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（午前９時30分 開会）  

○議長（小寺 強君） 

 皆さん、おはようございます。 

 令和２年第１回臨時輪之内町議会をただいまから開会いたします。 

 ただいまの出席議員は９名です。 

 全員出席でありますから、令和２年第１回臨時輪之内町議会は成立いたしましたので、

開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、輪之内町議会会議規則第125条の規定により、議長に

おいて、２番 林日出雄君、７番 髙橋愛子君を指名します。 

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

○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。 

 本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。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、会期は本日１日限りとすることに決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 地方自治法第235条の２の規定により、監査委員から令和元年度２月分及び３月分に

関する出納検査結果報告がありました。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午前９時31分 休憩）  

（午前９時31分 再開）  

○副議長（上野賢二君） 

 では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議長 小寺強君から議長の辞職願が出されています。 
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 お諮りします。 

 議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（上野賢二君） 

 異議なしと認めます。 

 したがいまして、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決定をいたしまし

た。 

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

○副議長（上野賢二君） 

 追加日程第１、議長辞職の件を議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定によって小寺強君の退場を求めます。 

（議長 小寺強君退場） 

○副議長（上野賢二君） 

 では、職員に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（中島広美君） 

 辞職願、このたび一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出

ます。令和２年５月18日、輪之内町議会議長 小寺強。輪之内町議会副議長様。以上で

す。 

○副議長（上野賢二君） 

 お諮りします。 

 小寺強君の議長の辞職を許可することに御異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（上野賢二君） 

 異議なしと認めます。 

 したがいまして、小寺強君の議長の辞職を許可することに決定をいたしました。 

 小寺強君の入場を求めます。 

（８番 小寺強君入場） 

○副議長（上野賢二君） 

 ただいま議長が欠けました。 

 お諮りします。 

 議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。御異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（上野賢二君） 

 異議なしと認めます。 

 したがいまして、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決定をいたしました。 
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───────────────────────────────────────── 

○副議長（上野賢二君） 

 追加日程第２、議長の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法にいたしましょうか。 

（「指名推選」の声あり） 

（「選挙でお願いします」の声あり） 

○副議長（上野賢二君） 

 投票と指名推選の両方の意見が出ましたが、地方自治法第118条第２項の規定により、

選挙の方法は投票によることにいたします。 

 議場の出入口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○副議長（上野賢二君） 

 ただいまの出席議員数は９名です。 

 次に立会人を指名します。 

 会議規則第32条第２項の規定によりまして、立会人に大橋慶裕君、林日出雄君、土井

田崇夫君を指名します。 

 それでは、投票用紙を配付します。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名でございます。 

（投票用紙配付） 

○副議長（上野賢二君） 

 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○副議長（上野賢二君） 

 配付漏れなしと認めます。 

 それでは、投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

○副議長（上野賢二君） 

 異状なしと認めます。 

 それでは、ただいまより投票を行います。 

 １番 大橋慶裕君から順次投票をお願いいたします。 

（投 票） 

○副議長（上野賢二君） 

 投票漏れはございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○副議長（上野賢二君） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 これより開票を行います。 

 大橋慶裕君、林日出雄君、土井田崇夫君、開票の立会いをお願いいたします。 

（開 票） 

○副議長（上野賢二君） 

 それでは、選挙の結果を御報告いたします。 

 投票総数９票、有効投票９票、無効はございません。 

 有効投票のうち、小寺強君８票、浅野進君１票、以上のとおりでございます。 

 この選挙の法定得票数は2.25票です。 

 したがいまして、小寺強君が議長に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

（議場開鎖） 

○副議長（上野賢二君） 

 ただいま議長に当選されました小寺強君が議場におられます。会議規則第33条第２項

の規定によりまして当選の告知をいたします。 

 小寺強君、あなたは議長に当選されました。議長当選の承諾及び挨拶をお願いいたし

ます。 

○８番（小寺 強君） 

 ただいま皆様方の御推挙により議長職を仰せつかりました小寺でございます。厳しい

情勢の中でありますが、皆様方の御指導、御鞭撻を賜りながら、議会運営に一生懸命頑

張る所存でございます。今後とも御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたしまして、挨拶

に代えさせていただきます。（拍手） 

○副議長（上野賢二君） 

 それでは、小寺強議長、議長席にお着きを願います。 

 暫時休憩します。 

（午前９時44分 休憩）  

（午前９時44分 再開）  

○議長（小寺 強君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 副議長 上野賢二君から副議長の辞職願が提出されています。 

 お諮りします。 

 副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 追加日程第３、副議長辞職の件を議題とします。 

 地方自治法第117条の規定によって上野賢二君の退場を求めます。 

（副議長 上野賢二君退場） 

○議長（小寺 強君） 

 職員に辞職願を朗読させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（中島広美君） 

 辞職願、このたび一身上の都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願い

出ます。令和２年５月18日、輪之内町議会副議長 上野賢二。輪之内町議会議長様。以

上です。 

○議長（小寺 強君） 

 お諮りします。 

 上野賢二君の副議長の辞職を許可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、上野賢二君の副議長の辞職を許可することに決定しました。 

 上野賢二君の入場を求めます。 

（６番 上野賢二君入場） 

○議長（小寺 強君） 

 ただいま副議長が欠けました。 

 お諮りします。 

 副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。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、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 
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 追加日程第４、副議長の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法にいたしましょうか。 

（「投票でお願いします」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 投票との意見がありますので、選挙の方法は投票によることにいたします。 

 議場の出入口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○議長（小寺 強君） 

 ただいまの出席議員数は９名です。 

 次に立会人を指名いたします。 

 会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に浅野重行君、浅野進君、上野賢二君

を指名します。 

 投票用紙を配付します。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名です。 

（投票用紙配付） 

○議長（小寺 強君） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（小寺 強君） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 １番 大橋慶裕君から順番に投票をお願いいたします。 

 ２番 林日出雄君、３番 土井田崇夫君、４番 浅野重行君、５番 浅野進君、６番

 上野賢二君、７番 髙橋愛子君、８番 小寺強、９番 田中政治君。 

（投 票） 

○議長（小寺 強君） 

 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 
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 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 これから開票を行います。 

 浅野重行君、浅野進君、上野賢二君、開票の立会いをお願いいたします。 

（開 票） 

○議長（小寺 強君） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数９票、有効投票数９票、無効投票ゼロです。 

 有効投票のうち、上野賢二君８票、浅野進君１票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は2.25票です。 

 したがって、上野賢二君が副議長に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

（議場開鎖） 

○議長（小寺 強君） 

 ただいま副議長に当選されました上野賢二君が議場におられます。会議規則第33条第

２項の規定によって当選の告知をします。 

 上野賢二君、あなたは副議長に当選されました。副議長当選の承諾及び挨拶をお願い

したいと思います。 

 上野賢二君。 

○６番（上野賢二君） 

 ただいまは副議長に皆さんのお力をもって推挙いただきました。本当にありがとうご

ざいました。 

 本年度はコロナとの闘いの１年になろうかと思いますが、小寺議長と共に一生懸命職

務を遂行していく所存でございます。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

○議長（小寺 強君） 

 日程第４から日程第６までを一括議題とします。 

 暫時休憩します。 

（午前９時55分 休憩）  

（午前９時56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４、常任委員会委員の選任及び日程第５、議会運営委員会委員の選任を行いま
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す。 

 お諮りします。 

 常任委員及び議会運営委員の選任については、委員会条例第６条第４項の規定によっ

て、議長が指名したいと思います。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、議長が指名します。 

 総務産業建設常任委員会委員には、大橋慶裕君、林日出雄君、土井田崇夫君、浅野重

行君、浅野進君、上野賢二君、髙橋愛子君、小寺強、田中政治君を指名します。 

 文教厚生常任委員会委員には、大橋慶裕君、林日出雄君、土井田崇夫君、浅野重行君、

浅野進君、上野賢二君、髙橋愛子君、小寺強、田中政治君を指名します。 

 議会運営委員会委員には、田中政治君、髙橋愛子君、上野賢二君、土井田崇夫君を指

名します。 

 お諮りします。 

 常任委員及び議会運営委員の任期は、委員会条例第３条第１項の規定によって、おお

むね１年と定め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、常任委員及び議会運営委員の任期は、おおむね１年とすることに決定し

ました。 

 これから常任委員会及び議会運営委員会の委員長及び副委員長の選任については、委

員会条例第７条第２項の規定により委員会において互選をお願いします。 

 暫時休憩します。 

（午前９時59分 休憩）  

（午前９時59分 再開）  

○議長（小寺 強君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいまから、常任委員会及び議会運営委員会の委員長及び副委員長を報告します。 

