対し、全額ではなく、県の基準額

に基づき金額が決まってくるとのことでした。 

 私用光熱水費は何の収入かに対し、自販機等で使用する電気代であるとのことでした。 

 行政バスは何年使用しているのかに対し、平成12年の登録であり、行政が主催する行

事等に使用しているとのことでした。 

 ホームページの更新は業者委託かに対し、ホームページの更新は業者に委託するが、

その内容は町の意向に沿って作成する。スマホからのアクセスや災害時の対応ができる

機能等、情報が探しやすいサイトにしたいと考えているとのことでした。 

 ホームページの閲覧者数は表示されているのかに対し、画面上には表示されていない

が、確認はできるとのことでした。 

 区長手当が報酬から謝礼に変わったのはなぜかに対し、会計年度任用職員または特別

職非常勤職員でないと報酬で支払うことができなくなるためであるとのことでした。 

 行政バスを委託にした理由は何かに対し、これまでは単発で依頼してきたが、会計年
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度任用制度の開始によりその方法ができなくなるため、業者に委託する予定であるとの

ことでした。 

 他町は行政バスの運転手をどうしているのかに対し、他町も委託であるとのことでし

た。 

 行政バスの利用は100キロメートルを超えてはいけないのか、また利用団体の制限は

あるのかに対し、申請団体の利用の内容等をその都度確認し、総務課長が必要と認める

場合は使用することが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、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、消防車両購入の契約方法はどのようにしているのかに対し、

今回は５社による指名競争入札を行い、契約したとのことでした。 

 消防車両更新の際、旧車両の下取りはどうなっているのかに対し、官公庁オークショ

ンに出品し、23万1,000円で落札されたとのことでした。 

 大垣消防組合負担金の内訳は何かに対し、主なものとして、人件費、施設の建設費、

消防車両の購入費とのことでした。 

 防災行政無線について戸別受信機の希望数の調査結果と今後の工事予定はどうなって

いるのかに対し、希望世帯数は2,500世帯程度であり、令和２年度に全ての工事が完了

する予定であるとのことでした。 

 現在の世帯数3,300世帯と調査結果2,500世帯では開きがあるが、全ての世帯が希望し

ているわけではないのかに対し、希望されない世帯もあるが、現状の配布数2,300世帯

と比較して多少増加しているとのことでした。 

 出初め式で放水が遅れた車両があったが、その後どうしたのかに対し、今回に限らず

不具合があれば早急に対応していくとのことでした。 

 消防車両はどのくらいの期間で更新するのかに対し、更新計画に基づき20年で更新す

るとのことでした。 

 出不足金の徴収は輪之内町でもあるのかに対し、１地区で確認したとのことでした。 

 団員の選出に際し、地区から氏名等の個人情報の提供について依頼はあるのかに対し、

提供を求められてもお断りしているとのことでした。 

 県大会に係る消防団員の費用弁償は当初予算に組まれているのかに対し、大会出場が

確定しているので当初予算で計上しているとのことでした。 

 防火井戸設置に対する補助はあるのかに対し、新設で16万、修繕で10万の補助金があ

るとのことでした。 

 高齢運転者交通安全対策事業補助金の後づけペダル装置はどのような製品が対象にな

るのかに対し、国土交通省が認定した製品が対象であるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 
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 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、利子割交付金は輪之内町民の金融機関等への預金利息に対