 総務産業建設常任委員会は、委員長 林日出雄君、副委員長は大橋慶裕君です。 

 文教厚生常任委員会は、委員長 土井田崇夫君、副委員長は浅野重行君です。 

 議会運営委員会は、委員長 田中政治君、副委員長は髙橋愛子君です。 

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

○議長（小寺 強君） 
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 日程第６、安八郡広域連合議員の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 委員の選挙の方法は、議長の指名にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議長が指名することに決定しました。 

 安八郡広域連合議員には、小寺強、上野賢二君、土井田崇夫君を指名します。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第７、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８、町長提案説明。 

 本日の上程議案について、町長から説明を求めます。 

 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。 

 季節は、はや夏めいてまいりました。なかなか気分は夏の気分で爽やかというわけに

はいきませんけれども、しっかり頑張っていきたいなということでございます。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するわけでございます。 

 さて、先ほどは議長をはじめ、議会の構成も行われまして、新しい体制も確立されま

した。今後も議会と執行部との連携を密にしながら、住民本位の行政運営を進めてまい

りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 さて、今は何かお話ししようと思うと、まず第一にコロナ、コロナという話になるわ

けでございます。現在、全世界で猛威を振るっております未曽有のコロナウイルスの感

染については、日本では危惧されたオーバーシュートも崖っ縁で踏みとどまった感はあ

ります。世界の状況を見てみますと、取りまとめの時点によりいろんな統計でずれはあ

りますけれども、信頼できる情報によれば、現在５月17日、昨日の時点で感染者は465

万1,000人ほど、死亡者数は31万2,115人と、ちょっと想定外の数字になってきておりま

す。現在、我が国では、５月17日現在、感染者数１万7,015人、死亡者数は769人という

数字が出ております。日本はともかく、残念ながら、世界においてはまだまだ感染が収

まっている状況ではございません。今後に注意する必要があろうかと思います。 

 この感染対策につきましては、国を挙げて取り組んでおることは御案内のとおりであ
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ります。政府をはじめ、各県市町村においても感染拡大を防ぐための外出制限や休業要

請、経済・雇用・困窮に迅速に対応すべく各種給付金等の対策もなされたところでござ

います。 

 教育においては、各種学校の授業の中断等の措置が取られました。なお、その代替と

してオンライン教育をはじめとする早期の学校再開に向けた準備等の対策を講じている

ところであります。 

 当町としても、こうした事態への対策として、都合十数回の対策本部会議の開催をは

じめ、免疫力が低く、感染すると重篤化しやすいと言われる65歳以上の高齢者、そして

障がい者や妊婦の方々へのマスクの配付等、既存予算において様々な対策を講じてまい

りました。 

 そして、本日、この後、補正予算を上程させていただきますが、国・県の各種給付金

をはじめ、できることを迅速かつ的確に対策を進めてまいりたいと考えております。 

 懸念されております小・中学校やこども園の再開につきましても、県内各市町村と情

報の共有を図りながら、一日も早い日常への復帰に向けて準備を進めているところでご

ざいます。 

 さて、先週14日には、政府において特別措置法を根拠に発令されておりました緊急事

態宣言が39の県において解除されました。また、感染拡大防止により強力に取り組むべ

きとされた13の特定警戒都道府県のうち、岐阜県をはじめとする５県は、緊急事態宣言

解除に併せ特定警戒の対象からも解除されたことは御案内のとおりであります。 

 ただ、この解除ですが、今までのように普通の生活、経済活動が戻るとは思えません。

これは決して安全宣言ではないということです。緊急事態宣言の解除で国民の行動変容

にどのような影響が及ぶのか未知の部分が多く、感染の第２波、第３波が懸念されると

ころであり、しばらくは予断を許さない状況が続くと思われます。適宜判断しながら、

一日も早い普通の生活、経済活動が取り戻せるよう、町としてでき得る各種施策の遂行

に果敢に取り組んでまいりたいと考えております。議員各位におかれましても御理解を

賜りますようよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日提出させていただきます議案の提案内容について御説明を申し上げま

す。 

 提出議案は、専決処分関係３件、補正予算１件、条例制定１件の５件でございます。 

 議第21号の専決処分の承認につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準

を定める政令の一部改正により、輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例を専決処分したので、議会に報告し、承認を求めるものであります。 

 続いて、議第22号の専決処分の承認については、地方税法等が改正されたことに伴い

輪之内町税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、議会に報告し、承認を求

めるものであります。 
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 次に、議第23号の専決処分の承認につきましては、国民健康保険税における課税限度

額の引上げや減額措置に係る軽減判定所得の見直し等により、輪之内町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例を専決処分したので、議会に報告し、承認を求めるものであ

ります。 

 続いて、議第24号の令和２年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）につきましては、

今般の国の補正予算を受けて、特別定額交付金の交付をはじめとするコロナウイルス感

染症対策全般にわたる経費を計上しております。歳出歳入それぞれ10億1,333万6,000円

を追加し、予算総額55億133万6,000円を計上したところでございます。 

 最後に、議第25号の輪之内町埋立て等の規制に関する条例の制定につきましては、土

砂等の埋立て等について、必要な規制を行い、不適切な埋立て等による土壌の汚染及び

災害の発生を未然に防止し、生活環境の保全と安全を確保することを目的に制定しよう

とするものでございます。 

 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

すようよろしくお願いいたします。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第９、議第21号 専決処分の承認について、輪之内町消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例を議題とします。 

 危機管理課長から議案説明を求めます。 

 荒川浩君。 

○参事兼総務課長兼危機管理課長（荒川 浩君） 

 それでは、議案１ページをお願いいたします。 

 議第21号 専決処分の承認について。地方自治法第179条の規定により、令和２年３

月31日次のとおり専決処分したので報告し、承認を求めるものとする。令和２年５月18

日提出、輪之内町長でございます。 

 ２ページは専決処分書でございます。 

 次に、今回専決処分を行った条例の一部改正についての経緯をお話しさせていただき

ます。 

 今回の改正は、非常勤消防団員等に関わる損害補償の基準を定める政令の一部を改正

する政令が令和２年３月27日に公布され、４月１日から施行されたことによる改正でご

ざいます。 

 改正の概要については、要約すると３点ございます。 

 新旧対照表の１ページをお願いいたします。 

 まず１点目は、第５条の補償基礎額についてでございます。 

 中段ほどの第５条第２項第２号については、補償基礎額の最低額について、現行の
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「8,800円」を「8,900円」に引き上げるというものでございます。 

 その他５条関係については、政令に合わせる形で文言の改正を行ったものでございま

す。 

 次に２点目は、障害補償年金の法定利率についてでございます。 

 新旧対照表の３ページをお願いいたします。 

 上段の第２号及び第６項、そして４ページの中段にございます第７項第２号の「100

分の５」とあるのを「事故発生日における法定利率」に改めるものでございます。これ

につきましては、民法の一部を改正する法律により法定利率が改定されたことに伴いま

して、障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止

期間等の算定に用いる利率について、今までは固定的であったものを、そのときの法定

利率とするという所要の改正を行うものでございます。 

 その他附則関連についても政令に合わせる形で文言の改正を行ったものでございます。 

 最後に３点目でございますが、新旧対照表の５ページをお願いいたします。 

 別表関係でございます。 

 先ほど１点目でも説明いたしましたが、１点目については最低額の引上げの改正でご

ざいましたが、この別表にあるとおり、各階級、勤続年数ごとにそれぞれ引き上げるも

のでございます。 

 以上、３点を改正した箇所を表記したものが議案の３ページに改め分として掲げてご

ざいます。 

 なお、附則として、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、専決処分をさせていただきました輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一

部を改正する条例の説明を終わらせていただきます。御審議賜りますようお願いいたし

ます。 

○議長（小寺 強君） 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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21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。 
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 これで討論を終わります。 

 これから議第21号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認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21号 専決処分の承認について、輪之内町消防団員等公務災害補償

条例の一部を改正する条例は、原案のとおり承認することに決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第10、議第22号 専決処分の承認について、輪之内町税条例等の一部を改正する

条例を議題とします。 

 税務課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼税務課長兼会計室長（田中久晴君） 

 それでは、議第22号について説明をさせていただきます。 

 お手元の議案書は４ページになります。 

 議第22号 専決処分の承認について。地方自治法第179条の規定により、令和２年３

月31日次のとおり専決処分したので報告し、承認を求めるものとする。令和２年５月18

日提出、輪之内町長でございます。 

 ５ページが、今回の輪之内町税条例等の一部を改正する条例の専決処分書になります。 

 ６ページから18ページまでが、その一部を改正する条例になります。 

 今回の専決処分は、町長の提案説明にありましたとおり、地方税法等の一部を改正す

る法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令、それから同法の施行規則の一部を改

正する省令が公布されたことに伴いまして、輪之内町税条例等の一部を改正したもので、

それを議会に報告し、承認を求めるございます。 

 主な改正点につきましては、個人住民税では、未婚の独り親への寡婦控除の適用など、

それから固定資産税では、所有者不明土地等に係るその課題への対応、国税における連

結納税制度の見直しに伴う対応、それから軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しなどで

ございます。そのほか、条項ずれ、また文言の改正等を行いまして、３条立ての条文で

構成させていただいております。 

 改正の内容につきまして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６ページをお開きください。 

 まず第１条による改正です。 
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 17条の棒線部分、「寡夫」を「ひとり親」に、これを改正するものです。 

 次の26条の３も同様の内容で、地方税法等の改正に伴い、項ずれを改正するものでご

ざいます。 

 それから７ページ、28条の２も地方税法の改正に伴う項ずれでございまして、これ以

後も条項ずれは同条例で引用します法律等の改正によるものになります。 

 ８ページの28条の３の２第１項では、第３号の規定が不要になりました。それで削除

し、これを号ずれに合わせ、また同条の見出しを改正するものです。 

 次の28条の３の３の見出し、及び次ページも同様に、不要となった記載と号ずれを改

正するものでございます。 

 次の32条の６は、法人町民税の申告納付に関するもので、租税特別措置法の改正に伴

い、項ずれを改正するものです。 

 10ページの第36条では、所有者不明の土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応

すべく、次ページの改正案の第５項で、その使用者を所有者にみなす規定を新たに整備

するとともに、文言と項ずれの改正により、所要の措置を講ずるものでございます。 

 この36条が13ページまであります。13ページの第40条の２第９項と次のページ第10項、

それから40条の３は、法改正に伴う項ずれを改正するものでございます。 

 次の55条の３も、地方税法の改正に合わせ、固定資産税の課税上で現に所有している

ものに対して、その必要な事項を申告させることができる条項を新たに規定するもので

ございます。 

 15ページの56条では、その現所有者の申告を規定するとともに、文言の改正により所

要の措置を講じております。 

 15ページ、同ページの76条からは、たばこ税の課税に関するものになります。 

 16ページの同条第２項で、棒線のただし書になりますが、紙巻きたばこのうち軽量な

葉巻たばこの換算方法を新たに規定し、第４項は、その所要の措置を講ずるものでござ

います。 

 同ページの改正案の欄の78条第２項は、たばこ税の課税免除の適用に必要な手続の簡

素化を新たに規定するもので、17ページの同条と次の80条第１項は、これに伴う項ずれ、

それと文言を改正するものでございます。 

 18ページの134条の第６項は、先ほど11ページの固定資産税関係で36条に第５項を追

加したことに伴います項ずれを改正するものです。 

 続いて、附則の改正になります。 

 附則第４条の２、附則第４条の３は、この18ページから20ページまでになりますが、

租税特別措置法の改正に伴い、延滞金の割合に関する規定を整備するものでございます。 

 21ページに飛びますが、21ページの附則第５条と附則第６条の３の２は、改元による

元号と、それから条ずれを改正するものでございます。 
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 22ページの附則第７条は、同条で規定する課税の特例を３年間、延長の措置を講ずる

ものです。 

 次の附則第９条は、文言を改正するもので、続く附則第９条の２では、地方税法の改

正に伴い、項ずれの改正及び、また項の追加と削除をすることにより同条の規定の整備

をするものでございます。 

 24ページの附則第９条の４から29ページの附則第12条の３までは、こちらも元号と、

それから文言を改正するものになります。 

 37ページまで行きますが、37ページの附則第16条は、低未利用土地等を譲渡した場合

の長期譲渡所得の特別控除が創設されました。これに伴いまして、同条にその条項を加

えるものでございます。 

 同じく37ページの附則第16条には、同条で規定する課税の特例を３年間、こちらも延

長の措置を講ずるとともに、条ずれを改正するものでございます。 

 39ページになりますが、附則第21条、それから附則第22条も元号を改正するものでご

ざいます。 

 続きまして、第２条による改正ですが、こちらも主に地方税法の改正に伴います文言

と条項ずれ等の改正になります。 

 40ページから次ページの第12条は、見出しにある延滞金に関する条項ずれと文言を改

正するものです。 

 次の13条は、この条例改正に伴う規定に関して整備するものでございます。 

 それから16条は、次のページになりますが、文言の整理と項ずれを改正するものにな

ります。 

 次の24条から45ページの一番下の第32条の６、それからさらに52ページ真ん中辺りの

第32条の８、そして54ページの34条まで、こちらは国税の法人税における連結納税制度

の見直しに伴いまして、法人の町民税においても国税の見直しに合わせてそれぞれ所要

の措置を講ずるもので、そのための文言の整理、それから項の削除、条項ずれを改正し

ております。 

 56ページの第76条の２項は、この改正条例第１条にて改正した軽量な葉巻たばこの換

算方法をこの第２条でも段階的に改正するものでございます。 

 附則の改正では、56ページの附則第４条の２で、この改正条例第２条にあった第12条

の改正に基づき、規定を整理するものでございます。 

 続きまして58ページになります。 

 第３条による改正についてです。こちらは、平成31年輪之内町条例第５号輪之内町税

条例等の一部を改正する条例を今回改正するもので、現行欄の第３条の「第17条第１項

第２号中」の改正部分を削除します。それとともに平成の元号を令和に改正するもので

ございます。 
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 59ページの附則になりますが、附則第１条も平成の元号を令和に改正するとともに、

第４号や第５号は、先ほどの第17条中の改正部分を削除したことに伴う改正でございま

す。 

 60ページの第２条から63ページまでも平成の元号を令和に改正します。 

 この63ページの第４条も、先ほどの第17条中の改正部分を削除したことに伴う改正で

ございます。 

 次の第５条から次のページ、64ページの第８条まで、それから65ページの附則第８条

による改正から68ページの附則第９条による改正、68ページまでですね、それから70ペ

ージの附則第10条による改正及び71ページの附則第11条による改正まで、こちらはいず

れも平成の元号を令和に改正するものでございます。 

 議案書の15ページに戻ります。 

 議案書の15ページになりますが、附則になります。 

 附則の第１条では、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、ただし

書で各規定の施行日を定めております。 

 附則第２条から附則第７条までは、延滞金、それから町民税、固定資産税及びたばこ

税に関する経過措置を規定するものです。 

 附則第８条から附則第11条は、先ほどの新旧対照表で説明させていただいた改め分に

なります。 

 以上で、議第22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） 

 これより質疑を行います。 

 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） 

 11ページの中で、土地を持っている人は、その土地の所有者には固定資産税がかかり

ます。建物を持っている人は、建物の固定資産税がかかります。土地と建物が別々の所

有者の場合は、別々に固定資産税がかかってきます。この11ページの５のところを見て

いただきたいんですが、土地の所有者が誰なのかが分からん場合は、建物を建てている

人が固定資産税を払うという、そういう仕組みなんですね。違いますか。 

○議長（小寺 強君） 

 税務課長 田中久晴君。 

○会計管理者兼税務課長兼会計室長（田中久晴君） 
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 こちらにあります内容につきましては、今言われました、その土地を現に使用してい

る者を所有者とみなすということでございますので、今例に言われましたことになるの

が通常であるというふうに考えております。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 もう一点だけお尋ねします。そうすると、仮にその土地が誰の所有物なのかが分から

ん場合は、固定資産税を払っている人がその所有者ということになって、権利も発生す

るわけですか、固定資産税を払っている人は。お尋ねします。 

○議長（小寺 強君） 

 税務課長 田中久晴君。 

○会計管理者兼税務課長兼会計室長（田中久晴君） 

 この不明な土地というのは、例えば所有者が亡くなったことによりまして、その相続

人が明らかでないとか、そういう場合になってきます。ですので、その権利については、

どこまでが所有者と同等の権利を有するかどうかは、それは分からないということで、

あくまで今回の改正は固定資産税の納税義務者といいますか、その所有者としてみなす

ものであるというふうに解釈をしております。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第22号についての討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「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22号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認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。 



－２０－ 

 したがって、議第22号 専決処分の承認について、輪之内町税条例等の一部を改正す

る条例は、原案のとおり承認することに決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第11、議第23号 専決処分の承認について、輪之内町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例を議題とします。 