するものかに対し、輪之内町民の預金利息に対するものではなく、全国の金融機関等か

ら利子の支払いを受けるときに引かれる税金の一部が国に入り、それが県を通じ県税と

町民税の案分割合に応じて町へ交付される交付金とのことでした。 

 地方特例交付金とはどのようなものかに対し、国の制度変更等により地方負担の増や

地方の減収が生じた際に特例で交付される交付金である。現在は、個人住民税減収補填、

自動車税・軽自動車の減収補填分であるとのことでした。 

 臨時財政対策債などが地方交付税措置されると聞くが、どのように算入されているか

分かるのかに対し、算入状況は分かるとのことでした。 

 第六次総合計画の策定について審議会は令和３年度に実施するのかに対し、令和２年

度に計画策定、令和３年度に審議会を行う予定とのことでした。 

 住宅建設支援助成金は何件分を見込んでいるのかに対し、35件分であるとのことでし

た。 

 住宅建設支援助成金制度の対象はどのような方かに対し、町内に新しく家を建てた方、

もしくは取得した方が対象であるとのことでした。 

 第六次総合計画策定委託料はどのような内容であるかに対し、全てを委託するもので

はなく、計画内容については職員が行い、データの収集や議事録作成等を委託するとい

ったワーキングコンサルであるとのことでした。 

 第六次総合計画策定に当たり住民等の意見を聞く場は設けるのかに対し、アンケート

や諸団体の意見を聞く等を行いたいとのことでした。 

 第六次総合計画策定にアンケートを実施するようだが、Ｗｅｂアンケートシステムを

利用するのかに対し、Ｗｅｂアンケートシステムも郵送でのアンケートも両方実施する

予定をしているとのことでした。 

 Ｗｅｂアンケートシステムの利用状況はどのくらいかに対し、登録が100名ほどとの

ことでした。 

 住宅建設支援助成金制度と三世代同居・近居助成制度の兼ね合いはどうであるのかに

対し、両方該当すれば両方助成を受けることができるとのことでした。 

 また、住宅建設支援事業と三世代同居・近居助成事業を一本化し、理解しやすい制度

に改正したらどうかとの提言もありました。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、税務課所管分について税務課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、個人県民税徴収取扱費とは何かに対し、町県民税のうち県

民税分の徴収取扱手数料として、納税義務者１人当たり3,000円が県から納入されるも

のであるとのことでした。 
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 町県民税は滞納分も含まれるのかに対し、滞納分も含まれており、６割が町民税分、

４割が県民税分であるとのことでした。 

 軽自動車税環境性能割徴収取扱費とは何かに対し、令和元年10月から導入開始された

軽自動車税の環境性能割について、当面、県が賦課徴収し、環境性能割額の５％を徴収

取扱費として県に支払うものであるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、会計室所管分について会計室長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、株式配当金はどこの株式会社の株を保有しているのかに対

し、配当がある株は、東海旅客鉄道（株）100株、名古屋鉄道（株）200株、近鉄グルー

プホールディングス103株で、県内鉄道整備促進を目的として財団法人岐阜県市町村振

興協会から寄附されたもので、寄附を受けたときに売却しないようにお願いされている

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、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、農業委員、農地利用最適化推進委員の定数に基準はあるの

かに対し、農業委員会法で農業委員は14名、農地利用最適化推進委員は12名と定められ

ているとのことでした。 

 農業委員会委員候補者等選考委員会はどのような基準で候補者を選考するのかに対し、

応募または推薦のあった候補者の中から、これまでの農業経営の経歴や国が推進してい

る女性登用、必須要件である非農業者などを基準に選考するとのことでした。 

 ホッとステーション「わのうち」の土・日の観光案内所についても、もっと有効的な

活用を真剣に考えてほしいに対し、アニメ「丸毛戦記」の放映など新しいことを含めて、

もっとうまく活用できるように取り組んでいくとのことでした。 

 元気な農業産地構造改革支援事業補助金について、補助金受給者が途中で事業を取り

やめた場合、受給した補助金は返還になるのかに対し、過去に補助金返還の実績はない

が、今回のイチゴハウス建設は、ＪＡ全農のいちご新規就農者研修所で現在研修中で、

令和２年５月に修了予定であり、令和元年12月には法人を設立された。ＪＡ全農とＪＡ

にしみのが中心になって県・町に推薦し、本人とも面談を行い、継続して農業経営が行

えると判断したので予算計上したとのことでした。 

 東京圏からの移住支援事業費補助金について、手厚い補助制度を構築しないと、わざ

わざ輪之内町に移住しようと思う人がいないのではないかに対し、令和２年度中に（仮

称）輪之内町空家等対策協議会を設置予定であり、その中で空き家の有効活用など、他

の対策も含めて輪之内町に移住してもらえるように検討していきたいとのことでした。 

 あじさいまつりの会場周辺のアジサイは、美しさが失われている。イベントの実施だ

けではなく、草刈りを行うなど手入れをしてはどうかに対し、アジサイの剪定等を行い、
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美しい花を見てもらえるように努めていくとのことでした。 