 税務課長から議案説明を求めます。 

 田中久晴君。 

○会計管理者兼税務課長兼会計室長（田中久晴君） 

 続きまして、議第23号について説明をさせていただきます。 

 議案書は19ページでございます。 

 専決処分の承認について。地方自治法第179条の規定により、令和２年３月31日次の

とおり専決処分したので報告し、承認を求めるものとする。令和２年５月18日提出、輪

之内町長でございます。 

 20ページが今回の輪之内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分書に

なります。 

 21ページが、その一部を改正する条例になります。 

 今回の専決処分は、地方税法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴いま

して、輪之内町国民健康保険税条例の一部を改正しましたので、議会に報告し、承認を

求めるものでございます。 

 主な改正点は、先ほど町長の提案説明でありましたとおり、課税限度額の引上げと軽

減判定基準の見直し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。 

 79ページをお願いいたします。 

 79ページの第２条第２項では、基礎課税額に係る課税限度額を現行の「61万円」から

「63万円」に、それと同条の第４項では、介護給付金課税額に係る課税限度額を現行の

「16万円」から「17万円」に、それぞれ引き上げるものでございます。 

 次の23条も第２条と同様に課税限度額を改正するとともに、80ページの同条第２号で

すが、５割軽減基準額を算定する特定同一世帯所属者、いわゆる世帯主を除く被保険者

１人当たりの換算額を「28万円」から「28万5,000円」に、それと同条３号では同じく

「51万円」から「52万円」に、それぞれ引き上げるものでございます。 

 81ページの附則の第４項、それと次ページの附則第５項は、こちらは町税条例の改正

と同様に、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除が控除されたことに伴い、同項に

その条項を加えるものでございます。 

 議案書の21ページに戻ります。 
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 附則第１条では、この条例は令和２年４月１日から施行するものとし、ただし書で附

則第４項及び附則第５項の施行日を別に定めるとしております。 

 附則第２条は、適用区分を規定するものでございます。 

 以上で議第23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。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 考え方をお尋ねしたいんですけれども、79ページの中で課税限度額が示されておりま

す。例えば1,000万円の所得の人と１億円の所得の人がいるとします。限度額は恐らく

変わらないだろうと思います。それを限度額を取っ払って、１億円の人はそれなりに納

めてもらうというのが私は常識ではないかなと思うんです。国の法律がこうなっておる

から、それはやむを得んのでしょうけれども、課長はどんなふうに考えますか。 

○議長（小寺 強君） 

 税務課長 田中久晴君。 

○会計管理者兼税務課長兼会計室長（田中久晴君） 

 今御質問の中にありましたとおり、こちらの条例につきましては国の施行令で定めて

ある金額に基づいて規定をしておりますので、この条例についてはこのとおりで町とし

ては運用するということでございますので、これにつきまして御理解を賜るようにお願

いしたいと思っております。 

 課長としてどうかと言われますと、今議員さんが言われたような考え方も一つの考え

方であるとは思いますが、そうするとそれに対して所得の高い方が極めて大きな負担を

強いられるということも一方でありますので、それをどの段階で限度額を定めるかとい

うことでございますので、町としては国の施行に基づいて行いますが、そういう思いも

持ちながら運用はさせていただきたいと思っております。 

○議長（小寺 強君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第23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23号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認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23号 専決処分の承認について、輪之内町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり承認することに決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第12、議第24号 令和２年度輪之内町一般会計補正予算（第１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。 

 菱田靖雄君。 

○経営戦略課長（菱田靖雄君） 

 それでは、議第24号について御説明をさせていただきます。 

 議案書の22ページをお開きください。 

 議第24号 令和２年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）。令和２年度輪之内町の

一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10億

1,333万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55億133万6,000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５月18日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長でございます。 

 23ページと24ページにつきましては、第１表 歳入歳出予算補正として、款項別に補

正額を集計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。 

 歳出予算から御説明をさせていただきますけれども、まずもって御説明したいことが

ございます。今回の補正予算に計上いたしました予算、事業の一部には、新型コロナウ

イルス感染症への緊急対応としまして、既存の予算を先食いする形で既に着手した事業
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がございます。そうしたものにつきましては、今回の補正予算で先食いした分を補填す

る形を取っているものがあることを御了解いただきたいと思います。 

 それでは、一般会計補正予算事項別明細書の６ページをお開きください。 

 款2.項1.目８の生活安全対策費は９億7,869万3,000円の増額でございます。新型コロ

ナウイルス感染症の拡大を受けて閣議決定をされました緊急経済対策のうち、家計への

支援として実施されることになりました国民１人につき10万円を現金給付するための事

業費と、その事務費を計上したものでございます。節3.職員手当等の時間外勤務手当

291万8,000円から節12.委託料の定額給付金システム改修等委託料189万3,000円までが

事務費になります。節18.負担金、補助及び交付金の特別定額給付金９億7,000万円は、

文字どおりの給付金、事業費になります。 

 事務費の主なものといたしましては、節10.需用費の印刷製本費38万8,000円は、手続

に関する交付申請書や交付決定通知書を郵送する際の封筒を作成したほか、チラシの印

刷代でございます。節11.役務費の通信運搬費234万3,000円は、交付申請書や交付決定

通知書等を郵送する際の郵便代として3,500世帯分、その下、金融機関事務取扱手数料

81万4,000円は、給付金の振込手数料として3,500世帯分になります。節12.委託料の定

額給付金システム改修等委託料189万3,000円につきましては、特別定額給付金の対象者

や支給決定等の情報の管理、口座振替データの作成、帳票印刷などを行いますシステム

導入に関する経費でございます。また、節18.負担金、補助及び交付金の特別定額給付

金９億7,000万円につきましては、事業費として１人当たり10万円の9,700人分でござい

ます。これらの経費につきましては、全額国費にて賄われます。 

 次に、目11.企画費は34万1,000円の増額でございます。節12.委託料の動画番組制作

委託料は、新型コロナウイルス感染症の拡大に関連をして、わのうちスマイルチャンネ

ルで放送する動画番組を制作したものでございます。具体的には、小・中学校の担任の

先生の紹介番組や手作りマスクの作り方と寄附の協力依頼などの番組を制作しておりま

す。 

 次に、目12.電子計算費は189万円の増額です。新型コロナウイルス感染症の予防の一

環として、庁舎内におきましても密を避けるべく、庁舎内は１階と２階に分かれて事務

を執っております。節10.需用費の消耗品費28万円につきましては、庁舎２階でパソコ

ンをネットワークに接続するための資機材としてＬＡＮケーブルやハブなどを購入した

ものでございます。節12.委託料のネットワーク環境整備委託料161万円につきましては、

これから始まります特別定額給付金の受付事務を庁舎１階ロビーで行う予定をしており

ますが、庁舎内職員からコロナの感染者が発生した場合につきましては、町民センター

を第２会場として受付を行うことを考えております。これらに必要なネットワーク環境

の整備を行うものでございます。 

 ７ページをお願いします。 
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 款3.項3.目３の児童手当費は1,555万4,000円の増額です。先ほどの特別定額給付金と

同じで、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のうち、家計への支援として実施され

ることになったものでございます。 

 具体的には、中学生以下の子供１人につき、通常の児童手当とは別に１万円を現金給

付するための事業費と、その事務費を計上したものでございます。節3.職員手当等の時

間外勤務手当19万1,000円から節12.委託料の児童手当システム改修委託料69万3,000円

までが事務費でございます。節18.負担金、補助及び交付金の子育て世帯臨時特別給付

金1,396万円が事業費になります。 

 事務費につきましては、件数や金額の大小はございますが、先ほどの特別定額給付金

とほぼ同じ内容になります。節18.負担金、補助及び交付金の子育て世帯臨時特別給付

金1,396万円は、１人当たり１万円の1,396人分でございます。これらの費用につきまし

ても全額国費にて賄われます。 

 ８ページをお願いします。 

 款4.項1.目１の保健衛生総務費は160万7,000円の増額です。節3.職員手当等の時間外

勤務手当65万4,000円と節10.需用費の消耗品費95万3,000円は、新型コロナウイルス感

染症予防に対応するための経費でございます。節10.需用費の消耗品費では、手指消毒

液や非接触型体温計を購入しようとするものでございます。 

 ９ページをお願いします。 

 款6.項１.目１の商工総務費は770万9,000円の増額です。節3.職員手当等の時間外勤

務手当20万9,000円と節18.負担金、補助及び交付金の県新型コロナウイルス感染症拡大

防止協力金市町村負担金750万円は、県が実施した休業等の要請と、その休業補償に対

応するものでございます。 

 過日、岐阜県が職種、業種を限定して４月18日から５月６日の全期間について休業等

の要請を行い、その趣旨を理解し、全期間について要請に応じた事業者につきましては

県から50万円が補償されることは新聞等で既に御存じのこととは思います。この件につ

きましては、県から各市町村に対しまして、当該市町村に住所がある事業者の補償金に

ついて、その３分の１の負担が求められておりますので、当該費用を負担金として計上

したものでございます。簡単に申し上げますと、補償金50万円のうち県が３分の２、各

市町村も３分の１補償をしているということでございます。なお、45の事業者分につい

て計上をしております。 

 10ページをお願いします。 

 款9.項1.目２の事務局費は188万5,000円の増額です。節10.需用費の消耗品費20万円

と節13.使用料及び賃借料のパソコン借上料168万5,000円につきましては、今回の新型

コロナウイルス感染症の蔓延により学校休業措置に直面したことを踏まえまして、今後、

輪之内町においてオンライン授業が実施できるようにするための必要な機器を整備する
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ものでございます。 

 具体的には、60インチの大型モニター、それからタブレット端末にインストールする

フィルタリングソフトをはじめとするソフトウエアなどについてリースを受けていくも

のでございます。 

 11ページをお願いします。 

 款9.項6.目３の学校給食費は40万1,000円の増額です。３月２日からの学校の休業措

置に当たり、学校給食についても休止、食材等についてはキャンセルをするなどをして

対応をしてきたところでございます。しかしながら、一部の食材についてはキャンセル

料が発生することになりました。節18.負担金、補助及び交付金の学校臨時休業対策費

補助金は、当該費用を補助金として計上したものでございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 款11.予備費につきましては525万6,000円の増額です。過日実施をしました住民への

マスクの配付やマスクの購入につきましては、予備費から525万6,000円を充用して予算

執行をしたところでございます。今後、新型コロナウイルス感染症の第２波、第３波に

備えるのみならず、その他の緊急事態、不測の事態にも適時対応していくため、充用し

た予備費525万6,000円を元に戻すものでございます。 

 簡単に申し上げますと、予備費を525万6,000円使いましたので、同額を増額補正して、

予備費の予算残額を元の700万円に戻すというものでございます。 

 続いて、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14.項2.目1.総務費国庫補助金９億8,019万3,000円と、その下、目2.民生費国庫補

助金1,555万4,000円につきましては、それぞれ特別定額給付金と子育て世帯臨時特別給

付金の事業費と事務費に対する補助金でございます。 

 前後しますが、５ページを御覧ください。 

 款20.項5.目5.雑入の35万円につきましては、学校給食費にありました学校臨時休業

対策費補助金に対する全国学校給食会連合会からの補助金でございます。 

 ４ページにお戻りください。 

 歳入予算を調製するため、繰越金を1,723万9,000円計上したものでございます。 

 最後に、新型コロナウイルス感染症に関しまして、予防対策、経済対策の一環として、

国から地方への総額１兆円の交付金があることにつきましては新聞等で御存じのことと

は思いますけれども、具体的には新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金と

いう名称で交付されることになっております。現在、これを活用する事業を検討してお

りまして、６月補正予算に計上する調製をしているところでございます。今回の５月補

正予算の中でも一般財源として対応している事業などがございます。今の交付金が財源

充当できるものがあると考えておりますので、そうしたものにつきましては次の６月補
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正で財源補正を行う予定をしていることを申し添えさせていただきます。 

 それでは、以上で御説明を終わります。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） 

 これより質疑を行います。 

 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） 

 何点かお尋ねをいたします。 

 まず10万円の給付金なんですけれども、結構「いつもらえるんだね」というような話

を聞くんです。今の状況だったら、いつ頃からもらえるものなんですか。これが１点目。 

 それから、今、輪之内町にはベトナムの方とか中国の方とかが研修に見えています。

ああいう人たちはどんなふうになるんですか。それも対象者ですか。10万円をもらう対

象者になるんですか。 

 それから、ネットワークで申請するのに、テレビを見ている限りでは、すごく評判が

悪いんやね。特に個人番号の暗証番号を忘れたという人が結構おって、そしていろいろ

ネットワークで申請するんだけれども、あれも違う、これも違うといって手続が複雑に

なってきているというような話。だから、郵送された人がそれを書いて送り返せばいい

んでしょうけれども、そっちのほうを勧めるようにお話をしていただきたいなというよ

うに思っています。 

 それからあと、教育長にお尋ねするんですけれども、今の小学校の児童、中学校の生

徒は、これから学校はどんなふうになっていくんですかというようなことをよく聞かれ

るんです。特に６月から始まるのか、その前に前倒しをして学校を再開していくのか、

あるいは学校を再開するに当たって半分ずつ子供たちを学校に通わせて、半分ずつ午前

中に授業をやり、残りの半分は午後からとかと、いろいろ工夫してやっているようなお

話も聞くんですけれども、私ら議員をやっておっても、いろいろ聞かれても答えること

はできません。もう少し私ら議員にもそういうような情報を伝えていただけるとありが

たいなというように思っておるんですけれども。特に６月なのか、学校はいつからなの

か、あるいは授業が遅れていっている、それを夏休みも削って授業を確保する必要があ

るんじゃないかとかといろいろお話を聞いておるんです。その辺のことを分かる範囲で

いいもんですから、教育長から一遍教えていただけますか。 

○議長（小寺 強君） 

 参事 荒川浩君。 
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○参事兼総務課長兼危機管理課長（荒川 浩君） 

 それでは、まず定額給付金のことでございます。「いつもらえるの」ということでご

ざいます。これに関しては、私どものほうにもたくさん問合せが来ております。事務的

な内容を言いますと、先週金曜日、ようやく申請書を各お宅に郵送したところでござい

ますので、土曜日はちょっと無理かな、日曜日、今日あたりから届いておるというふう

に思っております。最速で、振込については、これから毎週金曜日、金融機関の振込と

協議いたしまして、３営業日前までにはデータをくれというようなことで調整しており

ますので、金曜日ごとに振込手続をさせていただこうというふうに考えておりますので、

一応早い方で、例えば、我々が想定しておったのは先ほどのネットワークのオンライン

申請があれば、この22日からその方の分を優先してというふうに思っておりますが、通

常29日から各振込をさせていただきたいなというふうに思っております。 

 続いて、ベトナムとか中国からお見えの研修生が対象になるかということでございま

すが、住民票が４月27日現在で住民登録があれば対象とさせていただいております。 

 そして、ネットワークの関連、オンライン申請の関連ですね、マイナンバーカードの。

パスワード忘れ等によって非常に窓口が混雑しておるというのは各種ニュースで皆さん

も御案内のとおりでございまして、何がというと、やっぱりマイナンバーカードをやる

ときに、本人の署名という手続の欄にもちろんパスワードというのは要るんですね。パ

スワードというのは、申し込んでいただいたときにそれを覚えておっていただければい

いんですが、大分皆さんお忘れになってしまって、それで電話で役所に問い合わせても、

やっぱり役所も電話でその方の本人確認が取れない以上、回答できませんので、そうい

った形でどうしても来てくださいと、本人を確認してからという話になっています。 

 もう一点、聞き及んでおりますのは、やっぱりパスワードを忘れておるというのもあ

るし、手続にカードリーダーといってカードをオンラインに載せるための認証のカード

リーダーというのが要るんです。それを一般の人というのはなかなかお持ちでないとい

う事象もありますので、したがってそういった意味で混雑しているのかなというふうに

思っておりますが、各市役所、案内しておりますように、乱暴な言い方ですけれども、

申請書を郵送で送っていただいたほうが結果として早いんじゃないかというようなこと

になります。 

 先ほど浅野先生からも、そういったことを案内してくれということでございますが、

その申請書の中にもちろんオンライン申請のやり方等の案内文書は同封してございます

ので、そういったことで対応いただければというふうに考えております。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 ４番目の学校関係の質問ですが、今は予算の審議をしておりますので、全協で教育長