 ＦＣ岐阜地域イベント開催委託料については、効果や住民の関心はどれくらいあるの

かに対し、岐阜県全市町村を挙げて応援する唯一のプロスポーツチームであり、たくさ

んの来場者向けにホームタウンデーで輪之内町のＰＲや特産品販売を行うことができる

貴重な機会となっている。この機会を有効に活用できるよう取り組み、町民の関心も高

めていくとのことでした。 

 丸毛氏アニメ製作委託料について、アニメ前編・後編の制作に多くの費用がかかって

いるが、それに見合うだけの効果があるのかに対し、観光誘客の手段として行っている。

作っただけで終わらせないよう、一過性のものにならないように今後も取り組んでいく

とのことでした。 

 多面的機能支払交付金事業の施設の長寿命化事業で実施する水路敷打ち工事について、

施工場所はどのように決めているのかに対し、22組織の代表者が出席する輪之内資源保

全会管理協定運営委員会で役員に一任することを決定し、役員会で実施場所を決定した

のことでした。 

 なお、ほ場整備事業を早く完了した地区では畦畔の崩れがひどい箇所も散見されるの

で、緊急度も考慮し、施工計画を立ててはどうかと提言がありました。 

 カワバタモロコ保護員の任務は何かに対し、一定の知識を持った保護員にカワバタモ

ロコを許可なく採捕している人がいないかなどの見守りや、生き物観察会等の啓発イベ

ントに参加しているとのことでした。 

 人気がある田んぼアートをほかの地区で実施できないのかに対し、以前に中郷新田地

区で実施も模索したが、うまく見えないなどの理由で実施が難しいと判断した。今後は

大吉新田地区に建設する防災拠点から見るような田んぼアートができないか、検討して

いきたいとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、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、楡俣北部地区の揚水機場の建設費は幾らかに対し、１か所

当たり約6,000万円とのことでした。 

 そのほか要望している地区はあるのかに対し、楡俣南部地区と福束北部、福束南部地

区が合同で要望書を出しているとのことでした。 

 ほ場整備事業はいつまで継続できるのかに対し、県と５年先までの事業計画を毎年調

整している。事業が継続できるよう今後も要望していくとのことでした。 

 ほ場整備の100％同意、法人化は採択条件かに対し、仮同意の段階で100％の同意が必

要であり、担い手となるには法人化も必要であるとのことでした。 

 ほ場整備を行うと巻き上げゲートが必要でなくなるが、撤去するのかに対し、補助金

の返還が発生しないよう移設して再利用するとのことでした。 
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 債務負担行為について説明してほしいに対し、過去のほ場整備の借入れに対する元利

補給であり、担い手育成基盤整備事業は当時の事業名で、現在は経営体育成基盤整備事

業であるとのことでした。 

 事業採択を受けるに当たって担い手の実態を把握しているのかに対し、任意組合を法

人化してオペレーターの確保をお願い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、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、水準点借上料の水準点とは何かに対し、宅地内に地盤沈下

を計測するために設置した測量基準点とのことでした。 

 ラウンドアバウト交差点の採用理由は何かに対し、安全性、維持管理、機能の面で優

れているとのことでした。 

 排水路の敷コンクリート工事の進め方はどう考えているかに対して、産業課で多面的

機能支払交付金事業を主体として進めていき、適用できない箇所を建設課で実施してい

くとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、議第８号について質疑を終結し、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 令和２年度輪之内町一般会計予算のう

ち当委員会所管分については、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議第12号 令和２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、井戸水を使用している世帯の下水道使用料金はどのように