さんに十二分納得いくような……。 

○５番（浅野 進君） 
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 それでは結構です。 

○議長（小寺 強君） 

 すみません。よろしくお願いします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ９番 田中政治君。 

○９番（田中政治君） 

 一、二点お願いしたいんですが、需用費で消耗品で予算が上がっているんですが、こ

れは各学校、こども園等に対する体温計とかいろんなことだというふうに承知しておる

んですが、この内訳は、今まではそういうものが全くなかったのかなと。学校にはそう

いうものは基本的に備わっているもんやと私は思っておったわけなんですが、本数が足

らんのか、生徒さんが毎朝登校したときに全部やらなんので本数が要るので、ここで増

やしてやるのか、そこら辺の考え方は急いで慌ててやったということでしょうか。 

 それからもう一つ、商工総務費の中の負担金のコロナ対策感染防止協力金、これは県

が打ち出した方針に対して、市町もそのように分担をして受け持ってやるということだ

と思うんですが、県が決めたことを何で町村がその分の負担をせなあかんのやと。県が

やるんやったら県がきちっと責任を持ったことをやればいいんじゃないかなと。なぜそ

れが３分の２か１か知りませんが、町村で持たなあかんのやと。それなら輪之内町とし

て独自のコロナ対策の支援に対して打ち出すべきではないかと。 

 例えば、幸いにも今輪之内町では感染者がゼロだということでございますが、やはり

これから少し熱があったら医者へ行くとか、検温したりＰＣＲ検査とか、いろんなこと

を多分事前にやらないかんということが起きてくると思うんですが、そういった場合に、

町のほうから少しでもそれに対する経費の補助をするとか、町としてのやり方はいろい

ろあろうかと思うんですが、先般マスクを配付していただいたということで町民が大変

喜んでおるわけなんですが、そのほかに、やはりこれからはそういった検査体制につい

ても少しそういう形の中の町としてのスタンスを町民の方に示すべきではないかと。県

の言うことを聞いておるばかりが僕は悪いとは言いませんが、やはり県がええ顔をした

だけで町はちっともええ顔になっておらん。議会のほうも一緒になって町民の皆さんの

健康管理のお手伝いをしたいということを堂々と、言葉はちょっと分かりませんが、言

うべきではないかというふうに思いますが、どうでしょうか。 

○議長（小寺 強君） 

 福祉課長 伊藤早苗君。 

○福祉課長（伊藤早苗君） 

 保健衛生費のほうの消耗品のことの御質問だとお受けいたします。新型コロナウイル
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ス感染症対策といたしまして、消耗品費の中で消毒液を200本で64万9,000円、それから

非接触式の体温計ということで、接触せずにこうやっておでこ等に当てるだけで体温が

計れるというもので、登校したときとか、そういうところに使用できるものでございま

す。こちらがこども園と小・中学校で各２本ずつ、あと保健センターで健診とかのとき

に使用できるということで、20本で30万3,600円のほうで計上をさせていただいており

ます。以上でございます。 

 もともと非接触式のほうは３本しかございませんでしたので、追加で購入させていた

だくものでございます。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 産業課長 松井和明君。 

○産業課長（松井和明君） 

 先ほど議員さんから質問がありました協力金、町がなぜ３分の１を支払うかという話

でございますけど、こちらにつきましては県から支払ってほしいということで要請があ

りましたということでやっております。 

 それで、この３分の１につきましては、先ほど経営戦略課長のほうから申し上げまし

たように、地方創生臨時交付金の対象事業ともなっております。 

 それと、またそういうもっとほかのことを考えたら、やらなあかんことがあるのでは

ないかという意見につきましても、ちょっとまた６月補正で今後検討させていただきま

すので、よろしくお願いします。 

（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） 

 結構な話ですが、問題は現在起きていることに対して町がどのような、議会も含めて

ですが、どのような考えを持ってオール輪之内の体制を町民の皆さんに示しながら守っ

ていくと、そういう強い姿勢を見せたらどうやということを私は言っておるわけで、５

月や６月や７月やとかいう話では、私はそんな話で聞いておるわけやないんですね。臨

時議会で今回の10万円対策も一つ国民に対して町民に対して、そういう意識の一環だと

いうふうに思っておるんですが、町としても今こういうことが起きておることが先ほど

の町長の最初のお話の中にもありましたように、とんでもないことが起きておって収束

が見えていないんですよね。これから町民がかからないという保障はありません。そん

な中でどのような、これから検査をしたいとか、ＰＣＲとかいろいろ検査が進んでいく

と思うんですが、そういったときにやっぱりお金が要ると思うんですね。だから、コロ

ナ対策用のそういった補助、助成を検査を受けたときには少し、全部とかいうことやな

くて少しでもいいので、皆さんがもっと受けやすいような体制を町のほうも一丸となっ
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て考えたらどうかということを言っておるわけで、先々の話を私はしておらん。もっと

喫緊の課題で町の臨時会に臨んでおるわけで、もっとクイックな話を私は聞きたいと思

います。お答えいただきたいと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 方向性というか、今非常にいろんな課題が出てきているということは、これは９名の

皆様と思いは共有しておるつもりでございます。 

 先ほどの、ちょっと余計な話、私が改めて言うこともないのかもしれないですけれど

も、さっきの給付金の話につきましては、県のほうもはっきり申しましてあまり調整せ

ずにそういうものを出してきております。ただ、私どものとしては、その方向性を同じ

くしている以上、ある部分の協力はすべきものということで３分の１を負担させていた

だくという判断をした。ちなみに、岐阜市についてはこの部分については２分の１とい

うことでございますので、御承知おきいただきたいと思います。 

 それと、いろんな課題がございます。今後出てくるであろうＰＣＲとか、また新しい

検査方法等々、これは保険適用になるものもならないものも。実は、今までＰＣＲ検査

というのが進まなかった原因というのは、基本的には保険対象ではなくて、行政検査と

いう形で保健所を通じた部分しかやってこなかったと。それで件数が上がっていないよ

ということなんですが、最近の感染症の国のほうの専門家会議の中でもＰＣＲについて

の考え方が徐々にもっと広げるべきだというふうにもなってきております。したがいま

して、ＰＣＲの検査ができる対象も、これから多分目に見える形で増えてくるのではな

いかと思っています。そういう部分に対して、当然、対応する部分はしたいなと思って

おります。なかなかスピードが追いついていない部分もあることは承知しておりますけ

れども、今後、その部分につきましては、議会を開くいとまがなければ、額が何億単位

で出てくれば別ですけれども、かなりの部分について、また少額のものについては専決

処分をお願いすることになろうと思いますので、その辺も含めまして、スピード感を持

って対応してまいり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。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 ６番 上野賢二君。 

○６番（上野賢二君） 

 先ほど来、出ています定額給付金ですが、先ほど参事も説明されたんですけど、新聞

にも載っていますよね、給付の郵送開始日、それから給付開始日ということで、新聞で
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報道されております。輪之内町は、これを見ますと、５月18日の郵送開始日で給付開始

日が29日というふうになっております。今やっぱり一番求められるのは、先ほど町長も

言ってみえましたようにスピード感だろうと思うんですが、これを見た限り、例えば池

田は５月18日で給付は22日、岐南町も18日の郵送で20日から22日と給付開始日がなって

います。これを見たときに、輪之内ってスピード感がないんじゃないかというように受

け取られかねないような感覚を持っています。 

 先ほどのお話で、今、金融機関とのそういった打合せ等によって日にちが決まるよう

なことを言ってみえましたが、ここら辺のところの事情説明、これは一日でも早いほう

がいいわけでありまして、先ほどオンラインは22日ぐらいから給付開始できるというよ

うなお話もちょっとされましたが、そこら辺のところですね、一日でも早い給付をお願

いしたいというふうに思います。 

○議長（小寺 強君） 

 参事 荒川浩君。 

○参事兼総務課長兼危機管理課長（荒川 浩君） 

 一日も早い給付というのは私どもも十分認識させていただいておりまして、なおかつ

住民の皆様から電話問合せで同じような御意見を頂いております。新聞を見たけれども、

なぜ輪之内はこんなに遅いんやというふうに御指摘を頂いておるところでございますけ

れども、私ども、そのデータを公表したときには、先ほど、これは全てが言い訳になっ

てしまうんですけれども、電算委託料でシステム改修等、スケジュールが発表されたの

を逆算して日にちをぼったわけでございます。したがいまして、５月18日発送開始とい

う予定になっておりましたが、もう既に先週やっておりますので、公表させていただい

た日にちというのは、より安全にといいますか、確実にその日にはできるだろうという

日を公表しておりますので、確かに他市町から見ると遅い感は否めないというのが正直

申し訳ないなというふうに思っておりますが、今後、そういった声をお聞きして、でき

るだけ迅速に事務を進めてまいりたいと思いますので、御理解を頂きたいというふうに

思っております。以上です。 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第24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24号を採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第24号 令和２年度輪之内町一般会計補正予算（第１号）は、原案の

とおり可決されました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 日程第13、議第25号 輪之内町埋立て等の規制に関する条例の制定についてを議題と