算定しているのかに対し、井戸水用の量水器を設置して、その指示数により算定してい

る世帯と世帯人数により認定数量で算定している世帯があり、１か月の認定数量は、１

人の場合は10立方メートル、２人の場合は22立方メートル、３人の場合は27立方メート

ル、３人を超えて１人増すごとに５立方メートルを加算することになっているとのこと

でした。 

 輪之内ビラの北の住宅は下水道整備がされているが、同時に上水道の整備はできなか

ったのかに対し、開発業者が上水道と井戸利用を比較した結果、井戸を選択されたとの

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、全委員異議なく、議第12号 令和

２年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算については、原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、議第13号 令和２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。 

 質疑に入り、主な質疑は、石綿管はどれだけあるのかに対し、令和元年度の工事によ
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り全てなくなったとのことでした。 

 消火栓は、地上式、地下式、どちらがよいのかに対し、使いやすさは地上式であるが、

設置場所等の問題もあり、設置については地元区長さんと協議の上、設置しているとの

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13号 令

和２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を

いたしました。 

 以上で、総務産業建設常任委員会に審査を付託されました案件についての経緯の概要

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。 

（「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。 

 次に、文教厚生常任委員長 髙橋愛子君。 

○文教厚生常任委員長（髙橋愛子君） 

 続きまして、文教厚生常任委員会委員長報告をいたします。 

 令和２年第１回定例輪之内町議会の初日において当委員会に審査付託されました案件

について、３月９日と10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

員出席の下、執行部側より町長、教育長、参事、会計管理者及び各関係課長、関係職員

出席の下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 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）について当委員

会所管分を議題とし、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、高校生バス定期券購入支援補助金はスクールバスについて

は対象外なのかに対し、現在はスクールバスを対象としていないが、町内の利用者を調

査し、対象にするか検討していくとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、福祉課所管分について福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、プレミアム付商品券の売行きが悪いのではないかに対し、

輪之内町だけではなく、全国的に見ても売上げが悪い状況であるとのことでした。 

 プレミアム付商品券が利用可能なのは町内店舗のみか、例えばイオンビッグで利用で
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きるのかに対し、輪之内町発行の商品券については町内店舗のみで利用が可能であり、

イオンビッグは利用可能な店舗であるとのことでした。 

 商品券の換金のタイミングは、３か月ごとなど決まりがあるのかに対し、加盟店舗に

より様々で、毎月換金を行う店舗もあるとのことでした。 

 予防接種を受けた者の割合は何割かに対し、予防接種の接種率は約９割であるとのこ

とでした。 

 高齢者福祉総務寄附金は、特定の目的に対して使ってほしいという意向があったのか

に対し、毎月ふれあいセンターで実施しているオレンジカフェの運営に役立ててほしい

という寄附者の意向であったため、高齢者対策事業に充当しているとのことでした。 

 家族介護慰労金の申請者はいなかったのかに対し、例年は年間一、二名ほどの申請が

あるが、今年度は該当者がいなかったとのことでした。 

 家族介護慰労金の対象者及び支給額は幾らかに対し、要介護３以上に該当する高齢者

を介護サービスを利用せずに在宅で介護している者に対して月額３万円を支給するほか、

寝たきりの障がい者を同居して介護している者に対して月額5,000円を支給するもので

あるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、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、パソコンの借り上げ料は通常５年経過したら無償貸与とな

るのではないかに対し、そうであるとのことでした。 

 アポロンスタジアムの経費はプラネットプラザ管理費に入るのかに対し、そうである

とのことでした。 

 補助教員とはどういう教員のことかに対し、町費の常勤講師であるとのことでした。 

 工事請負費が6,100万円の減額であるが、このような工事の予算はどのように立てる

のか、なぜ6,100万円の減額になったのかに対し、前年度において業者に実施設計業務

委託し、予算計上している。今年度、入札を行った結果、落札額に対して予算額の不用

額が生じたとのことでした。 

 留守家庭児童教室支援員の賃金の減額について、支援員が減ったためであるのかに対

し、当初、利用者が多いと見込んでいたが、利用者の人数と利用時間が少なかったこと

による当初予算の見込みに対する減額であるとのことでした。 

 奨学金の継続者は１名であるとのことだが、この状況について担当課としてどう思う

かに対し、国や県、大学等、様々な奨学金制度がある中での選択をしてみえるのではな

いかとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 議第２号についての質疑を終結し、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 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）のうち当
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委員会所管分については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議第３号 令和元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