します。 

 住民課長から議案説明を求めます。 

 住民課長 中島良重君。 

○調整監（住民・福祉）兼住民課長（中島良重君） 

 それでは、議第25号について御説明させていただきます。 

 議案書の25ページを御覧ください。 

 議第25号 輪之内町埋立て等の規制に関する条例の制定について。輪之内町埋立て等

の規制に関する条例を次のように定めるものとする。令和２年５月18日提出、輪之内町

長でございます。 

 まずこの条例を制定するに至った経緯を御説明いたします。 

 岐阜県においては、3,000平方メートル以上の埋立てについて、岐阜県埋立て等の規

制に関する条例により、土砂等の埋立て等について必要な規制を行い、土壌の汚染及び

災害の発生を未然に防止しています。しかし、3,000平方メートル未満の埋立て等につ

いては、現在規制する条例等がありません。 

 近年、近隣市町で農地等が所有者の思いとは違い、建設残土等が山に積まれてしまい

農地性を失い、違反転用になってしまった事案等が発生しておりますが、これらの事案

は岐阜県埋立て等の規制に関する条例の対象とならない3,000平方メートル未満が大半

で、規制することができません。そこで、不法な埋立て等を未然に防止するため必要な

規制を行うことができるよう、この条例を定めるものでございます。 

 条例は、全６章、34条で構成してございます。 

 それでは、各条文について説明させていただきます。 

 26ページから御覧ください。 

 第１章、総則の第１条は目的で、不適正な埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生

を未然に防止し、町民の生活環境の保全、生活の安全確保である旨を定めております。 

 第２条、定義は用語の定義で、「埋立て等」「土砂等」「特定事業」「事業者」等に
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ついて定義し、第３項にて埋立ての面積を500平方メートル以上3,000平方メートル未満

と定めております。 

 第３条は事業者の責務、第４条は土地所有者等の責務、第５条は町の責務をそれぞれ

定め、土壌の汚染及び災害の発生防止等に努めなければならない旨を定めております。 

 第２章は埋立て等の基準の条文で、第６条、環境基準は、埋立て等に供される土砂等

の具体的な環境基準は、環境基本法第16条第１項の規定による土壌の汚染に係る環境基

準に準じて、規則にて定めております。 

 第７条、構造基準は、崩落等による災害の発生を防止するための構造基準を宅地造成

等規制法第９条第１項に規定する基準に準じて、規則にて定めております。 

 第３章は不適正な埋立て等の禁止等についての条文で、第８条、環境基準に適合しな

い土砂等による埋立て等の禁止等は、環境基準に適合しない土砂等による埋立て等の禁

止、並びに環境基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときの措置命

令等を定めております。 

 第９条、埋立て等による崩落等の防止措置は、埋立て等を行う者は、埋立て等に使用

した土砂等が崩落、飛散、または流出しないよう措置を講じなければならない旨を定め

ております。 

 第４章は特定事業の規制についての条文で、第10条、特定事業の許可は、特定事業を

行おうとする者は、あらかじめ町長の許可が必要である旨と除外規定を定めております。 

 第11条、許可の申請は、許可の申請の手続書類等について定めたものでございます。 

 第12条、許可の基準は、許可に必要な措置や、それから適格要件等を許可の基準とし

て定めたものでございます。 

 第13条、変更の許可等は、変更の許可及び軽微な変更の届出について定めたものでご

ざいます。 

 第14条、許可の条件は、許可に条件を付すことができる旨を定めたものです。 

 第15条、特定事業の着手の届出は、特定事業に着手したときは、届出が必要である旨

を定めたものです。 

 第16条、土砂等の搬入の届出は、不正な埋立て等を搬入前に防止するために、土砂等

を搬入するときは、採取場所等を証する書面を添付し、届け出なければならない旨を定

めたものです。 

 第17条、環境基準に適合しない土砂等の報告は、環境基準に適合しない土砂等がある

ことを確認したときの報告義務について定めたものです。 

 第18条、帳簿への記載は、規則で定める帳簿へ土砂の搬入日、採取場所、数量等を記

載する旨を定めたものです。 

 第19条、関係書類等の閲覧は、許可を受けたときの関係書類や前条の帳簿を閲覧に供

しなければならない旨を定めたものです。 
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 第20条、標識の掲示等は、当該事業に関する標識の掲示や境界を明らかにする表示等

を義務づけ、事業に対する行政や住民による監視を容易にするため、定めたものです。 

 第21条、緊急時の措置命令は、土砂等の崩落等による災害の発生を防止するため、緊

急時の措置命令について定めたものです。 

 第22条、無許可事業者に対する撤去命令等は、無許可事業者に対する措置命令等を定

めたものです。 

 第23条、特定事業の完了等は、許可を受けた事業者が完了、もしくは廃止、または休

止したとき等の届出について定めたものです。 

 第24条、地位の承継は、許可を受けた事業の全部の譲渡や相続等があったときの地位

の承継について定めたものです。 

 第25条、許可の取消し等は、許可の取消し、または停止を命ずる場合について定めた

ものです。 

 第26条、取消し等に伴う措置命令は、前条において許可を取消ししたとき等の措置命

令について定めたものです。 

 第27条、関係書類等の保存は、関係書類等の保存は、事業完了、もしくは廃止の届出

をした日、または取消しの通知を受けた日から５年間と定めたものです。 

 第５章は雑則で、第28条、報告の徴収は、埋立て等の状況など、必要な事項に関し、

報告を求めることができる旨を定めたものです。 

 第29条、立入検査は、必要に応じ、立入検査、帳簿、書類の検査等を行うことができ

る旨を定めたものです。 

 第30条は、条例の施行に関し、必要な事項を規則で定めるとしたものです。 

 第６章は罰則で、まず第31条は、無許可事業者や不適正な埋立て等の停止、または災

害発生防止措置等の命令違反をしたときは１年以下の懲役、または100万円以下の罰金

と定めております。 

 第32条は、土砂等の搬入及び土壌検査結果の未届け、または虚偽の届出等をしたとき

は、50万円以下の罰金と定めております。 

 第33条は、事業の着手、完了、廃止、休止、また地位の承継の未届け、または虚偽の

届出、そのほか関係書類の保存に対する規定違反、立入検査を拒んだり、虚偽の陳述を

したときは、30万以下の罰金と定めております。 

 第34条は、前条の第31条から33条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人、またはその人に対して罰金刑を科すと定めております。 

 附則につきましては、施行期日は令和２年６月１日とし、現に特定事業を行っている

者またはその譲渡人等には、この条例施行の日から６か月間の経過措置を設けておりま

す。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長（小寺 強君） 

 これより質疑を行います。 

 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） 

 何点かお尋ねをいたします。 

 この条例に触れるような、今現在の、土砂が搬入されているというような、そういう

状況は輪之内町にはあるのでしょうか。これが第１点目。 

 それから、土地の汚染や災害の発生を未然に防止し町民の生活環境を保全すると、こ

れは大変いいことだと思うんです。ところで、建設残土という場合には、建設残土って

例えば具体的にいいますと、下水工事をやるためには土砂を掘削します。それで管を埋

めます。その土砂を搬入して土地を埋める、田んぼを埋めるという場合は、その建設残

土ということに該当するんでしょうか。そういうのは不適切な残土になってくるんでし

ょうか。どうやって基準を決めるんでしょうか。これが２点。 

 それからもう一点は、これに該当しないものは、国、地方公共団体、その他規則で定

める公共的団体が埋立てをする場合は、これは該当しないとなっておるんですね。とこ

ろが、私、過去にお話を聞いておる限りでは、25年ぐらい前だったと思います、土地開

発公社が所有している田んぼを、土砂を埋めて、そして工場に来てもらう、ああいうよ

うなことがありました。地方自治体では、そういう開発公社が所有している土地を埋め

立てるのに、なかなか建設残土も混ざっておるというような話だったもんで、それでは

困るということで、いろんなところで裁判を起こされているようなことがありました。

25年前ぐらいです。そういう場合は、土地開発公社が所有している埋立てについては該

当しないというんですけれども、そういうことは規制はしないんでしょうか。お尋ねし

ます。 

○議長（小寺 強君） 

 住民課長 中島良重君。 

○調整監（住民・福祉）兼住民課長（中島良重君） 

 まず１点目の今現在の状況でございますが、今現在、違反行為で埋立てしている状況

はございません。 

 それから、２点目の建設残土についてですが、地方公共団体等が行う事業についての

残土については建設残土としておりませんので、それは特定事業の許可の第10条のとこ

ろでうたってありますが、それについてはこの条例からは除外してございます。 

 ３点目の土地開発公社等の関係でございますが、その25年前のことがちょっと分かり
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ませんが、その土地の残土等については、この条例の中でも今後、どこから出された残