を議題とし、住民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、マイナンバーカード交付数は何枚なのかに対し、直近の集

計では798枚であるとのことでした。 

 繰越金は何の金額を計上しているのかに対し、平成30年度からの繰越金額から主に県

支出金等精算返納金などを差し引いた額を計上しているとのことでした。 

 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、全委員異議なく、議第３号 令和

元年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）については、原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

 次に、議第４号 令和元年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を

議題とし、福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、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、全委員異議なく、議第４号 令和

元年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 次に、議第５号 令和元年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とし、福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、心身障がい者と判断されるのは何歳からかに対し、その方

の状況等により様々であるとのことでした。 

 心身障がい者の判断をするのは専門医かに対し、障がいの判断をするのは専門医であ

るが、町が実施している３歳児健診や５歳児健診の際に発達支援教室の職員も立ち会い、

言葉の遅れや運動機能の発達の遅れが見られる子供に対しては児童発達支援の利用等を

勧めているとのことでした。 

 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、全委員異議なく、議第５号 令和

元年度輪之内町児童発達支援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８号 令和２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、戸籍総合システム保守点検委託料について委託会社は近隣

市町村と同じなのかに対し、安八郡は同じである、また西濃地方の市町村もほぼ同じで

あるとのことでした。 

 揚水ポンプ借上料とは何の事業に必要なのかに対し、特定外来生物カダヤシの駆除を
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行うに当たり、用水から田に水をくみ上げる際に揚水ポンプを使用するとのことでした。 

 下水道事業を推進しているのに、なぜ浄化槽設置費補助金を計上しているのかに対し、

下水道が通っていない塩喰川西及び福束川西地区の設置時にのみ交付されるとのことで

した。 

 生ごみ処理機設置事業補助金はどのようなものが助成対象になるのかに対し、家庭用

の電気式やコンポストなどの生ごみ処理機に対して助成を行うものであるとのことでし

た。 

 デマンドバスの土・日・祝日の運行は行えないのかに対し、委託しているバス会社の

運転手やオペレーター不足もあり、人的要因などで現在のところ運行は難しいとのこと

でした。 

 エコドームの空き缶容器回収機の空き缶回収量はどれくらいなのかに対し、年間で約

12トン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。 

 次に、福祉課所管分について福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、成年後見人は被後見人の親でも選任されることはできるの

かに対し、被後見人の親でも成年後見人に選任されることは可能であるとのことでした。 

 成年後見制度に関するニーズ調査はどういった内容で実施するのかに対し、成年後見

制度に対する意識や利用に対する意向の調査及び現状の課題整理を行うとのことでした。 

 あすわ苑に空床があるが、職員の不足により待機者の受入れを行っていないと聞いた

がどうかに対し、あすわ苑職員の募集に対して応募は少ない状態と聞いているが、職員

の不足を理由に受け入れるのを休止していることはない。現在、特養の稼働率について

は、ほぼ100％の状態であるとのことでした。 

 ふれあいセンター駐車場工事の内容はに対し、過去にゲートボール場として利用して

いたふれあいセンター建物の南側の敷地を整地し、砂利敷きをするほか、東側に設置し

てあるフェンスの一部を切り、そこからの進入を可能にするとのことでした。 

 こども園の会計年度任用職員は全てパートタイム職員かに対し、基本は朝９時から夕

方５時までのパートタイム職員であるとのことでした。 

 こども園の会計年度任用職員の内訳は何人かに対し、保育教諭26名、調理員９名、緊

急対応用の調理員４名の計39名であるとのことでした。 

 非常勤職員から正規職員として雇用してほしいという要望はあるかに対し、今のとこ

ろ聞いていないが、町で毎年１月に保育教諭の経験者採用枠での募集を行っており、本

人の希望により応募し、試験に合格すれば正規職員として雇用するとのことでした。 

 また、委員から保育園教諭の相談相手の確保や心のケアを積極的に行ってほしいとの

意見がありました。 

 老人クラブ補助金の交付対象地区は全体のうちどれだけかに対し、全25地区中、19地
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区であるとのことでした。 

 活動休止中の地区への働きかけや立て直しは行っているのかに対し、現在のところ特

に行っていないため、今後、老人クラブ連合会の定例会での協議事項としたいとのこと

でした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、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、英語指導助手業務委託とはどこに委託しているのかに対し、

（株）インタラックに業務委託し、こども園と小学校にＡＬＴを配置しているとのこと

でした。 

 中学生カナダ派遣研修委託料の予算はどのように積算しているのかに対し、令和元年

度の実績に基づき計上したとのことでした。 

 小学生鹿児島派遣研修事業について、鹿児島市からも輪之内町に来町してもらい、交

流することはできないのかに対し、鹿児島市から来年度も花尾小学校での受入れの返事

を既に頂いており、相互に交流できるよう今後検討していくとのことでした。 

 英語検定受験料補助金について、児童・生徒の受験率はどのくらいであるかに対し、

受験率は、児童・生徒全体の約30％である。英検については学校が指導する内容ではな

く、個人が選択して受験するものであるが、積極的に受験できるように町から補助金を

出し、町に受験会場を用意し、今後も英語教育に力を入れていくとのことでした。 

 学校校務員内外作業業務委託はシルバー人材センターに委託するのかに対し、校務員

の募集を行ったが、応募がなかったため、シルバー人材センターに委託するとのことで

した。 

 防災士養成講座の需用費の252万9,000円はテキスト代であるかに対し、防災士養成講

座を委託している防災士機構よりテキストを購入している。テキスト代は需用費のうち

の39万9,000円で、毎年受講のため購入しているとのことでした。 

 生涯学習事業は文化財保護のほかにどのような事業があるのかに対し、毎年１回、生

涯学習コンサートを実施しているとのことでした。 

 給食に御膳米を使えないのかに対し、まずは町の指名願を提出していただきたいとの

ことでした。 

 パソコン借り上げ料の内訳を説明してもらいたいに対し、各学校の生徒・教師用パソ

コンのほか、パソコン室等のプリンター、小・中学校校務支援システム及びパソコン周

辺機器等の借り上げ料であるとのことでした。 

 情報教育の備品購入費は何かに対し、来年度は小学校の教科書改訂の年であるため、

デジタル教科書を購入するとのことでした。 

 事務局費の会計年度任用職員の内訳はどうなっているのかに対し、学校司書２人、Ｉ

ＣＴ指導員１人、ＡＬＴ１人分であるとのことでした。 
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 ＩＣＴ指導員の採用基準はあるのかに対し、教員資格を有し、指導力、ＩＣＴに関し

て知識がある人であるとのことでした。 

 地域学校協働活動推進事業について内容を説明してもらいたいに対し、輪之内町では、

町内小・中学校にコミュニティ・スクールを設置し、地域学校協働活動を進めていると

ころである。活動を担う各支援員については、総括的推進員１人、地域と学校を結ぶ調

整役として学校推進員を各学校に２人、困り感のある子などを支援する協働活動支援員

を各学校に２人、協働活動サポーターは各学校に１人配置し、清掃など校務支援をして

もらう。そのほかに、キャリア教育として職業講話をしてもらう学習支援員も配置する。

これらの各支援員への謝金が665万7,000円である。そのほか、需用費、通信運搬費、保

険料、通行料など補助事業に要する経費を合わせると694万4,000円となり、補助対象経

費の３分の２が補助金として交付されるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 議第８号についての質疑を終結し、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 令和２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９号 令和２年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算を議題とし、住