土であるか、またどういう土であるか等については事前に届出が必要である旨を定めま

すので、そこで申請が出てきたときに町のほうで判断いたしまして、許可するかどうか

とかということになっていくかと思っております。 

○５番（浅野 進君） 

 そうしますと、該当するんですか、この条例には。 

○調整監（住民・福祉）兼住民課長（中島良重君） 

 その事業が公共工事かどうかになっていくと思っておりますが。 

○５番（浅野 進君） 

 分かりました。 

 それから、もう一点お尋ねします。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 

 はい。５番 浅野進君。 

○５番（浅野 進君） 

 3,000平米から500平方メートル、500というと150坪の土地ですよね。そういうところ

は除外されているというのは、何か意味があるんですか。住民の環境を守っていくとい

うんだったら、何平米までとかという限度を決めなくても、全て有害な物質を埋めると

いうのは該当してもいいんじゃないでしょうか、500以下では該当しないという基準を

決めなくても。その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（小寺 強君） 

 住民課長 中島良重君。 

○調整監（住民・福祉）兼住民課長（中島良重君） 

 この面積に関しまして、県のほうが3,000平方メートル以上ということで、町のほう

としては、条例について500平方メートル以上3,000平方メートル未満というふうに定め

てはあるんですが、今までの他市町の状況を見て、小さな面積で埋立て等がなかったと

いうこともあって500平方メートル以上としてあるのかもしれないんですが、まずその

前段階としまして、例えば、田んぼから畑に埋め立てる場合に等については、産業課の

ほうでも事前に届出が必要ということで広報のほうでもお知らせはしてありますので、

小さい面積についてもほかの面から監視ができるようには、町としては対応できると思

っております。以上です。 

○５番（浅野 進君） 

 以上です。 

（挙手する者あり） 

○議長（小寺 強君） 
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 ９番 田中政治君。 

○９番（田中政治君） 

 時間が大分押してまいりましたので簡単に質問したいと思うんですが、まず最初に素

朴な疑問なんですが、この埋立てに関して、なぜ住民課が先頭を切ってやるのか。要す

るに、建設課であり、産業課であり、そういう通常業務として関わりがあるところがや

るのは分かりやすいんですが、なぜ住民課が、恐らくそんな専門的な知識をお持ち合わ

せじゃないと私は思うんですが、そういう課でそれを担わなあかんのかということが１

つ。これは単純な、そちらの考え方でいいので教えていただきたいということと、それ

から埋立てをやる場合、ものを確認する、要するにどういうものであるかということを

判断する知識はお持ちですかね。それはどういう書類を提出したら分かりやすいのか。

例えば、先ほど言われておった下水処理の浅野議員の質問にも、下水をやったときに出

る残土は優良建設残土としてこの規定からは外すんだというふうに私は解釈したんです

が、それは、その地域に掘っているところが工場の近くであったり、いろんなところの

いろんな条件があると思うんです。田んぼの中ばかりを掘っておればいいんですが、や

っぱり宅地周りへ行ったときにはいろんな物質が混ざったものもあろうかと思うんです

が、そういったものの検査は素通りでやるのか、そういったことについて、どこら辺ま

で、運用の中でいろんなものをまだお持ちかもしれませんが、こういう条例を出すとき

は、非常に今まで皆さん困っている内容を今きちっとつくるので、教えていただかんと、

後で決めたような話、いや、それはこっちで決めたのでということではよくないので、

こういう新しい条例のときは、そういうものを全てどのようにしてやっていくんやとい

うことまで示していただかんといかんと私は思うんです。 

 これは、時間がないので、６月定例の委員会の中できちっと教えていただければ、こ

の条例の中身のことについては異論はございませんが、この条例制定のきっかけになっ

たのは、松内の大きな山を埋め立てるやつが住民からもいろんな方面から迷惑がかかり

問題になったと。先ほど全く問題なかったというふうに、町長は問題ないよとおっしゃ

っておるんですが、やはりそういうことも含めた中の条例をきちっと今制定しようとい

うことだと私は思っておるんですが。 

 それから、先般、これは全協の中でも少しお話を頂いたので理解しておるんですが、

やはり大きな立米数を、旧来の町道の、要するに構造上柔らかいところを走らかすと、

壊れた後が今度町の財源で全部補修せなあかんと。膨大なお金ですわ。新規に造らんな

くらいの金がかかりますので、それは許可するときに、それも含めて、きちっとどんな

ような形で埋立てをされるのかということも全部勘案した中の、そこに一つの条件がつ

いたりつかなかったりというのも運用の中で全部規定されておるとは思うんですが、そ

ういうことも教えていただきたい。それは６月の時期で結構です。 

 取りあえず、何で住民課なんやと、素朴な質問だけは答えていただきたい。どれだけ
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の専門的な知識をお持ちか分かりませんが、少なくとも建設課や産業課に比べたら知識

は専門外だと私は認識しておるんですが、そこら辺をちょっと教えていただきたい。 

○議長（小寺 強君） 

 住民課長 中島良重君。 

○調整監（住民・福祉）兼住民課長（中島良重君） 

 まず、なぜ住民課でやるのかということなんですけれども、住民課は生活環境を守る

という意味でも、窓口として住民課で申請を受けます。ただ、住民課だけで判断できな

いこともあろうかと思いますので、流れとしては産業課とか建設課とか協議をして一緒

に、事業としてこの申請を進めていっていいのかどうかというのは協議をして決定して

いくことだと思っておりますので、お願いします。 

 あと、環境に関して判断できないんじゃないかというふうに今御指摘いただきました

が、また６月の議会のときにもお示ししたいと思っておりますが、この条例が可決され

た後に規則のほうを定める予定です。その規則の中で細かく環境基準等をうたっており

ますので、その基準以下である土壌、申し込まれる土がそういう土であるということが

判断できるように細かく基準は設けてあります。その基準に関しては、町では判断でき

ませんので、やっぱり委託業務で判断していただいて、その土壌が適した土であるかど

うかというのは業者に委託していく予定でおります。以上でよろしいでしょうか。 

（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） 

 せっかく住民課長、調整監が一生懸命御説明いただいたので、その思い、意味は分か

りました。分かりましたが、こういった多岐にわたるものは、やはり戦略課、もしくは

総務課、参事を中心に、やっぱりやってからでは非常に大きな迷惑行為に発展しかねな

いので、これはやっぱり直轄事業で、この埋立て規制については開発公社も統括してお

見えになるので、やっぱり参事の席で皆さんに寄っていただいて審議して、どうなんや

こうなんや、いろんな知識をそこで集約されてやられたほうが、より運用が円滑にいく

のではないかと、これは私の勝手な考えですが、あくまでも環境美化だけで押さえられ

る問題ではございません、これは。あくまでも環境は、要するに生活環境ということで、

やっぱり住民の出る、簡単に言いますれば、ごみとか、それから住んでおる住居とか、

いろんなそういう身近なものに対しては無論のことですが、やはり埋立てとか、そうい

った業者対業者とかいう話にも発展することについては、住民課長、調整監といえども、

ちょっと気の毒ではないかと私は思うので、ぜひ、これは町長のお考えなのでそれ以上

は言いませんが、やはりこういう重大案件はやっぱりそういうところで直轄して、皆さ

ん課長さん方のお知恵を全部集約して直轄されたほうがよりベターではないかなと、私
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はそういうふうに思いますので、その辺はお考えいただけたらなと。別にそのままでも

結構ですが、お考えいただいたほうがいいのではないかなと思います。 

○議長（小寺 強君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 おっしゃる意味はよく分かりますし、先ほど調整監のほうから申し上げたとおり、窓

口としては住民課ということになっておりますけれども、内部の体制としては、そもそ

もこの条例をつくるときから、それぞれ関係課が一緒になってつくっておる、言わば共

管の条例でございますので、その辺は、どちらにしてもこの条例の趣旨を損なわないと

いうか、目的を達成するために運用することは大事ですので、今おっしゃられたこと、

ある意味、内部の統制としては当然のことでありますので、関係する課が一緒になって

やっていくということになりますということだけ申し上げておきます。 

○議長（小寺 強君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第25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25号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第25号 輪之内町埋立て等の規制に関す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） 

 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

続調査としたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（小寺 強君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定しました。 

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

○議長（小寺 強君） 

 これで本日の日程は全て終了しました。 

 令和２年第１回臨時輪之内町議会を閉会します。 

 本日は大変御苦労さまでした。 

（午前11時44分 閉会）  
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