民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、国保特別会計予算の一般会計繰入金は一般会計予算のどこ

から繰り出されているのかに対し、款民生費、項社会福祉費、目国民健康保険費から繰

り出されているとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結しました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議なく、議第９号 令和

２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

しました。 

 次に、議第10号 令和２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、すこやか健診、さわやか口腔健診の受診率は何％かに対し、

令和元年度のすこやか健診が46.8％、さわやか口腔健診は2.5％であるとのことでした。 

 すこやか健診の受診率が50％を割っている理由は何かに対し、はっきりとした理由は

不明であるが、輪之内町の受診率は県内では上位であるとのことでした。 

 輪之内町の高齢化率の伸びはどうかに対し、後期高齢者医療制度の加入者数は、昨年

度の1,065人から今年度の1,115人へと50人増加しており、その増加は毎年続いていると

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、全委員異議なく、議第10号 令和
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２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し

ました。 

 次に、議第11号 令和２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、児童発達支援の現在の利用者数は何人かに対し、令和２年

３月１日現在で32名で、うち７名が利用料徴収対象者であるとのことでした。 

 障がい児に対する病名は何種類あるのかに対し、広汎性発達障がいやＡＤＨＤなど多

岐にわたるが、そらを利用している児童については病名には該当せず、単に言葉の遅れ

や運動機能の遅れなどで利用している児童も多いとのことでした。 

 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、全委員異議なく、議第11号 令和

２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

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緯の概要と結果報

告を申し上げ、文教厚生常任委員会委員長報告を終わります。 

○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２号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）についての討

論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「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。 
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 したがって、議第２号 令和元年度輪之内町一般会計補正予算（第４号）は、委員長

報告のとおり可決されました。 

 これから、議第３号 令和元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 令和元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、委員長報告のとおり可決されました。 

 これから、議第４号 令和元年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「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、委員長の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 令和元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、委員長報告のとおり可決されました。 

 これから、議第５号 令和元年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第２

号）についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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（「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、委員長の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 令和元年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第

２号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

 これから、議第６号 令和元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１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６号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第６号 令和元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１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

 これから、議第７号 令和元年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１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７号を採決します。 
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 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第７号 令和元年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）は、委

員長報告のとおり可決されました。 

 これから、議第８号 令和２年度輪之内町一般会計予算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８号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。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８号 令和２年度輪之内町一般会計予算は、委員長報告のとおり可

決されました。 

 これから、議第９号 令和２年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算についての

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９号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第９号 令和２年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算は、委員
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長報告のとおり可決されました。 

 これから、議第10号 令和２年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算についての討

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 令和２年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算は、委員長

報告のとおり可決されました。 

 これから、議第11号 令和２年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算についての

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 令和２年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算は、委員

長報告のとおり可決されました。 

 これから、議第12号 令和２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

についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
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○議長（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） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第12号 令和２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、委員長報告のとおり可決されました。 

 これから、議第13号 令和２年度輪之内町水道事業会計予算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 令和２年度輪之内町水道事業会計予算は、委員長報告のとお

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。 



－１２８－ 

 したがって、そのように決定しました。 

 お諮りします。 

 総務産業建設・文教厚生の各常任委員会所管事務の調査について、閉会中も継続調

査・研究することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 議員各位におかれましては、公私とも大変お忙しいところ、御出席を賜り、熱心な審

議を賜り、議長として厚くお礼を申し上げます。 

 また、議会を通じ議事進行等に各位の御協力、御支援を賜りましたことに対し、重ね

てお礼を申し上げます。 

 一方、執行部の各位におかれましては、本日成立しました各予算を通じて輪之内町の

発展のためにより一層の御努力を頂きますようお願いを申し上げます。 

 簡単ではございますが、お礼の御挨拶に代えさせていただきます。誠にありがとうご

ざいました。 

 これをもちまして、令和２年第１回定例輪之内町議会を閉会します。 

 大変御苦労さまでございました。 

（午後２時25分 閉会）  
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会議の経過を記録して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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